
他、三重県立高校、
県内外の私立高校にも
多数合格しています。

高校入試
合格実績
高校入試
合格実績

20182018

合格
速報

3131名

宇治山田高校

7373名
上野高校
5555名

神戸高校

8787名

津西高校
181181名

四日市高校

101101名
四日市南高校

113113名
川越高校

高田中学校・東海中学校
西大和学園中学校 他 合格

合格

私は受験を通して、努力することの大切さを
学びました。辛いこともあったけど努力を怠ら
なかったから、合格という結果をつかみとれた
のだと思います。

高田中学校
南山中学校女子部 合格

eisuでは同じ目標の友達と競争したり、先生
の熱心な指導に接したりすることで、その都
度がんばろう！と思えました。中学に行っても
eisuに通いたいです。

高田中学校
東海中学校 他 合格

合格 合格

ぼくの志は医者になることです。そして高田中
学を選んだのは、お父さんの母校だったからで
す。お父さんと一緒の学校に行きたいという思
いで努力しました。

高田中学校
東海中学校 他 合格

合格

伊藤 大知さん

後輩の皆さん、受験で
は早めに行動を起こす
よう心がけてください。
僕はeisuに通うように
なって勉強の仕方がわ
かり、効率よい勉強がで
きるようになりました。内部中学校

四日市高校
国際科学コース合格

小野 莉玖土さん

後輩の皆さんには、あら
ゆることに疑問の芽を
出し、想像力を働かせ
る、創造力豊かな人に
なってほしいです。私も
医療の道を進むため、高
校では一層努力します。笹川中学校

四日市高校
国際科学コース合格

合格 合格

花田 彩未さん

eisuの授業は私に刺激
を与えてくれ、楽しく学
ぶことができ、勉強に対
する興味を引き出してく
れました。eisuは私の学
力・感性をともに豊かに
してくれた場です。楠中学校

四日市高校
国際科学コース合格

内藤 美海さん

目標に向かって一所懸
命になるのは大変なこ
とですが、心の持ち方
で楽しくもなります。努
力をしたらした分だけ達
成感も味わえます。後輩
のみんな、がんばれ！長島中学校

四日市高校
普通 合格

合格 合格

舘 直輝さん

僕が後輩の皆さんに伝
えたいのは、努力すれ
ば成績は伸ばせる、と
いうことです。僕自身も
偏差値を15ほど伸ばせ
ました。努力し続けるこ
とが大切だと思います。中部中学校

四日市高校
普通 合格

佐藤 沙羅さん

私は最初は勉強が大嫌
いでしたが、eisuに6年
間通い、勉強がわかる
ようになるとやる気も出
て、どんどん力がつきま
した。eisuを信じ通い続
けて良かったです。陵成中学校

四日市高校
普通 合格

合格 合格

池田 光玖さん

私は小1からeisuに通っ
ていました。気が緩む時
もありましたが、eisuの
先生がいつも親身に相
談に乗ってくれ、やる気
を回復できました。あり
がとうございます！三重大学附属中学校

津高校
合格

奥田 幸登さん

eisuのおかげで苦手な
文系科目が克服でき、
テストの点数も20点以
上あがりました。eisuに
通って良かったと思いま
す。今まで本当にありが
とうございました。西橋内中学校

津高校
合格

合格 合格

山口 陽大さん

中3まであまり勉強に身
が入らなかった僕をeisu
の先生たちがサポートし
てくれたから、「がんば
ろう」と思えるようになり
ました。僕の合格はeisu
のおかげです。橋南中学校

津高校
合格

中西 なつみさん

自分の力で誰かを救い
たい。そんな目標が私の
太い幹となって、どんな
勉強にも充実を感じるよ
うになりました。目標へ
の道を踏みしめて歩い
た毎日は私の宝物です。倉田山中学校

伊勢高校
国際科学コース合格

合格 合格

澤 明花さん

受験を経験して良かっ
たのは、周りの人々の支
えに気付けたことです。
親はもちろん、先生た
ち、一緒にがんばる同級
生たち。その人たちのお
陰でがんばれました。明和中学校

伊勢高校
普通 合格

中野 まりんさん

受験によって毎日机に
向かう姿勢、長時間集
中して勉強する態度が
身についたと思います。
高校では勉強はもちろ
ん、将来に役立つことを
広く学びたいです。東員第一中学校

