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ごあいさつ 
  
   「2020 春期講習」へお招きいたします。  
 
 「大学全入時代」が叫ばれながら、上位の大学進学の厳しさ

は、変わらないどころか増している感もあります。希望する

大学へ進学するために、早い時期から自覚的な学習生活を送

る必要があるのは、競争率が全体的に高かった時代と何ら変

わりません。 
 
 紫雲国語塾では、今年、国語・英語・小論文の３つの教科に

ついて、高校生・中学生のニーズにこたえます。私たちはこれまで、「紫雲に通えば何とかなる」

と言われる存在になることを目指してきました。今後も、 そう言っていただける、質の高い指

導を提供できるよう努めていきます。 
 

 また、「大学入学共通テスト」がいよいよ始まります。紫雲国語塾で

は、学びの内容、授業のスタイルを見直し続けてきました。一方的な

講義形式ではなく、生徒の自発的な発想と発言を促し、講師と生徒、生

徒と生徒のやり取りを軸にした、ワークショップ型の授業へ。あるい

はまた、正答にたどり着くまでの思考のプロセスとそのために必要な

語彙を指導の中で言語化し、それぞれの自己の体験として身体の中に

残る指導へ――。 少しずつ転換を図りながら、指導の精度の向上につなげています。 
 
 さらに、紫雲国語塾では、学習生活全体のサポート役として、「動

機付け」を重視しています。自己の性格を知り、強みと弱みを知り、

適性を知ることで、志望が定まり、その結果、学習にも力が入る―

―。そうなるよう、親身に、丁寧にアドバイスしていきます。お子さ

んを支え、変化を後押しできるように。 
 
  

紫雲国語塾に、今年もどうぞご期待ください。 

 

紫雲国語塾 代表 小林 吉樹  

大分大学 医学部 医学科          〇〇 〇〇〇 さん （大分上野丘高） 
 

高３になっても国語の点数が伸びず、国語を得意にしたい一心

で６月に紫雲に入りました。入塾は決して早くなかったのです

が、普段の授業に加えて、夏休みの「Ｋの解法」にも参加し、

小林先生に丁寧にご指導していただきました。その結果、セン

ターでは満足のいく点数を取ることができ、合格につながりました。私はＡＯ入試

を受験したので、小林先生には自己推薦書の添削や面接練習もしていただきまし

た。授業担当でない先生方にもいつも声をかけていただき、心温まる時間を過ごせ

たので、先生方皆さんに心から感謝しています。授業前後に手作りカレーを皆で食べたり、自習室

に通い「紫雲カフェ」で友達と励まし合ったり、青春の思い出が多くあります。入試直前でもナー

バスになり過ぎずに落ち着いていつも通りの勉強を貫くことができたのは、紫雲のアットホームな

雰囲気のおかげだと思っています。本当にありがとうございました！！ 

合格体験記 

2019 
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個別指導  日程と時間枠 
 

１ 下記日程より「各タームの連続４日間（指導回数４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、下記時間枠

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。 

 

３ 「春期講習 個別指導」にお申込みいただいた方は、上記の春期講習期間中、自習室などの、

紫雲国語塾の施設・サービスをご利用いただけます。 

期間 時間枠 （90分） 

前期  
３/24（火）･25（水）･26（木）･27（金） １限 14:05～15:35 

２限 15:40～17:10 

３限 17:15～18:45 

４限 18:50～20:20 

５限 20:25～21:55 
         

振替日：３/29（日） 

３/31（火）･４/１（水）･２（木）･３（金） 
後期  

振替日：４/５（日） 

 
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（個室）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. 病気・部活などでの欠席分は、前日までのお申し出に関しては 

   原則として振り替えます。 
      
         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。ご返金もありま

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。 

・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 

・取り組む姿勢に変化を求めている 

・精神的なサポートがほしい 

個別指導  
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講座名 学年 ターム 限 内容 

高１の国語 

先取りと定着 
高１ 前 ３ 

高校の国語では、まずは古典文法が苦手にならないことが第
一。現代文は、じわじわと難しくなります。学習を絶やさないこ
とが大切です。高校古文の「学習ガイダンス」から「用言」の先取り
学習を行います。最終日は、現代文の「読解入門」です。 

