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                                                   2021 年 4 月 16 日 

株式会社ベネッセホールディングス 

代表取締役社長 COO 小林 仁 

“難関大への絶対合格力”が自宅で身につくハイレベルオンライン進学塾 

難関大受験「EVERES(エベレス)」 2021 年 4 月開講 

 

株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、代表取締役社長：小林 仁、以下：ベネッセ）の「進研ゼミ」では、

2021 年 4 月より難関大合格を目指す高校 1 年生に向けてオンライン進学塾 難関大受験「EVERES(エベレス)」を開講しま

したことをお知らせいたします。 

「進研ゼミ」では 2009 年より、国公立難関高校合格を目指す中学生を対象にハイレベルオンライン進学塾「EVERES（エベ

レス）」をスタートし、これまでに延べ 426 万人のかたがオンラインライブ授業に参加しています。国公立高校への進学を報告して

くださった受講生の第一志望高校合格率 91.5％（2020 年度入試実績）と、全国の進学校に多くの合格者を輩出してきま

した。今回、そのオンラインでの受験指導ノウハウと、「進研ゼミ」がもつ約 200 大学・９万問の入試分析データを組み合わせるこ

とで、新たに高校１年生に向けて難関大受験「EVERES（エベレス）」がスタートしました。授業カリキュラムは、「高 3・1 学期ま

でに難関大入試問題が解ける」をゴールにした独自の合格逆算カリキュラムを開発。映像授業と異なり、プロ講師がその場で受

講生の質問に答え、受講生の反応を確認しながら進める双方向型のライブ授業なので、受講生は理解不足を残さず、最後まで

集中力が続きます。“通塾時間ゼロ”なので、部活など高校生活を思いきり楽しみながら、難関大合格を勝ちとりたい高校 1 年

生におすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■オンライン受験指導歴 10 年以上、第１志望高校合格率 91.5％の 

ハイレベルオンライン進学塾「EVERES」が高１生向けに難関大受験コースを開講 

■映像授業（録画）と違い、プロ講師がその場で質問に答え、生徒が理解できているか 

確認しながら進めるライブ授業なので、最後まで集中力が続き、合格力を伸ばせます 

■自分の実力に合った授業を探す手間のかかる映像授業と異なり、 

受講生の理解度に合わせて進むライブ授業なので続けられます 

ベネッセグループのプロ講師が、受講生の反応を確認しながら、理解度 

に合わせて授業を進めます。 

 

■授業中にチャットで気軽に質問でき、その場で教えてもらえるので、 

「わからない」を残しません 

通塾しても伸び悩む原因のひとつが質問のしにくさです。オンラインだから 

こそ、チャットでこっそり質問でき、学習の手が止まりません。 

 

■９万問の入試問題を分析した難関大合格逆算カリキュラムだから、 

最短ルートで志望大への絶対合格力を身につけられます 

「高 3・１学期」までに難関大入試問題を解けるようになる学習計画 

となっているので、充実した高校生活と志望大合格を両立できます。 

 

<難関大受験「EVERES（エベレス）」の特長> 

 
▼「Benesse お茶の水ゼミナール」のプロ講師 

 

▼着眼点・解答力が定着する「３STEP サイクル」 
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＜オンライン進学塾 難関大受験「EVERES（エベレス）」サービス概要＞ 

 

■名称：オンライン進学塾 難関大受験 「EVERES（エベレス）」 

■特長： 

 

 

■開講科目・コース：英語・数学の教科別受講。A コース・S コースから１コース選択 

  A コース：難関大に向けて丁寧な授業で着実に力を伸ばしたい方向け 

  S コース：最難関大に向け、より高度なテクニックまで身につけたい方向け 

■授業カリキュラム：入試分析をもとに、最適な内容を最適な順番で学ぶ難関大合格逆算カリキュラム 

難関大入試データの分析から、受験のプロが厳選した模試や入試に直結する良問だけをまとめた専用テキストを使用 

毎回、模試や入試で差がつくポイントに集中した厳選テーマに取り組みます 

※https://kou.benesse.co.jp/everes/curriculum/index.html#n03 

 

■料金：１教科 8,000 円（税込）/月 ＊各月 4 回の授業を実施 

      ２教科 13,500 円（税込）/月 ＊各月 8 回の授業を実施 

        ※受講される際のインターネット接続料などはお客さま負担です。 

 