桑名高校
理数科 合格

合格 合格

高桑 里緒さん

e isuに入る前と後で
は、学校の授業の理解
度が大きく変わりまし
た。高校もeisuに通い、
良い成績をキープして、
目標とする大学に行け
るよう努力したいです。三滝中学校

川越高校
国際文理科 合格

今村 優太さん

eisuの先生は、自分を親
切に優しく導いてくれ、
迷わず勉強することが
できました。うれしかっ
たです！高校でもeisuに
通い、大学入試に向け
て努力を続けます。塩浜中学校

四日市南高校
数理科学コース合格

合格 合格

河村 柾宏さん

理数科目を深く学びたく
てこの学校を選びまし
た。eisuでは特にＬＯＧＩＣ
ＴＲＥＥが役立ちました。
これを始めてから、図形
や規則性の問題がさらに
解けるようになりました。創徳中学校

神戸高校　
理数科 合格

新堂 菜々さん

「努力は必ず報われる」
という言葉は有名です
が、本当にその通りだと
思います。eisuを信じて
やってきてよかったで
す。eisu生でよかったと
心から思います。一身田中学校

津西高校
国際科学科 合格

合格 合格

矢野 月菜さん

受験して良かったと思
うのは、最後まであきら
めないで問題を解いた
時の達成感を知ること
ができた点です。高校
では勉強と部活の両立
を目指します。殿町中学校

松阪高校
理数科 合格

東口 和磨さん

eisuでは勉強に手を抜
けないような雰囲気が
広がっていて、自然と自
分から勉強に取り組め
ました。集中のしやすい
環境に身をおけたのが
よかったと思います。崇広中学校

