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8/28,29は「夏期総まとめ特訓」を予定しています（後日別途案内）

国際部

東京校

学力を高めるための、成績を上げるための講習会です。

学内生は原則として「必修」とお考えください。

2019年度

夏期講習会要項
【小４～高１】

1期：7月22日～7月26日

3期：8月  3日～8月  7日

5期：8月20日～8月24日

2期：7月28日～8月  1日

4期：8月14日～8月18日

本科授業は9/2（月）再開です。



ena東京校　2019年度入試　合格実績【高校入試】

江戸川女子高等学校（特待含） 桐蔭学園高等学校

かえつ有明高等学校 東京学芸大附属高等学校

慶應義塾高等学校 東京都立国際高等学校（IB含）

慶應義塾湘南藤沢高等部 東京都立三田高等学校

慶應義塾女子高等学校 豊島岡女子高等学校

国際基督教大学高等学校 広尾学園高等学校

栄東高等学校（東・医／特待含） 法政大学国際高等学校

成蹊高等学校 立命館宇治高等学校

中央大学杉並高等学校 早稲田大学本庄高等学院

宝仙学園高理数インター

跡見学園中学校 成城学園中学校

市川学園市川中学校 聖心女子学院中等科

江戸川女子中学校 聖徳大学附属女子中学校

お茶の水女子大学附属中学校 洗足学園女子中学校

大妻中学校 高輪中学校

大妻中野中学校（特待含） 田園調布学園中等部

海城中学校 桐蔭学園中等教育学校

開智日本橋学園中学校 東京学芸大国際附属中等教育学校

かえつ有明中学校（特待含） 東京女学館中学校

学習院女子中等科 東京都市大学等々力中学校

学習院中等科 東京都市大学付属中学校

加藤学園暁秀中学校 東京都立白鷗高附属中学校

共立女子中学校 東邦大学付属東邦中学校

慶應義塾湘南藤沢中等部 広尾学園中学校

攻玉社中学校 富士見丘中学校

麹町学園女子中学校 文化学園大学杉並中学校

栄東中学校（東大含） 法政大学第二中学校

渋谷教育学園幕張中学校 宝仙学園中理数インター（特待含）

淑徳中学校 三田国際学園中学校

順天中学校 三輪田学園中学校

頌栄女子学院中学校 茗渓学園中学校

湘南白百合学園中学校 目黒日本大学中学校

昌平中学校 八雲学園中学校

城北中学校 安田学園中学校（特待）

白百合学園中学校 山脇学園中学校

巣鴨中学校 立教池袋中学校

成蹊中学校 立教新座中学校

聖光学院中学校
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教師が身近な「師近距離」の指導。

　　　　　の夏で、絶対量の確保→学力アップ！

小６・中３受験学年の生徒はもちろん、それ以外の生徒にとっても、「夏」は大変重要な期間です。

enaでは、まだこの時期に志望校の合格ラインにかなり成績が足りなかったのに、

最終的に見事合格を果たす生徒が毎年数多く出ます。

その生徒たちに共通するのは、「夏で大きく飛躍した」という事実です。

なぜ、受験生にとっての「夏」はそんなに重要なのでしょうか。

一つには、勉強に充てられる時間の「絶対量」が挙げられます。

学年・コースによっても異なりますが、

enaの夏期講習会では、普段を大きく上回る圧倒的な学習量が確保されています。

例えば小６の講習会は約160時間、中３の講習会は約130時間にもなります。

これは、小６が普段の授業の約６か月分、中３が約７か月分という膨大な学習時間です。 

次に、「基礎基本の徹底」と「苦手単元の克服」ができる期間であることが挙げられます。

漢字・計算・英単語/文法等や例題・類題（パターン練習）などの基礎学力については、

「夏」に毎日取り組むことで飛躍的に力をつけることができます。

また、各科目で苦手となってしまった単元を集中して学習することもできます。

短期間でこれができるのは、一年間のうちで「夏」において他にはありません。

