
上智大学外国語学部英語学科

卒、同大学院文学部専攻科中退。

趣味は歌舞伎・人形浄瑠璃鑑賞。

特技は日本舞踊。駿台文庫より

著者を出版している。

勝田 耕史 （カツタ コウジ）
東京大学理学部数学科在中か

ら月刊誌『大学への数学』（東

京出版）の執筆を始める。著

者に『解放の突破口』（共著 /

東京出版）などがある。

雲 幸一郎 （クモ コウイチロウ）
数学オリンピックメダリスト育
成で有名な「駿台英才セミナー」
の設立から教壇に立ち、主に「初
頭整数論」の指導を担当。6 人
の国際数学オリンピックメダリ
ストを輩出した。月刊誌『高校
への数学』を執筆中。

鹿野 俊之 （シカノ トシユキ）
東京大学大学院博士課程（比

較文学比較文化）満期退学。

著訳書を研究社・平凡社・東

大出版会・青土社・駿台文庫

などから出版。

大島 保彦 （オオシマ ヤスヒコ）

東京大学文学部思想文化学科哲
学専修課程卒。趣味はソフトテニ
ス。苦手な英語を大学4年生で克
服。自身の経験を生かし、単に
知識を伝えるだけでなく、英語ら
しい考え方や英語の勉強の仕方
が伝わる授業を目指している。

勝又 大（カツマタ ダイ）

東京大学教養学部基礎科学科卒。
一見無機質な数式や計算にも物
語があり、人の血が通っているこ
とを知り、学問が急に楽しくなっ
た。学生にも同じ経験をしてほし
いと考えている。

水谷 丈洋（ミズタニ タケヒロ）

麻布中学・高校卒、東大教養学部基
礎科学科卒。同大学院数理科学研
究科修士課程修了。専攻は微分方
程式論、整数論。数学、教えること、
学生が大好きでこの仕事を天職と感
じている。趣味はギター、将棋、
ジャグリング、人を笑わせること。

渡辺 哲郎（ワタナベ テツロウ）

大阪府出身。国際基督教大学教養
学部卒。東京大学大学院教育学研
究科学校教育高度化専攻修了。修
了論文の研究テーマは「英語の授
業における聴く行為の分析」。趣
味は海外ドラマと革靴。革靴はイ
ギリスまで買いに行くこともある。

