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 870-0021 大分市府内町1-3-15 府内ＭＣビル２・３F   TEL 097-540-6670  FAX 097-540-6671          

第１ターム  ７/24（水）･25（木）･26（金） 

第２ターム ７/31（水）･８/１（木）･２（金） 

第３ターム ８/５（月）･６（火）･７（水） 

第４ターム ８/８（木）･９（金）･10（土） 

SHIUN英語塾 
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 クラス指導                        国語・レギュラー講座     

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

センター試験 

国語の攻略① 
高３ 2 4 100分 

センター試験の国語は、独特の試験。８割以上の高得

点奪取には、各設問の出題意図の分析と、問題の構

造研究とが重要です。その上に知識と経験を積み重ね

ていきます。    センター試験 

国語の攻略② 
高３ 4 4 100分 

二次試験 

国語 記述対策 
高３ 3 6 100分 

記述解答には、本文と設問の理解が何より優先。その

考え方と技術を学びながら、実戦的な解答術を研究す

る。阪大・九大・広大・熊大などの志望大学が対象。 

東大国語の 

エッセンス 
高３ 4 6 100分 

東大国語・京大国語で求められる「次元」に近づき、そ
こに到達するための過去問研究。意見交換と討論も重
視します。 

早大国語の 

エッセンス 
高３ 2 6 100分 

難しく思える問題にも必ず解法はある。それが早大
国語。過去問を通して、早大国語の解法の本質を
つかみます。 

私大国語 

読解と知識の強化 
高３ 4 3 100分 

自己流の想像やカンに頼るのではなく、出題者の意図
を見抜き、確信を持って正解する次元へ――。現代文
の読解の基本を習得しつつ、頻出知識を一つでも多く
学習します。文学史も扱います。 

高２の国語 
【レベル高め】 

高２ 3 3 100分 

難関国公立大二次試験や難関私大の問題を題材に、設

問者の意図を考察・分析する。難しさの理由を考え、

そこからアプローチする力をつける。 

高２の国語 
【応用～標準】 

高２ 4 5 100分 

大学入試までもう１年半。入試過去問題を通して、読

解力・得点力アップのための「原則」と「解法」を学ぶ。語彙

のトレーニングも行います。 

高１の国語 
【中高一貫】 

高１ 4 2 100分 

中高一貫校のアドバンテージを活かし、現代文の理解

力をより高め、古典文法の地盤を早めに固める。東明

高・大分高・岩田高、豊府高、明豊高などが対象。 

高１の国語 
【レベル高め】 

高１ 3 5 100分 

古文法で特に重要な助動詞の復習と定着を優先。現

代文は、記述解答を含む設問を通して、言葉と表現

の選択に意識的になるトレーニングを行います。 

高１の国語 
【応用～標準】 

高１ 3 4 100分 

古典文法の「用言・助動詞」の主な内容を復習し定着さ

せます。また、これから少しずつ難しくなる評論文に

備え、正確で効率的な読解の視点を学びます。 

中３の国語 
【中高一貫】 

中３ 2 3 100分 

高校生の内容へと学習範囲を広げます。高校古文の基本
を確認し、知識の充実を図ります。また、現代文の読解
力向上のための視点を学びます。記述力養成も重視。 
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 国語・特別講座                           クラス指導  

