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大学進学塾 灘ゼミ ２０２２年度 各コースの早わかり表                                                                (2022 3/3版) 

 コース名称 本科ゼミ 個別指導Ⅰ 個別指導Ⅱnew! 

〈対話型アクティブ・ラーニング〉 

完全個別小６受験作文指導 new! OESL
TM 〈 Online English 

Speaking Lessons〉 

① コースイメージ こだわりの‘一般選抜入試’対策少人数

コース 

多様性重視の、完全パーソナル・アプローチによる目標実

現コース 

‘作文’だけの最高学習コース 英語が苦手な日本人中高生対象 

スピーキング特化の all English, 

no Japaneseコース 

② 揺るがない目標 英語・国語を強化して、‘一般選抜入試’

で第一志望大学に合格する。 

英語・国語・小論文の学力向上により、個々の具体的目標

を実現する。 

志望の中高一貫校の課題に対し質の

高い、自分史上最高の作文を書く。 

英検２次試験に合格する（３～１

級）。 

中高生の間に英語を話す素地・自

信を身につける。 

③ 設置部門 高校部・既卒部・中高一貫中学部 高校部・既卒部・中高一貫中学部 小学部 new! NES〈Nada English Seminar〉 

④ 対象学年 高校生・既卒生・中学生 高校生・既卒生・中学生 小６限定 高校生・既卒生・中学生・小学生 

⑤ 指導内容 ・大学入試英語（国公私立） 

・大学入試国語（国公私立） 

・英検対策（５級～１級） 

・大学入試の基礎英語（小中学レベル） 

・大学入試の基礎国語（小中学レベル） 

・学校（私立・国公立）の先取り内容 

・学校（私立・国公立）の補習内容 

・学校（私立・国公立）の定期テスト対策 

・大学入試小論文 

・高校入試小論文 

＋〈左記本科ゼミの内容〉 

・全国の公立中高一貫校の適性検査

（作文・記述問題） 

・全国の国私立中高一貫校の作文 

・英検２次試験対策としての模擬

面接スピーキング（各種バリエ

ーションあり） 

・All English に拠る Speaking

を軸とした発音・語彙・文法ト

レ 

⑥ 担当講師 灘ゼミ講師。塾・現役予備校講師歴２０年以上。御影高校（普通科）出身。同志社大学（英文科）、大阪大学（日本文学国語学専修）卒、

東京大学大学院修士課程（日本語日本文学）修了。 

外国人講師（フィリピン） 

カマーティン先生、キャメイ先生 

⑦ 指導形態（講師１対生徒数） 少人数クラス制 生徒１～５人 

※特待生として１人受講が可能（学力・意欲審査あ

り）。 

個別指導 生徒２or 完全

個別指導 生徒１ 

 

 

完全個別指導 生徒１ 

 

完全個別指導 生徒１ 完全個別指導：生徒１ 

⑧ 指導様式・方法 

 

解説講義中心 解説講義×演習 対話型個別指導 new! 

‘対話’によるアクティブ・ラーニン

グ 

→講師と生徒の対話によって、生徒の

つまずきを早期発見、早期解消します。 

生徒の目の前でリアル実演添削＆解

説（時間が許せば、作文演習） 

 

⑨ 授業構成 

※右の数値はイメージ。 

解説講義９５～６０％ 

演習３０～０％ 

質問１０～５％ 

※受講生の学力・集中度や試験前後などの学習時期

により、経験豊富な講師が最適に調整します。 

解説講義１０～９０％ 

演習９０～１０％ 

※ご希望を承ります。質問は随時。 

・対話によるつまずきの掘り

起こし 

・解説講義 

・演習 

※講師が臨機に調整します。 

課題作文の即興添削・解説講義４０

～１００％ 

作文演習０～６０％ 

※授業内容、生徒の理解度に合わせて調整しま

す。 

スピーキング６０％～９０％ 

リスニング１０％～４０％ 

※変動しますが、スピーキングが主となり

ます。 

※長期継続受講の場合、文法や発音などの

学習も可能です。 

⑩ 授業時間 new! ７０～９０分※学年によって異なる。 ７０～９０分※学年によって 中学部８０分 ８０分 １５・２５・５０・８０・１１０



- 2 - 

 

異なる。 既卒部・高校部９０分 分から選択 

⑪ 授業回数 new! 〈週２回、３回、４回〉から選択 〈週１回、２回、３回、不定期８回〉から選択 〈週１回、２回、３回、月２、不定

期８回〉から選択 

〈週１～５回〉から選択 

⑫ 受講教科・科目 new! 

