
お電話にてご予約ください。受付後、エミールより郵送いたしますコンビニ
振込票にて受験料1,000円（税込）をお支払いください。当日は振込控えを
持参いただき、試験開始10分前までにエミールへお越しください。

生徒募集要項
2018年度 3学期

中学生のための「冬期集中授業」

入塾試験要項

冬期講習のご案内

通知から7日以内に、合格者へ送付する書類の提出及び、
学費（入塾金＋授業料2回分）をお振込みいただき、正式入塾となります。

申込み方法

日　程

●中1、中2、中3、高1：10：00～12：30頃　●高2（文系）：10：00～13：30頃　●高2（理系）：10：00～14：00 or 14：30頃試験時間

　　　　  在籍生比率

結 果 発 表

入塾手続き

手 続 き 後

受 講 資 格

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、試験結果の問合せにはお答え
　できませんのでご了承ください。

2018年度
東大進学塾エミール

　東大進学塾エミールの入塾試験を合格し、３学期からエミールへの入塾が確定している中学生の方は、既に通っているエミール生に交じって「冬期集
中授業」を受講することが出来ます。各学年エミールの通常授業カリキュラムに基づき、総復習に資する内容となっており集中的に演習を実施し、実践
力を鍛えていきます。また、中３生に関しては、次年度より高校生になる準備の時期にあたるため、単に復習内容にとどまらず、発展的な入試問題演習
も実施致します。

　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。下記日程をご確認いただき、エミールへ直接お電話にてご予約ください。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。なお、途中入塾は、下記日程より1回のみの受験となります。受講希望科目以外
の科目も全て受験いただき、合計得点で合否を決定致します。 入塾試験合格者は下記、冬期集中授業に出席いただけます。（中学生のみ）

申込み方法 お電話にてご予約ください。
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、指定口座へお振込みください。（受付後７日以内）

本講座は入塾試験で合格し、3学期以降、
　　　　エミールへ通塾する方を対象としております。

東大進学塾

3学期開講3学期開講
2019年1月7日（月） 順次開講よ

り

入塾試験に合格し、３学期からエミールへの入塾が確定している方
※既に通っているエミール生と一緒に授業を受けていただきます。

受 講 料 1講座：10,260円（税込）

   〈9,500円（税別）〉

手続完了 冬期講習申込 3学期通常授業冬期講習

筑駒・
開成・
 麻布  
25.1％

桜蔭
32.4％

その他
3.9％

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）

38.5％  

 ①11月11日（日）　②11月18日（日）　③11月25日（日）　④12月9日（日）　⑤12月16日（日）　⑥12月24日（月祝）　⑦1月5日（土）
※上記試験日に受験出来ない方は、エミールまでご相談ください。

試 験 科 目 出 題 範 囲

中１ 英語＋数学＋面接 【英語】 過去、現在、未来、助動詞、比較、不定詞、動名詞
【数学】 文科省の定めた中学数学の範囲全般 （ただし、円、三平方の定数は除く）

中2 英語＋数学＋面接 【英語】 文科省の定めた中学英語の範囲全般（ 高校初級文法を含む）
【数学】 文科省の定めた中学数学の範囲全般、数学Ⅰ・A全般 （ただし、数学Aの図形の性質、整数の性質は除く）

中3 英語＋数学＋面接 【英語】 範囲の指定は無し
【数学】 数学ⅠA及び数学ⅡB（ただし、空間ベクトル、積分法は除く）

高1 英語＋数学＋面接 【英語】 範囲の指定は無し　　　【数学】 数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ　　　　　　

高２（文系） 英語＋数学＋国語＋面接 【英語】 範囲の指定は無し　　　【文系数学】 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B　　　　【国語】 現代文・古文

高２（理系） 英語＋数学＋国語＋
理科（1科目or2科目）＋面接

【英語】 範囲の指定は無し　　　【理系数学】 数学Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂ・Ⅲ　　　【国語】 現代文・古文
【物理】 運動の法則、運動量とエネルギー、単振動　【化学】 化学計算の基礎、熱化学、気体の法則、蒸気圧、沸点上昇、凝固点降下

科目 日 　 程 学 習 範 囲 担当講師

中
１

英語 12/28（金）・29（土）13：30〜16：30
文型、副詞節・現在完了、名詞節、受動態、不定詞、動名詞、感嘆文、過去完了、
時制の一致、未来完了・数量詞、知覚・使役動詞、分詞、注意すべき疑問文、完了形 勝又 大