   国語・トレニーング講座                              クラス指導     

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

現代文読解術 

〈Ｋの解法〉基本編 
高２～３ 2 2 80分 現代文の「読む」ルールと「解く」テクニックを全

紹介。「読み方」と「解き方」がわかれば、現代文へ

の意識が変わります。この夏に、苦手解消のきっ

かけをつかもう。    
現代文読解術 

〈Ｋの解法〉実戦編 
高２～３ 3 2 80分 

古文法の復習【前編】 

用言・助動詞 
高２～３ 3 1 80分 

古文を読み解く基礎をやり直そう。「用言」（動

詞・形容詞・形容動詞）の復習、「助動詞」の復習

（接続・活用・意味）。最重要の項目を優先。 

古文法の復習【後編】 

助詞・敬語 
高２～３ 4 1 80分 

「敬語」と「助詞」からセンター必出事項を定着。

「助詞」の復習（種類と頻出知識）、「敬語」の復習

（種類と考え方、敬語でわかる人物関係）。  

漢文がわかる！ 
苦手を克服 

高２～３ 2 1 80分 

句形の前にやることがある。実はそれは「文型」

の把握。英語同様の文構造の分析から理解する

ことで、能動的な読みを実現します。 

大学入試 

小論文の書き方 
高２～３ 3 2 80分 

「どう勉強すればいいのか」という悩みがあるな

らぜひ。学習方法と書き方をお伝えします。わ

かってくれば、不安も少しずつ解消するはず。 

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

記述力アップ！ 
高校生のトレーニング 

高１～２ 2 5 80分 
文章を要約するトレーニングを通して、論理の組み

立て、具体と抽象の関係とバランス、より適切な言

葉の選択、などを理解し、記述力向上、ひいては全教

科の学力向上へつなげていきます。  記述力アップ！ 
中学生のトレーニング 

中１～３ 4 1 80分 

語彙力アップ！ 
ことばのトレーニング 

中１～３ 3 1 80分 

高校入学後に備えて、語彙のレベルを少しずつ上げ

ていこう。ことばの持つ意味の範囲と強さを学びな

がら、文章のビフォーアフターを体験します。 

日程（各３日間） 

第１ターム ７/24（水）･25（木）･26（金） 

第２ターム ７/31（水）･８/１（木）･２（金） 

第３ターム ８/５（月）･６（火）･７（水） 

第４ターム ８/８（木）･９（金）･10（土） 

   時限（100(80)分間 ） 

１限 11:00(20)～12:40 

２限 12:50～14:10(30) 

３限 14:40～16:20 

４限 16:30～18:10 

５限 18:20～20:00 

６限 20:10～21:50 
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 クラス指導                           国語・教養講座 

 国語専科教室                                    入門講座                         

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

これは読んでおきたい！ 

人生を変える読書 
【大人編】 

大学生 

社会人 
2 6 100分 

担当各講師が、自らの読書経験の中から、「この本

だけは…！」という本について熱く語るブックトー

ク。この本を読み、人生を変えるほどの感動と衝撃

を受けよう。読書の底力を実感し、その感想を共有

します。１日ごとにその本をプレゼントします。 

（この講座のみ、１日ごとの参加が可能です） 

この衝撃を受けとめよ！ 

人生を変える読書 
【高校生編】 

高１～３ 3 6 100分 

この本で本好きになる！ 

人生を変える読書 
【中学生編】 

中１～３ 4 2 80分 

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

はじめての国語専科教室                

【プライマリー】 
小１～３ 1 2 80分 

作文と読書によって「生きる力」としての

国語力を高める「国語専科教室」。はじめ

ての方が対象の入門講座です。 

【作文50分】＋【読み聞かせ・読書30分】 

はじめての国語専科教室                      

【スタンダード】 
小４～６ 1 3 80分 

作文と読書によって「生きる力」としての

国語力を高める「国語専科教室」。はじめ

ての方が対象の入門講座です。 

【作文50分】＋【読書30分】 

はじめての国語専科教室                       

【ハイレベル】 
中１～３ 1 3 80分 

作文と読書によって「生きる力」としての

国語力を高める「国語専科教室」。はじめ

ての方が対象の入門講座です。 

【作文50分】＋【読書30分】 

国語専科教室 

４コマまんがで作文！ 
小３～６ 2 2 100分 

「国語専科教室」オリジナルメソッドの

「コボちゃん作文」を体験します。４コマ

まんがをことばで説明することで、エピ

ソードの理解、適切な論理の組み立てと、

ふさわしい語彙の獲得を目指します。 

国語専科教室 

８コマまんがで作文！ 
小５～中２ 3 2 100分 

「国語専科教室」オリジナルメソッドの

「ロダン作文」を体験します。動物が主人

公の８コマまんがをことばで説明するこ

とで、話法の区別、要約の視点と適切な表

現の習得を目指します。 

国語専科教室 

絵・写真・動画で作文！ 
小６～中３ 4 2 100分 

「国語専科教室」のメソッドをアレンジし

て、自由作文を書きます。ことばのないも

のからことばを生み出す作業を通して、

観察し表現する力を養います。 

大人の国語 
【夏編】 

大学生 

社会人 

月に１回の講座「大人の国語」の夏休み編。「夏」にま

つわる文章を題材に、国語を楽しみ、学びます。 

8/18（日） 
15:00～17:30  
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  英語・レギュラー講座/ 特別講座                        クラス指導  