※詳細は、別の資料をご参照ください。 

◆高校・既卒部 

・週２の場合 

 〈英語２〉〈国語２〉から選択 new! 

・週３、４の場合 

 英語と国語から選択追加 

◆中高一貫中学部 

・週２の場合 

 〈英語２〉のみ new! 

・週３の場合 

 英語と国語のどちらかを追加 

・希望の教科・科目（学びたいこと・目標達成に不可欠な

こと）を承ります。 

※１回の授業内に複数教科の学習も可能です。 

・‘中高一貫校の適性検査・作文’指

導 

・‘各種出願書類’指導 

・Speaking English 

・Pronunciation 

・Vocabulary 

・Grammar 

・Questions and Answers 

・Expressing Your Opinions 

⑬ テキスト 大学入試過去問（志望の国公立大学１０年間分、

関関同立なら各大学５０回分以上 等） 

高校入試過去問 

英検過去問 

※原則、灘ゼミが準備します。 

学校の教科書、問題集、プリント類 

市販の教材 

＋〈左記、本科ゼミのテキスト〉 

国公立中高一貫校の適性検査の過去

問 

英検２次過去問 

BBC, VOA, Cambridge, British 

Councilなどのオンライン教材 

⑭ 授業日時 new! 固定曜日・時間（塾指定） 〈固定曜日・時間〉か〈不定期・不特定日・時間 new!〉

のどちらかを選択 

〈固定曜日・時間〉か〈不定期・不

特定日・時間〉のどちらかを選択 

固定曜日・時間 

⑮ 受講対象者（おすすめの人） ◆高校・既卒部 

①一般入試での合格を目指す人 

②志望校合格に“英語”“国語”のレベ

ルアップが不可欠な人 

◆中高一貫中学部 

①英語４技能を重視し、英語力の強化を

図りたい人 

②大学入試を意識して、英語を得意にし

ておきたい人 

・学校準拠の内容を学びた

い人 

・小論文の執筆指導を受け

たい人 

・一回の授業で複数教科を

学びたい人 

・独自カリキュラムをご希

望の人 

・マイペースに学びたい人 

・個別指導で学びたい人 

・現在の学習方法で、成績

が伸び悩んでいる人 

・何を分かっていて、何が

分かっていないかが、あ

いまいな人 

・自分史上最高の作文を書きたい人 

・通信添削ではない対面での作文指

導を受けたい人 

・現在受けている作文指導に対する

セカンドオピニオンを聞きたい人 

・英検合格のための２次試験対策

を受ける人 

・英語スピーキング力を高めたい

人（基礎～発展） 

⑯ 特待生制度 new! あり（人数・期間限定）new! なし なし あり（期間限定キャンペーンとし

て実施） 

⑰ 入塾時期 通年、随時 

高３・既卒生は８月まで入塾可。 

通年、随時 

入試直前の１か月受講も可。 

通年、随時 

入試直前の１か月受講も可。 

通年、随時 

英検２次試験対策直前の２週間

受講も可。 

⑱ 入塾テスト new! あり（講義形式＆質疑応答）。new! 

