
高校生専門映像講座 

Ｅ－ＸＰＥＲＴ 
予備校正統派講師陣が君をバックアップ！！ 

高校定期テスト対策から 

難関大学受験レベルまで 

 すべての内容を網羅。 

映像講義 
【充実の９７５講義】 

定期テスト対策から難関大学
入試対策までに焦点をあて、
首都圏予備校講師による講義
を「５教科１７科目全９７５
講義」を構成。また、英語・
数学・国語は、君の目的と学
習習熟度に合わせたレベル別
構成。理科・歴史公民は、教
科書全範囲を網羅します。 
また、講義後には「チェック
テスト」を用意しています。
講義を受講するだけでは、学
力は上がりません。「チェッ
クテスト」でアウトプットす
ることにより理解力を定着さ
せ、揺るぎない学力となりま
す。 

【E-XPERTプレミアム】 

Ｅメール個別指導 
【受講教科対応】 

Ｅ-ＸＰＥＲＴには、「Eメー
ル個別指導」を付けてます。
Ｅ-ＸＰＥＲＴの教材・講義
はもちろん、学校の課題や自
習用参考書、そして、入試直
前期の過去問等、わからない
問題は、どこからでも、画像
やメールを送信するだけで担
当講師が質問対応します。受
講教科を年中無休の２４時間
対応受付、回数無制限と受講
生のことを考えたサポート体
制です。 
 

学習ナビゲーション 
【計画表・専用ノート】 

Ｅ-ＸＰＥＲＴでは、受講生
の利便性を考え、学習ナビ
ゲーションを用意しました。
定期テスト・大学入試に向け
た、日 々 の「学 習 計 画 表」
「学習記録シート」。塾の先
生との面談の際に、資料とし
て、受験直前期に今までの学
習してきた内容を振返る際に
も使用できます。 
Ｅ-ＸＰＥＲＴ専用ノートは
は、講義の板書を記録するだ
けではなく、講義の疑問点な
どを記載する欄を設け、Ｅ
メール個別指導で、写真で画
像をメール送信する事も可能
です。 

※映像教材「Ｅ-ＸＰＥＲＴ」は、日本テレビ「所さんの目がテン！」2012年2月25日放送分♯1119「東大に受かる(秘)勉強
法！」の番組内で使用されました。 



３年間の留学経験を持ち、予備校講
師歴は 20 年。英検面接委員も歴任
する。入試正解答の執筆や模試問題
の編纂作成、解説なども担当。英語
が苦手な生徒にもわかりやすい解説
が好評。 

【英語】森本 貴一先生 

生徒の理解度に合わせた授業には定
評がある。 大学院時代には初期近代
英語を研究した学究派である一方、
大学では体育会バス ケットボール部
の選手という文武両道の若手講師。 

【英語】白石 富男先生 

大学院時代より予備校の教壇に立
ち、現在も予備校だけでなく全国の
高校での出張講義も行う。得点差の
つく難問を丁寧に解説することに定
評がある。本映像講義の導入部の解
説も必見！！ 

【英語】ノムラ イチロー先生 

論理の道筋をたどる手法で難解な受
験現代文の解法を教授する。小論文
指導にも長けている経験豊富な実力
講師。 

【現代文】永井 正先生 

「正解に至るのは偶然ではなく、必
然である」をモットーにライブ感溢
れる講義を繰り広げる熱い講師。全
国の予備校で支持を勝ち得てきた文
字通りのスター講師。 

【現代文】松岡 拓美先生 

長年、予備校講師だけではなく、都
内進学校でも指導にあたる。その丁
寧且つ知識に 裏打ちされた講義は、
古文を初めて学ぶ、あるいはあまり
得意ではないという生徒からの支持
が高い。 

【古文】正木 四郎先生 

大手予備校では講座の増設も当たり
前。オーソドックスな手法を用いな
がら、いつの間にか驚異的な実力を
つけさせるワザは、まさに必見の実
力派講師。 

【古文】武智 五郎先生 

大学在学中に、学生の身として異例
で講師に採用。また、大手予備校に
最年少デビュー。活躍の場は、高校
への出張講習や参考書の執筆まで至
る。東大・国立医学部・東工大等の
最上位クラスまでを歴任。 

【数学】梅木 等先生 【数学】結城 コウスケ先生 

学生時代より数学講師として活躍。
予備校で教壇に立つだけではなく、
教材執筆や映像講座の出演、高校で
の出張授業等、マルチに活躍してい
る。発想法に重点を置いた授業は、
定評がある。  

筑波大学大学院を卒業後、大手予備
校で 20 年以上のキャリアを持つ。
教材制作、 模試問題の編纂も手が
け、また、高校への出張講義も行う
経験豊富なベテラン講師。 