山口 裕介（ヤマグチ ユウスケ）

英語科 英語科

英語科 英語科

数学科 数学科

数学科 数学科

2018年度 新中1生徒募集要項
東大受験を指導する現役専門塾 東大進学塾エミール

新中1 保護者対象 入塾説明会
東大進学塾エミールへの入塾希望者向けに、新中1生の保護者様を対象とした「入塾説明会」を実施致します。当日は、新大学入試制度も見

据えたエミールのカリキュラム、設立以来変わらない指導方針、その他授業形態を以下教科主任及び、担当講師よりご説明いたします。所要

時間はいずれの回も1時間程度です。ご説明いたします講師は、当日のお伝えとなります。予めご了承ください。

新中1 エミール指定校進学予定者対象 入塾予約（籍の確保）のご案内
中学合格おめでとうございます！

東大進学塾エミールでは、新中1生の4月入塾に限り、エミールの定めた指定校合格者（かつ進学予定

者）は、無試験で入塾いただけます。1クラス15名定員となっており、定員に達し次第締切とするため、

先に入塾クラスを予約（籍の確保）することが出来ます。

予約は、下記のいずれかの方法でお申込みください。

東大進学塾

※一部の担当講師による説明となります。

日　程
❶電話にてお申し込み
❷申込書（裏面）を直接エミール窓口へ提出
❸申込書（裏面）をFAXにて提出

下記いずれかの方法でお申し込みください。

※定員に達した段階で、お申込み頂いていても実施しない場合もございますので
　出来るだけ早めの日程でお申し込みください。

※定員に達した段階で、お申込み頂いていても実施しない場合
もございますので出来るだけ早めにお申し込みください。

❶電話にて予約
❷申込書（裏面）を直接エミール窓口へ提出
❸申込書（裏面）をFAXにて提出

木曜日 17：30～ （150分＋α）
土曜日 14：00～ （150分＋α）

授業曜日

お申込み方法

※中学校入学後の授業曜日変更等も承ります。
　ご相談ください。

予約の方法

❶2/11（日） ❷2/18（日） ❸2/25（日）★ ❹3/4（日）★

❺3/11（日） ❻3/18（日） ❼3/21（水祝） 

いずれの回も10：00～11：00で実施
★の回は、11：30～12：30になります。

麻布・桜蔭・海城・開成・駒場東邦・渋谷幕張・
女子学院・筑波大附属・筑波大附属駒場・
豊島岡女子・雙葉・武蔵（私立）・聖光

※ただし、雙葉・筑波大附属の各附属小学校から
の内部進学の場合は、入塾試験を受験頂きます

英語

エミール指定校

火曜日 17：30～ （150分＋α）
土曜日 17：30～ （150分＋α）

数学

　　　　  在籍生比率2017年度
東大進学塾エミール

筑駒・開成・ 
麻布  
27％

桜蔭
31％

その他
3％ 

その他
指定校

（女子学院・筑附・
豊島岡女子・武蔵・
雙葉・海城・駒東・
聖光・渋谷幕張）

39％  

教科主任 教科主任 教科主任 教科主任

担当講師 担当講師 担当講師 担当講師

勉強量が多すぎず、少なすぎずで持続で
きる／学校の授業が簡単に感じるように
なった／自宅より集中でき勉強がはかど
る／教材がとてもわかりやすい／授業の
説明が飽きない／先生の発音が聞き取り
やすい／問題数が多くていい／スペルの
ミスなどの小さなミスも見逃さずに指摘
してくれる／学校より進んでるから、学
校の授業がやりやすい／難しいけどため
になっている／説明を聞くと必ず問題が
解けるほど授業がわかりやすい／学校が
復習のようになってとても良い／とても
楽しく明るい雰囲気がいい／先に学習し
ておくと、学校で習う時に理解が深まる
／気軽に質問できるような明るいところ
が良い／普段の学校の授業が楽に受けら
れる／先生のポイント説明がわかりやす
い／ワークブックの解説が丁寧／復習も
してくれるから前にやった内容が抜けな
い／アットホームで楽しい／わかりやす
い授業をしてくれて丁寧に質問に答えて
くれる／とても勉強しやすい雰囲気／ 1
年間で中学内容を終わらせるため、学校
の数学・英語にも取り組みやすい／みん
なが順位をとても気にしている雰囲気が
刺激になる／宿題量が多すぎなくて良い
…etc

エミール通塾生の声



申 込 書 下記必要事項をご記入ください。

新学年

〒　　　　-

性別 男  /  女新中1 西暦　　　 年　   月　   日生年月日

在籍小学校

保護者氏名

緊急連絡先 （　　　　　　）

カナ氏名

氏名

現住所

個人情報の取り扱いについて
当塾では個人情報保護の観点から、ご提供いただきました個人情報は以下の利用目的のみに使用し、細心の注意を払って管理いたします。また、お預かりした個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。この場合においても委託契約書を交わし適切な管理をいたします。
ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。
【利用目的】 1）授業運営（クラス編成・教材発送等）  2）進路指導  3）各種事務連絡  4）成績管理・分析及び各種統計資料作成  5）入試結果調査  6）東大進学塾エミール、駿台予備学校及び関連教育機関の各種ご案内  7）東大進学塾エミール・駿台修了後の事務連絡・各種ご案内
【個人情報管理者】 東大進学塾エミール 情報管理者　〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2-3 駿台お茶の水センター6階　　【お問い合わせ先】 東大進学塾エミール 情報管理者

進学先中学校

F A X （　　　　　　）電話番号 （　　　　　　）

JR中央・総武線御茶ノ水駅（御茶ノ水橋口）
東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅（B1出口）
東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅（1・2番出口）

東大進学塾エミール
TEL 03-5259-3225　FAX 03-5259-3227

（平日）13：30‐20：00  （土曜日）12：30‐20：00

日大病院

ニ
コ
ラ
イ
堂

駿台1号館

丸善

駿台2号館

駿台国際教育センター

スターバックス

明治大学

聖橋口

至東京

駿台
3号館御茶ノ水

橋口

東京医科歯科大学
附属病院

外堀通り
至新宿

駿台
8号館

御茶ノ水駅
（丸ノ内線）

新
御
茶
ノ
水
駅（
千
代
田
線
） 交番

（駿台お茶の水センター 6F）
東大進学塾エミール

受付時間

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3  駿台お茶の水センター6F
最
寄
り
駅

東大進学塾

※定員満了になった際、お申込み後でも、実施しない場合がございます。※定員満了になった時点で、打ち切りとなります。 ※定員満了になった際、お申込み後でも、実施しない場合がございます。

