
新型コロナウイルス感染予防対策、徹底実施中！  

この夏、英語・国語を得意にする〈灘ゼミ宣言〉。 
２０２２年度 夏期講習へのご案内 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（１回）は無料です。 

 

【新規ご入塾特典】 
夏期講習受講後、新規ご入塾の方、 

９月度の学費を半額（個別指導のみ）。 
 

灘ゼミの個別指導 ※ご都合に合わせて、ご希望の日時に授業が受けられます（講師に空きのない場合、どうしても不都合な場合は、やむを得ずお断りする場合もございます）。 

早めのお申し込みをお待ちしております。 

※価格は講習特別価格です。※市販教材を購入して使用する場合の実費は、ご負担ください。※すべて税込価格です。 

※塾外生の方（通常期（７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 円をお支払いください。 

※欠席について……弊塾の【欠席規定】に基づきます。１０日前までにご連絡いただけますと振替の調整をいたします。なお、前日のご連絡は５０％、当日の授業前のご連絡は
２５％の補講を行います。詳しくは【欠席規定】をご確認ください。 

 

◎灘ゼミの ＯＥＳＬＴＭ〈オンライン・イングリッシュ・スピーキング・レッスンズ〉のプランご紹介 
＊英検®２次試験のスピーキング（インタビュー）テスト対策にご利用ください。サービス提供開始以来、合格率１００％です。        ※７月２２日より価格改定。 

 プラン名（レッスン時間） 期間・回数 おすすめポイント 改定後価格※ 

① 
英検🄬特化エブリデイ 

１５分 

１か月短期平日毎日プラン

〈計２０回〉 

短さの価値。負担少なく毎日続けやすく、続けられる。スピーキングは特に継続こそ力。

毎日必ず英語脳に切り替え、英語脳に刺激を与え発達させます。習慣化にはこれ。 

24,980円 

（月同額） 

② 

英検🄬特化スタンダード 

２５分 

Ａ１か月短期集中プラン

〈計１０回〉 

英検２次試験特化。中高生に必要な英語スピーキングのスキルはほぼ英検だけで事足り

ます。試験時間が２級でも約７分だから、英検２次の短期の直前対策はこれでばっちり。 

14,480円 

（月同額） 

③ 
Ｂ３か月週１回プラン 

〈計１２回〉 

英検２次試験特化。英検２次の中期的対策はこれでばっちり。継続受講で更に実力アッ

プ。３か月更新で、無駄な課金や継続がないから経済的で安心。 

16,480円 

（月 5,493円） 

④ 
Ｃ３か月週２回プラン 

〈計２４回〉 

英検２次試験特化。下の級で基礎を固め、受検級で実力と得点力を高め、次なる上の級

をも視野に入れます。２５分をわずか週２回受けるだけで、英語が得意に。 

28,980円 

（月 9,660円） 

⑤ 
英検🄬＋α 

５０分 

Ａ３か月・週１回プラン 

〈計１２回〉 

英検＋αでライバルに差をつける。英語力に違いを生み出す価値ある５０分。リスニン

グ・ライティング・リーディングへの波及効果にも期待。手っ取り早い英語得意化計画。 

29,800円 

（月 9,933円） 

⑥ 
Ｂ３か月・週２回プラン 

〈計２４回〉 

英検＋αでライバルに差をつける。英語力に違いを生み出す価値ある週１００分。リスニ

ング・ライティング・リーディングへの波及効果にも期待。より確実な英語得意化計画。 

54,980円 

（月 18,327円） 

⑦ 

英検🄬＋スペシャルα 

７５分 

Ａ３か月・週１回プラン 

〈計１２回〉 

優秀な外国人講師を長時間独り占め。時間内英語を話し放題、聞き放題。英語漬けによ

り英語耳、英語口、英語脳を発達させる。英検＋αの希望の学習内容を承ります。 

39,800円 

（月 13,267円） 

⑧ 
Ｂ３か月・週２回プラン 

〈計２４回〉 

本格的英語得意化計画。優秀な外国人講師を長時間独り占め。時間内英語を話し放題、

聞き放題。英語漬けにより英語耳、英語口、英語脳を発達させる。英検＋αの希望の学習

内容を承ります。英検以外の英語資格にも対応します。 

74,980円 

（月 24,993円） 

 ※全プラン、詳細フィードバック付き。※自動課金ではないから安心で、無駄なく経済的。※講師は外国人（フィリピン）です。日本人講師と密に生徒情報をやり取りしてい
ます。 ※灘ゼミの日本人講師による授業も受ければ、最高の相乗効果が期待できます。※灘ゼミ生は、教室内のパソコン、消毒済みヘッドホンをご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染予防対策、徹底実施中！ 