■お申込み：サイトからお申し込みください https://kou.benesse.co.jp/everes/ 

① 高 3・1 学期までに難関大合格力がつく独自カリキュラム 

・難関大入試問題を分析し、必須となる知識や解き方を受験のプロが 

厳選し開発した専用カリキュラム 

・土台となる思考法、着眼点を高１から無理なく身につけ、高 3・1 学期

までに難関大入試問題が解けるレベルに引き上げます。 

・全国の進学校の授業進度に合わせて、時期ごとのテストや模試の成績

向上と難関大合格に向けた基礎力養成が計画的に達成できます。 

② 難関大受験のプロ講師による丁寧な指導 

・一人では習得が難しい「問題を解くための効率のよいアプローチ法＝合

格テクニック」を、実績のある講師がイチからわかりやすく解説します。 

・難関大をめざす高校生ならではの「つまずき」を知り尽くした講師の指導

で、「やったら、できた！」の自信がわき、合格までのやる気が続きます。 

・全国のハイレベルな高校生と一緒に受ける臨場感のある双方向授業な

ので、刺激を受けて、より高いレベルを目指せます。 

③ 通塾時間ゼロで高校生活と両立しやすく授業振替も OK 

・通塾時間ゼロなので、部活を頑張りながら、難関大を目指せます。 

・予定が合わないときは別の時間・曜日に振替ができる「授業振替制度」

があります。 

・録画された授業は繰り返し見放題です。 
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■株式会社ベネッセコーポレーション難関大受験「EVERES（エベレス）」責任者 石川悦子からのコメント 

高校生活を思いきり楽しみながら、憧れの職業やめざす大学など、自分自身の”最高峰”をめざす高校生を応援したい、と難関

大受験「エベレス」は開講しました。カリキュラムは最難関大合格レベルに直結するハイレベルの基礎基本を高 1 から徹底して自

分のものにしていけるオリジナル。本質的な理解を礎に、想像を超えたレベルまで思考を引き上げるプロ講師、一人ひとりのつまず

きに寄り添う憧れの大学に通う先輩、そして同じ高い目標をもつ全国の仲間たちとオンラインライブで対話しながら、学びを通して

世界の解像度が上がる感動体験を一人でも多くの高校生にお届けできれば幸いです。 

 

【参考情報】 

■「EVERES（エベレス）」名称の由来 

世界最高峰であるエベレスト（EVEREST）から作った造語です。最高峰の頂点をねらって、一歩一歩乗り越える努力によっ

て、頂点を極める喜びを味わってほしいという願いと、 最高水準、最高品質の勉強法を提供するという意味を込めています。  

 

オンライン進学塾 難関校受験「EVERES（エベレス）」の指導実績 

2009 年 9 月より国公立難関高校を目指す中学生向けサービスとして開講。以来、延べ 426 万人のかたがオンラインライブ

授業に参加。2020 年度入試では、国公立高校への進学を報告した会員の第一志望校合格率 91.5％（※）と、全国の

進学校に多くの合格者を輩出しています。また、週に 3 日、2 つの時間帯で同じ授業をしているので、部活・学校行事が忙しくて

も、自分の都合に合わせて、どのコマでも授業開始の２時間前まで WEB で簡単に振り替えが可能です。 

授業はアーカイブされているので、いつでも何度でも見放題の録画授業で授業内容を 100％理解することが可能です。 

詳しくは https://chu.benesse.ne.jp/open/ev/をご参照ください。 

 

