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東進ハイスクール・東進衛星予備校（以下、東進）を運営する 

株式会社ナガセ（本社：東京都武蔵野市 代表取締役社長 永瀬 

昭幸）は、新高３生・新高２生・新高１生対象の「新年度特別招待 

講習」を、春休みに先駆けて開講いたしました。 

 

「新年度特別招待講習」は、一流講師陣による授業（１講座は 90

分授業×5 回＋講座修了判定テストほか）を、申込日に応じて最大４

講座まで無料で受けられる講習です。学力向上と大学受験に向けてのモチベーションアップ、そして、東進の

現役合格実績の理由を全国の高校生に体験していただくためのイベントです。 

 

 また、高校進学を控えた新高１生の入学前準備に特化した「高１・１学期先取り特訓講習」、指定の東進模試

を受験した新高２生・新高１生が対象の「2025 年共通テスト先取り体験講座」（新開講）もあり、自分に合った

講習・講座を受けられます。いずれも受講料は無料招待。「新年度特別招待講習」「高１・１学期先取り特訓講

習」は 3 月 1 日（水）が４講座招待締切です。 

 

 

≪東進の特別招待講習 内容・講座例≫ 
 

①新年度特別招待講習（新高３生・新高２生・新高１生対象） 

大学受験対策はここから！ 基礎から東大レベルまで豊富なラインアップ 

「新年度特別招待講習」では、学力アップにつながる５教科の講座を開講。各教科の基礎を学ぶ講座から

共通テスト対策、東大・京大など難関大に対応した講座まで開講しており、一人ひとりにぴったりの授業を提

供します。また、英検®や総合型選抜・学校推薦型選抜に向けた学習に対応した講座も用意しています。 

 

 

 

「英検®２級対策入門（LRSW）」 安河内 哲也 先生／武藤 一也 先生 

総合型選抜の出願資格として課されることも多い英検®について、概要を説明した上で、４技能

それぞれのポイントと攻略法を伝授。２級では Speaking のイラストのストーリー描写で必ず押さ

えたいポイントを詳しくお伝えします。 [級別に準１級・２級・準２級の３講座を設置しています] 

「大学受験対策」「高校入学準備」「新課程共通テスト体験」から選べる！ 

東進の特別招待講習 開講中 
90 分授業×５回ほかの講習を 最大４講座 無料で受けられる 

3/1（水） ４講座招待 締切迫る！[3/27（月）最終締切] 

報道関係者各位 

NEWS RELEASE 

講座例（一部） 



 

「高等学校対応 数学(特別編) 三角関数」 志田 晶 先生 

学校の教科書の最重要項目の完全理解を目標に、単元・項目別に基礎事項を丁寧に解説し、

演習により徹底的にマスターします。苦手分野の学び直しや、成績アップのための『先取り学

習』に最適です。 [単元別に 15 講座を設置しています] 

 

「難関大合格への現代文」 林 修 先生 

講義は、「設問そのものの意味」の理解から始めます。スタートラインは入試標準レベルの評

論。ここから徐々にレベルアップして国立型のハイレベルな記述問題まで一気に進みます。入試

現代文の全形式をほぼ網羅しているこの講座は、今後の現代文の勉強の指針となるはずです。 

 

「総合型選抜・学校推薦型選抜の第一歩」 正司 光範 先生 

総合型選抜・学校推薦型選抜などの入試について正しく理解することから始め、数多くの合格

実績を生み出してきた確かな方法論を伝授します。入試を知り合格への第一歩を踏み出すため

に最適な講座です。 

 

「ハイレベル化学（入門編）」 鎌田 真彰 先生 

難関大合格者から支持を集める鎌田先生の「ハイレベル化学」。その入門編として開講する特

別講義です。化学現象に対して「なぜ？」という視点から難問解決への糸口を見つけていきま

す。今後の化学の学習法を固めるきっかけとして活用してください。 

＊英検®は、公益財団法人  日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人  日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。  

 

 

②高１・１学期先取り特訓講習（新高１生対象） 

高校入学前の『先取り学習』で、最初のテストで学年トップを目指す！ 

「高１・１学期先取り特訓講習」は、高校で学ぶ最初の単元を入学式前に先取りで学び、高校生活のスター

トダッシュを切るための講習です。教科は英語と数学。高校レベルに合わせた専用講座や、高１の重要単元

に的を絞った講座があり、高校範囲の学習をスムーズにスタートできる授業が揃っています。 

 

 

 

「難関大を目指す高校英語入門」 渡辺 勝彦 先生 

難関大を目指す新高１生を対象に、不定詞・動名詞・分詞などの高校で学ぶ文法事項および読

解の基礎を学習します。中学から格段に難度の上がる高校での英語の学習法についても、渡

辺先生ならではの軽快な語り口で解説します。 

 

 「トップレベル数学Ⅰ 数と式、集合と論証」 松田 聡平 先生 

都道府県の最上位高校進学者に贈る、数学Ⅰを『先取り学習』する５日間。これまでの数学力を

土台として、数学Ⅰの前半部分を一気に高速学習します。優秀な君たちを高校進学の前に徹底

的に鍛え上げ、数学なら誰にも負けないという自信をつけさせる講座です。 

 

「高等学校対応 数学(特別編) ２次関数」 大吉 巧馬 先生 

学校の教科書の最重要項目の完全理解を目標に、単元・項目別に基礎事項を丁寧に解説し、

演習により徹底的にマスターします。数学Ⅰの重要単元を『先取り学習』して、定期テストでの高

得点を目指そう！ [数学Ⅰ「数と式」も開講しています] 

講座例（一部） 



 