 小・中学生 高校生 高卒生 

教科 国語のみ ／ 英語のみ ／ 国語と英語 ／ ＊作文・小論文も可 

授業内容の

イメージ 

（詳細はご

希望を承り

ます）。 

◎中学入試、高校入試、大学入試を見据えて、英

語と国語を早期に得意教科化。 

◎学年、文系・理系、現在の学力、学校・家庭の学

習量・内容、部活等の忙しさ、意欲を考慮。 

◎志望大学合格に必要な英語・国語に完全対応。 

・国語の基礎を固める個別プラン。 

・英語の基礎を固める個別プラン。 

・国語の先取り学習を行う個別プラン。 

・英語の先取り学習を行う個別プラン。 

・英検®取得をめざす個別プラン。 

→人気！語彙・文法と３技能が学べる 

・漢検®取得をめざす個別プラン。 

・難関国公立大学を目指す個別プラン。 

・地元神大・国公立大学を目指す個別プラン。 

・私大 TOP早慶上智を目指す個別プラン。 

・関関同立を目指す個別プラン。 

・産近甲龍、その他数ある大学から志望の大学を目

指す個別プラン。 

・英検®取得をめざす個別プラン。 

・自分が絶対に入りたい大学を目指す個別プラン。 

・入れたら家族も喜ぶ大学を目指す個別プラン。 

・なりたい自分に近づける大学を目指す個別プラン。 

・学びたいことを学べる大学を目指す個別プラン。 

・就職に強い大学を目指す個別プラン。 

＊他予備校・塾とのダブルスクールも可能。 

疑問点を一点一点確実に解消します。 

英語講師 坂本正博／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（日本語日本文学専門分野）修了。塾・現役予備校講師歴

２０年以上（うち灘ゼミ講師歴約１０年）。 国語講師 

回数 ご検討の際は、ぜひ講師までご相談ください。現状の学力や目標などをお聞きし、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 26,000 円（１回／７０分） 

１４回 36,400 円（１回／７０分） 

２０回 52,000 円（１回／７０分） 

２１回 54,600 円（１回／７０分） 

以降は、＋2,500 円（１回／７０分） 

１０回 32,000 円（１回／７５分） 

１４回 44,800 円（１回／７５分） 

２０回 64,000 円（１回／７５分） 

２１回 67,200 円（１回／７５分） 

以降は、＋3,000 円（１回／７５分） 

１０回 38,000 円（１回／８０分） 

１４回 53,200 円（１回／８０分） 

２０回 76,000 円（１回／８０分） 

２１回 79,800 円（１回／８０分） 

以降は、＋3,500 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。 

【講師プロフィール】代表／専任講師 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） 



【知力・努力・向上心・挑戦】目指す、あなたの第一志望大学！！ 
２０２２年度 夏期講習へのご案内 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。体験授業（１回）は無料です。 