<2020 年度高校入試 「EVERES」受講会員の合格先一覧> 

【北海道】 旭川工業高専 札幌東 札幌西 札幌南 札幌北 札幌月寒 札幌啓成 札幌北陵 札幌手稲 札幌旭丘 

札幌藻岩 函館中部 小樽潮陵 旭川東 旭川北 北見北斗 室蘭栄 帯広柏葉 帯広三条 北広島 札幌新川

札幌国際情報 北海 札幌光星 立命館慶祥 札幌第一 遺愛女子 函館ラ・サール 旭川実業 札幌日本大学  

【青森】   八戸工業高専 青森 青森東 青森南 弘前 弘前中央 八戸 八戸東 三本木  

【岩手】   一関工業高専 盛岡第一 盛岡第三 盛岡第四 花巻北 一関第一 不来方 

【仙台】   仙台高専 仙台第一 仙台第二 仙台第三 仙台向山 白石 石巻 宮城第一 宮城野 仙台育英学園 

 東北学院 仙台白百合学園 

【秋田】   秋田工業高専 秋田 秋田北 横手 

【山形】   山形東 山形西 鶴岡南 

【福島】   福島工業高専 福島（県立） 安積 安積黎明 白河 会津 磐城 郡山 福島成蹊  

【茨城】 茨城工業高専 太田第一 水戸第一 水戸第二 緑岡 土浦第一 土浦第二 竜ケ崎第一 下妻第一  

水海道第一 古河第三 竹園 牛久栄進 茨城 水城 清真学園 常総学院 

【栃木】 宇都宮 宇都宮女子 宇都宮中央女子 鹿沼 石橋 栃木 栃木女子 大田原女子 國學院大學栃木 

【群馬】 群馬工業高専 前橋（県立） 前橋南 前橋女子 高崎 高崎女子 桐生 高崎経済大学附属 
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【埼玉】 浦和（県立） 熊谷 川越（県立） 春日部 浦和第一女子 熊谷女子 川越女子 不動岡 越ケ谷 大宮 蕨 