極端に言えば、今まで学習してきたことをすべてやり直すことができる期間でもあるのです。

そのうえで、小６・中３生は、そろそろ入試問題（過去問題）に本格的に取り組んでいく時期になります。

「夏」の間に、テストでの点数のとり方を身につけ始める必要があります。

時間配分・見直しの仕方・捨て問題の選び方等、訓練を積んでいくことになります。

小４、小５、中１、中２、高１の生徒も、毎日の講習会で学習習慣を身につけることができます。

小さな習慣が大きな成果につながります。

小４、中１、高１は中学受験、高校受験、大学受験に向けたスタートを切る学年です。

小５、中２はもはや受験生です。

この「夏」の努力が、秋以降の大きな飛躍につながるでしょう。

人生の一部を決める受験、その受験を大きく左右する夏期講習会が始まります。

enaの教師陣が「師近距離」の指導で皆さんの努力を支えます。

帰国枠受験は一般枠受験より早く開幕します。余計なことをする時間はありません。

小４、中１、高１で大事なのは学習習慣、小５、中２で大事なのは「受験生である」という意識です。

小６・中３受験学年では「圧倒的な学習量（授業を合わせて毎日平均１０時間）」です。

夏期講習会に入った瞬間にこれができるようになるわけではありません。

夏に向けて加速し、夏に思考（試行）錯誤し、秋に飛躍するのです。

周りの皆も頑張る夏ですから、自分の成績だけを上げるのは至難の業ですが、

enaの夏期講習会を有効に利用して、目に見える形で成果を上げてほしいと強く願っています。

悔いの残らない、これ以上頑張れない夏にしましょう。

帰国生と国内インター生のみを対象に、その受験に特化して日々の指導を行います。

　　　　　　　　決意を固め、覚悟を決めましょう。



　夏期講習会　時間割　
１期 7/22～26 ２期 7/28～8/1

12:30 小５ 小５ 小６ 小６ 12:30 小５ 小４ 小６ 小６

13:50 算数B 算数A 英語総合S 英語総合H 13:50 特訓算数 算数 英語総合S 英語総合H

14:00 　 小５ 小６ 小６ 14:00 小５ 小４ 小６ 小６

15:00 　 国語 EssayS EssayH 15:00 特訓国語 国語 EssayS EssayH

15:10 中３ 小４～小６ 小６ 小６ 15:10 中３ 小４～小６ 小６ 小６

2級合格～準１級合格 　 準１級挑戦～１級挑戦 　

16:30 数学 中級英語 国語Ｂ 国語Ａ 16:30 数学 上級英語 国語Ｂ 国語Ａ

16:40 中３ 中２ 小６ 小６ 16:40 中３ 中１ 小６ 小６

　 　

18:00 国語 数学 算数Ｂ 算数A 18:00 国語 数学 算数Ｂ 算数A

18:10 中３ 中１～高１ 小６ 小６ 18:10 中３ 中１～高１ 小６ 小６

１級合格レベル 準１級合格レベル

19:30 英語 上級英語 算数B 算数Ａ 19:30 英語 中級英語 算数B 算数Ａ

19:50 中３ 中１，２ 全学年 　 19:50 中３ 中１，２ 全学年 　

　 国語 自習 　 国語 自習

21:10 数学 （文法） 英検準１級 　 21:10 数学 （漢字・語句） 英検１級 　

３期 8/3～8/7 ４期 8/14～8/18
12:30 小５ 小５ 小６ 小６ 12:30 小５ 小４ 小６ 小６

13:50 算数B 算数A 英語総合S 英語総合H 13:50 特訓算数 算数 英語総合S 英語総合H

14:00 　 小５ 小６ 小６ 14:00 小５ 小４ 小６ 小６

15:00 　 国語 EssayS EssayH 15:00 特訓国語 国語 EssayS EssayH

15:10 中３ 小４～小６ 小６ 小６ 15:10 中３ 小４～小６ 小６ 小６

2級合格～準１級合格 　 準１級挑戦～１級挑戦 　

16:30 数学 中級英語 国語Ｂ 国語Ａ 16:30 数学 上級英語 国語Ｂ 国語Ａ

16:40 中３ 中２ 小６ 小６ 16:40 中３ 中１ 小６ 小６

　 　