灘ゼミの英語―大学入試英語×英検🄬対策英語〈４技能〉 

Ⅰ 大学入試の英語で高得点を取るための、大学入試対策の授業（少人数制／個別指導）を提供しています。 

 ・一言で大学入試といえども、その種類や出題形式は各大学によって異なり、灘ゼミでは、多様な受講生のニーズに応えられる様々な授業を提供しています。 

 ①共通テスト対策の英語（リーディング・リスニング）：マーク式。速読即解。日本語を介さない（和訳しない）で、英語を英語の語順のまま読み、聞き、理解できることが

理想です。いかに速さと理解の正確さを並行させられるかが最大のポイントです。 

 ②国公立大学の二次試験対策の英語（長文読解と英作文が中心×日本語と英語の記述力）：記述問題が大きなウェイトを占めます。共通テストより難解な英文の正確な理解（解

釈）を、日本語、英語それぞれにおいてオリジナルの記述解答で表現します。英作文は、和文英訳か課題作文のどちらか、あるいは両方が出題される場合が多いですので、

両者の実力を高めておくか、志望大学の過去問に従ってどちらかに絞って対策を行うか、になります。 

 ③私立大学対策の英語（中心となる長文読解に加え、文法問題、整序問題など大学に拠って多様）：全問マーク式か、マーク式に一部記述が加わる形式かのどちらか。 

  早慶上智、関関同立（ＭＡＲＣＨ）、産近甲龍（日東駒専）、その他中堅私大など、レベル別に大まかに括られる大学のグループ毎に対策を行うことも、個々の志望校対策を

行うこともいたします。 

Ⅱ 英検®対策の英語の授業も提供しています。 

・学校（中高一貫校）から取得を推奨される人や、総合型選抜や学校推薦型選抜における加点や出願要件を満たす目的で受験したりする人に。 

 ①準２級：高校中級程度（ＨＰによる）。中高一貫校では、中３の間での取得を推奨されることがあります。 

 ②２級：高校卒業程度（ＨＰによる）。中高一貫校では、高１の間での取得を推奨されることがあります。ちなみに、近畿大学の推薦入試（一般公募）ではみなし得点７０、

ＣＳＥスコア２１５０以上（旧２級Ａ）の人は、みなし得点８５点です。 

 ③準１級：大学中級程度（ＨＰによる）。日本語記述を含まない大学入試においては、最高レベルといえます。例えば、秋田県にある国際系の公立大学、国際教養大学では共

通テストが満点に換算されます。 

Ⅲ その他 

 ①語彙は、４技能すべての基盤です。そして語彙力は、あらゆるレベルの英語力アップと停滞のカギを握っています。生徒任せにしません。忘れにくく、思い出しやすい覚え

方を授業で伝えています。 

 ②英文の読解が遅い人。単語を知らないという理由以外に、返り読みをしている可能性が大です。日本語の語順でなければ、落ち着かず、理解できないからです。灘ゼミでは、

返読矯正ができます。どうしても返り読みをしてしまうという人の中でも、特に国公立志望で共通テストでの高得点が必須の人は、早期の矯正をお勧めします。 

 

灘ゼミの国語―大学進学への国語“教養”塾 

Ⅰ 大学入試の国語で高得点を取るための、大学入試対策の授業（少人数制／個別指導）を提供しています。 

・国公立志望の人で、共通テストでの国語の失敗は、志望大学への合格の道が遠ざかります。国語がネックとなっている人は早期に対策・準備をしておくべきです。他方、少数

教科（３教科など）受験の私大入試の場合でも、１教科・科目でも弱点があると合格は遠のきます。３教科コンプリートするつもりで、苦手な国語（特に古文）も得意教科に

しておくべきです。 

Ⅱ“大学受験の国語力”は、国語という母語でありながら、義務教育である小中学校の時に築いた“母語としての国語力”とは決定的に違います。 

・何が違うか？ それは、いわゆる“母語としての最低限の読み書きの能力”とは質の異なる、次のような教養が求められている点です。 

①大学における多様な学術分野のいかなる分野であれ、国語によって執筆されたアカデミックな文章を読めるという高度な教養。（共通テストから実用的な文章も） 

②近現代に創作され、多様な時代や社会背景と多様な出自の人々が、多様な作者の個々に個性ある文体や表現技法を用いて描かれる小説を、その微妙な心情、その変化、ま

た思想、行動に注意を払いながら、文体・表現・構成にも着目して読めるという教養。特に読者個々の立場を越えて、客観的に人の心を読む、理解するという教養。 

③日本人と日本文化の根底にあり、特に言語によってそれらのアイデンティティを支え続ける“古文（古典文学）”を一定程度読めるという、文系最高レベルの教養。 

④古代よりもっとも日本と日本語に影響を与え続けた隣国の言語（古代中国語）を一部原文（白文）で読めるという、文系最高レベルの教養。 

＊第一志望大学合格のために、その合格への必須の手段として、本気で“大学受験の国語力”を高めたい国語受講生を募集しています。 

 

 

 

○高校・既卒本科ゼミコース 開講予定講座一覧（受講日時は、弊塾指定。／１名様より開講いたします。その場合は、特待生待遇。） 
英語資格講座〈全学年対象〉〈８０分〉※他学年と同じクラスになる場合あり。 