【数学】福原 健治先生 

若手ながら出講する予備校で物理を
はじめ、数学、化学等、幅広い分野
で活躍している。派手なパフォーマ
ンスではなく、堅実で明快な授業が
特徴的であり、受験生にとっても実
力がつくと定評がある。 

【物理】一ノ瀬 海先生 

【化学】山本 祐太先生 

指導スタイルは受講生の理解度を把
握し、丁寧な解説で講義を進めてい
く。授業後には、宿題を多く課すな
ど、厳しい中に愛情がある指導は受
験生から絶大な支持を受けている。
また、参考書を2冊執筆している。 

奇をてらうことなくひたすら丁寧な
授業は、多くの受験生の心をとらえ
ている。また、普段から問題研究に
熱心であり予備校からはテキスト執
筆や模試の作成の依頼が殺到するな
ど、授業以外の実力・評価も高い。 

【日本史】岡 達馬先生 

入試のポイントを押さえつつ流れる
ように進むその授業は、多くの受験
生から高い支持を得る。その独特の
語り口調は芸術の領域で日本史が大
好きになる生徒が続出。大手予備校
の模試、テキスト作成にも従事。 

【世界史】中西 直樹先生 

出講する全ての予備校で多大な人気
を博している。模試の作成や映像講
座にも従事しており、幅広い分野で
活躍している。その甘いベビーフェ
イスから予備校界の若き貴公子との
呼び声も高い。 

【政治経済】佐藤 二郎先生 

【生物】館 智紀先生 

出講する予備校で、多くの講座を持
つ人気講師。予備校だけでなく、高
校の課外授業や映像講義、模試の作
成など、マルチに活躍をしている。
関西人ならではの軽妙でコミカルな
話術で、生徒を講義に魅了する。 

【倫理】鈴木 隆一先生 

講師曰く、「倫理は、実は教えるの
が非常に難しい。扱っている分野が
非常に多岐にわたり、幅広い知識が
要求される。」長年のキャリアで
培った幅広い知識で、多くの受験生
を高得点に導いてきた。 

映像講座は、生徒が理解できないところは講義を何回でも見てもらい、逆に理解が出来ているとこ

ろは、どんどん進んでもらっています。自分のペースで着実に学習できるということで、生徒から

も好評です。学習ナビゲーション専用ノートは、生徒の成長が最も見える場所だと考えています。

毎月、生徒が書いたノートを振り返ることで、生徒自身が学習の成長を実感します。私の塾では、

多くの生徒が自分の成長を実感して、楽しんで学習するようになっています。「Ｅメール個別指

導」は、生徒の質問を時間と場所を選ばないでメール対応に任せられるので安心しています。問題

集の解答解説で、解説が省かれている問題などは、メール質問と同時に生徒自身にも考えさせるこ

とで、メール質問の返信と生徒の解答を照らし合わせることにより学習効果が上がります。 

～学習塾様チューターの声～ 

高校生専門映像講座【Ｅ－ＸＰＥＲＴ】講師プロフィール 



単元別＆レベル別構成で定期テストから大学受験まで網羅！！ 

予備校の一流講師陣と講義環境が君の理解力を高める！！ 

高校生の学習こそ能動的学習はゆずれない！！ 

定期テスト 入試基礎 応用実戦力 

英語α・国語α 

英語β・国語β 

英語γ・国語γ 

数学スタンダード 

数学ハイレベル 

コースレベル体系図  

理科基礎・理科・歴史公民 

高校生の学習おいて、自分の学習習熟度と受
講する講座レベルが合っているのかが重要な
ポイントです。 
E-XPERTには、英語・数学・国語はレベル別
コースを設けているので、現在の学習習熟
度、志望校に合わせて自分の不得意単元をピ
ンポイントに学習することが可能です。 
理科・歴史公民は大学受験の合否を左右する
科目であり、短期間に得点源にできる科目で
す。講義は教科書の内容から入試の基礎レベ
ルまで丁寧な講義で構成されています。 

E-XPERTの講義は、首都圏大手予備校で活躍
している一流講師が丁寧でわかりやすく講義
を進めていきます。また、講義は高校の授業
と同様に黒板とチョークを使って講義をして
いくため、重要ポイント等が明確に板書され
ます。 
E-XPERTは、講義、講師、板書までの細部ま
でこだわり、受講生に深く理解することを考
え、講義が構成されています。 

プロ講師陣の迫力ある全975講義！！ 

E-XPERTの教材は、実際に講義を担当する講
師陣が執筆している教材で、重要ポイントが
洗練された内容になっています。また、解答
解説も充実しており、英語や古文には、日本
語・口語訳も掲載されているので、自習用教
材としても利用できます。また、理科・歴史
公民は特に重要な図解イラストも記載されて
います。受講生の理解力を高め、高校の定期
テスト対策や大学入試の出題にも対応できま
す。 