18:00 国語 数学 算数Ｂ 算数A 18:00 国語 数学 算数Ｂ 算数A

18:10 中３ 中１～高１ 小６ 小６ 18:10 中３ 中１～高１ 小６ 小６

１級合格レベル 準１級合格レベル

19:30 英語 上級英語 算数B 算数Ａ 19:30 英語 中級英語 算数B 算数Ａ

19:50 中３ 中１，２ 全学年 　 19:50 中３ 中１，２ 全学年 　

　 国語 自習 　 国語 自習

21:10 数学 （古典・文学史） 英検準１級 　 21:10 数学 （文法） 英検１級 　

５期 8/20～8/24
12:30 小５ 小５ 小６ 小６

13:50 算数B 算数A 英語総合S 英語総合H

14:00 　 小５ 小６ 小６

15:00 　 国語 EssayS EssayH

15:10 中３ 小４～小６ 小６ 小６

2級合格～準１級合格 　

16:30 数学 中級英語 国語Ｂ 国語Ａ

16:40 中３ 中２ 小６ 小６

　

18:00 国語 数学 算数Ｂ 算数A

18:10 中３ 中１～高１ 小６ 小６

１級合格レベル

19:30 英語 上級英語 算数B 算数Ａ

19:50 中３ 中１，２ 全学年 　

　 国語 自習 　夏期講習会期間中は12:00～22:00で開講していますので、

21:10 数学 （漢字・語句） 英検準１級 　 　自習や質問に利用してください。

7月27日、8月2日、8月8日～8月13日、8月19日、8月25日、8月30日～９月１日は休校期間です。メール・電話での対応もできません。

　注意１：欠席日の振替授業・補講、講習会不参加時の教材販売などは行えませんのでご了承ください。

　注意２：昼食・夕食・軽食・飲み物のゴミはお持ち帰りください。

　注意３：座る場所によってはエアコンの調整がうまくいきませんので、着脱が容易なものをお持ちください。

　注意4：暑さ対策、水分補給を入念に行ってください。

　注意5：夏期講習会期間中は面談形式での個別相談の実施はできません。

夏期講習会時間割　

勉強ができる生徒は、あいさつがで

きる、姿勢が良い、休み時間にトイ

レをすませる、消しゴムのカスを床

ではなくごみ箱に捨てる、荷物の整

理ができている。当たり前か・・・。



●各学年の受講可能な講座
　小４ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

　小５ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

　小６ ・・・中級英語、上級英語、英語S/H、英検準１級/１級

　中１ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

　中２ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

　中３ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級→高校受験用の中３英語も開講します。

　高１ ・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

ひと夏で英語力をとことん鍛えたい場合は、

小４、小５、中１、中２・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

小６・・・ 英語総合Ｓ/Ｈ、英語Essay S/ H、中級英語、上級英語、英検準１級/１級、

中３渋幕・ＳＦＣ志望者・・・中級英語、上級英語、英検準１級/１級

を丸ごと受講してください。英語力をぐん！と引き上げにかかります。

★上級英語のレベルの目安

小４～小６：英検準１級挑戦～英検１級挑戦レベル　　　中１～高１：英検１級合格レベル

学年 科目 日程・時間 授業時間

小４
～小６ 中級英語 １５：１０～１６：３０

1期と3期と5期【15日間】
80分

★中級英語のレベルの目安

小４～小６：英検２級合格～英検準１級合格レベル　　　中１～高１：英検準１級合格レベル

小４
～小６ 上級英語 １５：１０～１６：３０

2期と4期【10日間】
80分

●料金に関しましては、各学年のページをご覧ください。

80分

中１
