
 

  

2022 

夏期講習 

 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  ７/27（水）･28（木）･29（金） 

第２ターム ７/31（日）･８/１（月）･２（火） 

第３ターム ８/３（水）･４（木）･５（金） 

第４ターム ８/７（日）･８（月）･９（火） 

第５ターム ８/10（水）･11（木）･12（金） 

「対面授業」「オンライン授業」が選べます 

創立20周年記念 

特別価格 
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■ おかげさまで、紫雲国語塾は、この夏で20周年を迎えます。こ

れまでの皆様からのご支持に心から感謝いたします。これまでの

成果と反省を生かして、あらためて新たな気持ちをもって、とも

かくも次の１年に進んでまいります。これからもどうぞよろしく

お願いいたします。 
 

■ 紫雲国語塾では、新型コロナウイルス感染拡大をきっかけ

に、2020年４月から、Zoomによるオンライン授業を導入しまし

た。その後、教室での対面授業とオンライン授業を併用しています。この「2022夏期講習」

も同様です。受講形態として、どちらかをご自由にお選びください。 
 

■ 「2022夏期講習」では、例年通り、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、小

論文の基礎講座も設けています。不安要素を残したまま夏休みを終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ませんか。夏休みは、苦手克

服だけでなく、得意教科やジャンルを伸ばす大きなチャンスです。みなさんの夏休みが有

意義なものとなるよう、できる限りサポートします。 
 

■ 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、つまり、目の前の「成績」向上を達成しつつ、むしろその外側にあ

る広がる「本来の国語」を追求していきたいと考えています。 

                     紫雲国語塾  代表 小林 吉樹  

合格体験記 2022 

東京大学 理科一類               〇〇 〇 さん （大分上野丘高） 
 
私は、高２の秋に入塾し、約一年半指導を受けました。私は数学や理科といった

論理的で答えが定まった理系教科が好きで、答えが一つに定まらず曖昧な印象の

ある国語はかなり苦手でした。特に二次試験の国語は記述式で誤魔化しがきか

ず、学校での授業は難解すぎてついていくことができていませんでした。しか

し、紫雲国語塾の授業では、基本的なことから本質的な理解に関わること、時に

は受験に即したテクニックを教えてもらいました。先に述べた国語の曖昧さについて、小林先生

からの「国語という教科が曖昧なのではなくて、読み手の理解が曖昧なんだ」という言葉が印象に

残っています。塾での１年間で、小手先のテクニックではない、文章を精確に読み取る力が身に

つき、無事志望校に合格できました。本当にありがとうございました。 

ごあいさつ 



 

3 

                        自習室 

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。くわえて、講習期間中、毎日アルコール消毒します。

◆自習室が満席のときは、空き教室・空きスペースをご案内します。 
※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、席数を制限することもあります。 

「自習室」を利用して学習しよう！ 

日程（各３日間）  

第１ターム  ７/27（水）･28（木）･29（金） 

第２ターム ７/31（日）･８/１（月）･２（火） 

第３ターム ８/３（水）･４（木）･５（金） 

第４ターム ８/７（日）･８（月）･９（火） 

第５ターム ８/10（水）･11（木）･12（金） 

   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「夏期講習」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、どちらもご参加いただける夏期限定の講習です。 

■ 受講する形態として、「クラス指導」「個別指導」「作文専科教室」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。 

                        合格体験記 2022 

大分大学 医学部 医学科              〇〇 〇〇 さん （大分上野丘高） 
 
中学生のときから国語だけは平均点を取れず、点数を上げたいと思い、高校１年

のときに入塾しました。なかなか点数が伸びず、諦めようかと思った時期もあり

ましたが、先生を信じて続けました。私は自分の考えを交えて解答を考えるとこ

ろがあり、その解き方をなかなか変えられずにいました。客観的に考えられるよ

うになったのは３年の後半からで、それから点数も伸びてきて、本番は１年前よ

りも40点近く点数を上げることができました。先生からも親からも言われていたのに、なかなか

自分のスタイルを変えられず、もっと早くに変えられていれば、より高い点数が取れていただろ

うと思います。また、紫雲の自習室にも沢山お世話になりました。とても集中できる良い環境が

整っていておすすめです。３年間通い続けて良かったです。ありがとうございました。 
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学年 講座名 ターム 限 内容 

高３ 

共通テスト 

国語 解法の応用 
５ ４ 

共通テストの国語での高得点奪取には、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。古文・漢文は、文法などの
知識の復習も重視します。現代文の新傾向にも備えます。    

二次試験 

国語 記述対策Ⅰ 
４ ４ 

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・鹿大などの志望大学が対象。 

難関大二次 

国語 記述対策Ⅱ 
５ ５ 

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。出題の意図の徹底的な分析
と、解答術の養成。意見交換と討論も重視します。 