越谷北 所沢 川口北 浦和（市立） 大宮北 和光国際 淑徳与野 大宮開成 狭山ケ丘 本庄東 星野 

城西大学付属川越 栄東 獨協埼玉 春日部共栄 城北埼玉 西武学園文理 開智 川越東 開智未来 

【千葉】 木更津工業高専 千葉（県立）千葉東 船橋（県立） 薬園台 船橋東 小金 東葛飾 柏（県立） 柏南  

佐倉 成田国際 佐原 成東 長生 木更津 千葉（市立） 幕張総合 成田 麗澤 専修大学松戸  

日本大学習志野 八千代松陰 芝浦工業大学柏 昭和学院秀英 

【東京】 筑波大学附属 東京工業高専 青山 北園 国立 国分寺 小山台 小松川 駒場 新宿 竹早 立川 調布北 

戸山 豊多摩 西 八王子東 日比谷 富士 町田 三田 城東 武蔵野北 小金井北 国際 産業技術高専  

中央大学（文京区）明治学院 國學院 東京電機大学 順天 江戸川女子 青稜 東京農業大学第一 

宝仙学園 中央大学杉並 淑徳巣鴨 淑徳 城北（私立）帝京大学 八王子学園八王子 桜美林 錦城 

拓殖大学第一 桐朋 国際基督教大学 

【神奈川】 横浜翠嵐 横浜平沼 横浜緑ケ丘 光陵 希望ケ丘 川和 市ケ尾 柏陽 横須賀（県立） 追浜 平塚江南 

湘南 小田原 茅ケ崎北陵 相模原（県立） 麻溝台 秦野 厚木 大和 南 金沢 海老名 大船 神奈川総合  

横浜国際 桐蔭学園 山手学院 法政大学第二 平塚学園 鎌倉学園 日本大学藤沢 横浜隼人 桐光学園  

【新潟】  長岡工業高専 新潟 新潟南 巻 新発田 長岡 三条 柏崎 高田 国際情報 新潟明訓 新潟第一  

【富山】   富山高専 富山東 富山南 富山 富山中部 高岡 高岡南 砺波 呉羽 南砺福野  

【石川】  石川工業高専 大聖寺 小松 金沢錦丘 金沢泉丘 金沢二水 金沢桜丘 羽咋 七尾 小松明峰 金沢 星稜  

【福井】  福井工業高専 藤島 高志 羽水 武生 金津  

【山梨】   甲府南 甲府西 甲府東 山梨学院  

【長野】   長野工業高専 須坂 長野（県立） 屋代 上田 上田染谷丘 野沢北 伊那北 飯田 松本県ケ丘 

松本深志 松本蟻ケ崎 佐久長聖 

【岐阜】  岐阜工業高専 岐阜 岐阜北 岐山 大垣北 大垣南 大垣東 多治見北 恵那 斐太 鶯谷  

【静岡】  沼津工業高専 韮山 沼津東 清水東 静岡 焼津中央 藤枝東 掛川東 掛川西 磐田南 浜松北 浜松南 

静岡市立 浜松市立 富士東 加藤学園暁秀 浜松学芸 浜松日体 

【愛知】  豊田工業高専 明和 千種 瑞陵 春日井 旭野 一宮 一宮西 津島 五条 半田 刈谷 刈谷北 安城東 西尾

岡崎 岡崎北 豊田西 国府 時習館 豊橋東 菊里 向陽 桜台 西春 豊田北 江南 豊田南 一宮興道  

名古屋南 岡崎西 名東 春日井南 知立東 名古屋 滝 中部大学春日丘  

【三重】  鈴鹿工業高専 桑名 四日市 四日市南 神戸 津 津西 津東 松阪 伊勢 川越 暁 高田 三重  

【滋賀】 膳所 石山 彦根東 虎姫 比叡山 光泉 立命館守山 

【京都】 京都教育大学附属 舞鶴工業高専 山城 嵯峨野 桃山 堀川 紫野 莵道 城南菱創 東山 立命館 

京都女子 京都橘 京都産業大学附属 京都成章  

【大阪】 北野 豊中 箕面 春日丘 茨木 三島 大手前 市岡 四條畷 寝屋川 牧野 清水谷 夕陽丘 天王寺 生野  

河南 富田林 泉陽 三国丘 鳳 泉北 和泉 岸和田 南 北千里 槻の木 プール学院 履正社 桃山学院 上宮 

浪速 四天王寺 関西大倉 近畿大学附属 清風 清教学園 帝塚山学院泉ケ丘 初芝富田林 大阪桐蔭 
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【兵庫】 明石工業高専 御影 神戸 兵庫 夢野台 長田 北須磨 川西緑台 明石 明石北 加古川東 加古川西 小野    

姫路東 姫路西 龍野 洲本 葺合 西宮（市立） 西宮東 姫路 尼崎稲園 須磨東 宝塚北 伊川谷北  

北摂三田 三田祥雲館 神戸市立工業高専 滝川 須磨学園 雲雀丘学園  

【奈良】 奈良工業高専 奈良 郡山 畝傍 高田 一条 帝塚山 智辯学園 国際 

【和歌山】 桐蔭 海南高校海南校舎 和歌山信愛 智辯学園和歌山 

【鳥取】 鳥取東 鳥取西 倉吉東 米子東  

【島根】 松江北 松江南 出雲 大社 大田 益田  

【岡山】 津山工業高専 岡山朝日 岡山操山 岡山芳泉 倉敷青陵 倉敷天城 倉敷南 津山 西大寺 岡山一宮  

倉敷古城池 岡山城東 金光学園 

【広島】 広島国泰寺 広島皆実 海田 廿日市 安古市 広 尾道北 三原 福山誠之館 大門 庄原格致 舟入 基町 

広島井口 神辺旭 祇園北 広島 広島なぎさ 盈進  

【山口】 徳山工業高専 岩国 柳井 下松 徳山 防府 山口 宇部 下関西 大津緑洋 高水 慶進  

【徳島】 城東 城南 城北 富岡東 脇町 徳島市立 城ノ内 徳島北 

【香川】 香川高専 高松 丸亀 高松第一 大手前高松 香川誠陵 

【愛媛】 西条 今治北 松山東 松山南 松山北 大洲 八幡浜  

【高知】 高知追手前  

【福岡】 小倉南 小倉西 東筑 宗像 福岡 筑紫丘 福岡中央 修猷館 筑紫 伝習館 八女 春日 香住丘  

九州国際大学付属 福岡大学附属大濠 西南学院 筑紫台 筑陽学園  

【佐賀】 佐賀西 小城 武雄 早稲田佐賀 

【長崎】 佐世保工業高専 長崎東 長崎西 長崎南 佐世保北 大村 長崎南山  

【熊本】 鹿本 八代 熊本学園大学付属  

【大分】 大分上野丘 大分舞鶴 大分雄城台 大分西 中津南 大分東明  

【宮崎】 都城工業高専 宮崎大宮 宮崎西 都城西 宮崎北  

【鹿児島】 鹿児島工業高専 加世田 志布志 鹿児島育英館 

【沖縄】 那覇 球陽 向陽 那覇国際  

※高校名称は 2020 年 4 月時点のものです 

 

※第 1 志望校合格率（91.5％）は、2020 年 9 月時点で、アンケートで進学先高校と志望順位を報告いただいた、＜

EVERES（エベレス）＞と進研ゼミ『中学講座』両方の３ヵ月以上の受講経験者かつ＜EVERES（エベレス）＞を中三 2 月

（講座終了）まで受講したかたのうち、国公立高校に「第 1 志望で合格した」と回答したかたの割合です。 

 

 

 

 