新中1 生徒対象 準備講座のご案内
東大進学塾エミールでは、エミールへの入塾者（または、入塾希望者）向けに、新中1生のお子様を対象とした「準備講座」を開設いたします。

本講座では、中学での英語・数学の先取りをし、その本質に繋がる考え方を身に付け、学びに対する旺盛な興味や関心を引き出すことを目的と

します。なお、本講座は英語・数学の2教科セットで実施致します。講師は次年度担当講師が担当致します。  ※通常授業のカリキュラムの一環ではございません。

※最寄りの銀行よりATM（現金自動預払機）にてお振込みください。　※振込手数料はお客様負担となります。　※振込控えは大事に保管してください。

三菱東京UFJ銀行 神保町支店 （普）0812696　口座名義【 ｽﾝﾀﾞｲｷｮｳｲｸｾﾝﾀｰ(ｶ 】
銀行コード（0005） 支店コード（013）

＊ご依頼人名入力の際、
【71 生徒氏名（カタカナ）お客様電話番号（数字）】 の順に入力ください。 例）71スンダイマナブ0352593225

どの回も同内容ですので、A～Dでお選びください。

2/18（日）・2/25（日）・3/ 4 （日） 10：30～13：20（数学80分・英語80分）
3/ 5 （月）・3/12（月）・3/19（月） 17：00～19：50（数学80分・英語80分）
3/21（水）・3/22（木）・3/23（金） 14：00～16：50（数学80分・英語80分）
3/26（月）・3/27（火）・3/28（水） 14：00～16：50（数学80分・英語80分）

10,800円（税込） ※2教科・教材費含む

受付後、エミールより郵送いたしますコンビニ払込票にてお支払いいただくか、下記口
座までお振込ください。（受付後7日以内）　使用教材は、当日お渡しいたします。

❶電話にてお申し込み　❷申込書を直接エミール窓口へ提出　❸申込書をFAXにて提出

日　程

1日目：be動詞
2日目：一般動詞Ⅰ
3日目：一般動詞Ⅱ

内　容

受 講 料

下記いずれかの方法でお申し込みください。お申込み方法

英語

A

B

C

D

1日目：代数（正負の数）
2日目：代数（文字式・方程式）
3日目：幾何（平行線と角・合同）

数学

勉強量が多すぎず、少なすぎずで持続できる／学校の授業が
簡単に感じるようになった／自宅より集中でき勉強がはかど
る／教材がとてもわかりやすい／授業の説明が飽きない／先
生の発音が聞き取りやすい／問題数が多くていい／スペルの
ミスなどの小さなミスも見逃さずに指摘してくれる／学校よ
り進んでるから、学校の授業がやりやすい／難しいけどため
になっている／説明を聞くと必ず問題が解けるほど授業がわ
かりやすい／学校が復習のようになってとても良い／とても
楽しく明るい雰囲気がいい／先に学習しておくと、学校で習
う時に理解が深まる／気軽に質問できるような明るいところ
が良い／普段の学校の授業が楽に受けられる／先生のポイン
ト説明がわかりやすい／ワークブックの解説が丁寧／復習も
してくれるから前にやった内容が抜けない／アットホームで
楽しい／わかりやすい授業をしてくれて丁寧に質問に答えて
くれる／とても勉強しやすい雰囲気／ 1 年間で中学内容を終
わらせるため、学校の数学・英語にも取り組みやすい／みん
なが順位をとても気にしている雰囲気が刺激になる／宿題量
が多すぎなくて良い…etc

エミール通塾生の声

※定員に達した段階で、お申込み頂いていても実施しない場合もございますので出来るだけ早めの日程でお申し込みください。

申込み上の注意
※お客様都合によるキャンセルにつきましては、1,080円（税込）の
事務手数料が発生いたします。なお、返金はお客様の口座へお振
込みとなりますので、ご了承ください。

※お申込み講座が開講してからのキャンセルはできません。また欠席
したことによるご返金はございませんので、ご了承ください。

該当イベントに

チェック　  を

入れてください

申込み内容
英語　希望曜日（　　　　　　）

数学　希望曜日（　　　　　　）

申込み科目に
◯をつけ、
希望曜日を
ご記入ください。

希望日程（　　　　　　　　）

参加人数（　　　　　　　　）名

申込み日程番号・
参加人数を
ご記入ください。

希望日程（　　　　　　　　）申込み日程番号を
ご記入ください。

【入塾予約】 【入塾説明会】 【新中1準備講座】

申込日：　　　年　　月　　日


