
中高一貫校生のための進学塾です。高校生クラスでは、高1で高校2年生までの学習範囲を全般
的に見直し、高2で大学入試レベルの内容を取り扱います。高3では東大を始めとした難関大学
への現役合格を目指し、1年かけて大学入試演習を行っていきます。

東大進学塾エミール とは

エミールの特長

東大進学塾
エミール

2020年度 2学期

高校生クラス 生徒募集のご案内

●1クラス20～30名
　（学年・科目によって1～3クラス）
●講師が生徒1人1人の様子を細かく把握
●生徒への質問を交えた双方向授業
●講師による質問対応や進路相談などの個別対応

●指定校在籍生で入塾試験を突破したハイレベル
な仲間と切磋琢磨できる環境

●指定校以外に通学されている方も、入塾試験に
合格いただければ通塾可能

●講師、東大生アシスタントによるフォロー
●アシスタントはエミールで勉強し、東大に合格した元

塾生。同じ中学・高校、同じエミールに通っていたま
さに「先輩」

●「先輩」だからこそできる、受験勉強や学校生活の
指導・相談

少人数制

1

指定校制

2
ダブル

フォロー制

3少人数だからできる
手厚い指導

東大進学塾エミール
8月31日（月）より順次開講

エミールではそれぞれの教科のプロ講師が学問の本質を指導しているので、単なる知識だけでなく思考力や表現力
を楽しく身に着けることができます。また、少人数制クラスなので質問対応やテスト採点なども丁寧に行っています。
途中入塾の方でも授業についていけるように、アシスタントが個別フォローでサポートします。

麻布・桜蔭・海城・開成・駒場東邦・渋谷教育学園幕張・女子学院・聖光・筑波大附属・

筑波大附属駒場・豊島岡女子・雙葉・武蔵（私立）……五十音順
エミール
指定校

アシスタントからのメッセージ 東京大学・工学部・３年（渋谷教育学園幕張）Message

2学期開講日



●高1までは東大受験において鍵となる科目、「英語・数学」を基礎から徹底的に反復学習
●受験勉強が本格化する高校生クラスは英語・数学のセット受講が必須
●講義と演習をバランスよく合わせた「質・量」ともに確保された授業

エミールのカリキュラム

授業では進んだ内容を学びつつ、それまでの復習も必要に応じて行っていきます。

同じ範囲の勉強を何度も繰り返すことにより、基礎の確固たる定着、内容の深い理解が可能になります。現役生

での東大合格をめざし、基礎力・思考力の養成をめざすエミールならではの学習法に基づいてカリキュラムを構成

しています。

エミールのスパイラル学習法

科目別カリキュラム

高1
英語 「読解」「英作文法」「リスニング」にて、英語の理解を深め、総合力を高めていきます。

数学 「数学ⅠＡ・ⅡＢ」の全単元を学び直します。理系志望者には、3学期に別途「数学Ⅲ」の授業を開講します。

高2

英語 大学入試と同レベルの問題にあたることで、東大入試への準備としていきます。

数学 理　系：「数学Ⅲ」の内容を中心に、「数学ⅠＡ・ⅡＢ」の内容を適宜復習しながら、講義・演習を行います。

国語 現代文：毎回問題演習を行い、東大が求める基本を具体的に理解していきます。
古　文：テスト演習形式の授業で、現代語訳・記述説明の訓練を徹底的に行います。

化学 12月中旬以降、冬期講習より開講します。理論化学を中心に、高校化学の内容を体系的に鍛えます。必
須知識を確認しながら、問題演習により思考力を鍛えていきます。

高3

英語 「読解」「文法・作文」「リスニング」と分野別に、東大入試に向けた演習を行います。

数学 文　系：前半期に分野別の「まとめ」を行い、後半期には東大などの大学入試演習を行います。
理　系：1年かけて東大入試演習を行っていきます。

国語 現代文：毎回60分のテスト演習を実施し、添削を繰り返していきます。
古　文：演習問題と添削を行い、思考過程や結果を正確に伝える表現法を習得します。

物理 2学期以降は、東大と同様の形式でテスト演習を行います。

化学 東大入試本番を意識した総合実戦演習を実施していきます。

日本史 近世以降を対象とし、基礎知識の確認と論述演習を行っていきます。

世界史 欧米の近世史と、19世紀以降の近現代史を対象とし、論述テストを実施していきます。

地理
自然地理や人文地理を地域ごとにまとめる地誌につなげていきます。実戦問題を宿題とし、添削を行
います。

※国語・選択科目は高2生からの受講となります。詳しくはエミールまでお問い合わせください。
※高2生の文系数学は通常授業のカリキュラム外で設置しております。
　定期的に実施している特別授業や季節講習を別途ご受講いただきます。
　詳細はエミールまでお問い合わせください。



通常授業 実施曜日・時間

※授業では講義の他に小テストや問題演習を行っていきます。生徒の様子によっては授業後、講師による居残り指導を実施することがあります。
※高校生クラスは成績により学期ごとにクラス分けを行います。
※高2・高3の国語の授業は現代文・古文をそれぞれ隔週で実施しています。
※高2の化学は12月中旬以降開催いたします。受講希望者には2学期中に別途ご案内いたします。
※高3の日本史、世界史、地理の授業は隔週で授業を実施しています。