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

センター試験 

英語の攻略① 
高３ 2 3 100分 

センター試験の英語で８割以上の得点を確保するた

めに、出題範囲の各ジャンルに対して、学習のポイ

ントと指針を講義します。 研究し訓練することで、

まずは、秋以降の模擬試験での成果につなげよう。 センター試験 

英語の攻略② 
高３ 4 5 100分 

東大英語の 

エッセンス 
高３ 2 6 100分 

東大英語で必要な基礎の徹底と高度な処理能力の両

立に到達するために、過去問題を研究します。  

二次試験 

英語 記述対策 
高３ 3 5 100分 

下線部和訳や長文読解問題を中心に、その原理と解

法を学ぶ。さまざまに複雑な構造を分析できるよう

になろう。英作文の解答術も扱います。 

早慶英語の 

エッセンス  
高３ 2 5 100分 

長文問題に対応できるマクロの視点と、確実な理解を

支えるミクロの視点を徹底し、早慶の高度で長大な英

文を読解するために必要な能力を身につけよう。 

私大英語 

読解と知識の強化 
高３ 4 4 100分 

入試過去問題を通じて、私大英語特有の傾向を体感

し、そこで必要とされる能力を養成します。語彙と文

法の知識も、重要事項を関連付けて習得します。 

高２の英語 
【レベル高め】 

高２ 3 4 100分 

英語の学力をさらに高めるために、深い理解と鋭い

発想を必要とする、レベル高めの入試問題を扱いま

す。同時に、語彙の幅と柔軟性も獲得していこう。 

高２の英語 
【応用～標準】 

高２ 4 6 100分 

あいまいなままの英文法の理解や重要な語彙を少し

ずつ自分のものにして、英文を自分で読める力を作

ろう。しっかり向き合えば得られるものはある。 

高１の英語 
【中高一貫】 

高１ ４ ３ 100分 

中高一貫校のアドバンテージを活かし、高校英文法

の基礎を定着させ、英語力の向上を図ります。東明

高・大分高・岩田高、豊府高、明豊高などが対象。 

高１の英語 
【レベル高め】 

高１ 3 ６ 100分 

文法事項および読解技術として大切な「関係詞」を通

して、英文和訳、英文読解の考え方を身につけます。

単語・イディオムなど、語彙の充実も図ります。 

高１の英語 
【応用～標準】 

高１ ３ 3 100分 

文法事項および読解技術として大切な「関係詞」の基

礎から応用までをしっかり学びます。単語・イディ

オムなど、語彙の充実も図ります。 

中３の英語 
【中高一貫】 

中３ 2 4 100分 

高校生の内容へと学習範囲を広げます。高校英文法
の基本を確認し、知識の充実を図ります。また、英文
の読解力向上のための視点を学びます。 

英語・特別講座                                  クラス指導  

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

英語の基礎を 

これからつくる 
高２～３ 2 2 80分 

「品詞」「文型」を深く理解することで、英文の読み方

を変える。根本に立ち戻り、本当に英語をできるよう

になるために学ぶ講座。この講座が出発点にしよう。 
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 個別指導 

 
紫雲国語塾の「個別指導」は、 

１. 国語、小論文、英語について、以下のご希望にお応えします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２. 「生徒１人」対「講師１人」で指導する「完全マンツーマン」です。 

   個別指導専用のブースで行います。 
 

３. 受講生の希望に合わせて、相談の上で、指導内容を決定します。 
 

４. 指導講師は、「社会人講師」「大学生講師」をお選びいただけます。 
     

 

 

５. 欠席は、前日までのお申し出は、原則として振り替えます。 
      
              

