
愛知県2021年度（令和3年度）公立高校入試
一般選抜 Ａグループ：2021年3月 5日（金）

Ｂグループ：2021年3月10日（水）

過去問 演習・解説
【対 象】 中学3年生

【内 容】 愛知県公立高校入試（学力検査）の過去問（５年間分）

の演習と解説授業を行います。

【場 所】 名駅校・杁中校・御器所校・池下校・金城高校前校・黒川校・原校・新瑞橋校・本郷校・

小幡校・野並校・日進校

【持ち物】 筆記用具・ノート

（月～金）【日 程】 12月1日（火）～3月3日（水）1日1回

40 10 15:30 16:20【時 間】 英語（ 分＋リスニングテスト 分） ～
45 16:25 17:10数学（ 分） ～
45 17:15 18:00国語（ 分） ～
45 18:05 18:50理科（ 分） ～
45 18:55 19:40社会（ 分） ～
110 19:45 21:35解説（ 分） ～

（土）
40 10 10:00 10:50【時 間】 英語（ 分＋リスニングテスト 分） ～

数学（ 分） ～ ※昼食45 11:00 11:45
45 12:00 12:45国語（ 分） ～
45 12:50 13:35理科（ 分） ～
45 13:40 14:25社会（ 分） ～
110 14:30 16:20解説（ 分） ～

【費 用】 5回 21,000円（消費税込） 1回 4,620円（消費税込）

【申し込み】 下記の申し込み欄にご記入の上、所属校舎にご提出ください。

名前 希望校舎 志望校

希望日程 中学校名 中学校

住所 電 話

緊急連絡先

柴山義塾 さかべ知能教育 0120－052－498➿



2021年度（令和3年度）私立高校入試
推薦入試 1月27日（水） 一般入試 2月2日（火）

2月3日（水）

2月4日（木）

過去問 演習・解説
【対 象】 中学3年生

【内 容】 私高校入試（3科又は5科）の過去問（５年間分）の演習と解説授業を行います。

【場 所】 名駅校・杁中校・御器所校・池下校・金城高校前校・黒川校・原校・新瑞橋校・本郷校・

小幡校・野並校・日進校

【持ち物】 筆記用具・ノート

（月～金）【日 程】 12月1日（火）～1月31日（日）1日1回

40 15:30 16:20【時 間】 英語（ 分） ～
45 16:25 17:10数学（ 分） ～
45 17:15 18:00国語（ 分） ～※ 科3
45 110 18:05 18:50理科（ 分） 解説（ 分） ～
45 18:55 19:40社会（ 分） ～※ 科5
110 19:45 21:35解説（ 分） ～

（土）
40 10:00 10:50【時 間】 英語（ 分 ～

数学（ 分） ～ ※昼食45 11:00 11:45
45 12:00 12:45国語（ 分） ～※ 科3
45 110 12:50 13:35理科（ 分） 解説（ 分） ～
45 13:40 14:25社会（ 分） ～※ 科5
110 14:30 16:20解説（ 分） ～

【費 用】 5回 21,000円（消費税込） 1回 4,620円（消費税込）

【申し込み】 下記の申し込み欄にご記入の上、所属校舎にご提出ください。

名前 希望校舎 志望校

希望日程 中学校名 中学校

住所 電 話

緊急連絡先

柴山義塾 さかべ知能教育 0120－052－498➿



【対象】 中学生
【日時】 下表を参照してください。
【場所】 御器所駅前校 地下鉄御器所駅４番出入り口すぐ

052‐853‐1735
【持ち物】 各高校過去問

通常授業時テキスト など
筆記用具、ノート

【内容】 上記教材を個別指導形式での授業となります。
【費用】 各部　6600円（消費税込み）
【申込み】下の申し込み欄にご記入のうえ、所属校舎にご提出ください。

第１部 第２部 第３部 第４部 第１部
12/31（木） ① ② ③ ④ 第２部
1/1（金） ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 第３部
1/2（土） ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 第４部
1/3（日） ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

※ 御器所駅前校付近は自転車駐輪禁止区域です。
地下にある駐輪場をご利用ください。利用券ご提出で現金とお引換えします。

※
事前にお知らせください。

※

フリガナ

電話番号

緊急連絡先

住所

希望講座日時　①～⑯ 学校名　・　学年

　　　　　　　　　　　　中学校　　　　　　　　年

正月特訓　　　　　申し込み欄

正月特訓受講生は、受講日の授業時間帯以外での自習をすることができます。

柴山義塾　さかべ知能教育

　高校受験対策正月特訓授業開講
2021年

詳細は各校舎にお問合せください。

名前

性別

男　・　女

校舎名

　　　　　　　　　　　　　校

10：00～11：50
12：00～13：50
13：50～15：40
15：50～17：40

　　〒　　　　　－