上野高校
理数科 合格

合格 合格

25名
国 際
文 理 科

36名
数理科学
コース

128128名
桑名高校

20名
理 数 科

46名
国際科学
コース

国際科学
コース 8080名
伊勢高校

15名126126名
津高校

27名
国 際
科 学 科

16名
理 数 科

8181名

松阪高校

43名
理 数 科

21名
理 数 科

128128名
高田中学校

151151名
鈴鹿中等教育学校

8484名
三重中学校

7474名

三重大学附属中学校

100100名
暁中学校

32名
SAC64名

医進・選抜

15名
グローバル
特待生 33名

TOP35

県外では、東海中学、南山中学女子、海陽、東大寺学園、西大和学園、
他、全国の難関私立中学校にも多数合格しています。

中学入試
合格実績
中学入試
合格実績

合格20182018

緒方 宙翔さん　浜田小学校 東谷 心優さん　有緝小学校 松本 俊亮さん　有緝小学校 宮村 侑磨さん　南立誠小学校

「できない」と思いこんでしまうと、できたはず
のことさえできなくなります。たとえ困難でもで
きるまで努力を続ける、僕は今後もそれを心が
けていきたいです。

「小・中・高一貫指導体制」と「ハイブリッド指導システム」で、
　　 生一人ひとりは、大志を抱き、第一志望校に優れた成果を毎年出しています。

20182018
今春、志望校に合格した　　　生の喜びの声と後輩の皆さんへのアドバイスをご紹介します。

セントヨゼフ女子学園中学校 皇学館中学校

5656 名 3838 名33名
SAC



（本部電話受付時間）月～土の11：00～20：00
　　　　　　　　　　日　の10：00～18：00

（校舎電話受付時間）月～土の14：00～20：00◇
　　　　　　　　　火～土の14：00～20：00

TEL 059-227-6444（代）

〒514-0006 三重県津市広明町337（津駅西口前）
本部小中部

宇治山田駅前校 ◇
☎0596-24-8802

名張「桔梗が丘校」
☎0595-67-0071

上野駅前校 ◇
☎0595-26-1311

鵜方駅前校
☎0599-43-8925

名張駅前校 ◇
☎0595-62-1221

鈴鹿市駅前校
☎059-382-3349

菰野校
☎059-393-1447

川島校
☎059-320-0415

平田駅前校 ◇
☎059-370-2770

日永校
☎059-349-0105

あかつき校
☎059-336-3777

生桑校
☎059-334-7035

笹川校
☎059-322-2357

松阪「駅部田校」
☎0598-26-5526

明和校
☎0596-53-2441

小俣校
☎0596-25-1745

中川駅前校
☎0598-48-2828

久居駅前校
☎059-256-7197

松阪駅前校 ◇
☎0598-52-1207

高茶屋校
☎059-238-3315

白子駅前校 ◇
☎059-387-2335

箕田駅前校
☎059-385-4173

亀山駅前校
☎0595-82-8633

河芸校
☎059-244-0330

亀山「みずほ台校」
☎0595-83-5385

津駅前校 ◇
☎059-227-0188

阿倉川駅前校
☎059-332-8772

桑名「大山田校」 ◇
☎0594-31-9255

西桑名「ネオポリス校」
☎0594-76-0502

いなべ「大安校」
☎0594-88-0777

四日市駅前校 ◇
☎059-351-4921

富田校
☎059-361-6020

富洲原駅前校
☎059-363-2665

桑名駅前校 ◇
☎0594-24-0990

（本部電話受付時間）  月～土の14：00～20：00
 　日　の10：00～18：00
TEL 059-357-3434（代）
（校舎電話受付時間） 月～土の14：00～20：00〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町2-1

本部

（本部電話受付時間）  月～土の11：00～20：00
 　日　の10：00～18：00
TEL 059-253-0055（代）
（校舎電話受付時間） 火～土の14：00～20：00〒514-0006 三重県津市広明町337（津駅西口前）

本部

熊野市駅前校
☎0597-89-1411

伊賀市丸之内校
☎0595-26-1580

伊勢市駅南口校
☎0596-20-5125

志摩鵜方校
☎0599-43-8933

大山田「松ノ木校」
☎0594-33-1270

四日市駅東口校
☎059-354-0450

桑名中央町校
☎0594-27-6070

亀山駅前校
☎0595-96-8887

津駅広明町校
☎059-221-7676

松阪駅北口校
☎0598-50-1001

平田駅前校
☎059-370-4440

白子駅前校
☎059-380-0175

四日市「富田校」
☎059-340-9980

名張駅前校
☎0595-48-6001

尾鷲駅前校
☎0597-23-2872

旭ヶ丘校
☎059-387-0446

松阪「下村校」
☎0598-29-7170

尾鷲駅前校
☎0597-23-2871

熊野市駅前校
☎0597-88-1555

桑名「陽だまりの丘校」
☎0594-32-5519

伊坂台校
☎059-361-3227

桜校
☎059-326-4302

北楠駅前校
☎059-398-3127

WEB
サイト http://www.eisu.co.jp 検  索eisu

eisuは日曜日も能動学習ができる環境を整えています。
子供たちの「学びたい」という能動的な意欲は、時を選びません。 eisuは、子供たちの能動学習を促進するため、日曜日も「10：00～
18：00」校舎を開放しています。 eisuを皆さんの「勉強部屋」として活かしてください。

1.学習環境 日本一 2.能動学習 日本一 3.実践英語 日本一

創立55周年を迎える2020年までのeisuのミッションです。55年構想

現役合格
おめでとう
現役合格
おめでとう

2323名

東京大学
合格
速報 1111名

京都大学

1010名

大阪大学

2929名

名古屋大学

7474名
三重大学

国公立大学編

上村 拓真さん

数学が好きで、東進の
特性を活かし学年の壁
を超えてどんどん学習
を進めました。そのうえ
で数学だけに頼らず、全
教科で弱点をなくすよう
努力したのが勝因です。

伊勢高校 

東京大学 
理科一類 現役合格

小林 尚暉さん

小4から通ったeisu四日
市駅前校の先生との出
会いが、中学入試、そし
て大学入試と、人生の
可能性を広げる決定的
なきっかけになりまし
た。感謝してます！

暁高校6年制

東京大学
理科一類 現役合格

現役
合格

現役
合格

山路 湧さん

受験は受かるべき人が
受かる、そんな気がしま
す。固い意志を持ち、大
学が要求する人材に近
づけるよう努力できる
人が、合格に近づける
のだと思います。

四日市高校

東京大学
理科一類 現役合格

川本 知輝さん

高校に入学してすぐ受
験を意識した勉強を始
めました。東進で東大レ
ベルの勉強を早くから
始めた分、直前期になっ
ても慌てることはありま
せんでした。

松阪高校

東京大学
理科二類 現役合格

現役
合格

現役
合格

大宅 龍介さん

東進最大の長所は、自
分の思い通りにどんど
ん勉強を進められること
です。これをもとに日々
の勉強のサイクルを確
立できたのが、eisuに
通えて良かった点です。

