
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 意欲ある中３生・中２生・中１生  ※過去の招待講習を２回以上受講した生徒は対象外となります。 

申込期間 ６月１日（火）～７月３１日（土）まで  

受講期間 ８月３１日（火）まで  夏休みを待たずに受講できます。 

受講料 ２講座無料招待 ※入会金テキスト代等も無料です。 

受講可能講座 下段の「講座紹介」をご覧ください 

受講可能校舎 

新潟県 
新潟駅前校    ・ 亀田駅前校 

長岡駅大手口校 ・ 柏崎駅前校 

福島県 郡山開成校 

山形県 鶴岡駅南校 ・ 米沢門東町校 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏期特別招待講習 
ＮＳＧアカデミー・東進中学ＮＥＴ ２講座に無料招待！ 

難関大合格へ今から本気でスタート！ 

お申し込みはこちら          ＞ 

中学生のうちに大学受験に向けて 

本気でスタート！ 
 

「夏期特別招待講習」は実力講師陣の授業、担任

による熱誠指導、そして東進だけの革新的な学習

システムを体験できるチャンスです。 

「究極の先取り個別学習」をすることで、クラストッ

プ、学年トップへ駆け上がることはもちろん、難関

大現役合格、そしてその先にある夢の実現に向け

た大きな一歩となります。 

この夏ＮＳＧアカデミー・東進衛星予備校でその第

一歩を踏み出しましょう。 

東進(中学)４つの特長 

革新的学習システム 
着実かつ飛躍的に 

学力を向上させる 

高速学習 
得意科目を 

一気に伸ばす 

実力講師の授業 
日本全国から 

選りすぐられた 

担任の熱誠指導 
生徒を最後まで 

力強くリードする 

 

中２生・中１生の 

数学が得意な方に朗報! 「数学特待制度」 
難関大現役合格のため、高１のうちに高校数学の学習を 

修了することを目標にした特待制度です。 詳しくはこちら  ＞ 
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■講座紹介（各 90分×6回） ※東進の担任が生徒の皆さんの目標や現状などをお聞きした上で、最適な講座を提案いたします。 

①中高一貫講座 （中高一貫校生対象・全 40講座）                      中学範囲をどんどん先取りしたい方へ 
中学・高校・大学などの枠組みにとらわれず、学問の本質的な楽しさを学習する講座です。大学受験を超え、未来のリーダーに求められる「知力」「思考力」「自ら学ぶ姿

勢」を身につけます。 

【英語】 
単元 講座名 レベル  単元 講座名 レベル 

一般動詞 ハイステージ英語Ⅰ 第 2章 発展  be動詞 スタンダード英語Ⅰ 前期第 1章 標準 

文型 ハイステージ英語Ⅲ 第 1章 発展  一般動詞・複数形 スタンダード英語Ⅰ 前期第 2章 標準 

be 動詞の文、人称代名詞、複数形 ハイレベル英語Ⅰ 前期第 2章 応用  三単現・can スタンダード英語Ⅰ 前期第 3章 標準 

三単現 ハイレベル英語Ⅰ 前期第 3章 応用  人称代名詞・疑問詞 スタンダード英語Ⅰ 前期第 4章 標準 

複数・疑問詞 ハイレベル英語Ⅰ 前期第 4章 応用  過去形 スタンダード英語Ⅰ 後期第 3章 標準 

過去形 ハイレベル英語Ⅰ 後期第 2章 応用  助動詞 スタンダード英語Ⅰ 後期第 4章 標準 

助動詞 ハイレベル英語Ⅰ 後期第 3章 応用  時制(過去・現在・未来)・接続詞 スタンダード英語Ⅱ 前期第 1章 標準 

助動詞・接続詞 ハイレベル英語Ⅰ 後期第 4章 応用  文型 スタンダード英語Ⅱ 前期第 3章 標準 

文型/受動態 ハイレベル英語Ⅱ 前期第 2章 応用  不定詞 スタンダード英語Ⅱ 前期第 4章 標準 

不定詞、動名詞 ハイレベル英語Ⅱ 前期第 3章 応用  現在完了 スタンダード英語Ⅱ 後期第 1章 標準 

現在完了 ハイレベル英語Ⅱ 前期第 4章 応用     

【数学】 
単元 講座名 レベル  単元 講座名 レベル 

正負の数・文字式・一次方程式・一次不等式 ハイステージ代数 前期第 1章 発展  体積、平行と合同 ハイレベル幾何 前期第 2章 応用 

連立方程式 ハイステージ代数 前期第 2章 発展  正負の数、文字式 スタンダード数学(数量編) 前期第 1章 標準 

正負の数と文字式 ハイレベル代数 前期第 1章 応用  文字式の利用、方程式 スタンダード数学(数量編) 前期第 2章 標準 

一次方程式と連立方程式 ハイレベル代数 前期第 2章 応用  連立方程式・不等式 スタンダード数学(数量編) 前期第 3章 標準 

連立方程式の文章題、不等式 ハイレベル代数 前期第 3章 応用  一次関数 スタンダード数学(数量編) 前期第 4章 標準 

一次関数 ハイレベル代数 前期第 4章 応用  平方根と二次方程式 スタンダード数学(数量編) 後期第 2章 標準 

平方根と二次方程式 ハイレベル代数 後期第 2章 応用  平面図形と空間図形 スタンダード数学(図形編) 前期第 1章 標準 

二次関数 ハイレベル代数 後期第 3章 応用  体積・平行と合同 スタンダード数学(図形編) 前期第 2章 標準 

確率・整数 ハイレベル代数 後期第 4章 応用  三角形・四角形 スタンダード数学(図形編) 後期第 3章 標準 

平面図形と空間図形 ハイレベル幾何 前期第 1章 応用     

 