・苦手意識を解消したい   

・成績を上げたい 

・得意教科なのでさらに伸ばしたい 

・短期間で、ある程度の効果を上げてほしい 

・進路や学習法などの相談にのってほしい 

 
日程と時間枠  

１ 下記日程より「各タームの連続３日間（指導回数３回）」かつ「同じ時間枠」でご予約ください。 

   （その他の日数・回数をご希望の方は、ご相談ください） 
    

２ 個別指導は、学年や教科によって、担当講師が異なります。学年や教科によっては、上記時間枠 

  であっても、ご予約いただけない場合があります。お申し込み時にご相談させていただきます。 

期間 月・日・曜日 時間枠  時間×日数 

第２ 
ターム       

７/31（水）･８/１（木）･２（金） 
１限  11:00～12:40 

２限  12:50～14:30   

３限  14:40～16:20  

４限  16:30～18:10  

５限  18:20～20:00 

６限  20:10～21:50     

１回100分 
× 

３日間   

  

第３ 
ターム       

８/５（月）･６（火）･７（水） 

第４ 
ターム   ８/８（木）･９（金）･10（土） 

ただし、急病や事故などを除き、当日のキャンセルは振替いたしません。

ご返金もできません。また、数種類の振り替え枠をご提示さしあげたにも

かかわらず、ご都合が合わず、振り替えが実施できない場合、その分をご返

金することもありません。ご了解の上、お申し込みください。 

（詳細は14ページの「規約」をご確認ください） 

ただし、学年・指導内容によって、「社会人講師」をおすすめする場合があります。 
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 費用 個別指導  

学年/日数・講師   
100分×３日間  税抜表示 （税込額）   

社会人講師 大学生講師 

高３・既卒           27,000円  (29,160円)  ― 

高１・２           25,500円  (27,540円)          21,000円  (22,680円) 

中３・小６（受験）    24,000円  (25,920円)          19,500円  (21,060円) 

中１・２           22,500円  (24,300円)          18,000円  (19,440円) 

費用のご納入 
 
① 会員生の方は、ゆうちょ銀行による「自動払込」をご利用いただきます。 

② 一般生の方は「お振り込み」になります。申し込み手続き完了後、請求書を発行いたします。 

割引 
 
 ご兄弟姉妹でご参加の場合、年下のお子様の費用合計から1,000円（1,080円）割引いたします。 

「振替」に関する規約 
 
 １ やむをえない事情（急な病気・怪我、事故や弔事など）での欠席をのぞいて、原則として、 
     当日のキャンセルはお受けできません。また、ご返金もできません。 
 
 ２ 前日までにご連絡をいただいた分につきましては、別の日時に振り替えさせていただきます。 
         ただし、いったん振り替えた分を、再び別の日時に振り替えることはできません。 
         その場合は、キャンセルとなります。ご返金もできません。  

限定10席の小さな部屋ですが、１人に１台の机を用意。

それぞれの机には、手元を照らすデスクライトもありま

す。「私語厳禁」「居眠り禁止」「携帯禁止」のルールの下、集

中して学習できます。 
 
また、加湿器、換気扇、空調の温度にも注意しています。

ウィルス除去の空気清浄機も導入済みです。 
 
自習室が満席のときは、空き教室・空きスペースを案内

しています。 

「自習室」を利用して学習しよう！ 
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 費用 クラス指導                        

教科  対象  講座名  時間×日数  費用・税抜  （税込額）  

高３         

センター試験 国語の攻略①②   100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

国語          

二次試験 国語 記述対策 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

東大国語のエッセンス 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

早大国語のエッセンス 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

私大国語のエッセンス 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

高２           
高２の国語【レベル高め】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高２の国語【応用～標準】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１          

高１の国語【中高一貫】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１の国語【レベル高め】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１の国語【応用～標準】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

中３        中３国語①  中高一貫 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

英語               

高３       

センター試験 英語の攻略①②   100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

東大英語のエッセンス 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

二次試験 英語 記述対策 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

早慶英語のエッセンス 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

私大英語 読解と知識の強化 100分×３日間 18,000円  (19,440円) 

高２    
高２の英語【レベル高め】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高２の英語【応用～標準】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１        

高１の英語【中高一貫】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１の英語【レベル高め】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