～高１ 中級英語 １８：１０～１９：３０

2期と4期【10日間】
80分

小６
英語総合H

英語EssayH １２：３０～１５：００ 140分
（授業料120分扱い）

英語総合S
英語EssayS

１９：５０～２１：１０
2期と4期【10日間】

★受験を控えていない生徒にとっても、英語力のさらなる養成につながります。

中１
～高１ 上級英語 １８：１０～１９：３０

1期と3期と5期【15日間】
80分

小4
～高１ 英検１級 80分

１９：５０～２１：１０
1期と3期と5期【15日間】

小4
～高１ 英検準１級

小６ １２：３０～１５：００ 140分
（授業料120分扱い）



    国語と算数・10日間 28,000円 1,400分

算数・10日間

■講座の内容■　小４の強固な学習習慣が受験突破の鍵です！

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

・国語→説明文、物語文、詩、かなづかい、漢字(音訓/部首/三字・四字熟語/画数/筆
順/辞典など）、文法（主語/述語/修飾語）
・算数→整数・小数・分数、和差算・逆算・虫食い算、角・三角形、植木算・周期算、
日数・曜日の計算、正方形・長方形、立方体・直方体、条件整理と推理
・英語→Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英
語全般を扱い、テストで点がとれるように英語を学びます。
【中級英語】・・・英検２級合格～準１級合格レベル。多くの帰国枠入試英語ではこの
レベルの単語力・文法力・長文読解力を大前提に出題されますので、中級・上級のダブ
ル受講も推奨します。
【上級英語】・・・英検準１級挑戦～１級挑戦レベル。将来的に、英語力を重視する中
学受験突破を目指します（渋渋、渋幕、広尾学園など）。
【英検準１級】・・・10月の1次試験に向けた対策をします。英検の問題は非常に良質
ですので、中学受験の勉強にも繋がり効果的です。

2,000円

受講科目・日数 受講料 時間 諸費

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。
※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。

中級英語・15日間
上級英語・10日間

英検準１級・15日間
英検１級・10日間

国語・算数・10日間
中級と上級・合計25日間

42,000円
28,000円

42,000円
28,000円

98,000円

1,200分
800分

1,200分
800分

3,400分

科目 日程・時間 授業時間

国語・算数

中級英語
上級英語 各80分

英検準１級
英検１級

１２：３０～１５：００
2期と４期【10日間】

国語60分
算数80分

1,3,5期【15日間】15:10～16:30
　2,4期【10日間】15:10～16:30

16,000円 800分

国語・10日間 12,000円 600分

1,3,5期【15日間】19:50～21:10
　2,4期【10日間】19:50～21:10 各80分



・国語→説明文・論説文、物語文、随筆文、詩、漢字と熟語・諺/慣用句/文法/敬語
・算数→規則性、和と差、平面図形、立体図形、平均、場合の数、割合
算数のクラスでは「B（基礎）クラス」を設置予定です。算数の苦手な生徒・受験算数
を開始していない生徒対象です。
・特訓国語・算数→単元別問題演習、解説授業で標準的な入試対応力を養成します。
・英語→Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語
全般を扱い、テストで点がとれるように英語を学びます。
【中級英語】・・・英検２級合格～準１級合格レベル。多くの帰国枠入試英語ではこの
レベルの単語力・文法力・長文読解力を大前提に出題されますので、中級・上級のダブ
ル受講も推奨します。
【上級英語】・・・英検準１級挑戦～１級挑戦レベル。将来的に、英語力を重視する中
学受験突破を目指します（渋渋、渋幕、広尾学園など）。
【英検準１級・１級】・・・10月の1次試験に向けた対策をします。英検の問題は非常
に良質ですので、中学受験の勉強にも繋がり効果的です。