難関私大 

国語 解法の研究 
５ ２ 

難しく思える問題にも必ず解法はある。それどころか実
は、それは常に基礎の徹底だ。それが難関私大の国語。
過去問を通して、解法の本質をつかみます。 

中堅私大 

国語 読解の強化 
４ ５ 

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。 

高２ 

高２の国語 
【レベル高め】 

２ ４ 
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、そこを手
掛かりにアプローチする力をつける。 

高２の国語 
【応用～標準】 

３ ４ 
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」を学びます。古
文単語、漢文語彙などの重要事項を多く扱います。 

高１ 

高１の国語 
【中高一貫】 

２ ３ 
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、豊府高などが対象。 

高１の国語 
【応用～標準】 

３ ５ 
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】 

２ ２ 
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。記述力の養成も重視。 

中３ 

中３の国語 
【県立高入試対策】 

５ ３ 

大分県立高校入試へ向けて、特に記述解答の実力を養い
ます。設問への注意深い分析から、解答ポイントの特
定、求められる表現のレベルを理解します。その他、古
文も、語彙と文法の理解を重視して扱います。 

中２ 
中２の国語 
【応用】 

１ ３ 

読解問題を通して、語彙の意味を確認し、論理のつなが
り・段落の組み立て・表現の技術を理解していきます。
「訊かれていることは何か」に的確に反応し、求められ
ている答えの書き方、得点の取り方を学びます。 

中１ 
中１の国語 
【応用】 

１ ２ 

読解問題を通して、語彙を増やし、わかる力を引き上げ
ます。また、文章を読み進めながら、書いてあることへ
の注意力を養います。そして、設問が何を訊いているの
かを理解する分析力を身につけていきます。 

クラス指導       １講座  90分×３日間          国語・レギュラー講座     



5 

 
 国語・テーマ講座            １講座  90分×３日間             クラス指導  

学年 講座名 ターム 限 内容 

現代文読解術 

〈Ｋの解法〉基本編 
１ ４ 

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。    

高２

～３  

現代文読解術 

〈Ｋの解法〉実戦編 
３ ２ 

古文法の復習【前編】 

用言・助動詞 
１ ５ 

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 
２ ５ 

「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 

４ ２ 
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 

入門と発展 
４ ３ 

小論文で最も大切なのは「書くべき内容」を学ぶこと。
何が求められるのか。どう評価されるのか。逆算して
取り組むべきことをお伝えします。 

「作文専科教室」は、とは、『国語のできる子どもを育てる』などの著

書で知られた工藤順一が創始した「国語専科教室」の「提携教室」とし

ての指導内容を継承しつつ、紫雲国語塾が新たに工夫を加えた、小中学

生のための教室です。「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」の教育を実践しています。 

学年 講座名 ターム 限 内容 

小１

～３ 

はじめての作文専科                

【プライマリー】 

２～５ １ 

「生きる力」としての国語力を高める「作文専科
教室」。初めての方が対象の入門講座。 

【作文45分】＋【読み聞かせ・読書15分】 

小４

～６ 

はじめての作文専科                      

【スタンダード】 

「生きる力」としての国語力を高める「作文専科
教室」。はじめての方が対象の入門講座。 

【作文60分】＋【読書30分】 

中１

～３ 

はじめての作文専科                       

【ハイレベル】 

「生きる力」としての国語力を高める「作文専科
教室」。はじめての方が対象の入門講座。 

【作文60分】＋【読書30分】 

小３

～６ 

作文専科 

４コマまんがで作文！ 
２～５ ２ 

４コマまんがを言葉で説明することで、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。 

 入門講座           90分×３日 （【プライマリー】のみ60分×３日）     作文専科教室     
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学年 講座名 ターム 限 内容 

高３ 

共通テスト 

英語 解法の応用 
５ ５ 

共通テストの英語で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。リスニングももちろん重視。 

二次試験 

英語 記述対策Ⅰ 
４ ５ 

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
びます。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。 

難関大二次 

英語 記述対策Ⅱ 
５ ４ 

東大、京大など、難関大の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、過去問題を用いて
研究し学びます。  

難関私大 

英語 解法の研究 
５ ３ 

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。 

中堅私大 

英語 読解の強化 
４ ４ 

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 

高２の英語 
【レベル高め】 

２ ５ 
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】 

３ ５ 
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 

高１の英語 
【レベル高め】 

２ ４ 
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】 

３ ４ 
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】 

２ ３ 
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  

中３の英語 
【県立高入試対策】 

５ ２ 
大分県立高校入試へ向けて、基礎の理解を大切にしなが
ら、知識を応用できる力、読解へ活かす力を養います。
文法であいまいなところは、この夏に解消しよう。 

中２ 
中２の英語 
【応用】 

１ ４ 
習うことの情報量が増えていく中２の英語。一つひとつ
の単元を着実に理解し、マスターしていくことが何より
大切。この夏に理解を高めて、自信につなげよう。 

中１ 
中１の英語 
【応用】 

１ ３ 
苦手意識が出始めていたら、早めに解消していこう。こ
れから学習内容もより本格的になります。今のうちに、
基礎的な学力を高めておくことが大切です。 

学年 講座名 ターム 限 内容 

高２

～３  

英文理解【理論編】 １ ５ 「品詞」「文型」を確実に理解することで、「なんとなく」だっ
た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しっかり学ぶ講座。この講座を出
発点にしよう。  英文理解【応用編】 ３ ３ 

