
東進 検 索

実力講師陣が示す合格への道筋

日本一の東大現役合格実績の東進で極める  最強の東大対策

東大対策招待講習
理系コース／文系コース

無料
招待全教科対応

インプットからアウトプットまで圧倒的に合格力を高める

東進の東大対策講座ラインアップ
東進の東大現役合格実績は日本一。その理由は、インプットからアウトプットまで、充実した東大対策にあります。徹底した入試問題分析に、最新のＡＩが
融合。合格者からの厚い支持を受ける実力講師陣による名講義はもちろん、添削指導・ＡＩ演習によって、一人ひとりに最適化された東大対策が実現します。

東進の教務力とAIの力を融合し、最後の得点力アップを測る
演習。Alによる出題分野予測も。
君の得意不得意と東大入試傾向を踏まえて、 AIが「今解くべき
問題」を提案。自分にとって最重要項目から順に演習できる。
東大過去問の最大25年分演習で実力をつける。結果はAI分析
データとして蓄積。

大問別・単元別など、東大二次試験で攻略したい箇所をピンポ
イントで学べる。記述型答案練習講座は添削指導つき。

東大入試を知り尽くした実力講師陣が、学問の本質と東大攻
略のポイントを伝授。東大合格者絶賛の名講義の数々。

アウトプット
（演習中心）

インプット
（講義中心）

第一志望校対策演習講座
志望校別単元ジャンル演習講座
過去問演習講座
記述型答案練習講座　
仕上げ特訓講座・大学対策講座

通年講習講座
通期講座

AI

AI

東大本番レベル模試東大二次試験と同じ
出題形式・レベル

１． 年4回の“東大二次シミュレーション”で
合格可能性と学力の伸びがわかる

２． 試験実施から中7日で
 成績表をスピード返却
３．実力講師陣による合格指導解説
 授業で効果的な復習ができる 高２東大本番レベル模試も同日に実施
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全国の東大志望者の中での
自分の立ち位置を知ること
ができるので、井の中の蛙

になることを防ぐのに効果的でした。高２の
時から英・数・国だけ受けていましたが、自
分がどれほど実力不足か痛感したことがその
後の良い起爆剤になったと感じています。

文科一類
2022年 現役合格
岡野 沙耶 さん

東大二次試験対策講座 Listeningアプリで
いつでもどこでも

リスニングだけでなく、
世界史・化学のスマホ対応教材も！

《問題演習モード》
本番と同様 選択肢は５択（2018年からの出題形式）

《トレーニングモード》
３段階の音声速度の
切り替え
英文ハイライト・
スクリプトを表示
発話、録音、再生機能

１． 東大二次試験の問題形式・
     ジャンル別にトレーニング
２． 米・英・豪・印などの
     多様な話者を導入
３． 大教室ならではの
     雑音などの環境まで再現

《
本

再生スピードを調整
できる上、音声を聴
きながらスクリプトを

確認できて、使い勝手がよいです。
本番のリスニングもおそらくイギリス英
語等が混じっていたと思われるため、
このアプリでイギリス英語やインド
英語などにも慣れておくべきです。

理科一類
2022年 現役合格
柴田 拓希 くん

東進の徹底した高3・6月以降の東大対策演習（アウトプット）のポイント

自分の答案が採点さ
れるため、文字の丁
寧さや大きさに気を

使ったり数学の記述では詳しく説明を
述べたりと採点を気にして解く癖を
つけられました。自分の答案がどこ
まで採点者に伝わったのか、何が足
りなかったのかもわかりました。

文科一類
2022年 現役合格
柴田 美羽 さん

～夏
過去問演習講座

かなり役に立ったと
思います。苦手科目
を重点的に学べるの

は非常に効率がよいです。東大だけ
でなく他の大学の問題をたくさん解く
ことで、しっかりとした基礎ができ、
ある程度変則的な問題にも対応でき
るようになると思います。

理科一類
2022年 現役合格
山越 爽ノ介 くん

9～10月  志望校別
単元ジャンル演習講座

ヒントや知識が整理
されているまとめペー
ジを見られるため、

わからない部分の確認を素早くでき
てよかったです。また、単元ごとに
演習できるため、できるところをとこ
とんやり込むという自分の戦略にあっ
た取り組み方ができました。

理科二類
2022年 現役合格
鈴木 麻紘 さん

11月～  第一志望校
対策演習講座

本番で問われやすい
ポイントが把握でき
て、解説もわかりや

すかったです。直前期は初見の問題
をしばらく解いていないため不安にな
ることもありますが、本番形式の問題
２ 回分に取り組み、ある程度の点が
取れたことは自信につながりました。