特訓国語・特訓算数 １２：３０～１５：００
2期と4期【10日間】

国語60分
（授業料40分扱い）

算数80分
（授業料60分扱い）

科目 日程・時間 授業時間

国語・算数 １２：３０～１５：００
1期と3期と5期【15日間】

国語60分
算数80分

諸費

2,000円

中級英語
上級英語

英検準１級
英検１級

各80分

各80分

1,3,5期【15日間】15:10～16:30
　2,4期【10日間】15:10～16:30

1,3,5期【15日間】19:50～21:10
　2,4期【10日間】19:50～21:10

■講座の内容■　小５は受験生。学習内容が中学受験に「直結」します！

受講科目・日数 受講料 時間

国語と算数・15日間 42,000円★ 2,100分

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

1,400分
（1,000分扱い）

1,200分
800分

1,200分
800分

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日、１科目単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。
※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。
★国語受講者で、お持ちでない場合には「漢字日記　小５上」（900円）をご購入ください。

中級英語・15日間
上級英語・10日間

英検準１級・15日間
英検１級・10日間

20,000円

42,000円
28,000円

42,000円
28,000円

特訓国語・特訓算数・10日間
国語・算数の受講を前提にご利用ください。



2　

19:30～22:00の自習室も積極的に利用してください。
（19:30からは少々夕食タイムも可能です）

140分
（授業料120分扱い）

160分
（授業料140分扱い）

・国語→説明文・論説文、物語文、随筆文、詩、短歌・俳句、漢字・語句、入試演習
・算数→数の性質、場合の数、規則性、和と差、割合と比、速さ、図形、入試演習
・英語→「総合」では、Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension,
「Essay」では、Essay Writingを扱い、入試で点がとれるように英語を学びます。【原
則として、25日間で25本の帰国枠入試の過去問題を使用します。】
【Sクラス】・・・Standard Levelクラスです。英検２級以上を保持する生徒対象で
す。このレベルの単語力・文法力・読解力の確認をできるのは、この夏が最後になるは
ずです。上級者にも確認したい事項が満載です。渋渋、渋幕以外の志望者を対象にして
います。
【Hクラス】・・・High Levelクラスです。レベルとしては英検準１級以上で、対象と
なる学校は渋谷幕張、渋谷渋谷、広尾学園です。英語で勝負する受験生（聖光学院、慶
應義塾湘南藤沢、都市大付属、攻玉社、洗足学園、頌栄女子学院、市川、学芸大国際、
海城、三田国際などの志望者）にも推奨します。
【中級英語】・・・英検２級合格～準１級合格レベル。多くの帰国枠入試英語ではこの
レベルの単語力・文法力・長文読解力を大前提に出題されますので、中級・上級のダブ
ル受講も推奨します。
【上級英語】・・・英検準１級挑戦～１級挑戦レベル。英語力を重視する中学受験突破
を目指します（渋渋、渋幕、広尾学園など）。
【英検準１級・１級】・・・10月の1次試験に向けた対策をします。10月の試験が受
験前「最後」のチャンスです。英検の問題は非常に良質ですので、中学受験の勉強にも
繋がり効果的です。

英検準１級
英検１級

英語総合H
英語EssayH

１２：３０～１５：００
1期～5期【25日間】

英語総合S
英語EssayS

１２：３０～１５：００
1期～5期【25日間】

140分
（授業料120分扱い）

1,3,5期【15日間】19:50～21:10
　2,4期【10日間】19:50～21:10 80分

中級英語 １５：１０～１６：３０
1期と3期と5期【15日間】

80分

上級英語 １５：１０～１６：３０
2期と4期【10日間】

80分

■講座の内容■　毎日１０時間（授業時間含む）の学習は必須！

夏を制する者は受験を制する！

科目 日程・時間 授業時間

国語

算数 １６：４０～１９：３０
１期～5期【25日間】

１５：１０～１６：３０
1期～5期【25日間】

80分



合格に近づくための大事な講習会です。全力を尽くしましょう！

●全科目「総復習」及び「入試演習」を取り入れます。
●国語、算数は、帰国生模試や日頃の学習の様子に応じてクラス分けがあります。
●英語は、英検準１級以上（１次）に合格している場合または小６前期帰国生模試（2
回以上）の平均偏差値が55以上の場合にはＨクラスとさせていただきます。それ以外に
関しましては、こちらで決めさせていただきます。

