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◆セミナー講座◆ 

  ＜名大附中受験対策直前セミナー＞ 

    総まとめの時期として、各校舎での学科・作文指導と、御器所校 

    での集団行動・グループ面接・作文指導、模擬試験を行います。  

    ここからがラストスパートです。充分な準備をして、自信を持って 

    受験できるよう、全力を尽くしましょう。 

 

     ＜名大附中試験内容＞ 

        検査Ⅰ 小学校で学習した内容の総合力を問う。 

        検査Ⅱ 作文等で思考力、表現力を問う。 

        検査Ⅲ グループ面接等を通して適性を見る 

 

対策授業 「検査Ⅰ・検査Ⅱ・トータルパワー」 ＜６年生対象＞ 

    ★「検査Ⅰ・検査Ⅱ・トータルパワー」対策授業は、スケジュールを設定

して受講するものです。 

※ 受講希望日の５日前までに、ホームページ「季節の講習」より 

お申し込みください。 

 

 ≪共通事項≫ 

   ＜場所＞  各校舎 

   ＜時間＞  １回 ５０分間 

   ＜コース受講料＞  （税込） 

区分 塾内生 塾外生 

8回 ２９，９２０円 ３２，５６０円 

16回 ５６，３２０円 ６１，６００円 

24回 ７９，２００円 ８７，１２０円 

32回 ９６，８００円 １０７，３６０円 

40回 １１０，０００円 １２１，０００円 

★ その他、４０回コース以上も受講できます。 
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≪教材≫  

   ＜検査Ⅰ＞    

 「検査Ⅰ直前対策問題」         ６，６００円 （税込）   

 「名大附中対策問題集」Ⅰ～Ⅲ   各３，３００円 （税込） 

 「公立中高一貫校対策問題集」     １，７６０円 （税込） 

        ＜検査Ⅱ＞ 

          「検査Ⅱ直前対策問題」 （時事編含む）   ３，８５０円 （税込） 

        ＜トータルパワー＞ 

          「トータルパワー直前対策問題」      ６，６００円 （税込）  

          「トータルパワー問題」①～⑦      各２，４２０円（税込） 

          「トータルパワー対策問題」         １，６５０円 （税込） 

         

    名大附中受験対策セミナー 「検査Ⅱ・検査Ⅲ」 
                                ＜５・６年生対象＞ 

    ★「検査Ⅱ・Ⅲ」を集団授業形式で行います。 

     ＜日 時＞      ①令和４年１０月 ９日 （日）   １５時～１６時５０分 

                ②令和４年１０月３０日 （日）   １０時～１１時５０分 

                 ＜拡大版＞ 

③令和４年１１月１３日 （日）   １０時～１２時５０分 

                  ④令和４年１１月２７日 （日）   １０時～１２時５０分 

                  ⑤令和４年１２月１１日 （日）   １０時～１２時５０分 

                  ⑥令和４年１２月１８日 （日）   １０時～１２時５０分 

                ※ 内容は毎回違います。 

               ※ 受講希望日の５日前までにホームページ「セミナー」 
                  よりお申し込みください。 

 

     ＜場 所＞    御器所駅前校 

                   名古屋市昭和区阿由知通４－２－２ 

                       （地下鉄桜通線「御器所」④番出入口すぐ） 

                      TEL  ０５２－８５３－１７３５ 

 

     ＜参加費用＞ ①・②   １回 塾内生６，６００円  塾外生７，１５０円 

       （税込）   ③～⑥   １回 塾内生９，９００円  塾外生１０，４５０円 

           

     ＜持ち物＞    筆記用具  
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    名大附中受験対策模試 「検査Ⅰ・検査Ⅱ・検査Ⅲ」  
＜６年生対象＞ 

    ★「検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の受検当日を想定して行います。 
＜日 時＞      ①令和４年１０月１６日（日）   １０時～１１時４０分 

          ★この回は検査Ⅰ・Ⅱのみとなります。 
    ②令和４年１１月２７日（日）   １５時～１７時 

 ③令和４年１２月 ４日（日）   １３時～１５時 
          ※ 受講希望日の５日前までにホームページ「模試」 
                 よりお申し込みください。 

 

＜参加費用＞    ①    １回 ６，６００円 （税込） 
             ②③   １回 ８，８００円 （税込）   

                        

     ＜場 所＞    御器所駅前校 
                   名古屋市昭和区阿由知通４－２－２ 
                       （地下鉄桜通線「御器所」④番出入口すぐ） 
                      TEL  ０５２－８５３－１７３５ 
 

     ＜持ち物＞    筆記用具  

                 ※ 受験番号は当日お知らせします。 

 

全国一貫校対策模試 ＜５・６年生対象＞ 
     ★検査Ⅰ・Ⅱに対応している模試を実施しています。 

 