講座名 回数 学費 

英
検®

対
策 

英検®３級一次試験対策〈Ｒ・Ｗ・Ｌ〉 個別指導にて承ります。 

英検®準２級一次試験対策〈Ｒ・Ｗ・Ｌ〉 ８回 15,400円 

英検®２級一次試験対策〈Ｒ・Ｗ・Ｌ〉 １０回 19,900円 

英検®準１級一次試験対策〈Ｒ・Ｗ・Ｌ〉 １０回 19,900円 

個別指導でも承っています（表面参照）。 

資
格 

はじめての TOEIC® L&R 個別指導にて承ります。 

はじめての TOEFL® TEST〈ITP/iBT〉 個別指導にて承ります。 

※教材費別途要。 ・中学生は、個別指導のみ承っています。 

高１講座〈７０分〉 

講座名 回数 学費 

高１中学基礎からやり直す英文法講義 １０回 18,500 円 

高１大学入試必須の基礎英文法講義 １０回 18,500 円 

高１英単語習得方法確立のための語彙講義 １０回 18,500 円 

高１定着させる古典文法・漢文句法講義 １０回 18,500 円 

高２講座〈７５分〉 

講座名 回数 学費 

高２中堅私大への道―英文法基礎講義 １６回 30,800 円 

高２英単語習得方法確立のための語彙講義 １０回 19,250 円 

高２近甲・関関同立への道―英文法講義 １６回 30,800 円 

高２関関同立・早慶への英作文講義 １６回 30,800 円 

高２大学入学共通テストへのリーディ
ング・トレーニング 

８回 15,400 円 

高２大学入学共通テストへのリスニン
グ・トレーニング 

８回 15,400 円 

高２神大・国公立大への英語講義―日本
語記述問題（和訳・日本語説明・要約）― 

８回 15,400 円 

高２神大・国公立大への英語講義―英語
記述問題（和文英訳・課題英作文）― 

８回 15,400 円 

高２一から定着させる古典文法講義 １０回 19,250 円 

高２一から定着させる漢文句法講義 ８回 15,400 円 

高２関関同立への道―古典文法講義 １０回 19,250 円 

高２理系のための古文・漢文講義 １０回 19,250 円 

高２の現代文は個別指導で承ります。 

高３講座／既卒講座〈８０分〉          ※既卒生の学費は、１０％増 

講座名 回数 学費 

高３一からやり直す入試英語 個別指導をご利用ください。 

高３近大の長文読解“以外全部”講義 １０回 19,900 円 

高３甲南・関大の“長文読解”講義 １０回 19,900 円 

高３関学・立命館の“文法語法”講義 １０回 19,900 円 

高３関学・立命館の“長文読解”講義 １０回 19,900 円 

高３同志社の英語“全部”講義 １０回 19,900 円 

高３早稲田・慶應英語―志望学部別対策― 個別指導をご利用ください。 

高３大学入学共通テスト英語〈筆記＆リス

ニング〉 
１２回 23,880 円 

高３大学入学共通テスト英語〈リスニング特講〉 個別指導をご利用ください。 

高３神大・国公立大二次英語（日本語記述） ８回 16,000 円 

高３神大・国公立大二次英語（英語記述） ８回 16,000 円 

高３初めての入試現代文（公募推薦対応） 個別指導をご利用ください。 

高３文法・敬語・基本古語だけに特化し
た基礎古文講義 

８回 16,000 円 

高３理系の共通テスト古文・漢文講義 ８回 16,000 円 

高３近・甲・中堅私大の現文・古文講義 １２回 23,880 円 

高３同志社・立命館の現代文講義 ８回 16,000 円 

高３関学・関大の古文講義 ８回 16,000 円 

高３早稲田国語（現・古・漢）―志望学部別対策― 個別指導をご利用ください。 

高３大学入学共通テスト国語〈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 

※価格は講習特別価格です。※市販教材を使用する場合は、実費をご負担ください。※

すべて税込価格です。 

※塾外生の方（通常期（７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円をお支払いください。 

※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。 

※欠席について……弊塾の【欠席規定】に基づきます。本科ゼミは振替・補講はありま

せん。可能な限り、欠席の無きようにお願いします。         （６月２２日版） 

【講師プロフィール】代表／専任講師 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） 



 
 

 