文科三類
2022年 現役合格
室岡 美咲 さん

直前期
AI予想問題演習



　東大現役合格者から絶大な支持を受ける東進の実力講師陣が、東大合格に向け
た学習の指針を伝授します。東大に求められる力とは何なのか、どのように学習を
進めていくのか……。東大対策講座を体験用に特別編集した全教科の授業で、君
の東大現役合格に向けた道筋がはっきりと見えます。

東進では、さまざまな採点・添削つきの演習
講座を用意しており、この「東大対策招待講
習」でも、添削指導を実施します。どこで部
分点が取れるのか、なぜ減点されるのかが、
正確に把握でき、得点力アップにつながると
ともに、学習の指針となります。知識を身に
つけるだけでなく、早期から答案作成術を
学ぶことが合否のカギを握ります。

英語・数学には添削指導もあり

東大対策招待講習 東進が誇る東大受験のエキスパート講師陣

理系コース／文系コース

以下を組み合わせて
1講あたり約90分の授業を合計6回、受講できます。

東大古文
栗原 隆 先生
記述型の問題はどのように採点されてい
るのでしょうか？　「東大古文」に何が必
要か考えてもらうことによって、今後の学
習方針を認識していただきます。

東大現代文
林 修 先生
まず基本レベルの問題を用いて、現代文
という科目における「構造的理解」の基本
を皆さんに示したうえで、学習の「ゴー
ル」である東大の過去問にチャレンジして
もらいます。

東大英語
宮崎 尊 先生
東大英語の概観を通して、まず東大が
求めている英語力のレベルとタイプを理
解する。

英語（必須） 国語（必須）

東大数学の真髄（理文）
青木 純二 先生
東大合格圏内に入るために、何を考え
て数学と向き合っていくべきかを伝えま
す。教科書にとらわれない確かな知識、
確かな論理、確かな発想法を身に着け
ることに主眼を置いて演習を行います。

東大数学（理文）
長岡 恭史 先生
高校数学における論理的部分は重要であ
るが、通常取り立てて扱う場面がないた
め意識せずに通り過ぎてしまうことが多い。
本講座では、その修得しなければならな
い最小限を凝縮して示すとともに、その最
重要ポイントの徹底した理解を目指す。

東大数学（文系）
志田 晶 先生
この講座では論理的に考えるということ
はどういうことかを説明し、諸君が今後
の勉強において論理的に物事をとらえら
れる力を養成します。

数学（1つ選択）

東大物理
苑田 尚之 先生
大学入学後の物理学を見据えてこの美
しき学問と真正面から対峙してみよう。
受講者の中から物理学を志す人や物理
学に興味をもつ人が一人でも増えること
を願って授業を進めていきます。

東大化学
鎌田 真彰 先生
基本事項を再確認しながら、東大入試で
時間内に高得点を取るために必要な力と
技術が身につくように講義していきます。

東大生物
飯田 高明 先生
東大入試の特徴、傾向を分析すること
で、必要な学力とは何か、どのような対
策をとればいいかなどを、東大の過去問
などを用いて解説します。

理科（理系コースは2つ選択）

東大世界史
荒巻 豊志 先生
東大世界史第2問、第3問の過去問を
通じて、歴史を学び、東大世界史論述
の基礎を徹底指導します。

東大日本史
山中 裕典 先生
東大日本史の傾向について、出題リスト
を用い内容面と形式面を説明、解法に
ついて、過去問を用いて解説します。設
問文の要求に正面から答えるための姿勢
も提示します。

東大地理
村瀬 哲史 先生
論述問題の題意の把握、統計図表の
読み取り問題を正しく速く解く手順など、
東大地理をはじめるにあたって心掛けて
もらいたいことを講義します。

地歴（文系コースは2つ選択）

英語

数学

昨対+37名東大853名
2022年日本一の東大現役合格実績を更新※

文一 138名
文二 111名
文三 105名

理一 310名
理二 120名
理三 36名
推薦 33名

東大現役合格者の

38.0％が
東進生!

