
2018年度 新高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

新高1生徒・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、新高1生の生徒・保護者様を対象とした「入塾説明会」を実施致します。
2018年度のエミール新高1クラスは、これまでのカリキュラムを大きく刷新致しました。高1から新たに学習を希望する学生にも対応するカリ
キュラムが組まれています。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。

新高1生徒対象 入塾試験実施要項
東大進学塾エミールへの入塾は、試験合格が必須になります。下記日程をご確認頂き、ご予約ください。入塾試験は、定員満了になった際、
お申込み後でも、実施致しませんのでご了承ください。受講希望科目以外の科目も全て受験頂き、総合で合否を決定致します。

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。

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

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
受験料1,000円（税込）をお支払ください。
当日は振込控えをご持参頂き、試験開始10分までに
エミールへお越しください。
※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。

いずれの回も13：00～14：50で実施

❶1/7（日） ❷1/14（日） ❸1/21（日） ❹1/28（日） ❺2/4（日）
❻2/11（日） ❼2/18（日） ❽2/25（日） ❾3/11（日） 103/18（日）

日　程

英語： 範囲指定は無し
数学： （中高一貫校生対象） 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B
 （高校受験者対象） 中学数学

試験範囲

1,000円（税込）受 験 料

お申込み方法

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

試験後7日以内に郵送にて通知します。
※答案等の返却は行いません。また試験結果に問合せにはお答えできませんのでご了承ください。

結果発表

通知から7日以内に、合格者へ届く書類の提出及び、学費（入塾金＋授業料2回分）をお振込頂き、
正式入塾となります。

入塾手続き

英語・数学試験科目 各50分

❶1/7（日） ❷1/14（日） ❸1/28（日） ❹2/4（日） 

❺2/11（日） ❻2/25（日） ❼3/4（日） ❽3/11（日）

※入塾試験も同日実施致します。詳細は、「入塾試験実施要項」をご覧ください。
いずれの回も11：00～12：00で実施

※試験終了後、面接を実施。

※筑駒・開成高校受験合格者のための『新高1準備講座』
　（裏面）のご案内も併せてご確認ください。

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）英語科

※試験終了後、面接を実施致しますので、終了時刻は、15：00～15：30頃になります。

　　　　  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

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）英語科

教科主任 担当講師

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）数学科

教科主任

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）数学科

教科主任

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

担当講師

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）数学科

担当講師



【入塾説明会】
希望日程（　　　　　　　　）
参加人数（　　　　　　　　）名

※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。

該当イベントに

チェック　  を

入れてください

【入塾試験】

希望日程（　　　　　　　　）

※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。

申込み内容 【新高1準備講座】

申 込 書 下記必要事項をご記入ください。

新学年

〒　　　　-

性別 男  /  女新高1 西暦　　　 年　   月　   日生年月日

学校名

保護者名

緊急連絡先 （　　　　　　）

（　　　　　　）①塾名：

②塾名：

③塾名：

（　　　　　　）

（　　　　　　）

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

電話番号

FAX

（　　　　　　）

（　　　　　　）

筑駒・開成高校受験合格者のための『新高1準備講座』のご案内
　高校合格おめでとうございます！ 高校から入学する皆さんは、中学から通っていた学生に比べて学習進度に差がありますが、東大進学塾
エミールでは、高校受験を経て、筑駒・開成高校へ入学される皆さんに対して、中高一貫生と足並みが揃うカリキュラムを組んでおります。
　準備講座にて高1通常授業への導入部分である数と式・二次関数を取り組みます。その後、4月から通常授業ではⅠAⅡBを1年間かけて
取り組んでいき、学校の授業では数学ⅠAが並行して進んでいきますので、その肉付けとして基礎も抑えつつⅠAⅡBを仕上げていきます。
　なお、受講者はエミールへ無試験で入塾いただけます。 ※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。

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

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

高校数学ⅠA
（数と式・二次関数）

21,600円（税込） ［20,000円（税別）］  ※教材費含む

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
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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
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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

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。

申込み日程番号・
参加人数を
ご記入ください。

申込み日程番号を
ご記入ください。

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

3/18（日）～3/20（火）
17：00～20：00

日　程

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

他塾にお通いであればご記入ください。（　　）内には科目をご記入ください。

申込日：　　　年　　月　　日


