
 

2021年 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 

受講日     ９月１日（水）～１１月３０日（火）の間で相談の上決定 

      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 ～ 

 



2021年 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。 

 

対象     中１～中３   

受講日    ９月１日（水）～１１月３０日（火）の間で相談の上決定 

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 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 

受講日      ９月１日（水）～１１月３０日（火）の間で相談の上決定 

      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 ～ 

 



公立高校入試トータル突破ゼミ
【対象】

【内容】 公立高校入試では、それまで配点がすべて1点でしたが、平成29年度

英語
数学
国語 文章を要約して80字以内で書かせるものや、文章の一致問題
理科
社会 複数の資料を見て、思考力・判断力を問う問題や記述問題

【日時】

【授業】 1コマ　110分　4コマ～

【場所】 各校舎にて

【持ち物】

【費用】
４コマ ８コマ １２コマ ４コマ ８コマ １２コマ
11,000 22,000 33,000 12,000 24,000 36,000

(12,100) (24,200) (36,300) (13,200) (26,400) (39,600)

12,000 24,000 36,000 13,000 26,000 39,000

(13,200) (26,400) (39,600) (14,300) (28,600) (42,900)

【教材費】

【申込み】下の申込書にご記入のうえ、所属校舎にご提出ください。

フリガナ 学年

名前 年 校

柴山義塾　さかべ知能教育

　　〒　　　　　－

緊　急　連　絡　先

塾外生

★カッコ内の金額は消費税込み

2000円（税込2200円）

公立高校入試トータル突破ゼミ　　　　申込書

校　舎　名

住　　　　　　　所 電　　話　　番　　号

令和3年9月1日（水）から11月30日（火）まで

筆記用具、ノート、配布される教材

中1・中２ 中３

塾内生

英作文や、長文の内容一致問題
グラフに関する問題、複数個解答するもの、関数の問題

グラフに関する問題や、記述問題

こういった応用問題でも確実に得点できる実力を養成します。

中学１～３年生

から、配点が2点の問題が出題されることになりました。
科目ごとにどのような問題が2点となっているか見てみましょう。



 

2021年 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   ９月１日（水）～１１月３０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。 

※カッコ内の金額は消費税込み 

 中１・中２ 中３ 

４コマ ８コマ １２コマ ４コマ ８コマ １２コマ 

塾内生 
11,000 

（12,100） 

22,000 

（24,200） 

33,000 

（36,300） 

12,000 

（13,200） 

24,000 

（26,400） 

36,000 

（39,600） 

塾外生 
12,000 

（13,200） 

24,000 

（26,400） 

36,000 

（39,600） 

13,000 

（14,300） 

26,000 

（28,600） 

39,000 

（42,900） 

 

 

                                       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 

 