津高校 

東京大学 
文科三類 現役合格

髙林 陽菜さん

いつも笑顔を絶やさず、
初志貫徹すると何か明
るい未来が見えるんだ！
と受験を通して実感し
ました。これからもメン
タルを強く持ち前向き
に生きたいです。

高田高校6年制

東京大学
文科三類 現役合格

現役
合格

現役
合格

桂山 菜々子さん

周りに同じ志望校の人
たちがたくさんいて、互
いに高め合うことがで
きました。「みんなで志
望校に合格しよう」とい
う空気をつくっていくこ
とが大切だと思います。

四日市高校

京都大学
工学部 現役合格

高森 陽介さん

早い時期からコツコツ
勉強すれば何とかなる
ものです。また、目標を
下げるとズルズル成績
も落ちかねません。高い
目標を諦めず、粘り強く
取り組みましょう。

上野高校 

京都大学 
工学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

中園 昂志さん

小4からeisuに通い、学
校ではできない学習が
できました。日頃から勉
強を積み重ね、全教科
が合格ラインに乗るよ
うに基礎力を高めたの
が勝因だと思います。

高田高校6年制

京都大学
工学部 現役合格

森 翔太郎さん

最難関大学を目指すな
ら早くから受験勉強に
取り組むことが必要で
す。志望校を早く決め、
過去問演習を納得がい
くまで徹底的に繰り返
すことが大切です。

伊勢高校 

京都大学 
工学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

向山 拓真さん

謎多き数学問題を解く
のに喜びを感じた僕は、
理系科目で得点を稼げ
るだけ稼ぐのを目指しま
した。そこで得た無限の
思考力を社会で活かし
ていきたいと思います。

桑名高校 

京都大学 
理学部 現役合格

水谷 木乃花さん

受験の勝因は、高1から
コツコツ勉強する習慣
を身につけたこと、高3
になるまでに英数国の
基礎固めをしたことで
す。高1・2の内に基礎を
しっかり固めてください！

四日市高校

京都大学
農学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

佐野 賢介さん

勉強は辛いときがあり
ます。でも高校3年間は
振り返ると一瞬。この短
い時間の勉強にはすご
く価値があります。後輩
の皆さん、悔いのないよ
うがんばってください。

木本高校 

大阪大学 
工学部 現役合格

舩見 慧さん

eisuで仲間とともに学
ぶことの楽しさに気付け
ました。そして合格の決
め手は、自分に具体的
で効率的な学習プラン
を提示し、指導してくれ
たeisuの先生でした。

上野高校 

大阪大学 
工学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

岸上 直生さん

eisuに通い、コツコツ勉
強する習慣が身につい
たのが良かったと思い
ます。eisuは、他の生徒
が勉強する緊張感を感
じつつ、自分1人で集中
できる良い環境でした。

津高校 

大阪大学 
基礎工学部 現役合格

長井 友花さん

勉強のスケジュールを
立ててくれたり、何度も
面接の練習をしてくれ
たり、とにかくeisuの先
生がいなくては私の合
格はなかったです。あり
がとうございました!

鈴鹿高校6年制

大阪大学
基礎工学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

松島 歩夢さん

できそうにないことで
も、地道に取り組んでい
たら案外簡単にできる
こともあることを学びま
した。今後どんな問題に
ぶつかっても諦めずに
いきたい、と思います。

津西高校 

名古屋大学
工学部 現役合格

嶋田 舞穂さん

受験で、忍耐力の大切
さを学びました。誘惑
や、辛いことがあって
も、計画的に努力を続け
ていくことが大切です。
今できることを一所懸
命がんばってください。

四日市高校

名古屋大学
農学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

現役
合格

四日市高校

現役
合格

現役
合格

高校生活を通して、友
達や親の大切さを実感
しました。辛いとき励ま
してくれたり、毎日私の
勉強を支えてくれたり、
心から感謝しています。
本当にありがとう。

名古屋大学
法学部 現役合格

受験のなかで悩み、自
分を見つめ直すことで、
自分に合った勉強方法
や息抜きの仕方を見つ
けられました。努力を持
続できたのはそのおか
げだと思います。

名古屋大学
法学部 現役合格

岡崎 夏帆さん

話しやすくどんなことに
も親身に相談にのって
くれる担任の先生、「負
けたくない！」と思わせる
ライバルの存在、そん
なeisuの環境だから、
私はがんばれました。