     ＜日 時＞    ①令和４年１０月  ９日（日）   １３時～１４時４５分 
                ②令和４年１１月 １３日（日）   １３時～１４時４５分  
               ★ ①は小６のみ、②は小５・６ 

 

     ＜参加費用＞   ４，４００円 （税込） 
 

＜締め切り＞   ①令和４年  ９月２３日（金）  ※ホームページ「模試」 
        ②令和４年 １０月２８日（金）    よりお申込みください 
            

＜場 所＞    御器所駅前校 
                     名古屋市昭和区阿由知通４－２－２ 
                        （地下鉄桜通線「御器所」④番出入口すぐ） 
                      TEL  ０５２－８５３－１７３５ 

 

     ＜持ち物＞     筆記用具   ※受験番号は当日お知らせします。 
 



 

 柴山義塾 さかべ知能教育 5 

＜愛教大附中受験対策直前セミナー＞ 

  受験対策の特別コースです。 

  これまでの学習内容の総まとめをするとともに、入試傾向に合った 

  より実践的な内容に取り組みます。 

  試験本番に自信を持って臨めるよう、工夫を凝らした授業内容で、 

  合格をサポートします。 

     

 対策授業 ＜６年生対象＞ 

    ★対策授業は、スケジュールを設定して受講するものです。 

      ※ 受講希望日の５日前までにホームページ「季節の講習」より 

 お申し込みください。 

 

  ＜場所＞  各校舎 

  ＜時間＞  １回 １００分間 

  ＜コース受講料＞  （税込） 

区分 塾内生 塾外生 

8回 ２９，１５０円 ３０，２５０円 

1２回 ４３，４５０円 ４５，１００円 

16回 ５７，７５０円 ５９，９５０円 

24回 ８６，３５０円 ８９，６５０円 

32回 １１４，９５０円 １１９，３５０円 

40回 １４３，５５０円 １４９，０５０円 

      ＜教材＞ 別紙をごらんください。 

  

 愛教大附中受験対策模試 ＜６年生対象＞ 

 

     ＜日 時＞      ①令和４年１０月 ９日（日）   １０時～１１時４５分 

      ②令和４年１１月 ６日（日）   １０時～１１時４５分 

      ③令和４年１２月１１日（日）   １３時～１４時４５分 

※ 受講希望日の５日前までにホームページ「模試」より 

お申し込みください。 
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＜参加費用＞   １回 ３，３００円 （税込） 

  ＜場 所＞    御器所駅前校 

                   名古屋市昭和区阿由知通４－２－２ 

                       （地下鉄桜通線「御器所」④番出入口すぐ） 

                      TEL  ０５２－８５３－１７３５ 

 

     ＜持ち物＞    筆記用具  

                 ※ 受験番号は当日お知らせします。 

 

＜私立中受験対策直前セミナー＞ 
   受験対策の特別コースです。 

  これまでの学習内容の総まとめをするとともに、入試傾向に合った 

  より実践的な内容に取り組みます。 

  試験本番に自信を持って臨めるよう、工夫を凝らした授業内容で、 

  合格をサポートします。 
 

対策授業 ＜６年生対象＞ 

★対策授業は、スケジュールを設定して受講するものです。 

      ※ 受講希望日の５日前までにホームページ「季節の講習」より 

 お申し込みください。 

  ＜場所＞  各校舎 

  ＜時間＞  １回 １００分間 

  ＜コース受講料＞  （税込） 

区分 塾内生 塾外生 

8回 ２９，１５０円 ３０，２５０円 

1２回 ４３，４５０円 ４５，１００円 

16回 ５７，７５０円 ５９，９５０円 

24回 ８６，３５０円 ８９，６５０円 

32回 １１４，９５０円 １１９，３５０円 

40回 １４３，５５０円 １４９，０５０円 

      ＜教材＞ 別紙をごらんください。 
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 私立中受験対策模試 ＜６年生対象＞ 

 

     ＜日 時＞      ①令和４年１０月 ９日（日）    ９時～１２時１５分 

      ②令和４年１１月 ６日（日）    ９時～１２時１５分 

      ③令和４年１２月 ４日（日）    ９時～１２時１５分 

※ 受講希望日の５日前までにホームページ「模試」より 

お申し込みください。 

 

＜参加費用＞   １回 ３，３００円 （税込） 

 

＜場 所＞    御器所駅前校 

                   名古屋市昭和区阿由知通４－２－２ 

                       （地下鉄桜通線「御器所」④番出入口すぐ） 

                      TEL  ０５２－８５３－１７３５ 

 

     ＜持ち物＞    筆記用具  

                 ※ 受験番号は当日お知らせします。 

 