高１の英語【応用～標準】 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

中３ 中３英語①  中高一貫 100分×３日間 16,500円  (17,820円)  

レギュラー講座 

対象  講座名  時間×日数  費用・税抜  （税込額）   

高３･高２            

現代文 「Ｋの解法」  入門編 80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

現代文 「Ｋの解法」  実戦編 80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

古文法の復習【前編】  用言・助動詞 80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

古文法の復習【後編】  助詞・敬語 80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

漢文がわかる！  苦手を克服 80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

大学入試 小論文の書き方  80分×３日間 12,000円  (12,960円)   

英語の基礎をこれからつくる 80分×３日間 12,000円  (12,960円)  

特別講座          
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                        費用 クラス指導  

 
 

 
 
１ お一人で「レギュラー講座」「特別講座」を２講座以上ご受講の場合、費用の合計額から、 
 

   ■ 「レギュラー講座」が１講座増える毎に、2,000円 （税込2,160円） 割引  
 

   ■ 「特別講座」が１講座増える毎に、1,000円 （税込1,080円） 割引 
 

   ■ 「トレーニング講座」「教養講座」「国語専科教室」には、 割引はありません。 

 

２ 兄弟姉妹でご参加の場合、 
 

   ■ 年下のお子様の講座費用合計から 1,000円 （税込1,080円） 割引  
    

上記「１」「２」の割引は、どちらにも当てはまる場合、どちらも割引いたします。 

２講座以上お申し込みの方には、割引があります 

費用 割引  

トレーニング講座          

対象  講座名  時間×日数  費用・税抜  （税込額）   

高２～１          記述力アップ！高校生のトレーニング 80分×３日間 8,000円  (8,640円)   

記述力アップ！中学生のトレーニング 80分×３日間 6,000円  (6,480円)   
中３～１    

語彙力アップ！ことばのトレーニング 80分×３日間 6,000円  (6,480円)   

教養講座          

対象  講座名  時間×日数  費用・税抜  （税込額）   

 社会人・大学生         人生を変える読書【大人編】 100分×３日間           １日 2,500円（2,700円） 

  ３日通し 7,000円 (7,560円)   
 

1日ごとに本代を含みます。 
 

この講座のみ、１日単位で参加可能です。  

高３～１   人生を変える読書【高校生編】 100分×３日間 

中３～１  人生を変える読書【中学生編】   80分×３日間 

国語専科教室          

対象  講座名  時間×日数  費用・税抜  （税込額）   

小１～３         はじめての国語専科教室【プライマリー】 80分×３日間 

6,000円  (6,480円)   小４～６  はじめての国語専科教室【スタンダード】 80分×３日間 

中１～３  はじめての国語専科教室【ハイレベル】 80分×３日間 

小３～６ ４コマまんがで作文！ 100分×３日間 

7,500円  (8,100円)   小５～中２ ８コマまんがで作文！ 100分×３日間 

小６～中３ 絵・写真・動画で作文！ 100分×３日間 

＊ 講座費用には、テキスト代を含みます。 

 社会人・大学生         大人の国語【夏編】  150分×１回 1,500円（税込） 
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申し込み・費用の納入 

「振替」「返金」に関する規約 
 
 １ やむをえない事情（急な病気・怪我、事故や弔事など）での欠席をのぞいて、原則として、当日のキャンセルは  

お受けできません。また、ご返金もできません。 
 

 ２ 前日までにご連絡をいただいた分につきましては、別の日時に振り替えさせていただきます。ただし、いった

ん振り替えた分を、再び別の日時に振り替えることはできません。その場合は、キャンセルとなります。ご返金

もできません。 
 

 ３ 「成績が上がらない」「結果が出ない」といった理由により、すでに実施した指導の費用の返金に応じること

は一切ありません。  

申し込みに際してのご注意 
 

１ 欠席・遅刻につきましては、必ずご連絡ください。その際は必ず、ご本人もしくはご家庭からご連絡ください。
ご本人・ご家庭からの連絡が不可能である特別な場合を除いて、友人に伝言することは慎んでください。また、
連絡なしで欠席された授業に関して、ご返金さしあげることは一切ありません。 

