
 

  

2021/22 

冬期講習 

 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  12/21（火）･22（水）･23（木）･24（金） 

第２ターム 12/26（日）･27（月）･28（火）･29（水） 

第３ターム １/３（月）･４（火）･５（水）･６（木） 

「対面授業」「オンライン授業」が選べます 



2 

 ごあいさつ 
 

■ 今年も冬が近づいてきました。新型コロナウイルス感染拡大が

一旦収束を見せていますが、紫雲国語塾でも感染対策を引き続き

行いながら、日々の指導を続けています。この「2020/21冬期講習」

もこれまでと同様です。受講形態として、「対面授業」だけでなく

「オンライン授業」をお選びいただくこともできます。 
 
■ 「2021/22冬期講習」では、受験学年の「直前対策」を中心に、他学年も国語、小論文に関

して、さまざまな内容とレベルの講座をご用意しています。年間の「通常授業」の延長とし

て受講していただける講座はもちろん、特別講座として、現代文の解法をダイジェストで

紹介する講座や、古典文法や漢文の句形などの基礎講座も設けています。不安要素を残し

たまま新年を迎えることのないよう、これらの講座も最大限に利用して、苦手な分野を早

めに克服してください。 
 
■ 毎年、冬期講習の直前に、高３生を対象に「〈Ｋの解法〉最終戦略会議」と題して、セン

ター試験の公開直前演習を行ってきました。しかし、昨年は中止せざるを得ませんでし

た。今年も、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、残念ですが中止します。 
 
■ 紫雲国語塾は、「国語」という教科の学習のお手伝いを軸にしながら、世界の全体をその

中に含む「国語」を伝えていきたいと考えています。読書なしに人が育つことはありませ

ん。まずは、本を読める人になること。これが最重要です。 

  また、義務を大量にこなしても、従順な態度が身に付いても、自分で主体的に考える

力、表現する力、そして総合的な知性は養われません。定期考査や入学試験の教科とし

ての「国語」の成績を上げることは、多くの場合、さほど困難ではありません。目の前の「成

績」向上を達成しつつ、むしろその外側に広がる「本来の国語」を追求していきたいと考え

ています。 
 
■ 「2021/22冬期講習」に、ぜひご参加ください。お待ちしています。 

                     紫雲国語塾  代表 小林 吉樹  

日程（各４日間）  

第１ターム  12/21（火）･22（水）･23（木）･24（金） 

第２ターム 12/26（日）･27（月）･28（火）･29（水） 

第３ターム １/３（月）･４（火）･５（水）･６（木） 

   限（各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 

「日程」と「限」 

「受講の手引き」 

■ 紫雲国語塾の「冬期講習」は、紫雲国語塾の授業を初めて受講される方、すでに現在会員生として 

   受講されている方、過去に受講された方の、どの方も参加できる冬期限定の講習です。 

■ 受講する形態として、「個別指導」「クラス指導」「国語専科教室」のいずれか（または複数）をお選び 

  ください。 

■ 「申込書」をご提出いただき、その後、費用をご納入いただいて、「参加」が確定します。 

■  授業当日、開始10分前くらいまでに、紫雲国語塾にお越しください。受講するブース or 教室に 

   ご案内いたします。 
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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. 欠席は、前日までのお申し出は、原則として振り替えます。 
       

・苦手意識をなくしたい    

・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 

・特殊な学習に対応してほしい 

・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４日間（もしくはその倍数）」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１ 

ターム  
12/21（火）･22（水）･23（木）･24（金） 

２限  15:40～17:10 

３限  17:15～18:45 

４限  18:50～20:20 

  ５限  20:25～21:55  90分 
× 

４日間   
  

第２ 

ターム 
12/26（日）･27（月）･28（火）･29（水） 

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  
第３ 

ターム 
１/３（月）･４（火）･５（水）･６（木） 

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。 

（詳細はページ下の「規約」をご確認ください） 

「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。  

                                      個別指導                         
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講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