※2021年の東大現役合格実績をウェブ
サイト・パンフレット・チラシ等で公表してい
る予備校の中で最大（JDnet調べ）。

「東大対策招待講習」実施要項
受講資格
東大志望かつ「第1回（高2）東大本番レベル模試」または「全国
統一高校生テスト」の成績に基づき認定された高3生・高2生
（東進でない方）  ※認定基準点については、模試終了後に
ホームページを確認、または校舎にお問い合わせください。

受講を希望する校
舎の窓口に直接お
越しください。

校舎で直接
申込方法 ２つの方法でお申し込みができます。

申込締切  2022年７月31日●日 受講料 無料招待受講期間  2022年8月31日●水 講習入会金・テキスト料等もすべて無料です。

インターネットから（スマホ・PC）
東進ドットコムでお申し込み
や詳しい情報のチェックが
できます。

www.toshin.com
東進 検 索

●東大英語

宮崎 尊 先生

『英単語の集中講義』などの参考書の執筆
のほか、雑誌『TIME』や数々のベストセ
ラー作品の翻訳も手掛け、英語界でその
名を馳せる有名実力講師。英語を日本語
に置き換えるのでなく、英語そのものをとら
える独自の読解法で受験生を難関大合格
へと導く。英語を知り尽くした男が最高レベ
ルの授業を約束する。

担当する東大対策講座 　　　　　　　　　●高3生のための数学の真髄
●数学の真髄－基本原理追究編－理系／文理共通 PART 1・2

青木 純二 先生

公式は覚えるだけでなく、自分で創って使うも
のという変わらぬ想いで、20 年以上教壇に
立ち続けてきた本格派講師。「なぜそうなる
の？」を考えることを数学の基本とした講義は、
本物志向の生徒から永く支持される。既知の
修得はもちろん、一つの考え方から発想を広
げ、自分の頭で考え続けるトレーニングを通じ
て、未知なる問題を解決できる力を養成する。

担当する東大対策講座●東大対策文系数学

志田 晶 先生

東大、京大をはじめとする難関大合格へ受講
者を導いた数学科実力講師は、わかりやすさ
を徹底的に追求する。「数学的な考え方」を身
につける授業で、今まで何気なく使っていた公
式や解法の一つ一つが、意味を伴った強力な
武器となる。基礎 ～東大レベルまで貫かれる
本格派の講義は絶大な人気を誇る。全国模
試、テキストの作成チーフとして活躍した経歴
を持ち、参考書も数多く執筆する実力派講師。

担当する東大対策講座

豊富な教養をお持ちで、時に素材文のバックグラウンドを解
説したりしながら、「活きた」英語の使い方を伝えてくださいま

した。（22年文科一類合格　佐藤弘麿くん）

授業で扱う問題は難しいものが多かったですが、1問1問から
新たな発想、アプローチ、考え方を学ぶことができました。

（22年理科二類合格　冨田祐樹くん）

厳選した問題を通じて解法だけでなく解法を思いつくまでの思
考プロセスを学べ、多くの問題に利用できる考え方を習得で

きます。（22年文科一類合格　石田大翔くん）

●東大対策理系数学
　 [理系上級微積分＋α]－中級から上級そして超上級へ－
●東大対策数学
　 ［Ⅰ・Ａ／Ⅱ・Ｂ］－中級から上級そして超上級へ－

長岡 恭史 先生

受講者からは、理三を含む東大や国立大医
学部など超難関大合格者が続出。共著書で
ある通称 “黒本”『大学への数学』シリーズ（研
文書院）は、東大受験者のバイブルとしてあ
まりにも有名。厳しさの中にやさしさを秘めた
指導で、困難に立ち向かう若者の強い味方。

担当する東大対策講座 ●東大対策国語

林 修 先生

入試問題を研究し尽くした講義は、東大合
格者から圧倒的支持を集める。正統的解
法の徹底追求で、分析的かつシステマ
ティ ックに得点力、そして「考える力」を増
強させてくれる。先生の博識に支えられた
トークも人気で受講生に大きな勇気を与え
る。 「いつやるか、今でしょ！」の名セリフは
あまりにも有名。

担当する東大対策講座 ●東大対策国語　●東大古文

栗原 隆 先生

20年を超える指導経験から、東大・難関
大志望者に絶大な信頼を得る真の実力講
師。「構造分析による本文解釈」と「出題者
の心理・行動分析による設問解法」を軸に、
独自の図表や心和ませる古典エピソードを
交え展開される講義は必聴。あらゆる入試
問題にも素早く、確実に正解へ導く本質の
指導を追究する。

