
 

この春、英語と国語を得意にする種を蒔こう。 
新型コロナウィルス感染症対策実施中。 

２０２２年度 春期講習へのご案内 大学進学塾 灘ゼミ 

個別指導は、１０回からのご利用となります。体験授業は無料です。 

 

灘ゼミとは 

・【英語と国語、小論文の大学進学塾】英語と国語、小論文に特化した、大学進学塾です。中学生も受講できます。小学生は中学受験

のための作文と英語（スピーキング）です。 

・【多様な５つのコース】少人数クラス制の「本科ゼミ」と生徒２or１の「個別指導」とをメインのコースとして、他に３つのコース

がございます。詳細は、弊塾 HP の最新ブログ記事をご覧ください。https://nada-semi.com/blog/ 

・【講師】講師経験豊富な専任プロが授業を担当します。懇切丁寧で、分かりやすい授業を心掛けています。先生の変更がなく安心。 

・【少人数／個別】少人数、もしくは個別の、しっかりと集中して学習していただける塾です。 

・【目指す！第一志望大学！！】第一志望大学への合格を応援します。実力を高め、第一志望に合格するための授業と学習指導・アド

バイスを行っています。 

・【個人の学力に見合った多種多様な教材】実力相応校から、目標校まで、あなたの志望／受験する大学の過去問を中心とした、弊塾

オリジナルの教材を用います。 

・【駅近！】阪神新在家駅改札から、徒歩すぐの“駅近”な塾です。学校帰りに、自習スペースもご利用ください。 

 

次年度は、季節講習の学費の改訂を行います。この価格は本年までの価格となります。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

灘ゼミの個別指導 

・高校生のための高校本科ゼミコースを担当する専任講師が、個別指導を担当します（毎回同じ先生で、安心です）。 

・受講前に目標（長期・短期）を設定し、その実現を目指します。 

・将来の大学入試を見据え、生徒の学力・意欲・入試までの時間を考慮し、生徒個人に合わせた学習内容や指導方針を確定します。 

・英語・国語・小論文（作文）からご希望の教科を一つでも複数でも学べます。 

※【塾内生の方】価格は講習特別・感謝価格です。通常期より割安になっています。通常期の学費とは別途のお支払いとなりますので、そのご負担を少しでも軽く、良心的な価

格帯で、との思いから上記格安料金となっております。 

※【塾外生の方（通常期（３月度）を未受講の方）】も、上記料金にてご利用いただけます。別途、講習登録料 1,000 円、及び講習諸費 1,000 円を頂戴します。春期講習受講後、

４月度からのご入塾もぜひご検討下さい。通常期の価格は弊塾 HP（https://nada-semi.com）にてご確認ください。 

※別途、旺文社等の英検教材（１冊 2,000 円程度）などを自費にてご購入いただく場合がございます。事前にご確認ください。 

※すべて税込価格です。 

※欠席振替について……弊塾の「欠席規定」（１０日前までのご連絡で、振替の調整。５日前までの場合５０％の補講、など）に拠ります。なるべくご欠席の無きようお願い申

し上げます。なお、遅刻時の延長・補講はございません。 

 

授業内容 

①高校本科ゼミの講座 

裏面をご参照ください。高校本科ゼミの講座をお好みにアレンジします。 

②学校の定期考査対策（中高一貫校・公立中学・高校） 

③英検対策（３級・準２級・２級・準１級・１級）、ＴＯＥＩＣ・ＴＯＥＦＬ対策 

④小論文対策講座（総合型選抜・学校推薦型選抜・早慶・国公立２次小論文） 

⑤志望大学徹底対策（高校本科ゼミに設定した以外の大学） 

⑥小学生の中学受験作文、国語 

 

 

 小学生・中学生 高校生・高卒生 

回数 目標、目標と現状の学力差、目標達成に必要な学習内容と学習量等をご検討の上、ご希望の回数をお決めください。 

ご検討の際は、ぜひ弊塾までご相談ください。ご希望に沿う授業内容と回数をご提案させていただきます。 

費用 １０回 25,000 円（１回／７０分） 

１４回 35,000 円（１回／７０分） 

２０回 50,000 円（１回／７０分） 

２１回 52,500 円（１回／７０分） 

２２回目以降は、＋2,300 円（１回／７０分） 

１０回 32,000 円（１回／８０分） 

１４回 44,800 円（１回／８０分） 

２０回 64,000 円（１回／８０分） 

２１回 67,200 円（１回／８０分） 

２２回目以降は、＋3,000 円（１回／８０分） 

日程 部活動や用事のない時間帯（通塾可能な日時をお知らせください。お申し込み順にご希望日時を承ります） 

【灘ゼミ講師プロフィール】坂本正博 

県立御影高校出身。同志社大学（英文科）、

大阪大学（日本文学・国語学専修）を経て、

東京大学大学院修士課程（日本語日本文学

専門分野）修了。学習塾、現役予備校での

指導歴約１４年。（２０１３年３月弊塾開

塾当時） 

https://nada-semi.com/blog/
http://nada-semi.com/


 