クラス指導      １講座  90分×３日間          英語 レギュラー講座                          

クラス指導      １講座  90分×３日間          英語 テーマ講座                          
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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。 

   （詳しくは９ページ「振替について」をご確認ください） 
      
              

・苦手意識を解消したい    ・成績を上げたい 

・得意教科なので伸ばしたい  ・短期間で、効果を上げてほしい 

・進路や学習法などを相談したい 

 
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）１回90分です。 
    
２ お申し込み時に「対面授業」「オンライン授業」のどちらかをお選びください。 
 
３ 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  

第１ターム  ７/27（水）･28（木）･29（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     
 

※ 第１タームのみ２限から 

第２ターム ７/31（日）･８/１（月）･２（火） 

第３ターム ８/３（水）･４（木）･５（金） 

第４ターム ８/７（日）･８（月）･９（火） 

第５ターム ８/10（水）･11（木）･12（金） 

                        合格体験記 2022 

                         １講座  90分×３日間        個別指導  

大分大学 福祉健康科学部 心理学コース         〇〇 〇〇 さん （大分舞鶴高） 
 
私は高校三年生になってから紫雲国語塾に入塾しました。総合型選抜での受験を

考え始めた頃、母に「総合型選抜の対策は早期からしておいた方が良い」と勧めら

れたことがきっかけです。そして、主に小論文の対策をしたかったので個別指導を

受けることにしました。授業では、はじめに小論文の書き方を基礎から教えていた

だき、その理解を元に志望学部に類似した、他大学の過去問を何問も解きました。

練習と添削指導を繰り返していると、徐々に自分の意見がしっかりと通った小論文を書けるよう

になりました。また、小論文の対策だけでなく、学校の定期考査や共通テストの対策から、面接、

グループディスカッションの練習まで、必要に応じて対応していただき助かりました。当初は小

論文と作文の違いすら分からなかった私ですが、先生方のおかげで志望校に合格することができ

ました。紫雲に通わなければ、なかった結果だと思います。本当にありがとうございました！ 
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国語            