名古屋大学
経済学部 現役合格

成績が伸びず何度も挫
けそうになりましたが、
その都度、eisuの先生
や仲間たちに励まされ
ました。みんなで受験を
がんばる！という雰囲気
のeisuが大好きでした。

名古屋大学
経済学部 現役合格

自分のためというより
も、今まで私を支えてき
てくれた人たちのため
だという思いが、努力の
原動力でした。合格した
今、特に親には、ありが
とうと言いたいです。

北海道大学
総合入試理系 現役合格

志望校合格には、そこ
に行きたいという気持
ちを持ち続け、早期に
対策に取り掛かり、過去
問などたくさん演習を
することで出題傾向に
慣れることが肝要です。

横浜国立大学 
経済学部 現役合格

岡島 諒さん

今何をどうしたらどうな
るかなど、eisuの担任
の先生が数式やグラフ
なども用いてしっかり指
導してくれたので、安心
して勉強できました。先
生に感謝しています。

上野高校 

三重大学 
医学部医学科 現役合格

辻 清龍さん

現役で難関大学に合格
するには、先取り学習や
早期からの受験準備は
不可欠。早期から学習
量を増やせば、スムー
ズにストレスなく、努力
の継続ができます。

暁高校6年制

三重大学
医学部医学科 現役合格

現役
合格

現役
合格

中須 咲貴さん

苦手の克服には早めに
取りかかるのが大切で
す。ただ一人で受験を乗
り切るのはキツい！私は
eisuの先輩方を目標に
し、友達と支え合って、皆
の力で乗り越えました。

三重高校 

三重大学 
医学部医学科 現役合格

山本 杏実さん

常に目標を持ち、自分に
合った方法で勉強を続
けることが大切だと思い
ます。eisuは高い意識を
持って勉強している人
かたくさんいて、良い環
境が整っていました。

川越高校 

三重大学 
教育学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

志望校・学部・学科はで
きるだけ早く決め、早め
に受験勉強に取り掛か
るべきです。志望校につ
いて調べ、そこで何を学
びたいかを考えると意
欲が高まると思います。

神戸高校 

三重大学 
工学部 現役合格

吉田 将明さん山田 将大さん

受験に取り組むことで、
自分でするべきことを
見つけ、自ら進んで実践
していく力が身につい
たように思います。早く
志望校を決めるのが、受
験で勝つポイントです。

宇治山田高校

三重大学 
工学部 現役合格

現役
合格

現役
合格

「新学期生」申込受付中
新小学1・2・3・4・5・6年生、新中学1・2・3年生、新高校1・2・3年生 個別入学説明会

全校舎で
開催
予約制

申込方法 WEBサイト、または下記のご希望の校舎にお電話で日時をご予約ください。

毎週月～土曜日［希望日・時間を選択してください。］
月～金／14：00～17：00内
　土　／10：00～12：00内・13：00～19：00内

実施日時

医学部
医学科

11名
医学部
医学科

1名

市川 七海さん

桑名高校 

河 和希さん

津西高校 

永井 希璃夏さん

津高校 

片岡 起也さん

津東高校 

中山 諒祐さん

四日市南高校

現役
合格

現役
合格

現役
合格

20182018

3月19日判明分

生

一橋大学4名、東京工業大学3名、東京医科歯科大学3名、東京外国語大学2名、首都大学東京4名、

北海道大学 7名、
金沢大学5名、

愛知教育大学6名、

横浜国立大学 5名、

名古屋市立大学14名、

広島大学4名、

信州大学 5名、

名古屋工業大学11名、
他、全国の難関国公立大学に多数現役合格しています。

千葉大学 2名、

静岡大学20名、

神戸大学6名、