②中学対応講座 難関 （国立・公立中学生対象・全 9講座）                    さらに上のレベルを学びたい方へ 
高校受験対策を超えて、飛躍的に学力を伸ばす講座です。 

【英語】                                   【数学】 
単元 講座名  単元 講座名  単元 講座名 

一般動詞と複数形 難関英語 中１ 前期第 3章  正負の数と文字式 難関数学 中１ 前期第 1章  一次関数 難関数学 中 2 前期第 2章 

未来・there is～の文 難関英語 中 2 前期第 2章  一次方程式 難関数学 中 1 前期第 2章  平方根 難関数学 中 3 前期第 2章 

基本文型・いろいろな構文 難関英語 中 3 前期第 2章  式の計算・連立方程式の計算 難関数学 中 2 前期第 1章  二次方程式 難関数学 中 3 前期第 3章 

 

③中学対応講座 上級 （全ての中学生対象・全 49講座）          定期テストや苦手な単元ジャンルを克服したい方へ 
中学の学習内容を身につけるための基礎講座です。 

【英語】 
単元 講座名  単元 講座名 

be 動詞 上級英語Ⅰ 中 1前期①  不定詞/動名詞 上級英語Ⅱ 中 2前期④ 

一般動詞/複数形 上級英語Ⅰ 中 1前期②  疑問詞/接続詞 上級英語Ⅱ 中 2後期① 

三単現/人称代名詞 上級英語Ⅰ 中 1前期③  比較 上級英語Ⅱ 中 2後期② 

形容詞/副詞/命令文 上級英語Ⅰ 中 1前期④  受動態 上級英語Ⅱ 中 2後期③ 

曜日・時刻/疑問詞 上級英語Ⅰ 中 1後期①  現在完了 上級英語Ⅲ 中 3前期① 

現在進行形/can 上級英語Ⅰ 中 1後期②  基本文型 上級英語Ⅲ 中 3前期② 

過去形 上級英語Ⅰ 中 1後期③  いろいろな構文 上級英語Ⅲ 中 3前期③ 

be 動詞の過去形/there is～ 上級英語Ⅱ 中 2前期①  接続詞/分詞 上級英語Ⅲ 中 3前期④ 

未来の文/助動詞 上級英語Ⅱ 中 2前期②  関係代名詞 上級英語Ⅲ 中 3後期① 

前置詞/名詞・代名詞 上級英語Ⅱ 中 2前期③    

【数学】 
単元 講座名  単元 講座名 

正負の数 上級数学Ⅰ 中 1前期①  確率 上級数学Ⅱ 中 2前期④ 

文字式 上級数学Ⅰ 中 1前期②  平行と合同 上級数学Ⅱ 中 2後期① 

一次方程式 上級数学Ⅰ 中 1前期③  図形の性質 上級数学Ⅱ 中 2後期② 

比例と反比例 上級数学Ⅰ 中 1前期④  式の展開と因数分解 上級数学Ⅲ 中 3前期① 

平面図形 上級数学Ⅰ 中 1後期①  平方根 上級数学Ⅲ 中 3前期② 

空間図形 上級数学Ⅰ 中 1後期②  二次方程式 上級数学Ⅲ 中 3前期③ 

資料の活用・標本調査(中 3範囲) 上級数学Ⅰ 中 1後期③  二次関数 上級数学Ⅲ 中 3前期④ 

式の計算 上級数学Ⅱ 中 2前期①  相似 上級数学Ⅲ 中 3後期① 

連立方程式 上級数学Ⅱ 中 2前期②  三平方の定理 上級数学Ⅲ 中 3後期② 

一次関数 上級数学Ⅱ 中 2前期③  円 上級数学Ⅲ 中 3後期③ 

【国語】                                 【社会】 
単元 講座名  単元 講座名 

説明文・論説文 上級国語Ⅰ 中 1①  世界のすがた 上級地理Ⅰ 

説明文・論説文 上級国語Ⅱ 中 2①  原始・古代～中世 上級歴史Ⅰ 

説明文・論説文 上級国語Ⅲ 中 3①  現代社会分野 上級公民Ⅰ 

【理科】 
単元 講座名  単元 講座名 

光と音、力のはたらき 上級物理Ⅰ  物質の変化・水溶液の性質 上級化学Ⅰ 

電気 上級物理Ⅱ  化学変化・酸化と還元 上級化学Ⅱ 
 