【知力・努力・向上心・挑戦】目指す、第一志望大学！！ 
新型コロナウィルス感染症対策実施中。 

２０２２年度 春期講習へのご案内 大学進学塾 灘ゼミ 

高校本科ゼミは、１教科・１講座からの受講が可能です（２講座以上推奨）。体験授業は無料です。 

灘ゼミの英語 

・英語は、なんといっても国際共通語。グローバル社会を生き抜く手段の一つです。今学んでおかない手はありません。 

・【入試英語】一括りに英語といっても、語彙・英文法・長文読解（速読・精読（和訳））・英作文（和文英訳・自由英作文）・リスニング・大学別入試対策などその内実は多様で

あり、それぞれに学習方法があります。必要な分野の個々の学力を高めつつ、それらを有機的に関連付け、総合的に英語力を高めることが理想です。 

・【学習方法】灘ゼミの英語は日本語を介して学ぶ英語です。しっかり理解できるので、英語だけの授業についていきにくい人も安心です。とはいえ、スピーキングも学べます。 

・【英文法】まずは、英文法の基礎を確立することが肝心です。英語運用４技能（読む・書く・聞く・話す）の基礎、大学入試の基礎、英検や TOEIC の基礎です。 

・【長文読解】大学入試の要です。最も時間をかけて学ぶべき分野です。灘ゼミでは、大学入学共通テスト（英検・TOEIC）型の「速読系」と国公立２次型の和訳が必要な「精

読系」の両方に対応しています。また、いかなるトピックの長文にも対処できる‘語彙力’の確立をめざします。 

・【英作文】国公立２次や早慶の受験をご検討の方は、自由英作文や和文英訳の対策も必須です（各大学各学部の出題傾向をご確認ください）。記述英語も灘ゼミで。 

・【英検】ご関心のある方には、２級までを早期に取得することをお勧めします。難関大を目指すなら、英検準１級レベルに到達したいです。灘ゼミではそれが可能。 

灘ゼミの国語 

・国語は母語です。一生涯使用する言語です。日本語によるコミュニケーションのみならず、深い思考を導き、多様な感情と密接する、人生を豊かにする言語です。 

・【入試国語】母語とはいえ、高校生の日常会話では用いられない語彙力（評論語彙・小説語彙・古語・漢語など）が要求されます。まずは、言葉に出合い、正確な意味や用法

を学ぶことから始まります。言葉を知らなければ、論理的思考も宝の持ち腐れです。語彙力と論理的思考をともに高める、これがまず大事。加えて、記述力。 

・【現代文】難解・アカデミックな評論文等の読解を通して、しっかり考え、しつこく考え、つきつめて考えることを習慣化し、思考力の鍛錬を行います。加えて、より実践に

即すため、思考のスピードを高め、根拠に基づいて適切に解答する速断力を身につけます。 

・【古典】苦手なために、国語全体の成績が振るわない方、古典をブラッシュアップして国語全体を得意教科としましょう。灘ゼミでは、古典文法を始め、敬語動詞や漢文の句

法もきっちり、効率よく覚えられます。短期間での総復習も可能です。文系・理系を問わず、必要に応じたレベルで学習できます。 

・【古文】自学習が難しい科目です。解説や現代語訳を読んだだけでは、なぜそうなるのか分かりにくいことがしばしばです。灘ゼミでは、あなたの納得がいくまで解説をしま

す。殊に私大文系志望の人は受験教科が少ない分、古文を得意科目にできれば、第一志望大学への合格がぐっと近づきます。 

・【漢文】受験生が苦手とする、「白文を書き下し文にする」訓練を積むことを重要課題とし、大学入学共通テスト満点をめざします。「（重要句法を含む）白文を読む」、これが

灘ゼミの漢文学習メソッドです。句法を丸暗記するだけでなく、思考力を駆使して読み解きます。 

 

次年度は、季節講習の学費の改訂を行います。この価格は本年までの価格となります。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 
○高校・既卒本科ゼミコース 開講予定講座一覧（１回８０分）。授業日程は、弊塾指定です。／１名様より開講いたします。２名以下の場合、個別指導の授業