2,000円

英語（S/H・中・上）・25日間 175,000円
+テキスト代1,700円

5,500分
（5,000分扱い）

上級英語・10日間 28,000円 800分

中級＆上級英語・25日間 70,000円 2,000分

英検準１級・１5日間

算数・25日間

126,500円★

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。
※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。
★国語受講者で、お持ちでない場合には「漢字日記　小６上」（900円）をご購入ください。

中級英語・15日間 42,000円 1,200分

英語総合S・EssayS・25日間
英語総合H・EssayH・25日間

各105,000円
+テキスト代1,700円

各3,500分
（授業料3,000分扱い）

国語・算数・英語S又はH・25日間 231,500円★
+テキスト代1,700円

9,500分
（授業料8,500分扱い）

42,000円 1,200分

英検１級・１０日間 28,000円 800分

6,000分
（授業料5,500分扱い）

国語・25日間 46,000円★ 2,000分

80,500円 4,000分
（授業料3,500分扱い）

国語・算数・25日間

受講料

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

時間 諸費受講科目・日数

大事な事

・今日できるようになったことを書き出せる。

・明日取り組むべき学習内容が決まっている。

・小テストは満点を狙う体制になっている。

・宿題の中身では誰にも負けない。



　

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。
※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。

28,000円

42,000円 1,200分

数学・10日間

中級英語・10日間

上級英語・15日間

800分

800分 2,000円

国語・25日間 40,000円

英検準１級・15日間
英検１級・10日間

42,000円
28,000円

1,200分
800分

16,000円

科目 日程・時間 授業時間

１６：４０～１８：００
2期と4期【10日間】

80分数学

80分国語 １９：５０～２１：１０
1期～5期【25日間】

　2,4期【10日間】18:10～19:30
1,3,5期【15日間】18:10～19:30 各80分中級英語

上級英語

■講座の内容■　高校受験のスタート学年。「まだ中１」は禁句です！

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

・国語→文法（1期）、漢字・語句（2期）、古典・文学史（3期）、文法（4期）、漢
字・語句（5期）を扱い、この夏は読解以外の単元に絞って学習します。
・数学→正負の数、文字式、方程式、比例・反比例、平面図形（作図、おうぎ形まで）
★国語・数学は中高一貫校に通う生徒（特に、中間・期末テストの結果が芳しくなかっ
た生徒）にもおすすめです。
・英語→Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語
全般を扱い、テストで点がとれるように英語を学びます。
【中級英語】・・・英検準１級合格レベル。このレベルの単語力・文法力・長文読解力
は現行の大学入試センター試験や難関大学入試以上のレベルです。確認事項が盛りだく
さんですので、上級者にもおすすめです。
【上級英語】・・・英検１級合格レベル。将来的に渋幕・SFC合格を見据えます。
【英検準１級・１級】・・・10月の1次試験に向けた対策をします。英語圏からの帰国
生であれば最低限準１級を取得し、早めに１級を目指しましょう！

各80分1,3,5期【15日間】19:50～21:10
　2,4期【10日間】19:50～21:10

英検準１級
英検１級

受講科目・日数 受講料 時間 諸費

2,000分



　

英検準１級・15日間
英検１級・10日間

42,000円
28,000円

1,200分
800分

・国語→文法（1期）、漢字・語句（2期）、古典・文学史（3期）、文法（4期）、漢
字・語句（5期）を扱い、この夏は読解以外の単元に絞って学習します。
・数学→中1範囲の復習、式の計算、連立方程式、１次関数、角、三角形の合同
・英語→Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension, Essay Writingなど英語
全般を扱い、テストで点がとれるように英語を学びます。
【中級英語】・・・英検準１級合格レベル。このレベルの単語力・文法力・長文読解力
は現行の大学入試センター試験や難関大学入試以上のレベルです。確認事項が盛りだく
さんですので、上級者にもおすすめです。
【上級英語】・・・英検１級合格レベル。将来的に渋幕・SFC合格を見据えます。
【英検準１級・１級】・・・10月の1次試験に向けた対策をします。英語圏からの帰国
生であれば最低限準１級を取得し、早めに１級を目指しましょう！