数学 12/28（金）・29（土）17：30〜20：30 相似と比、展開・因数分解、平方根、２次方程式、関数 水谷 丈洋

中
２

英語 1 / 4（金）・5（土）13：30〜16：30 長文読解、文法の応用（中学英文法全て含む） 勝又 大

数学 12/26（水）・27（木）18：00〜21：00 数学ⅠＡ（三角比、集合と論理、場合の数と確率、データと統計） 水谷 丈洋

中
３

英語（読解） 12/26（水）・27（木）9：30〜12：30 超難関高校入試問題レベルの長文読解、構文読解 山口 裕介

英語（英作文法） 1 / 4（金）・5（土）13：30〜16：30 超難関高校入試問題レベルの英作文法、構文読解 川上 晃

数学（ⅡＢ） 12/26（水）・27（木）17：30〜20：30 数学ⅡＢ（指数と対数関数、ベクトル、微分法、数列） 渡辺 哲郎

※数学（ⅠＡ発展） 1 / 4（金）・5（土）17：30〜20：30 大学入試問題（ⅠＡ）の発展演習　 
※要予習 … 講座は予習を課す授業であるため、事前に教材交付致します。

渡辺 哲郎



2018年度 エミール冬期講習 2018年 10月9日（火） 13：30 ～

JR中央・総武線御茶ノ水駅（御茶ノ水橋口）
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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
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受付時間

受付開始日時
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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
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　東大進学塾エミールでは、エミールへの3学期入塾者（または、入塾希望者）にも受講いただける冬期講習を実施いたします。エミー
ルでは、「年間カリキュラムの一環」として冬期講習を実施しており、通常授業受講予定科目は必ず受講いただきたい内容となっており
ます。通常授業受講予定外の科目を受講いただくことも可能となっております。
※エミールへの入塾へは、入塾試験受験が必要となります。 各科目定員となり次第、締切とさせて頂きますので、お申し込みはお早目にお願いいたします。

●個人情報の取り扱いについて
本校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下
記の利用目的のみに使用し、細心の注意をはら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）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）個人情報の共同利用（関連教育機関）
 8）エミール・駿台終了後の事務連絡・各種ご案内
 ※ 7）については、関連教育機関で秘密保持契約書を交わしています。

（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 6F

（お問い合わせ先） 東大進学塾エミール情報管理者

申込み方法

※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。
※振込み手数料は振込人負担となります。
※振込み控えは大切に保管してください。

お電話にてご予約ください。受付後、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、下記指定口座へお振り込みください。（受付後7日以内）

＊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）】 の順に入力してください。　例）71 ｽﾝﾀﾞｲﾏﾅﾌﾞ 0352593225

三菱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）

①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、お客様の口座へのお振込みとなりますのでご了承ください。
②お申込み講座が開講後の受講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。併せてご了承ください。
③金融機関窓口で10万円を超える学費（入塾金・授業料）を現金にてお振込みを行う場合には、本人確認書類（運転免許証・健康保険証・パスポートなど）の提示

が必要となります。ATMでの10万円を超える現金でのお振込みはできませんので、ご注意ください。
④大規模な交通遮断・自然災害・急性感染症が発生した場合、授業を中止することがあります。詳細につきましては、ホームページに掲載いたします。

申
込
上
の
注
意

科　目 日　程 講　師 講座内容 受講料（教材費等含む）

高
１

英 語
（英文構造解析演習）

12/26（水）・12/27（木）
17：30〜20：30 日永田 伸一郎

実際の入試に出題された和訳問題を中心として、文法構造の解析と意味の確定方法を学ぶ。基本的な文
法や語法の知識を駆使して、複雑な英文を正確に読み解く訓練を行う。特に「比較表現」に焦点を当てる。
例えば、次の英文はどのような意味だろうか？ “Are all arranged marriagessuccessful? No more 
than all romantic marriages are.” 2文目の意味が正確に分かるか。本講座でその答えを確かめよう。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

英語（読解） 12/24（月祝）・12/25（火）
13：30〜16：30 大島 保彦

夏と同様、いつも読んでいる英文とは別の角度から、高く深く英文を読む。可能な限り広い分野から、
高校生にとって興味深い話題を取り上げる。普段の授業の読解問題では、飽き足らない人のための講
座である。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

英語（英文法）
※①②ともに同内容を
　扱います

①12/13（木）・12/14（金）
17：30〜20：30

②1/6（日）・1/7（月）
13：30〜16：30

山口 裕介 英文法はわかった気になっていても、しっかりと理解し繰り返し学習しないと定着せず抜けていく。
2学期の復習と3学期の予習となる文法の学習を徹底的に行い、揺るぎない基礎を築く。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