形態になる場合がございます。その場合も、割安な高校本科ゼミの学費を適用させていただきます。） 
英語資格講座〈全学年対象〉授業日程は、弊塾指定。 

講座名 回数 学費 

英
検
Ⓡ

対
策 

英検®準２級一次試験対策 ８回 15,400 円 

英検®２級一次試験対策 １０回 19,250 円 

英検®準１級一次試験対策 １０回 19,900 円 

お
試
し
・

新
体
験 

はじめてのTOEIC® L&R〈Listening〉 １０回 19,900 円 

はじめての TOEIC® L&R〈Reading〉 １０回 19,900 円 

※他学年と同じクラスになる場合あり※教材費別途要。   

新高１講座  授業日程は、弊塾指定。 

講座名 回数 学費 

高１基礎からやり直しの英文法―中学英文

法の徹底復習― １０回 19,250 円 

高１高校英文法のスタートダッシュ １０回 19,250 円 

高１得意になる高校国語〈先取り古典文法・

漢文句法〉―古典の得点力アップで高校国語が得意に― ７回 13,000 円 

新高２講座  授業日程は、弊塾指定。 

講座名 回数 学費 

高２一からやり直す英語―中学レベルからの

再出発― 
１４回 26,950 円 

高２関関同立英語入門 ７回 13,500 円 

高２ハイレベル早慶上智英語入門 ７回 13,500 円 

高２神大・国公立大英語入門 ７回 13,500 円 

高２一からやり直す古典〈古文・漢文〉 ７回 13,500 円 

高２古典文法の紛らわしい識別問題演習 ７回 13,500 円 

高２理系国語〈古文・漢文を中心に〉 ７回 13,500 円 

高２神大・国公立大国語入門〈現・古・漢〉 １０回 19,250 円 

高２東大・京大国語入門〈古典〉 ７回 13,500 円 

新高３・既卒生講座  授業日程は、弊塾指定。 

講座名 回数 学費 

高３中堅私大の英文法 １０回 19,900 円 

高３中堅私大の長文読解 １０回 19,900 円 

高３近大・甲南の英語 １０回 19,900 円 

高３関関同立英語―文法語法問題― １０回 19,900 円 

高３関関同立英語―長文読解中心― １０回 19,900 円 

高３同志社・立命館英語―ハイレベル語彙― １０回 19,900 円 

高３早慶上智英語―文法語法語彙― １０回 19,900 円 

高３早慶上智英語―長文読解中心― １０回 19,900 円 

高３大学入学共通テストの英語対策〈筆
記＆リスニング〉 １２回 23,880 円 

高３神大・国公立大二次英語 １２回 23,880 円 

高３一からやり直す古文 ８回 16,000 円 

高３中堅私大の国語〈現・古〉 ８回 16,000 円 

高３関関同立国語〈現代文〉 ８回 16,000 円 

高３関関同立国語〈古文〉 ８回 16,000 円 

高３ハイレベル早稲田現代文 ８回 16,000 円 

高３ハイレベル早稲田古典 ８回 16,000 円 

高３大学入学共通テストの国語対策
〈現・古・漢〉 １２回 23,880 円 

高３神大・国公立大二次国語〈現・古・漢〉 １２回 23,880 円 

高３京大・阪大の国語〈古典〉 ８回 16,000 円 

次年度は、季節講習の学費の改訂を行います。この価格は本年までの価格となります。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

※すべて税込価格です。※価格は講習特別感謝価格です。通常期より割安になっています。 

※塾外生の方（通常期（３月度）を未受講の方）は、別途、講習登録料 1,000 円、及び講習諸費 1,000 円を頂戴します。 

※お申し込み先着順に受け付けさせていただきます。専任講師の担当し得るコマ数上の理由から、開講しえない場合がございますので、お早めにお申し込みください。 

※欠席補講について……ございません。なるべくご欠席の無きようお願い申し上げます。 

 

新高１のみなさんへ：ご進学おめでとうございます。学習面では、早い時期に英語を得意教科にすることをお勧めします。大学入試はもちろん、大学入学後にも有益です。 

新高２のみなさんへ：部活動などと両立できる、計画的、持続可能な学習スケジュールを立て、 堅実な学習習慣を確立しましょう。迷うならやるべき教科は英語です。 

新高３のみなさんへ：さあ、受験学年です。志望大学に合格し得る学習計画を立てられているか、再確認が必要です。出題傾向を熟知するための志望校対策はお早めに。 

【灘ゼミ講師プロフィール】坂本正博 県立御影高校出身。同志社大学（英文科）、大阪大学（日本文学・国語学専修）を経て、東京大学大学院修士課程（日本語日本文

学専門分野）修了。学習塾、現役予備校での指導歴約 14年。（２０１３年３月弊塾開塾当時） 


