
2021年 夏期特別ゼミ 

 

語幹で覚える英単語 
 

英語を学習している皆さんに質問です。 

prefer、confer、transferは、それぞれどういう意味でしょうか？ 

すぐに答えが浮かばなかった人に、このゼミをおすすめします。 

 

“fer”は漢字の部首にあたる「語幹」です。様々な語幹やそれに 

くっつく「接頭辞」（preや conのことです）について学び、効率的 

に単語を覚えましょう。 

      

      対象      中３～高校生・既卒 

      開講校舎   ・金城高校前校  毎週月・火・水・土曜日 

               ・小幡駅前校    毎週木曜日 

               ・黒川駅前校    毎週金曜日 

      時間      １３：５０～２１：４０の間で相談により決定 

      授業      １１０分  

      受講料     ３，０００円 （３，３００円税込） 

 

                                            申込書               ＜語幹で覚える英単語＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先  

受講希望

校舎 
          校 

希望日時 

第１希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

第２希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

第３希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

 



 

2021年 夏期特別ゼミ 

総合型選抜・学校推薦型選抜 
 

プレゼンテーション・ 
    口頭試問 対策  高校生 

 

 

総合型選抜・学校推薦型選抜では「なぜこの大学に入りたいのか」 

というビジョンを固め、その想いを伝える力が必要になります。 

 まずは、「自己分析」を通して想いを固め、対策指導でしっかりと

サポートします。 
   

    受講日   ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

    授業    ５０分 ２回 

    場所    各教室 

    受講料   １０，０００円 （１１，０００円税込） 

 

 

                                         

                                                 申込書                  ＜プレゼンテーション＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先  

希望日時 

 

１回目 

    月  日（  ） 

    時  分 ～ 

 

２回目 

    月  日（  ） 

    時  分 ～ 

 



2021年 夏期特別ゼミ 

究 極 読 解 
（思考力・判断力・表現力） 

 

２０２１年度から実施された大学入試改革に伴い高校入試も

変わってきます。 

 

新傾向にフィットした教材を使い、一足早く学習することで、確実な 

力をつけましょう。 

何となく練習しても力がつきそうにない「読解」を論理的にシステ   

 ム化して解説演習します。 

 

受講日    ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

対象     中１～中３     

授業     1 コマ１１０分授業 

      場所     各教室 

      持ち物    筆記用具、ノート、配布される教材 

受講料                     ※カッコ内の金額は消費税込み 

４コマ 塾内生 塾外生 

中１・２ 11,000円（12,100円） 12,000円（13,200円） 

中３ 12,000円（13,200円） 13,000円（14,300円） 

教材費    論説編 ・ 小説編   各１，５００円（１，６５０円税込） 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号 

 

緊急連絡先  

希望日時 

 

受講料+教材費        円     

 

 

  申込書                     ＜究極読解＞ 



 

2021年 夏期特別ゼミ 

総合型入試対策 小論文   中学生   

自分の意見を論理的に説明し、読み手を納得させ「説得する」た

めの文章（小論文）の考え方、書き方を基礎からきめ細かく指導

します。 
   

    受講日   ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

    授業    １回 １１０分 ８コマ～  

           コマ数は相談に応じます。   

    場所    各教室 

    受講料    ※教材費が別途必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       申込書                   ＜小論文 中学生＞ 

教室名 
 

氏名  学年 年 

電話番号 

 

緊急連絡先 

 

希望日時 

コマ数   コマ 

受講料     円 

 

          塾内生 塾外生 

８ 

コ 

マ 

中１ 25,500円（税込 28,050 円） 26,500円（税込 29,150 円） 

中２ 25,500円（税込 28,050 円） 26,500円（税込 29,150 円） 

中３ 26,000円（税込 28,600 円） 27,500円（税込 30,250 円） 

12 

コ 

マ 

中１ 38,000円（税込 41,800 円） 39,500円（税込 43,450 円） 

中２ 38,000円（税込 41,800 円） 39,500円（税込 43,450 円） 

中３ 38,750円（税込 42,625 円） 41,000円（税込 45,100 円） 



 

2021年 夏期特別ゼミ 

総合型選抜・学校推薦型選抜対策 

  小 論 文      高校生 

 

大学入試では、ますます重要性が高まっていく小論文ですが、

不得意としていませんか？！ 

小論文の考え方、書き方を基礎からきめ細かく指導します。 
   

    受講日   ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

    授業    １回 １１０分 ４コマ～   ※コマ数は相談に応じます。 

    場所    各教室 

    受講料   ※教材費が別途必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        申込書                  ＜小論文 高校生＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先  

希望日時 

コマ数   コマ 

受講料     円 

 