高１の国語 

【中高一貫】 
高１ 後 ３ 

中高一貫の有利さを活かすために、この春に加速しましょう。

現代文の理解力をアップ、古典文法の地盤を固めます。 

     

高２の国語 
【レベル高め】 

高２ 前 ５ 
東大・京大の過去問題を中心に扱いながら、難関大の求める実力を

養います。「何となく」をとことん排し、出題の意図を考えていく

その先にある、完成度の高い解答を目指します。 

高２の国語  
【応用～標準】 

高２ 後 ５ 
大学入試まであと１年。８割以上の高得点を実現するには、精

度の高い読解と解答が必要。語彙や文法など、基本的な知識を習

得し、読解へとつなげていく学習を大切にしよう。 

     

高３の国語 
【共通テスト対策】 

高３ 後 ４ 
「大学入学共通テスト」の導入学年。新傾向の問題にも備えなが

ら、各ジャンルの読解力を高めます。現代文の読解術・解答術を学

び、古文漢文の知識とテクニックを習得します。 

高３の国語 
【難関大二次】 

高３ 前 ４ 
東大、京大などの国語について、その過去問題の研究を通して、

難しい理由と、その独特の傾向を知り、対策を提示します。これ

から入試までの11カ月の学習の指針を得てください。 

     

現代文の読解法 
【「Ｋの解法」入門】 

高３ 前 １ 
「読む」ルールと「解く」テクニックを、「評論」「小説」の２つの

ジャンルに分けて伝授します。ただ意味や筋を追う読み方か

ら、解くための読み方へ、意識改革を行います。 

古文の読解法 
【「知識」から「読解」へ】 

高３ 後 １ 
主語の把握のための文法理解とその応用を、「敬語」「助動詞」「助
詞」を視点として学びます。文法と語彙という「知識」を「読解」へ
応用し、実力向上につなげます。 

はじめての小論文 
【推薦入試へ向けて】 

高３ 前 １ 
まず「小論文」とは何かを知りましょう。その上で、「読む」「調べ

る」「知る」学習法を提示します。そして、論理的に考え、論理的

に書く技術を学びます。 

     

中３の国語 
【中高一貫】 

中３ 後 ５ 
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
の読解力向上の視点を学びます。受講者同士のディスカッショ
ンによって、主観と客観の「ズレ」を見つめます。 

中３の国語 
【県立高入試対策】 

中３ 後 ２ 
大分県立高入試で60点満点中45点以上の得点を確実にとるた

めに必要な読解のテクニックや知識分野を習得し、国語への自

信につなげます。 

     

中２の国語 
【応用】 

中２ 前 ２ 
１年後の高校入試を見据え、何よりも読解力の向上に努めま
す。語彙を増やすとともに、「どこが大切か」という視点から読
む方法論も学びます。 

クラス指導                                国語          
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  英語                                  クラス指導                     

講座名 学年 ターム 限 内容 

高１の英語 

先取りと定着 
高１ 前 ２ 

高校英語で好スタートを切るための準備をしましょう。そし

て、これから大学入試へ向かって行くための方法論と心構

えを伝えます。中学英語の復習とともに、高校英語の先取

り学習を進めます。 

高１の英語 

【中高一貫】 
高１ 後 ２ 

高校英語の重要単元である「時制」「仮定法」「分詞構文」の理

解を重視します。その原理とパターンに習熟し、文法問題の

実力を高め、長文読解力へつなげます。 

     

高２の英語 
【レベル高め】 

高２ 前 ４ 
東大・京大の過去問題を中心に扱いながら、難関大の求める実

力を養います。「何となく」をとことん排し、出題の意図を考

えていくその先にある、完成度の高い解答を目指します。 

高２の英語  
【応用～標準】 

高２ 後 ４ 
大学入試まであと１年。８割以上の高得点を実現するには、

精度の高い読解と解答が必要。語彙や文法など、基本的な知

識を習得し、読解へとつなげていく学習を大切にしよう。 

     