高３         

共通テスト 国語 解法の応用 

18,150円（16,500円）   

二次試験 国語 記述対策 

難関大二次 国語 記述対策 

難関私大 国語 解法の研究 

中堅私大 国語 読解の強化 

高２           
高２の国語【レベル高め】 

16,500円（15,000円）  
高２の国語【応用～標準】 

高１           
高１の国語【中高一貫】 

高１の国語【応用～標準】 

中３        中３の国語  【中高一貫】 
14.850円（13,500円） 

中３        中３の国語  【県立高入試対策】 

中２        中２の国語  【応用】 
13.200円（12,000円）  

中１        中１の国語  【応用】 

英語                  

高３        

共通テスト 英語 解法の応用 

18,150円（16,500円）   

二次試験 英語 記述対策 

難関大二次 英語 記述対策 

難関私大 英語 解法の研究 

中堅私大 英語 読解の強化 

高２    
高２の英語【レベル高め】 

16,500円（15,000円） 
高２の英語【応用～標準】 

高１   
高１の英語【レベル高め】 

高１の英語【応用～標準】 

中３ 中３の英語  【中高一貫】 
14.850円（13,500円） 

中３        中３の英語  【県立高入試対策】 

中２        中２の英語  【応用】 
13.200円（12,000円）  

中１        中１の英語  【応用】 

※ 講座費用には、テキスト代を含みます。 

 ※ 「対面授業」「オンライン授業」のいずれも費用は同じです。 

費用 －－ クラス指導（レギュラー講座） １講座 90分×３日間      税込み（税抜き）                        

創立20周年記念   特別価格 
紫雲国語塾は、2002年８月に「小林国語塾」として、スタートし、 

2022年７月末日で「創立20周年」を迎えます。 

20年にわたる御支持に感謝し、全講座を通常の２～４割引の「特別価格」といたします。 

この機会にさまざまな講座をぜひお試しください。 
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国語 

高３･高２             

現代文読解術 〈Ｋの解法〉  基本編 

13.200円（12,000円）  

現代文読解術 〈Ｋの解法〉  実戦編 

古文法の復習【前編】  用言・助動詞 

古文法の復習【後編】  助詞・敬語 

漢文がわかる！  苦手を克服 

小論文 大学入試 小論文  入門と発展 

英語  
英文理解 理論編 

英文理解 応用編 

作文  

小１～３         はじめての作文教室【プライマリー】 4,950円（4,500円） 

小４～６  はじめての作文教室【スタンダード】 

6,600円（6,000円） 中１～３  はじめての作文教室【ハイレベル】 

小３～６ ４コマまんがで作文！ 

 １講座 ２講座 ３講座 

高３・既卒 26,400円（24,000円） 42,240円（38,400円） 55,440円（50,400円） 

高２・１ 23,100円（21,000円） 36,960円（33,600円） 48,510円（44,100円） 

中３・小６（受験） 19,800円（18,000円） 31,680円（28,800円） 41,580円（37,800円） 

中２・１ 16,500円（15,000円） 26,400円（24,000円） ―― 

  税込み（税抜き）   １講座 90分×３日 （【プライマリー】のみ60分×３日）     費用 －－ 作文専科教室 

        税込み                                                       兄弟姉妹割引  

 「振替」について  

 

 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2,200円割引します。 

「個別指導」「作文専科教室」の「振替」について 
 
 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。 
 
 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。 
 
 ３ 夏期講習「クラス指導」には、「振替」はありません。欠席のないよう、ご参加ください。 

       税込み（税抜き）               １講座 90分×３日   費用 －－ 個別指導  

「指定学習塾」です。制度のご利用をご希望の方はお問い合わせください。 

                                              「大分市子どもの学習支援事業」   

         税込み（税抜き）       １講座 90分×３日  費用 －－ クラス指導（テーマ講座） 
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申し込み・費用の納入 

「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、ご返金はできません。 
 

 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。ご返金はできま

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について、その費用のご返金に応

じることは一切ありません。  

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。  

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 
 
会員生は「口座自動振替」になります。 

 
 

 

 

 

一般生、および会員生で「口座自動振替」をご利用でない方は、「請求書」が届きましたら、請求

書に記載されている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％、開始初日…100%を申し受けます。 

７月８日(金) までのお申し込み分 → ７月20日(水) 

７月８日(金) 以降のお申し込み分 → ８月22日(月) 

申し込み方法 以下の１～３のいずれかの方法でお申し込みください。 
 
 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 
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７/24 (日) 25 (月) 26 (火) 27 (水) 28 (木) 29 (金) 30 (土) 

通常授業 ８月①         夏期講習 第１ターム（３日間）  休 

              

７/31 (日) ８/１  (月) ２ (火) ３ (水) ４ (木) ５ (金) ６ (土) 

夏期講習 第２ターム（３日間）    夏期講習 第３ターム（３日間） 休 

       

７ (日) ８ (月) ９ (火) 10 (水) 11 (木) 12 (金) 13 (土) 

夏期講習 第４ターム（３日間 ）    夏期講習 第５ターム（３日間 ）   休 

   

14(日) 15  (月) 16 (火) 17 (水) 18 (木) 19 (金) 20 (土) 

通常授業 ８月②       休   夏季休校      

       

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

通常授業 ８月②      通常授業 ８月③   休  

       
28 (日) 29 (月) 30 (火) 31 (水) ９/１ (木) ２ (金) ３ (土) 

通常授業 ８月③  授業なし（予定）  授業なし（予定） 休  

      

 

 
   

※ その他、変更がある場合は、Instagram、校内の掲示などでお知らせします。  

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  

第１ターム  ７/27（水）･28（木）･29（金） 15:30～22:00 

第２ターム ７/31（日）･８/１（月）･２（火） 

13:30～22:00  
第３ターム ８/３（水）･４（木）･５（金） 

第４ターム ８/７（日）･８（月）･９（火） 

第５ターム ８/10（水）･11（木）･12（金） 

                        合格体験記 2022 

大分県立看護科学大学 看護部     〇〇 〇〇 さん （大分舞鶴高） 
 
私は高校三年生の春からこの塾に入りました。私は、国語が苦手だったので大学受

験を機に苦手を克服したいと思い、入塾しました。共通テスト対策の講座では、私

がこれまで実践していた解き方とは違う解法を教わることができました。模試な

どで、先生に教わった解法を実践してみると、紫雲国語塾に通う前には考えられな

かった点数を取ることができるようになりました。練習を重ねるうちに、点数も高

得点で安定させることができるようになり、この塾に入って本当によかったと感じました。ま

た、長期休暇の時には、英語の講座も受講していました。私は、英語の試験が時間内に解き終わら

ず、悩んでいました。ですが、問題文を見るポイントを知ることができたおかげで、時間内に解き

終われるようになりました。紫雲国語塾に入って学べて、本当によかったです。ありがとうござ

いました。 
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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 