          塾内生 塾外生 

４ 

コ 

マ 

高１ 13,250 円（税込 14,575 円） 14,250 円（税込 15,675 円） 

高２ 13,750 円（税込 15,125 円） 14,750 円（税込 16,225 円） 

高３ 14,250 円（税込 15,675 円） 15,250 円（税込 16,775 円） 

８ 

コ 

マ 

高１ 26,500 円（税込 29,150 円） 28,500 円（税込 31,350 円） 

高２ 27,500 円（税込 30,250 円） 29,500 円（税込 32,450 円） 

高３ 28,500 円（税込 31,350 円） 30,500 円（税込 33,550 円） 



2021年 夏期特別ゼミ 

夏の宿題 早得講座 
長い夏休みの初日に「宿題一掃大作戦」に挑戦しませんか。 

 一日でどれぐらい宿題を仕上げることができるでしょう。 
そして、その後の休みを自由研究・部活・趣味・旅行など 
自分のしたいことにあてて、有意義に過ごしましょう！！ 

   

    受講日時   ７月２1日（水）   10：00～20：50の中で設定 

    コース     １日   ６，０００円 （６，６００円税込）   

 授業 １１０分×１コマ ＋ 自習 

    場所    各教室 

    持ち物   学校の宿題、弁当、水筒など 

 
 

                         

申込書                   ＜夏の宿題早得講座＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  

受講料  ６，０００円 （６，６００円税込） 

緊急連絡先  

授業 

希望時間 

 

授業を希望する部に○を付けてください。 

 

１部（10：00～） ２部（12：00～） ３部（13：50～） ３部（15：00～） 

 

４部（15：50～） ４部（17：00～） ５部（17：50～） ５部（19：00～）  

   

 



2021年 夏期特別ゼミ                         

 読書感想文を書こう 
  

夏休みの宿題の読書感想文で困っていませんか？！ 

書き方の基礎から構成まできめ細かく指導します。 

「上手な感想文」「読みやすい感想文」「先生に『おっ！』と 

言わせる感想文」を書いてみましょう。 

   

    受講日   ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

    授業    １コマ５０分授業   

    場所    各教室 

    受講料                    ※カッコ内の金額は消費税込み 

 塾内生 塾外生 

８コマ ２４，０００ （２６，４００） ２６，０００ （２８，６００） 

１０コマ ２９，７５０ （３２，７２５） ３２，２５０ （３５，４７５） 

１２コマ ３５，５００ （３９，０５０） ３８，５００ （４２，３５０） 

１４コマ ４１，２５０ （４５，３７５） ４４，７５０ （４９，２２５） 

１６コマ ４７，０００ （５１，７００） ５１，０００ （５６，１００） 

 

                        申込書               ＜読書感想文を書こう＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先 

 

希望日時 

コマ数   コマ 

受講料     円 

 



 

2021年 夏期特別ゼミ 

総合型選抜・学校推薦型選抜 

   面 接  試験対策   高校生 

 

面接は人間性や入学への意欲、高校までの頑張りなどを、志望校

の先生に直接アピールできる貴重な場です。最低限の面接マナーを 

押さえた上で、問われたことに誠実に答えることが大切です。 

 志望動機をまとめたり、自己分析をしたりして自分自身と向き合

い、進みたい道を明確にし、自信を持って面接に臨めるようにしっ

かりとサポートします。 
   
 

    受講日   ７月１日（木）～８月３１日（火）の間で相談の上決定 

    授業    １回  ３０分  ※回数は相談に応じます。 

    場所    各教室 

    受講料   ３，０００円 （３，３００円税込） 

 

 

                                       申込書               ＜面接試験対策＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先  

希望日時 

申込コマ数     回 

１回目  月  日（  ）  時  分 ～ 3,000円（3,300円税込） 

２回目  月  日（  ）  時  分 ～ 6,000円（6,600円税込） 

３回目  月  日（  ）  時  分 ～ 9,000円（9,900円税込） 

４回目  月  日（  ）  時  分 ～ 12,000円（13,200円税込） 

５回目  月  日（  ）  時  分 ～ 15,000円（16,500円税込 

 



 

2021年 夏期特別ゼミ 

 

英単語はこうやって覚えよう 
 

「友達」を frendと書いてしまったり、「図書館」の lと rの 

 並べ方がわからなくなったり・・・。 

 正確に単語を覚えるのは、なかなか大変なものです。このゼミ 

 では、単語のスペリングを覚えるちょっとした方法を教えます。 

 時間内でいくつ覚えられるかな？ 
     
 

      対象      小学生～単語を正確に覚えるのが苦手な中学生 

      開講校舎   ・金城高校前校  毎週月・火・水・土曜日 

               ・小幡駅前校    毎週木曜日 

               ・黒川駅前校    毎週金曜日 

      時間      １３：５０～２１：４０の間で相談により決定 

      授業      １１０分  

      受講料     ３，０００円 （３，３００円税込） 

 

 

                                        

                                             申込書               ＜英単語はこうやって覚えよう＞ 

教室名  氏名  学年 年 

電話番号  緊急連絡先  

受講希望

校舎 
          校 

希望日時 

第１希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

第２希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

第３希望    月  日（  ）  時  分 ～ 

 