数学（発展演習） 1/4（金）・1/5（土）
9：30〜12：30 吉原 修一郎

本講座では多変数関数（主に2変数関数）の最大・最小・値域問題を扱う。将来の東大受験に向けて押
さえておくべき解法を6パターンに分類し解説する。1日目は考え方の基本となる標準問題を扱うこ
とで6パターンの解法の定着を図り、2日目の発展問題では東大の過去問を用いながら、うまい解法の
選択を研究する。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

数学（テスト演習） 12/21（金）・12/22（土）
17：30〜20：30 奥本 望

エミールの2学期に学習した分野(図形と式、三角関数、ベクトル、指数対数)について、「これは絶対に
できるようにしておかないといけない」という問題を広く扱う。テスト演習形式であり予習は不要。再
テストも行い「受けっぱなしで終わる」ことのないように配慮する。弱点の洗い出しに役立ててほしい。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

数 学（ⅡＢ） 12/26（水）~12/28（金）
13：30〜16：30 渡辺 哲郎

数学ⅡＢのうち、3学期に扱う「数列」「微分法」「積分法」の３分野について、３学期の予習、授業、復習に
耐えうるレベルまで引き上げる講義を展開する。各分野の教科書レベルの基礎知識があることを前
提とするが、大事な項目は基本事項から講義・演習する。一度学んだ生徒にも多くの新たな発見があ
るような講義内容になる予定である。

21,600円（税込） 
　20,000円（税抜）

高
２

英語（読解）12/28（金）・12/29（土）
13：30〜16：30 齋藤 英之

東大二次試験１（A）要約問題と４（A）文法語法正誤問題を、実戦形式（予習不要）で行う。通常授業で
も取り上げた要約問題は、時間的制約の中で即座に文章構成と展開を理解して必要部分を選び出し
てまとめるトレーニングを行い、通常授業では取り上げない文法語法正誤問題は、解き方を解説した
上で、数多くの問題を解いていく。医学部志望者にも有用である。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

英語（英作文法） 12/24（月祝）・12/25（火）
13：30〜16：30 久保田 智大

書いて、書いて、書きまくる講座である。現役生が後回しにしがちな英作文を徹底的に演習する。基本
的な短文から始めて、最難関大入試レベルの和文英訳＆自由英作文まで扱う。実りのある冬にしよう。
文法は、応用的な演習問題を通して、押さえておきたい事項をしっかり確認していく。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

理 系 数 学 12/17（月）・12/18（火）
17：30〜20：30 石川 博也

数学Ⅲの微分法と積分法の応用および複素数平面に関して、更に演習を重ねる。東京大学は伝統的に
易しい難問作りの名手である。必要以上に技巧的になることも、極端な難問を処理する能力も問わな
い大学である。上品なのだ。数学の本質をよく理解しているか？そこをみるのに長けた問題が出題さ
れる。その辺りを充分念頭に置いて、厳選した問題と意識を提供する。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

文 系 数 学 12/28（金）・12/29（土）
17：30〜20：30 清 史弘

数学ⅡBの範囲から、図形と式、三角関数、指数・対数関数、数列を中心に問題演習を行う。問題の難易
は、やや難しい問題が中心で中～上位の入試レベルである。難易よりも、一つの問題で多くを学べる質
の高い演習を行う。講義が中心だが、小テストも行う。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

古 文 12/14（金）・12/15（土）
17：30〜20：30 渡辺 剛啓

全員が高いレベルの記述答案が作成できるように鍛えていく講座である。希望者には記述答案の添
削を交えながら実施する。内部生は通常授業とは異なる本番さながらの緊張感を、外部生は少数精
鋭ならではの充実感を期待してこの講座ぜひ参加してください。受け身の参加ではなく、答案の発表
に積極的に参加し、積極的な姿勢で臨む意欲をもった受講生を歓迎する。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

物 理 1/6（日）・1/7（月）
12：30〜15：30 小倉 正舟

電場、電位、コンデンサーに関する実戦問題を扱う。基礎的な理解と実際に問題を解くときの思考
は、いつでも連続的に繋がっていなければならないが、特にコンデンサー関連では不連続になりが
ちで、苦手意識をもつ受験生が増える。この講座では基礎を確しながら問に答える練習を実戦問題
を用いて行い、基礎と応用の連続性を再確認する。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）

化 学 12/28（金）・12/29（土）
17：30〜20：30 吉田 隆弘

「構造の理論」「状態の理論（気体、状態変化など）」を扱う。これらの分野では、観測されるマクロな現
象をミクロな粒子（分子やイオン）のふるまいから理解し、さらにその現象で成立する数式と関連づけ
ておく必要がある。新学年を迎える前に、ここで「化学の考え方」を確立させる内容である。

19,440円（税込） 
　18,000円（税抜）