・講師の講義を集中して聴けるか。 

なし。 なし。 なし。 
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・講師の講義を聴いて理解できるか。 

・講師に分からないことを質問できる

か。 

・講師と最低限のコミュニケーションが

取れるか。 

※体験授業が入塾テストを兼ねていま

す。 

⑲ 体験授業 あり（３０分～１時間程度／無料）。 あり（３０分～１時間程度／無料）。 

※授業見学のみも可。 

あり（３０分～１時間程度／無料）。 

※授業見学のみも可。 

体験レッスン 500円（税込） 

⑳ 受講期間 大学入試まで 大学入試か、個別目標の達成（資格取得、学年で〇番に入

るなど）まで 

任意（１、２、３、６か月） 任意（２週間、１、３、６か月） 

㉑ 受講場所 灘ゼミ（駅改札から１分以内） 灘ゼミ／ご家庭（オンライン） 灘ゼミ／ご家庭（オンライン） 灘ゼミ／ご家庭（オンライン） 

㉒ 使用設備 大型電子黒板２台 大型電子黒板２台 大型電子黒板２台 大型電子黒板 or 塾内パソコン  

㉓ 授業内容報告書 なし 月毎 授業毎（次の回渡し）。 フィードバック（英文ベースト）。 

㉔ 振替・補講 new! 原則、なし new! 

※修学旅行のみ、補講対応。 

「欠席に関する規定」※下欄 new! 「欠席に関する規定」※下欄 new! NESの規定に拠る 

㉕ 季節講習（春・夏・冬） 高校・既卒部のみあり（必須受講） 

小中学部は個別指導を受講（必須） 

※講習学費（感謝価格）が別途要。 

あり（必須受講） 

※講習学費（感謝価格）が別途要。 

なし なし 

㉖ 入塾登録料（初回） 1,000円 1,000円〈不定期受講の場合は、10,000円〉 10,000円 1,000 円※本科・個別を受講の場合は不

要。 

㉗ 諸費（月毎） 1,000円 1,000円 1,000円 なし 

㉘ 学費 new! 

※詳細は、学費一覧をご参照ください。 

（中学部）月 23,000～32,000円 

（高校部）月 26,000～43,000円 

（既卒部）月 30,000～45,000円 

（中学部）月 22,000～

62,000円 

（高校部）月 25,000～

69,000円 

（既卒部）月 28,000～

72,000円 

〈不定期〉60,000～90,000

円（３か月） 

（中学部）月 45,000円～ 

（高校・既卒部）月 50,000

円～ 

〈不定期〉120,000～130,000

円（３か月） 

月当たり 19,000円～108,000円 

〈不定期〉90,000円（３か月） 

（２週間）2,480～4,980円 

（１か月）4,960～9,960円 

（３か月）11,940～74,700円 

㉙ テキスト費用 0円（原則、無し） 市販教材が必要な場合、実費。 志望校の過去問教材は、実費。 なし 

㉚ 特別割引 兄弟姉妹割引・遠方割 兄弟姉妹割引・遠方割 なし キャンペーン（不定期） 

㉛ お支払期限 受講月の前月２５日。 

初回のみ、授業日前日。 

受講月の前月２５日。 

初回のみ、授業日前日。 

初回授業の前日（一括）。 初回授業の前日（一括）。 

㉜ お支払方法 現金支払か、銀行振込かの選択 現金支払か、銀行振込かの選択 現金支払か、銀行振込かの選択 現金支払か、銀行振込かの選択 

㉝ ご留意事項 ご不明の点がございましたら、お手数をお掛けしますが、お問い合わせ下さい。Emil : nada-semi@a.zaq.jp  運営を通して、外国人講師へご希

望を伝えることも可能です。お問

file:///I:/灘ゼミ　２０２２年度/nada-semi@a.zaq.jp
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い合わせ下さい。Emil : 

nada.english.seminar@gmail.co

m 

※「欠席に関する規定」new!……○本科ゼミと、他コースの不定期受講は、振替・補講なし（修学旅行のみ補講対応）。 

○個別指導・小６受験作文指導（不定期受講を除く）の欠席時における振替・補講は以下の通り。 

１０日前までのご連絡→振替調整（個別指導の振替は週１受講で月 1回まで）。 

５日前までのご連絡→短縮補講 75%。前日までのご連絡→短縮補講 50%。当日授業前までのご連絡→短縮補講 25%。授業スタート後のご連絡／ご連絡なし→振替・補講なし。 
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