2,000円

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。
※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

受講科目・日数 受講料 時間 諸費

国語・25日間 40,000円 2,000分

数学・15日間 24,000円 1,200分

中級英語・10日間 28,000円 800分

上級英語・15日間

科目 日程・時間 授業時間

国語 １９：５０～２１：１０
1期～5期【25日間】

80分

数学 １６：４０～１８：００
1期と3期と5期【15日間】

80分

42,000円 1,200分

中級英語
上級英語

　2,4期【10日間】18:10～19:30
1,3,5期【15日間】18:10～19:30 各80分

英検準１級
英検１級

1,3,5期【15日間】19:50～21:10
　2,4期【10日間】19:50～21:10 各80分

■講座の内容■　中２は受験生。学習内容が高校受験に「直結」します！



■講座の内容■　毎日１０時間（授業時間含む）の学習は必須！

2,000円

※諸費は受講する科目数に関わらず、上記の金額です。
※１日単位でのお申し込みも可能で、料金調整もあります。

※学外生は上記金額に登録料3,000円を申し受けます。
※国語受講者で「漢字トレーニング」（968円）をお持ちでない場合にはご購入ください。

数学・25日間 92,000円 4,000分

英語・25日間または
中級・上級英語・25日間

70,000円 2,000分

国語・25日間 46,000円 2,000分

　

・国語→小説文、随筆文、説明文、論説文、詩・短歌・俳句、古文・文法、入試演習
・数学→1，2年の復習、確率と資料の整理、式の展開・因数分解、平方根、２
次方程式、２次関数、相似な図形、三平方の定理、標本調査
・英語→英検１級保持者にもおすすめします。重要文法である動詞、助動詞、基
本文型、受動態、現在完了、比較、不定詞、動名詞、分詞、関係代名詞、いろい
ろな疑問文、接続詞を学習し、難関高校入試演習も実施します。
・中級英語・・・英検準１級合格レベル。このレベルの単語力・文法力・長文読
解力は現行の大学入試センター試験や難関大学入試以上のレベルです。確認事項
が盛りだくさんですので、上級者にもおすすめです。
・上級英語・・・英検１級合格レベル。渋幕・SFC合格を見据えます。
★期単位（5日単位）で、英語、中級、上級を組み合わせての受講も可能です。

・英検準１級・１級・・・10月の1次試験に向けた対策をします。英語圏からの
帰国生であれば最低限準１級を取得し、早めに１級を目指しましょう！

受講科目・日数 受講料 時間 諸費

■受講料■(下記費用に、消費税[8％]が加算されます。)