高３の英語 
【共通テスト対策】 

高３ 後 ５ 
「大学入学共通テスト」の導入学年。「リスニング」のにも備えな

がら、文法知識、語彙の読解力を高めます。現代文の読解術・解

答術を学び、古文漢文の知識とテクニックを習得します。 

高３の英語 
【難関大二次】 

高３ 前 ５ 
東大、京大などの国語について、その過去問題の研究を通し

て、難しい理由と、その独特の傾向を知り、対策を提示しま

す。これから入試までの11カ月の学習指針を得てください。 

     

基礎理論と 

和訳・作文 
高３ 後 ３ 

自己流から抜け出し、構造・語彙の理解へ。読むための基

礎理解として、「文型」と「品詞」の関係を理解し、分析の土台

を作ります。英文の基本的な論理構造を知り、読める力を養

います。英作文の学習法もアドバイスします。 

     

中３の英語 
【中高一貫】 

中３ 前 ５ 
理解と暗記が大切な重要単元。基礎を確認し、発展内容を
マスターして、大学入試に備えよう。中２で習った重要単
元を復習し、定着を図ります。 

中３の英語 
【県立高入試対策】 

中３ 後 １ 
高校入試に必要な知識と能力を身につけます。また、難化
する高校入学後も見据えて、濃く学びます。中２で習った
重要単元を復習し、定着を図ります。 

     

中２の英語 
【応用】 

中２ 前 ３ 
中２の学習へ向けて、中１内容の復習に力を入れます。わか
らないことをなくし、英語に自信をつけよう。中１で習った
重要単元を復習し、定着を図ります。 
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 「自習室」を利用して学習しよう！ 
 
 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。 
 
 春期講習に参加している人は誰でも、講習期間中

に利用できます。 

国語専科教室                         入門講座 （３日間）         

講座名 学年 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限 

14:05～15:05 
60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45分】＋【読み聞かせ・読書15分】 

はじめての 

国語専科教室                      

【スタンダード】 

小４～６ 
１限 

14:05～15:35 
90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60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限 

14:05～15:35 
90分 

４コマまんがで 

作文！ 
小４～６ 

２限 

15:40～17:10 
90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」とは、『国語のできる子どもを育てる』などの著書で知られる工藤順一が主宰

する、国語に特化した個別指導の教室です。「受験のための国語」ではなく、「知性を育むベース

となる言語＝国語」教育を実践しています。九州では、「大分教室」だけです。 

前期（３/24・25・26）、後期（３/31・４/１・２）ともに同じ時間で行います。 

ご都合に応じて、前期、後期のいずれかをお選びください。 
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３/22 

（日） 

紫雲国語塾 教育セミナー 第５回 

 「続・国語が『できる』とは？」 

日 時：2020年３月22日（日） 14:30～16:30 

場 所：紫雲国語塾 ３Ｆ 第３教室 

定 員：20名 

担 当：小林 吉樹（紫雲国語塾代表） 

参加費 ：無料 

「教育セミナー」として講演会を催します。 

お知り合いもぜひお誘いください。よろしくお願いいたします。 

「国語」という教科で求められている「力」はどんなもの
なのか。長年の指導を通して得たことをお伝えします。
前回の「読解力」に続いて、今回は「記述力」についてお話
しします。中学生以上のお子様も参加できます。 

申込方法：どの方法でもお申し込みいただけます。 

     ① 電話：097-540-6670   ② メール：shiun@train.ocn.ne.jp ③ LINE ④ facebook      

「新型コロナウイルス」の感染拡大の状況により、各イベントを中止する場合もあります。予めご了承ください。 

 

３/15 

（日） 

紫雲国語塾 
SHIUN英語塾・国語専科教室・ことばの学校  

入会説明会 

日   時：2020年３月15日（日） 14:30～16:00 

場   所：紫雲国語塾 ３Ｆ 第３教室 

対   象：保護者・中学生・高校生 

定   員：20名 

担   当：小林 吉樹（紫雲国語塾代表） 

「紫雲国語塾」の全体像をご説明します。「個別指導」と「ク
ラス指導」のちがい、「国語専科教室」の考え方と実践、「こ
とばの学校」の理論と方法論について説明します。また、
指導の現場の実例を挙げながら、「国語」の力を付ける考
え方とその方法について、さまざまにお話しします。 

