
東大合格への最短ルートを
知りたいあなたへ

日本一東大入試対策を徹底して行う塾

平井の東大合格塾

新年度入塾 受付中



東大に文理両方で
合格した男

受験戦略家が
戦略に基づいて指導！

一年で東大に
合格することは可能！

その方法論を
私が徹底指導します。



・２００３年東大理Ⅰ合格、２０１６年東大文Ⅲ合格
・大手塾で東大受験者専門コース担当。
・個別指導、集団指導、学校、予備校などあらゆる現場で
指導経験あり。

・１年弱の勉強期間で、苦手教科の多い文系で東大に合格。

自己紹介

私のセンター＋二次点数は ３７０.８点
この年の文Ⅲ合格最低点は ３４３.９点

文Ⅰ合格最低点は ３５１.５点 でした



【本科生コース】

・①個別指導＋②集団授業＋③ゼミ授業の三重構造

・夏休みまでに単元学習を終え、
９月以降は東大対策のみに集中。
（併願校の指導も個別指導の授業で行います。）

・塾生全員が
夏の東大模試でＤ判定以上、
秋の東大模試でＢ判定以上を取る。

塾のシステム

普通の塾や予備校にはない、東大対策に
特化したシステムやカリキュラムです。

平井式三重構造

個別
指導

ゼミ
授業

集団
授業



・週１回２時間の個別指導（曜日と時間は原則固定、振替は出来る限り対応）

・一人の先生が全科目対応するので、科目のバランスを
取った理想の戦略を立案。

・毎週、学習状況を細かくヒアリングし、東大合格に必要な
方針を指示。東大合格の最短ルートへ導きます。

・勉強法、成績の上げ方、合格の仕方の三段階を徹底指導。

・自習の仕方を徹底的に鍛えて、勉強すればするほど
成績が上がる生徒に育てます。

①個別指導

モチベーション管理や悩み相談など、
他にも何でも頼りにしてね。



・週１回２時間程度の集団授業。欠席時のフォローあり。

・東大入試の合否の分かれ目になる数学を中心に、
塾生の弱点に特化した授業を展開します。

・パターン演習で対応できない応用問題で点数を取るための
思考のプロセスを徹底解説！
受講後には自然に入試問題が解けるようになるはずです。

・何を勉強すれば東大に合格するかが、自分で発見出来る
ようになります。

②集団授業

「授業を聞いたらわかるけど、自分では
解けない」という悩みを解決しよう！



・東大攻略の最短距離を自分で探せるようになる！

・週１回２時間、東大志望の優秀生たちが集まり
入試の攻略法をディスカッションする場。

・次週の内容を１週間かけて分析し、結果を発表。

・本番で自ら解法を導き出し正解まで辿り着く力を養成。

・不十分な意見やズレた意見は、その場で丁寧に指摘。

・結果を出すための、協力と競争の理想バランスを実現。

③ゼミ授業

欠席時のフォローもあります。
ビデオ通話での参加も可能です。



【単科生コース】

・苦手教科の克服でも、得意教科の向上でも、
受け付けます。

・読解力や暗記力、思考力など他の教科でも
活かせる普遍的なアドバイスが盛りだくさん。

・１科目ずつ、好きな科目だけの受講が可能。
（例、英語と数学の２科目など）

塾のシステム

短期間のみの指導も可能です。
大嫌いだった科目も好きになれます。



年間カリキュラム例

集団授業

英語 数学 国語 日本史 地理 数学

① 英単語の暗記法① 実数 文章の読解法① 展開・因数分解・実数 英語要約

② 英単語の暗記法② 二次関数 文章の読解法② 論理と集合 数学第一問

③ リスニングの勉強法① 三角比 選択肢問題の解法① 二次関数① 国語現代文

④ リスニングの勉強法② データの分析 選択肢問題の解法② 二次関数② 日本史第一問

① 英文法の勉強法① 平面図形 記述問題の解法① 三角比 地理第一問

② 英文法の勉強法② 場合の数・確率 記述問題の解法② データの分析 英語段落整序

③ 英語長文の勉強法① 整数の性質 記述問題の解法③ 場合の数 数学第二問

④ 英語長文の勉強法② 複素数と方程式 古文の勉強法① 確率 国語古文

① 英作文の勉強法① 図形と方程式 古文の勉強法② 整数 日本史第二問

② 英語長文の勉強法③ 三角関数 古文の勉強法③ 平面図形 地理第二問

③ 英語長文の勉強法④ 指数対数関数 漢文の勉強法① 複素数と方程式 英語英作文

④ 英作文の勉強法② 微分積分 漢文の勉強法② 図形と方程式 英語リスニング

① 要約の勉強法① ベクトル 漢文の勉強法③ 軌跡と領域 数学第三問

② 段落整序の勉強法① 数列 文章の読解法③ 三角関数 国語第四問