学年 科目 曜日 クラス 時間

高１ 
英語

水 A・Cクラス

17：30
～20：30

金 Bクラス

数学
火 A・Cクラス

木 Bクラス

高２ 

英語 木 A・Bクラス

理系数学 月 A・Bクラス

国語
（現代文・古文） 金 1クラス

入塾の流れ

入塾のお手続き結果発表
入塾試験

受験料：1,100 円（税込み）
入塾試験の
お申込み 合格

※高3生の日本史・世界史・地理に限り、無試験で受講できます。

学年 科目 科目数 学費（月1回分） 納入回数

高１
英語・数学 2 42,900円 7 回

数学Ⅲ（3学期開講）※本講座のみの受講は不可 1 17,050円 3回

高2
英語・数学※文系数学は別途ご案内 2 42,900円 7回

英語・数学・国語 3 64,350円 7回

化学（冬期講習より開講） 1 18,700円 4回

高３

英語・数学 2 50,600円 6回

英語・数学（国語・物理・化学より1科目） 3 69,300円 6回

英語・数学（国語・物理・化学より2科目） 4 85,800円 6回

英語・数学・国語・物理・化学 5 99,000円 6回

日本史・世界史・地理（単科で受講可能） 1 12,100円 6回

2学期・3学期授業料 ※価格は税込みで表記

学費について

※高1生・高2生は教材費を納入いただきます。
　高3生は授業料に教材費が含まれております。

2学期教材費（税込み）

1 科目 8,250 円 1 科目 6,050 円

3学期教材費（税込み）

※高校生は英語・数学のセット受講を必須としております（高3日本史・世界史・地理に限り、単科で受講可能）。

※高2生の文系数学は定期的に実施している特別授業、季節講習で別途受講していただきます。

学年 科目 曜日 クラス 時間

高３ 

英語 金 A・Bクラス
17：30

～20：30
理系数学 月 A・Bクラス

文系数学 水 1クラス

国語
（現代文・古文） 土 1クラス

13：30
～16：30

物理 水 1クラス

17：30
～20：30

化学 木 1クラス

日本史 木（隔週） 1クラス

世界史 月（隔週） 1クラス

地理 月（隔週） 1クラス

入塾金：22,000円（税込み）
※駿台関連教育機関をご利用経験のある方は、入塾金につき減免の

特典がございますので、お申し出ください。



申込方法：

結果発表：

手 続 き：

お電話にて直接エミールへお申込ください。お申込いただきましたらエミールより、受験料支払のための「コンビニ払込票」
をお送りいたします。試験当日までにお支払いただき、「払込控え」を当日、受付までお持ちください。

試験後7日以内に郵送にて通知します。
※答案の返却は行いません。また、試験結果等のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

通知から7日以内に、合格者に郵送させていただいた手続書類のご提出及び学費（入塾金＋授業料2回分）をお支払いくだ
さい。

●住所　〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3お茶の水センター6F

●ホームページ
https://www.sundai-net.jp/emile/東大進学塾エミールお問い合わせ

平日：13:30～20:00
土曜：12:30～20:00

［　 高1  　］14：00～16：30 ［ 高2（文系） ］14：00～17：30
［ 高2（理系） ］14：00～17：30

［ 高3（文系） ］14：00～17：30
［ 高3（理系） ］14：00～18：30

試験時間

03ｰ5259ｰ3225

エミールへの入塾は、入塾試験の結果により決定いたします。
各学年定員満了となり次第、締切りとなります。入塾をご検討中の方はお早目に入塾試験をお申込みください。

1 2 3 4 5

 7 ／ 26（日） 8 ／ 2（日） 8 ／ 9（日）  8 ／ 16（日）  8 ／ 23（日）

入塾試験

※上記日程以外でも随時入塾試験を実施しますので、ご都合の合わない場合は、エミールまでご連絡下さい。

学年 試験科目 出題範囲

高１ 英語＋数学＋面接
【英語】範囲の指定は無し
【数学】数学ⅠＡⅡＢ

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ⅠＡⅡＢ
【国語】現代文・古文

高２
（理系）

英語＋数学＋国語＋面接
【英語】範囲の指定は無し【理系数学】数学ⅠＡⅡＢⅢ
【国語】現代文・古文

高 3
（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ⅠＡⅡＢ
【国語】現代文・古文

高 3
（理系）

英語＋数学＋国語
＋理科＋面接

【英語】範囲の指定は無し【理系数学】数学ⅠＡⅡＢⅢ
【国語】現代文・古文【物理】範囲の指定は無し　　　【化学】範囲の指定は無し

試験科目

※受講希望科目以外の科目もご受験頂き、総合点にて合否を決定いたします。受験回数は1回のみです。

TEL.

ご提供いただきました個人情報は、以下の目的のみに利用いたします。『①授業運営（クラス編成・教材発送・成績管理等）　②各種事務連絡　③エミール・駿台予備学校及

び関連教育機関の各種ご案内』ご記入いただいた内容に確認事項があった場合には、ご連絡させていただく場合があります。また、利用目的の範囲内で、「駿台予備学校グループ」、

「駿台関連教育機関」と共同利用させていただきます。駿台教育研究所の「個人情報の取り扱いについて」は、駿台教育研究所Webサイト（https://sundai-kyouken.

jp/privacy_policy.html）に掲載しています。　※東大進学塾エミールの運営は「（株）駿台教育研究所」が行っています。

■ 個人情報取り扱いについて

株式会社 駿台教育研究所 個人情報保護管理者　　E-mail ： helpsenter@sundai-kyouken.jp

■ 個人情報に関するお問合わせ窓口