お知り合いでご関心のある方がいらっしゃいましたら、 

ぜひご紹介ください。よろしくお願いいたします。 

                                     春のイベント                     
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費用 －－ クラス指導      税抜き表示                   

＊ 講座費用には、テキスト代を含みます。 

学年 １講座（80分×４日間） ２講座（80分×８日間） ３講座（80分×12日間） 

既卒・高３ 30,000円 54,000円 72,000円 

高２・１ 

中３・小６（受験） 
28,000円 50,400円 67,200円 

中２・１ 26,000円 46,800円 ―― 

国語    

高３の国語    共通テスト対策  
20,000円  

高３   

高３の国語    難関大二次対策 

高３の国語    現代文の読解法 

18,000円 高３の国語    古文の読解法 

小論文 はじめての小論文 推薦入試へ向けて 

英語   

高３の英語    共通テスト対策  
20,000円   

高３の英語    難関大二次対策 

高３の英語    基礎理論と和訳・作文 18,000円  

    

高２      

国語 
高２の国語     レベル高め 

18,000円   
高２の国語    応用 

英語  
高２の英語    レベル高め 

高２の英語     応用 
    

高１        

国語 
高１の国語     中高一貫 

16,000円   
高１の国語    応用〈先取りと定着〉 

英語 
高１の英語    中高一貫 

高１の英語    応用〈先取りと定着〉 
    

中３       

国語 
中３の国語      中高一貫 

16,000円 
中３の国語    県立高入試対策 

英語 
中３の英語       中高一貫 

中３の英語       県立高入試対策 
    

中２  
国語  中２の国語    応用 

14,000円    
英語 中２の英語    応用 

費用 －－ 個別指導      税抜き表示                   
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 税抜き表示                               割引  

小１～３         はじめての国語専科教室【プライマリー】 60分×３日間 6,000円 

小４～６  はじめての国語専科教室【スタンダード】 90分×３日間 

9,000円  中１～３  はじめての国語専科教室【ハイレベル】 90分×３日間 

小４～６ ４コマまんがで作文！ 90分×３日間 

                 税抜き表示      費用 －－ 国語専科教室  

１ お一人で２講座以上ご受講の場合、１講座増える毎に2,000円割引します。 
   （例…２講座受講＝2,000円割引、３講座受講＝4,000円割引 …） 
 

２ 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円割引します。 
   （上記の割引と併用して、割引いたします）。 

※ 上記「１」「２」の割引は、重複して当てはまる場合もどちらも適用いたします。 

※ 「国語専科教室」には、割引はありません。 

「個別指導」「国語専科教室」の「振替」 
 
 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。  
 

「クラス指導」の「補習」 
 
 １ 欠席のお申し出を事前にいただいている場合に限り、「振替日」に「補習」します。その際、指導時間

は90分間に満たない場合もあります。あらかじめご了承ください。 
 
 ２ 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。 

 「振替」と「補習」について  

春期講習 カレンダー 

３/16 (月) 17 (火) 18 (水) 19 (木) 20 (金・祝) 21 (土) 22 (日) 

  
→2019年度 

Ⅲ学期  
   休 教育セミナー 

              

３/23 (月) 24 (火) 25 (水) 26 (木) 27 (金) 28 (土) 29 (日) 

      春期講習  前期   休  （振替・補習日） 

              

３/30 (月) 31 (火) ４/１ (水) ２(木) ３(金) ４(土) ５ (日) 

 休  （振替・補習日） 春期講習  後期 
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お申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「口座自動払込」になります。 

 
 

 

 

 

一般生の方は、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、受講できない場合もあります。  
 
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。 

３月９日(月) までのお申し込み分 → ３月20日(木) 

３月10日(火) 以降のお申し込み分 → ４月20日(月) 

春期講習期間の 開校時間   

   