現代文読解術 

〈Ｋの解法〉基本と実践 
高１～２ １ ４ 90分 

「読む」ルールと「解く」テクニックの基本を紹

介。「読み方」と「解き方」がわかれば、現代文への

意識が変わる。苦手解消のきっかけをつかむ。    

古文法の復習 

用言・助動詞・助詞・敬語 
高１～２ ３ １ 90分 

古文を読み解くために、まずは文法の基礎を固

めよう。各単元の頻出事項を理解し、これからの

定着へつなげます。 

漢文がわかる！ 
苦手を克服 

高１～２ １ ５ 90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。 

クラス指導                          国語・特別講座                                                               

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

共通テスト 

国語 直前演習 
高３ 2 ４・５ 

160分 

テスト 
＋ 

解説  

本番８割以上を実現するためには、「あと１問」の
実力獲得が必須。新テストの出題形式に慣れなが
ら、出題意図の把握と、本文の正確な分析に磨きを
かけ、自信をもって本番に臨もう。 

高２の国語  
現代文 

高２ ３ ２ 90分 

大学入試１年前。評論の理解力を上げていく必要

がある。背景知識を身につけ、語彙力を充実させ

ながら、読解と解答の技術も獲得していこう。 

高２の国語  
古文・漢文 

高２ ２ ３ 90分 

大学入試１年前。古文・漢文の知識を定着させ、

読解へつなげていきたい。頻出する語彙と文法を

吸収しながら、読解のコツも身につけよう。 

高１の国語 
【中高一貫】 

高１ ２ ２ 90分 

これまでの学習を定着させながら、よりレベルの

高い読解力の養成へつなげます。大学入試を見据

え、記述力を鍛え、正確な解答を目指します。 

高１の国語 
【応用～標準】 

高１ ３ ５ 90分 

高校から急にレベルアップした文章に対応してい

くために、一段レベルの高い語彙力の充実を軸

に、読解力を向上させていきます。 

中３の国語 
【中高一貫】 

中３ ２ １ 90分 

高校古文の基本を確認し、知識の充実を図る。ま
た、現代文の読解力向上の視点を学びます。意見
交換によって、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 ３ ４ 90分 

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 ３ ３ 90分 

１年後の高校入試を見据え、語彙を増やすととも
に、何よりも読解力の向上に努めます。記述問題
の経験を積み、解き方を身につけていきます。 

中１の国語 
【応用】 

中１ ２ １ 90分 

将来の高校入試を見据え、語彙力を充実させなが
ら、注意深く読む力を身につけます。「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・レギュラー講座                          
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    英語・レギュラー講座                                                                      クラス指導                          

講座名 学年 ターム 限 時間 内容 

共通テスト 

英語 直前演習 
高３ １ ４・５ 

160分 

テスト 
＋ 

解説 

本番８割以上を実現するためには、「あと１問」の実

力獲得が必須。新テストの出題形式に慣れながら、

本番と同じリーディング80分の演習と、リスニン

グ特訓で、成功の戦略を完成させよう。 

高２の英語 
【レベル高め】 

高２ ２ ４ 90分 

深い知識が強靭な読解力につながる次元へ。重要文

法事項を固めつつ、英文構造分析の力を高めます。

早く正確に長文問題を読めるようにしていきます。 

高２の英語 
【応用～標準】 

高２ ３ ３ 90分 

共通テスト１年前。求められる能力をよく知り、力

をつけよう。語彙の理解と獲得、文法の理解と定着

を通して読解力をつけます。リスニングも重視。 

高１の英語 
【レベル高め】 

高１ ２ ３ 90分 

高校英文法の重要点を学び、解釈を通じて英語力

の向上を図る。上野丘高・東明高・大分高・岩田

高など。英検準一級対策します。 

高１の英語 
【応用～標準】 

高１ ３ ４ 90分 

実力テストや模擬試験で狙われやすい文法事項を中

心に復習。読解につながる実力をつけよう。リスニ

ングも重視してトレーニングします。 

中３の英語 
【中高一貫】 

中３ ２ ２ 90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。 

中３の英語 
【県立高入試対策】 

中３ ３ ５ 90分 

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語彙を習得し、長文読解の

コツを学びます。苦手でも諦めず積み重ねよう。 

中２の英語 
【応用】 

中２ ３ ２ 90分 

重要単元が目白押しの中２英語。文法事項を理解

していきながら、読解と作文の実戦力を養います。

重要語彙の獲得も重視。高い実力をつけよう。 

中１の英語 
【応用】 

中１ ３ １ 90分 

英語文法の基本に慣れてきたなら、より高度な実

力を目指そう。語彙を増やし、英語を楽しみなが

ら、これから求められる読解力につなげていこう。 

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 
２ 

12/26・27・28 

２ 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】 

【ハイレベル】 

小４～６ 

中１～３ 

３ 

１/４・５・６ 

２ 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】   

「国語専科教室」とは、『国語のできる子どもを育てる』などの著者

である工藤順一が創始した、国語に特化した個別指導教室です。

「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。 

   入門講座 （３日間）                          国語専科教室                               
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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（12/19・20はお問い合わせください） 