③2025 年共通テスト先取り体験講座（新高２生・新高１生対象） 

「探究力」を問う新課程の共通テストを、東進実力講師が分析・解説！ 

「2025 年共通テスト先取り体験講座」は、新課程の共通テストに向けて、全体概観と情報Ⅰ、数学、英語、

国語の演習・解説授業が受けられる新開講の講座。２月「大学入学共通テスト「情報Ⅰ」体験模試」「共通テス

ト本番レベル模試」、３月「高校レベル記述模試」「全国新高１ハイレベルテスト」の受験者が対象です。 

 

 

 

「全体概観」 正司 光範 先生 新課程の共通テストでより重要となる「探究」とは何かを徹底解説 

「情報Ⅰ①」 藤原 進之介 先生 コンピュータとプログラミング 

「情報Ⅰ②」 藤原 進之介 先生 情報リテラシー、情報デザイン、データの活用 

「数学」 志田 晶 先生 データの分析、場合の数と確率、統計的な推測など 

「英語」 武藤 一也 先生 リーディング・リスニング 

「国語」 永井 玲衣 先生 実用的文章 

 

 

 

≪東進の特別招待講習 実施要項≫ 
 

①新年度特別招待講習 
１．対象学年：新高３生、新高２生、新高１生 
２．申込締切：2023 年 3 月 27 日（月） 

３．受講期限：2023 年 4 月 10 日（月） 

４．受講可能講座数： 

 ４講座招待…3 月 1 日（水）までの申込 

 ３講座招待…3 月 13 日（月）までの申込 

 ２講座招待…3 月 20 日（月）までの申込 

 １講座招待…3 月 27 日（月）最終締切 

（１講座は 90 分授業×5 回＋講座修了判定テストほか） 

さらに、高速マスター基礎力養成講座の「共通テスト対応英単語 1800」「はじめからの基礎単語 1200」「数

学計算演習」「今日のコラム」も受けられます。 

５．申込方法： 

東進ドットコム（www.toshin.com）内の申込フォームに必要事項を入力。 

申込完了後、校舎担当者よりご案内をいたします。 
 

 

②高１・１学期先取り特訓講習 
１．対象学年：新高１生 
２．申込締切：2023 年 3 月 27 日（月） 

３．受講期限：2023 年 4 月 10 日（月） 

４．受講可能講座数： 

 ４講座招待…3 月 1 日（水）までの申込 

 ３講座招待…3 月 13 日（月）までの申込 

 ２講座招待…3 月 20 日（月）までの申込 

講座 

 2023 年 
新開講 

https://www.toshin.com/


 

 １講座招待…3 月 27 日（月）最終締切 

（１講座は 90 分授業×5 回＋講座修了判定テストほか） 

さらに、高速マスター基礎力養成講座の「共通テスト対応英単語 1800」「はじめからの基礎単語 1200」「数

学計算演習」「今日のコラム」も受けられます。 

５．申込方法： 

東進ドットコム（www.toshin.com）内の申込フォームに必要事項を入力。 

申込完了後、校舎担当者よりご案内をいたします。 
 

 

③2025 年共通テスト先取り体験講座 
１．対象学年：以下の模試を受験した新高２生・新高１生 

2/12「大学入学共通テスト「情報Ⅰ」体験模試」 

2/19「共通テスト本番レベル模試」 

3/12「高校レベル記述模試」 

3/18「全国新高１ハイレベルテスト」 
２．申込締切：2023 年 3 月 30 日（木） 

３．受講期限：2023 年 3 月 31 日（金） 

４．提供講座： 

A：全体概観（必修） 

B：演習＋解説授業（希望の教科をすべて受講可） 

  情報Ⅰ、数学、英語、国語 

５．申込方法： 

東進ドットコム（www.toshin.com）内の申込フォームに必要事項を入力。 

申込完了後、校舎担当者よりご案内をいたします。 
 

 

◇特別招待講習期間中に、説明会や校舎イベントを随時開催！ 

授業を受けるだけではなく大学入試に向けた学習スケジュールや、やる気アップのための情報もわかります。 

担任・担任助手によるコーチングにより、一人ひとりの学習をリードします。 

 

 

【株式会社ナガセについて】 

1976 年創立。日本最大の民間教育ネットワークを展開するナガセは「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」

の育成に取り組んでいます。シェア NO.1 の『予習シリーズ』と最新の AI 学習で中学受験界をリードする「四谷大

塚」、有名講師陣と最先端の志望校対策で東大現役合格実績日本一の「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」、

早期先取り学習で難関大合格を実現する「東進ハイスクール中学部」「東進中学 NET」、総合型・学校推薦型選抜

（AO・推薦入試）合格日本一の「早稲田塾」、幼児から英語で学ぶ力を育む「東進こども英語塾」、メガバンク等の

多くの企業研修を担う「東進ビジネススクール」、優れた AI 人財の育成を目指す「東進デジタルユニバーシティ」、

いつでもどこでもすべての小学生・中学生が最新にして最高の教育を受けられる「東進オンライン学校」など、幼・

小・中・高・大・社会人一貫教育体系を構築しています。2022 年 9 月には、幼児～中学生対象の世界標準のプロ

グラミング学習「東進 CODE MONKEY」を新たに開講しました。 

また、東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依選手をはじめ、のべ 47 名のオリンピアンを輩出する「イトマンスイミ

ングスクール」は、これからも金メダル獲得と日本競泳界のさらなるレベルアップを目指します。 

 学力だけではなく心知体のバランスのとれた「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」ためにナガセ

の教育ネットワークは、これからも進化を続けます。 

 

 

 

【本件に関する報道関係者の方からのお問い合わせ先】 

 株式会社ナガセ 広報部 担当：市村（いちむら）、海老根（えびね） 

TEL：0422-44-9001 Mail：pub@toshin.com 

https://www.toshin.com/
https://www.toshin.com/