夏を制する者は受験を制する！

英語または
中級・上級英語

１８：１０～１９：３０
1期～5期【25日間】

授業時間

国語 １６：４０～１８：００
1期～5期【25日間】

80分

数学 15:10～16:30と19:50～21:10
1期～5期【25日間】 160分

各80分

科目 日程・時間



人生の一部が決まる受験です。
その受験の合否を大きく左右する
「夏期講習会」が始まります。

全力で、前向きに、意欲的に、
コツコツと取り組みましょう！

秋以降の合格判定模試ラッシュに備えます。
秋以降の怒濤の過去問題演習に備えます。

入試本番に備える夏が始まります。

小６・中３受験生の皆さんへ

ena国際部東京校からのお触れ

０、受験生だからといって特別扱いはされない

１、あきらめない

２、合格のために必要な行動をとる

３、でも、だって、だけど等で始まる言い訳をしない

４、宿題・復習はやって当たり前、中身が大事

５、早寝早起きをする（日付が変わる前に寝る）

６、「こんにちは！」「さようなら！」と挨拶をする

７、体調管理も実力のうちだと心得る

８、「面倒くさい」と口にするなら受験をやめる

９、ジュースやアイスは控える（夏バテする！）

当たり前のことを、当たり前にできる

そんな受験生になりましょう。



模試・テストは「学力の健康診断」（到達度確認、弱点発見、進学指導参考資料）であり、

目標設定のツールとして毎日の学習の質を高めるものです。

小５～中３生は、学外生であっても原則として参加してください。

●帰国生模試（国算英各50分）

　 小５・・・６月２２日（土）、２３日（日）からご選択　時間は９：３０～１２：２０

小６・・・７月６日（土）、７日（日）からご選択　時間は９：３０～１２：２０

ena国際部の指導の根幹が、この「帰国生模試」です。

毎年首都圏の帰国枠中学受験生の約半数が関わる模試で、抜群の信頼性と実績を誇ります。

自分の立ち位置と、中学入試が「海外生・帰国生」に要求する３科目の力が分かります。

●学力判定テスト（国数英各40分）

　 中１～中３・・・６月２３日（日）、７月１４日（日） お好きな時間帯をお選びください。

国語１２：２０～１３：００、数学１３：１０～１３：５０

　 英語１４：００～１４：４０、国語１４：５０～１５：３０

数学１５：４０～１６：２０　国語・数学はそれぞれどちらかの時間帯でお受けください。

日本・海外のena生のほぼ全員が毎月受けているテストです。

ena国際部の本科授業、講習会はこのテストも意識して組み立てられています。

基本～標準問題（一部応用）の確認にぴったりです。

●アドバンス模試（国数英各50分）

　 中２・中３・・・７月７日（日）１３：００～１５：５０

難関高校受験のナビゲーターと呼ばれ、ハイレベルな問題で実力の確認に最適です。

国立大附属、開成、早稲田、慶應、豊島岡、市川、MARCH、都立自校作成等志望者対象。

【模試費（消費税別）ena国際部東京校に来校して受ける場合】

（海外居住者も模試・テストの受験は可能ですので別途お問い合わせください）

4,000円
4,500円

アドバンス模試 中２・中３ 国語・数学・英語
5,000円
8,000円

学力判定テスト 中１～中３ 国語・数学・英語 無料

模試・テスト名 学年 科目
学内生
講習生

帰国生模試 小５・小６ 国語・算数・英語



国際部東京校へのアクセス
■住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-11-2第16フジビル6階

■電話  ：03-6264-9550

■FAX  ：03-6264-9549

■メール：tokyo@enakokusaibu.com

お申込み締め切り：2019年7月14日（日）19:00

◆ 2019年度夏期講習会申込書を下の①～③のいずれかの方法でご提出ください。
① ena国際部東京校窓口まで直接ご来校
② FAXでena国際部東京校までご送信
③ 写真、またはスキャン後、PDFをEメール添付でena国際部東京校までご送信
※小6、中3でena国際部東京校に通っていない生徒は、夏期講習会申込書に加え、個
人別調査票、もしお持ちでしたら直近の模試成績表をご提出ください。

★学外生の保護者様へ★
　 講習会授業の「無料体験受講」はできません。あらかじめご了承ください。
　原則として、講習会参加前に、enaの模擬試験・テストに参加してください。
　ご不明な点がございましたら、ena国際部東京校までお問い合わせください。

◆ お支払方法は、みずほ銀行新宿西口支店の口座への銀行振り込み、もしくは
    クレジット カード（VISA、Master）です。銀行振込をご希望の場合は、
    振込先情報とともにご請求書（インボイス）を、クレジットカード決済を
    ご希望の場合は、クレジットカード支払申込書を保護者様宛にお送りいたします。
　 大変、申し訳ございませんが、現金でのお支払いは、お受けしておりません。
※学内生は原則として銀行口座振替をさせていただきます。

・東京メトロ日比谷線 茅場町駅 3番出口　徒歩1分

・東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口　徒歩1分

・都営浅草線 日本橋駅 徒歩5分

・東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩7分

・JR京葉線 八丁堀駅 徒歩7分

・東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩8分

・JR新幹線 東京駅日本橋口 徒歩14分

　　　　　　　　　　　　　　（タクシー 4分）

お気を付けて

お越しください。



　