カレンダー・開校時間  

12/19 (日) 20 (月) 21(火) 22 (水)  23 (木) 24（金）  25（土）  

第１ターム（４日間 ）   休校日 
個別指導振替日 

ｸﾗｽ指導補習日  

              

26 (日) 27 (月) 28 (火) 29 (水) 30 (木) 31 (金) １/１ (土) 

第２ターム（４日間 ）   

「国語専科教室」は３日間（26～28） 
冬季休校    

              

２ (日) ３ (月) ４ (火) ５(水) ６ (木) ７ (金)  ８(土) 

冬季休校   第３ターム（４日間 ） 

  「国語専科教室」は３日間（４～６）  

個別指導振替日 

ｸﾗｽ指導補習日  
休校日 

第１ターム    12/21（火）･22（水）･23（木）･24（金） 15:30～22:00 

第２ターム      12/26（日）･27（月）･28（火）･29（水） 

 

第３ターム      １/３（月）･４（火）･５（水）･６（木） 

13:30～22:00 

 

 
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、2,200円 割引  
 

   ■ 「特別講座」が１講座増える毎に、1,100円 割引 
 

   ※ 「国語専科教室」には、 割引はありません。 
 

２ 「高３国語 共通テスト直前演習」と「高３英語 共通テスト直前演習」とを同時にお申し込みさ

れると、正価 52,800円のところを、セット割引(15% 引き)  44,880円で、受講できます。  
 

３ 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 1,100円 割引  
    

上記「１」「２」「３」の割引は、重複して当てはまる場合、すべて適用いたします。 

２講座以上お申し込みの方、兄弟姉妹の方には、 

割引があります 

割引  

※ 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。  
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＊ 講座費用には、テキスト代を含みます。 

国語専科教室  

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 6,600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 
8,250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 

クラス指導 レギュラー講座   

高３       
国語 共通テスト 国語 直前演習 160分×４日間 26,400円  

英語 共通テスト 英語 直前演習 160分×４日間 26,400円  

高２   

国語    
高２の国語  現代文 90分×４日間 24,200円  

高２の国語  古文・漢文 90分×４日間 24,200円  

英語  
高２の英語  レベル高め 90分×４日間 24,200円  

高２の英語  応用～標準 90分×４日間 24,200円  

高１      

国語   
高１の国語  中高一貫  90分×４日間 22,000円  

高１の国語   応用～標準          90分×４日間 22,000円  

英語  
高１の英語  レベル高め 90分×４日間 22,000円  

高１の英語  応用～標準 90分×４日間 22,000円  

中３         

国語  
中３の国語  中高一貫  90分×４日間 22,000円  

中３の国語  県立高入試対策      90分×４日間 22,000円  

英語  
中３の英語  中高一貫 90分×４日間 22,000円  

中３の英語  県立高入試対策 90分×４日間 22,000円  

中２  
国語 中２の国語   応用 90分×４日間 19,800円  

英語 中２の英語   応用 90分×４日間 19,800円  

国語 中１の国語   応用 90分×４日間 19,800円  
中１  

英語 中１の英語   応用 90分×４日間 19,800円  

  個別指導   

 １講座（90分×４日間） ２講座（90分×８日間） ３講座（90分×12日間） 

高３・既卒 39,600円   71,280円  95,040円 

高１・２ 

中３・小６（受験） 
37,400円   67,320円 89,760円 

中１・２ 35,200円   63,360円 84,480円 

クラス指導 特別講座  

高２   

高１             

現代文 〈Ｋの解法〉  基本と実践 90分×４日間 19,800円  

古文法の復習   用言・助動詞・助詞・敬語 90分×４日間 19,800円   

漢文がわかる！   苦手を克服 90分×４日間 19,800円  

費用（税込み）     
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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 

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、記載されている口座へ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。 

12月９日(木) までのお申し込み分 → 12月20日(月)  12月９日(木) 以降のお申し込み分 → １月20日(木) 

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 15:30～22:00 日 13:30～19:00  土 休み 

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。  