③ 誤文指摘の勉強法① 文章の読解法④ 指数・対数関数 日本史第三問

④ 和訳の勉強法① 微分 地理第三問

① 要約の勉強法② 積分 英語文法・和訳

② 段落整序の勉強法② 数列 数学第四問

③ 誤文指摘の勉強法② ベクトル 英語長文

④ 和訳の勉強法② 東大数学解説（２０１６） 英語要約
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地誌

東大地理対策
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中世
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8月
東大国語対策

文化史
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家庭教師
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形式

科目

東大数学対策

※個別指導のカリキュラムはあくまで一例です。生徒一人ひとりにピッタリのものを作成します。
集団授業やゼミ授業は、受講する生徒の人数やレベルによって変更の可能性があります。

文科志望者（日本史・地理選択者）の例



9月以降

集団授業

英語 数学 国語 日本史 地理 数学

① 東大数学解説（２０１６） 数学第一問

② 東大数学解説（２０１５） 国語現代文

③ 東大数学解説（２０１５） 日本史第一問

④ 東大数学解説（２０１４） 地理第一問

① 東大数学解説（２０１４） 英語段落整序

② 東大数学解説（２０１３） 数学第二問

③ 東大数学解説（２０１３） 国語古文

④ 東大数学解説（２０１２） 日本史第二問

① 東大数学解説（２０１２） 地理第二問

② 東大数学解説（２０１１） 英語英作文

③ 東大数学解説（２０１１） 英語リスニング

④ 東大数学解説（２０１０） 数学第三問

① 東大数学解説（２０１０） 国語第四問

② 東大数学解説（２００９） 日本史第三問

③ 東大数学解説（２００９） 地理第三問

④ 東大数学解説（２００８） 英語文法・和訳

① 東大数学解説（２００８） 英語長文

② 東大数学解説（２００７） センター英語

③ 東大数学解説（２００７） センター数学ⅠＡ

④ 東大数学解説（２００６） センター国語

①

②

③

④

ゼミ授業
科目

（東大数学解説） （東大対策）

東大英語対策 東大数学対策 東大国語対策 東大日本史対策 東大地理対策

（東大地理対策）（東大日本史対策）（東大国語対策）（東大数学対策）（東大英語対策）２月

9月

10月

11月

形式

東大数学対策

12月

1月

東大国語対策

（センター日本史対策） （センター地理対策）

東大日本史対策 東大地理対策

家庭教師

東大英語対策

（センター英語対策） （センター数学対策） （センター国語対策）



・巣鴨駅（ＪＲ山手線、三田線）各徒歩３分の好立地。

・無料で使える自習室あり。
現役生、浪人生、大学生歓迎。

・現役東大生の先輩スタッフがいます。

・いつでも気軽に質問・相談可能（電話やメールなど）
（返答は順番に一人ずつ応えていきます。）

環境

ぜひ通いたいと言って、山梨県や
茨城県、埼玉県など都外から通う生徒や、
教室の近くに移住してきた生徒もいます。



・本番で実力を発揮できる心、社会で活躍する力を育成。

・入塾試験に合格した新高３生か高卒生を３人限定で募集。

・志望科類は不問（文Ⅰ～理ⅢのどこでもＯＫ）

・指導内容やシステムに関しての要望は応相談。
（科目を限定した単科生コース有り）

・その他、特別講座に無料ご招待！

・特待生制度有り。

その他

入塾試験の通過者が３人を越えたら
締め切ります。お申込みはお早めにどうぞ。



お申込みの流れ

さらに詳しい事は入塾説明会でご説明します。
まずはお気軽にお問合せ下さい！

【問い合わせ】ＨＰの問い合わせフォームからご連絡下さい。http://exam-strategy.jp/

【ご返信】遅くとも次の日には、私から入塾説明会の案内を含んだ返信が届きます。

【入塾説明会】個別対応です。場所や時間をメールで相談の上、決定します。

【入塾試験】入塾をご希望の方のみ実施。２～３日中に合否をご連絡します。

【入塾手続き】合格者のみ実施。１年後の東大合格を一緒に目指しましょう！

１

２

３

４

５

お問い合わせの締め切りは３月末日です。