英 語 英語６コース 
E-XPERTの英語講座は受講生の学力と志望校のレベルに合わせて、
３段階のレベルで６コース用意されています。 

英語の学習において、良い問題や良い解説に触れるだけの
受動的な学習だけでは十分ではありません。それらを身に
つけるために、多数の時間を自分の頭で考えながら消化し
ていくという能動的な学習作業が不可欠です。 
本教材は選りすぐりの良問を豊富にそろえ、視覚的に理解
しやすい丁寧な解説をしていきます。高品質の講義教材で
あるばかりでなく、質の高い演習用教材としても大いに活
用できます。 

数 学 

現代文３コース、古文３コース 

E-XPERTの数学講座は「スタンダード(基礎標準)」「ハイレベル」
の２段階のレベルで１０コース用意されています。 

「効率よく、苦手な単元だけを集中して勉強したい」とい
う要望を全て解決してくれるのが、E-XPERTです。学校
の授業は先生のペースで進んでいきます。E-XPERTは、
自分のペースで学習できます。理解できない部分は何度も
確認でき、全単元において基礎問題と応用問題を網羅しま
す。 
ハイレベルコースでは難関大学レベルの問題解法を含め、
実戦力を養成していきます。 

国 語 

数学１０コース 

E-XPERTの国語講座は、受講生の学力と志望校のレベルを合わせ、
現代文、古文各３段階のレベルで６コース用意されています。 

《現代文》 
現代文の問題について、「何となく読めるけど、全然点数が
取れない。」という生徒や、「標準レベルの問題は点数が取
れるが、難関大学の入試問題になると点数が取れない。」と
いう生徒、いずれのタイプの生徒にも対応したレベル別講義
で、現状を一気に突破する鍵がきっとみつかるはずです。 

《古文》 
古文とは江戸期以前に書かれた日本語のこと。つまり最も新
しい文章まで１００年以上前の文章なのです。そう考えれ
ば、現代の私達には、外国語と同じといっても過言ではあり
ません。昔の語学を学ぶわけですから、読むための文法から
学び、入試頻出の文章を読み解くことで、文章の背景や入試
の実践力を養成します。 



理 科 

生物基礎･生物 化学基礎･化学 
物理は公式を丸暗記しても、問
題解くことはできません。「な
ぜ、その公式が導かれ方を理解
し、さらに実際の状態に当ては
めていく。」ことが出来て初め
て問題を解けるようになるので
す。本講義では、実際に問題が
「解ける」ようになるために、
公式の成り立ちから説明し、そ
の公式が「使える」状態へと導
きます。本講義を通じて物理の
「楽しさ」を味わいましょう。 

化学は「理論化学」「有機化
学」「無機化学」の３つが合わ
さって初めて理解できる科目で
す。ただ、やみくもに暗記を重
ねようとしてもなかなか学力に
結びつきません。本講義では、
「理論化学」「有機化学」「無
機化学」を丁寧に説明するとと
もに、化学現象についても基礎
から解説することにより、暗記
に頼ることのない、学力を養成
していきます。 

生物は暗記科目と思われがちで
すが、単元毎の内容の意味、他
の単元との関連性などをしっか
り理解しないと得点に結びつき
ません。知識を暗記するのでは
なく、生物の根幹から理解し、
単元毎の関連性を考察すること
が重要になります。本講義では
生物受験のプロ講師がわかりや
すく丁寧に解説し、他の単元と
の関連性も説明することによ
り、生物の本当の学力を養成し
ます。 

歴史公民 

物理基礎･物理 

日本史 世界史 
日本史は社会の科目中でも、特に覚える事項
が多く、演習よりもまずしっかりとした内容
理解が必要となります。本講義では日本史の
基本解説で流れを掴み、さらに各テーマ別に
実際の試験で狙われやすい重要ポイントを歴
史の背景知識や人間関係含めて、一流の予備
校講師が軽快に説明していきます。日本史を
初めて学習する生徒でも十分に理解しながら
得点源にしていけます。 

世界史の学習の肝は、いかに様々な国、時代の
歴史事情をつなげて考えられるかにあります。
それぞれの時代、各国史で覚えてもなかなか点
数に結びつきません。本講座では、時代と各国
史の関連性を解りやすく伝え、教科書では、理
解できない同時代の世界史を生徒に伝えていき
ます。初めて世界史を学ぶ生徒にも解りやすい
内容になっております。 

政治経済 
政治経済は、生活に密接しているので、他の科
目と比較して、学習しやすい科目であります。
一方、各分野を深く学習しないと得点に結びつ
きません。いかに効率的に要点をまとめて学ぶ
かが重要であります。本講座では、センター試
験・私大対策を踏まえ、予備校界で多くの受験
生の支持を受けてきた講師が、君の目の前で講
義を展開します。 