担当する東大対策講座

各問題の解き方だけではなく、その数学的背景についても詳
しく説明してくださるので、非常に学びの多い講座だと思いま

す。（22年理科一類合格　山口太一くん）

感覚に頼るのではなく再現性のある解き方を教えてくださるの
で、それを吸収することで自分の力が伸びていくのをひしひし

と感じました。（22年理科三類合格　花井英介くん）

古文をとてもアカデミックに解説してくださいました。「古文も
やれば成績は伸びる」と考えを変え、古文の勉強にも身が入

るようになりました。（22年文科一類合格　中間悠介くん）

●東大対策物理

苑田 尚之 先生

複雑な物理現象を解き明かすその授業は、
宇宙の根源を探求する物理学の本質に通
ずる。驚異的実績と熱烈な支持者を生み
続ける物理界のカリスマ。出講予備校のす
べてで東大クラスを担当。受講者は「基本
法則だけで物理のすべてを明らかにする解
法に圧倒された」「大学に行ってからも物理
学を勉強したい」と絶賛する。

担当する東大対策講座 ●東大対策化学

鎌田 真彰 先生

長年受験指導に打ち込み、東大・医大志
望者から圧倒的な支持を得る鎌田先生。
表層的な理解ではなく物事を根本から考え
ることを大切にする。化学現象に対して自
分で「なぜ？」を設定し、解決の糸口を探し
出すことにより、難問を素早く分析する力と
化学全体を見通す視点を身につける。

担当する東大対策講座 ●東大対策生物　●東大生物（特別編）

飯田 高明 先生

基礎から東大レベルまで、多くの教材を手
掛け、全国模試のチーフを担当。また、授
業でも全国レベルで受験生指導に情熱を傾
けてきた。この豊富な経験に基づく抜群の
指導力と温かい人間性が、絶妙のハーモ
ニーを奏でている。“いきもの”をこよなく愛
する心が君の好奇心と探究心を引き出し、
知的興奮をじわじわ高めていく。

担当する東大対策講座

自然科学的なものの見方とそこから導かれる勉強法を基に教
科書に載っていない内容まで踏み込みつつ、興味深い授業を

展開してくださいました。（22年理科一類合格　池田滉太郎くん）

化学反応の原理を教科書に載っていない深いレベルで教えて
くださるので、独学では辿り着けない深いレベルで化学反応

を理解できました。（22年理科一類合格　大場翔太くん）

テキストの問題に関連した先生の大学時代のエピソードなども
聞けます。あまり生物の塾がない中で、東大対策をするには適

切な講座だと思います。（22年理科二類合格　森下侑里乃さん）

●東大世界史（特別編）

荒巻 豊志 先生

興味深く歴史の因果関係を明らかにしなが
ら進んでいく授業は、ダイナミックに歴史の
ストーリーを理解させてくれる。ビジュアル
化した板書を駆使して繰り広げる、ハイテ
ンションかつメリハリのある授業で、字数の
多い論述問題の解き方までもカバー。世界
史の醍醐味を存分に味わってほしい。

担当する東大対策講座 ●東大日本史（特別編）

山中 裕典 先生

長年に渡り膨大な量の論述答案を添削してき
た経験から、生徒の理解度を完全把握。それ
に基づく論述式問題の指導・対策により、東大
をはじめとする難関国公立大への合格者を多
数輩出。構造図を多用した独自の図解板書で
歴史の仕組みや構造を描き出し、歴史の本質
に迫る講義は、見るもの全てを魅了。歴史用
語の丸暗記では得られない、深い理解と真の
実力が身につくことを必ず約束する。

担当する東大対策講座 ●東大対策地理

村瀬 哲史 先生

地理に多くの時間はかけられません。だからと
いって「覚えるだけ」と思っていませんか？ もち
ろん知識量が多いと解答しやすくなるのは事
実です。しかし、地理には「何でそうなるのか」
という理由があります。丸暗記ではなく、「そう
だったのか！」と気づき理解できたことはなかな
か忘れません。地理を理解する、考えること
がおもしろくなる、そのような授業を行います。

担当する東大対策講座

世界史の面白さを実感することができ、受験世界史を学ぶ際
の基本姿勢を学び取ることができたと思っています。（22年文

科一類合格　石田瑞季さん）

図解板書が大きな助けとなりました。東大日本史を解く上で
必須の各時代の基本知識を定着させられたのは大きかったで

す。（22年文科一類合格　山本拓海くん）

さまざまな地理の現象がなぜ生じるのかをわかりやすく解説して
くださって、知識もすんなりと頭に入ってきました。（22年文科

二類合格　梅根航希くん）