    お電話でのご連絡も以下の時間内にお願いいたします。ただし、授業中は電話に出られないことがあります。 

お申込方法 
 
 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 

前期   ３月24・25・26・27日 

13:30～22:15    
後期   ３月31・４月１・２・３日 

春期講習  お申込み方法  

３/17まで：月～金 15:00～22:00（祝日は13:00～） 日 13:00～19:15  土  休み 

３/18から：月～金 15:30～22:15（祝日は13:30～） 日 13:30～20:30    土  休み 

※ ただし、講習期間中は、このページ下の「春期講習期間中の開校時間」の通りです。 

「ゆうちょ銀行」からのお振り込み      ⇒ 17270  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 ⇒ 七二八 838973   有限会社 紫雲国語塾 
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   時限（90分間） 

１限 14:05～15:35 

２限 15:40～17:10 

３限 17:15～18:45 

４限 18:50～20:20 

５限 20:25～21:55 

クラス指導・個別指導 合格体験記  

宮崎大学 医学部 医学科            〇〇 〇〇 さん （大分東明高） 
 

「物語の人の気持ちなんて分かる訳がない」。私は幼い頃から国

語が大の苦手でした。高校受験まで常に国語が足を引っ張ってい

ました。両親に医学部を目指す上でどの教科もないがしろに出来

ないと言われ、高校一年生の夏頃に紫雲国語塾に入塾しました。

そして、国語が最も理系的な教科でるということ、そして作問者の意図の汲み取り

方があるということを知ることができました。問題を解いていく上で「公式」があ

れば、楽ができ、点数も安定します。それが詰まったものが「Ｋの解法」でした。問題の出題のさ

れ方で分類し、その傍線部の中のどこが尋ねられているのを把握する。なぜその場所に傍線を引い

たのかを考える。このような、設問の分析を掘り下げていく手法が、詳しく説明されていました。

これを学んだ結果、文章から外れることなく正解への足掛かりを探すことができるようになり、最

終的に国語が全体の得点を底上げしてくれる教科になりました。本番ではミスをしてしまいました

が、それでも入塾する前の自分では決してとることのできる点数ではなかったと思います。苦手な

ことは得意な人に訊き、教わったその手法で常に訓練することで得意に変えることが出来ます。私

のように国語が苦手な人は、ぜひ紫雲国語塾に来て、どん欲に学んでください。先生方は個性豊か

ですし、自習室も充実していて、良い環境が整っています。ここでならきっと頑張れると思いま

す。心から応援しています。 

合格体験記 

2019 

九州大学 経済学部 経済経営学科        〇〇 〇〇 さん （大分上野丘高） 
 

私は中学の時、国語はフィーリングで何とかいける、と思って

いました。実際高校入試もそれで何とかなりました。しかし高

校生になると特に現代文の記述の難しさを身に染みて感じるよ

うになり、完全に国語が苦手になりました。該当箇所を全くか

すりもしない部分があっても必要な部分のほとんどを書けていない、など当たり前

なくらいでした。そこでこのままでは自分の目指す大学にはいけないと思い、３年

生になる少し前に友達から話を聞いていた紫雲に通うことに決めました。授業では接続詞や譲歩の

表現に特に注意するよう何度も何度も言われました。自分が今まで国語はセンスがない人には解け

ない、と思っていたことを後悔するほど、国語は、特にセンター試験では注意深い作業なのだとわ

かりました。センター対策とはいえマーク模試だけでなく、記述の答案でも自信を持って書けたと

いう箇所が増えてきたのは紫雲の授業のおかげです。しかし、センター試験は何が起こるかわから

ないもの。私は同じくらいのレベルの子と比べてかなりのハンデを背負って二次試験に臨まなくて

はなりませんでした。だから志望校は一つ下げました。それでも九州大学の判定もギリギリでし

た。正直結果が出るまでは、不安で仕方なかったです。それでも無事に二次逆転で勝利をつかむこ

とができたのは、現代文でしっかり記述を自信を持って全て書けたことが大きかったと思います。

私の経験からわかるように、国語は対処すればきちんと点数が伸びる教科だと思います。今点数が

取れなくて諦めている人に私はぜひこの紫雲国語塾を勧めたいです。 

合格体験記 

2019 

日程（各４日間） 

前期 
３/24（火）･25（水）･26（木）･27（金） 

 

振替日：３/29（日 

後期 
３/･31（火）･４/１（水）･２（木）･３（金） 

 

振替日：４/５（日） 