倫理 
倫理と聞くと、哲学・宗教等と難しい言葉が出て
くる科目と思いがちですが、先人の考え方を唯一
学べる科目ともいえます。本講座では、長年、予
備校の教壇に立つ講師が板書と解説で解りやすく
講義します。また、日本史、世界史選択者にも、
文化史やテーマ史の受験対策にもなるので、文理
系問わずこの講座は受講する必要があります。 

即効性のテーマ別講義で実力養成。 

 短期間で実力養成！「倫政」対策も。 



Ｅメール個別指導例 

Ｅ メ ー ル 個 別 指 導 どこからでもメール質問が受けられます！！ 
Eメール個別指導とは。 
１.PC、スマホ、携帯メールから質問利用可能！ 
２.受講教科の質問にお答えします！ 
３.質問は年中無休２４時間受付します！ 
４.回数無制限！ 
５.画像を使って質問部分を送信すれば時間短縮効果に！ 

学習ナビゲーシ ョ ン 学習効率に焦点をあてたツール。 
【受講時間割】 

高校生は部活に行事に忙しく、勉強との両立が重要です。E-
XPERTの学習を進めていく上で、スタッフと面談し、月間の
大まかな学習スケジュール立て、定期テストや入試スケジュー
ルを考慮しながら、学習計画を立てます。 

【学習記録シート】 

日々の学習記録も成績アップには欠かせません。学習記録シー
トは日々の学習記録記入し、自分の学習到達度を確認する表に
なります。定期テスト前、入試直前に振返ることで、自分の今
までの努力が自信に変わります。 

【専用ノート】 

講義の板書等を記入するほか、授業で学んだことのテーマ等を
記入する欄を設けました。疑問点で記入したことが、講義の復
習や再受講でも解決しない場合は、そのまま、画像に収め、
メールに添付することで、メール指導にも活用できます。 

【質問】 
２つめの◆の“have O to V”形でitのよう
な代名詞にはつかない,とのことですが何に
つくのですか？名詞のみですか？ 

【解答】 
have O to V形に限らず、形容詞は itや
thatなどの代名詞にはつきません。名詞に
つきます。 
big thatとかbeautiful itなんて表現は聞い
たことありませんよね。 
ただし、oneにだけは形容詞がつくことが
あります。 
例）She wears  a  red dress,  but  a 
<blue one> would suit her better. 
彼女は赤い服を着ているが、青い服のほう
が似合うだろう。 



多くの大手予備校が映像講義を導入しており、まさしく映像講義ありきの様相を呈しており
ます。しかしそのほとんどが映像講義を受身的に観ているだけで終わってしまい、全てが「生
徒任せ」になりがちです。では何故これほど短期間に映像講義が主流になったのでしょうか。
もうお分かりだと思いますが、地域に関係なく、一流講師の講義を目の前で独占できるからで
す。予備校はどうしても首都圏の本校に良い講師が集まりがちです。映像講義はその「地域格
差による学力格差」を打ち消してしまいました。
また、講義スピードを速くすることで「講義内容を聞き逃すまい」と無意識に集中して通常

講義よりも記憶に残りやすいと言われています。
しかし、映像講義は致命的な欠点があります。それは、質問ができないという点と、決まっ

たカリキュラムでしか進めないという点です。計画も予習復習も原則、全て自己管理になりま
す。

多くの塾の先生方の声を集めて作られたＥ－ＸＰＥＲＴは、受験生から圧倒的な支持を受けて
いる精鋭プロ講師が予備校の垣根を越えて集結し収録いたしました。
そして、これらの講義の中から自分の学力やペースに合わせてアレンジできます。
もちろん、解るまで何度でも講義を受けることもできますし、理解している部分を飛ばすこ

ともできます。歴史であれば通史をまとめて ヶ月で終わらせることも可能です。
質問は無制限でＥメール個別指導がＥ－ＸＰＥＲＴ以外の問題にもお答えします。また、学習

管理は学習ナビゲーションがバックアップいたします。

まさに予備校の良さと個別指導の良さを同時に受講できる次世代型映像講座で
「行ける大学」ではなく「行きたい大学」に現役合格へと導きます。

～塾の先生の声を集めて作った新しい映像講座です。～

Ｅ－ＸＰＥＲＴ 

東松戸駅から徒歩4分
秋山方面北総線沿い赤い自販機が目印
047-710-2575　080-5048-4540　高木

松戸市に根差した自宅開放寺子屋塾だからこそ
価格体系はあくまでも安価でシンプルにしました。

入会金 単科講座 3科選択 5科フリー

20,000円 23,000円 30,000円 35,000円

（8％税込）