 
２   受講者の事情により欠席された授業につきましては、事前連絡、当日連絡のいずれの場合も、「振替」はありませ

ん。ただし、欠席された授業の内容を要約したお伝えする「補習」を、可能な限り行っております。担当講師にご
相談ください。 

 
３ 受講に際しては、講師の指示にしたがい、集中して授業に取り組んでください。あまりに意欲の感じられない態

度や、著しく授業の妨げとなる言動が、再三の注意によっても改まらない場合、退席していただくことがありま
す。また、このようなことが繰り返される場合、受講をお断りすることもあります。その場合は、受講費用は一
切ご返金いたしません。  

 

費用のご納入 
 
会員生の方は「口座自動振替」になります。 

 
 

 

 

 

一般生の方は、「請求書」をお受けとりの後、下記口座にお振り込みください。 

 
注１…  講座が始まる３日前までにお振り込みください。お振り込みのない場合、受講をお断りする場合もあります。  
 
注２…  キャンセルは、講座開始２日前…講座費用の20％、開始前日…同50％、講座初日…100%を申し受けます。 

７月９日(火) までのお申し込み分 → ７月22日(月) 

７月９日(火) 以降のお申し込み分 → ８月20日(火) 

申し込み方法 
 
 方法１ … 同封の「申込書」を、紫雲国語塾までご持参ください。 
 

 方法２  …   同封の「申込書」を、ＦＡＸでお送りください。 
    

方法３ … お電話にて、ご予約ください。（ただし、講座初日までに「申込書」を「紫雲国語塾」までお持ちください。） 
 
 ※ 「個別指導」のお申し込みにつきましては、クラス授業の時間割との関係上、必ずしもご希望の時間枠が 

   ご用意できるとは限りません。あらかじめご了承ください。 

ＴＥＬ ０９７－５４０－６６７０    ＦＡＸ ０９７－５４０－６６７１ 

月～金 15:00～22:00 日 13:00～19:15  土 休み 

「ゆうちょ銀行」からのお振り込み   ⇒ 記号 17270  番号 08389731        有限会社 紫雲国語塾 
他の銀行・金融機関からのお振り込み ⇒ 支店名 七二八 口座番号 838973  有限会社 紫雲国語塾 
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カレンダー    

７/21 (日) 22 (月) 23 (火) 24 (水) 25 (木) 26 (金) 27 (土) 

通常授業 ８月①  
休   通常授業 ７月③  

夏期講習 第１ターム（３日間） 

              

７/28 (日) 29 (月) 30 (火) 31 (水) ８/１ (木) ２ (金) ３ (土) 

通常授業 ８月①    夏期講習 第２ターム（３日間）   休 

              

８/４ (日) ５ (月) ６ (火) ７ (水) ８ (木) ９ (金) 10 (土) 

休 夏期講習 第３ターム（３日間 ）  夏期講習 第４ターム（３日間 ）    

       

11 (日) 12 (月) 13 (火) 14 (水) 15 (木) 16 (金) 17 (土) 

夏季休校   休 

   

18 (日) 19 (月) 20 (火) 21 (水) 22 (木) 23 (金) 24 (土) 

通常授業  ８月② 休 

夏期講習期間中の開校時間        

第１ターム    ７/24（水）･25（木）･26（金）   13:00～22:00 

第２ターム      ７/31（水）･８/１（木）･２（金） 

第３ターム    ８/５（月）･６（火）･７（水） 

第４ターム    ８/８（木）･９（金）･10（土） 

10:45～22:00 

注意    ① このパンフレットの内容は、予告なく変更することがあります。お申し込み時に必ずご確認ください。 
  

    ② 各講座は、定員に達し次第締め切ります。定員は講座により異なります。受講をご希望される講座の 

     空席状況につきましては、お問い合わせください。  

※ その他、変更がある場合は、校内の掲示にてお知らせします。  

下記期間・時間は、自習室・自習席・カフェスペースを利用できます。 

カレンダー・開校時間  
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 ホームページ： http://shiunkokugojuku.com/ 

オフィシャルブログ： http://shiunkokugojyuku.seesaa.net/    

facebookﾍﾟｰｼﾞ： http://www.facebook.com/shiunkokugojuku 


