
◇ニルの学校 2022年 春期講習◇
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基礎現国い

初級漢文い☆ 基礎古文い

基礎漢文い 源氏物語(玉鬘)い

源氏物語(名)い 中級現国い

初級現国い ☆初級漢文い

基礎漢文ろ

＜後期3/28(水)～3/31(土)＞
源氏物語(名)ろ 中級現国ろ

初級現国ろ 源氏物語(玉鬘)ろ

初級漢文ろ☆ 基礎古文ろ

基礎現国ろ ☆初級漢文ろ

＜対象講座一覧＞

※ 基礎漢文についてはp.4を参照して下さい。
※ 春期講習では、各科目ごとの受講開始時期によって受講可能な講座が違います。

春期 （p.5参照) （p.6参照）

1月 （p.3参照) （p.4参照)

2022年 基礎古文 基礎現国

9月 （p.2参照) （p.2参照)

2022年 源氏物語(名場面) 初級現国

《対象講座一覧》
受講開始時期 古文 現国
2021年 源氏物語(玉鬘) 中級現国

4 16:10～18:00

5 18:20～20:10
　: 3/30,31の２日間で完結

3 14:00～15:50

5 18:20～20:10
　: 3/26,27の２日間で完結

《後期3/30(水)～4/2(土)》
1 9:00～10:50

2 11:10～13:00

3 14:00～15:50

4 16:10～18:00

《前期3/24(木)～27(日)》

1 9:00～10:50

2 11:10～13:00



 2021年9月入会者対象 講座案内
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《古文》
　【源氏物語（玉鬘）】
　    1月から初級古文を受講している生徒のための必修の講座です。
 　   テキストは、入試に頻出される源氏物語「玉鬘十帖」から出題された入試問題
　 　（センター・東大・私大）を使用します。中級レベルでやりごたえ十分です。

　 【初級漢文】
       対象者：基礎漢文受講済みの方
　　 基礎漢文で学んだ句法について、実際の入試問題の中でどのように出題されている
　　 かを確認しつつ復習し、しっかりと定着させることを目標としています。センター
　    や私大の問題を扱い、漢文択一解法のさわりも指導しますので、漢文に苦手意識の
　　 ある方だけではなく、4月以降に向けてステップアップしたい方にもおすすめの講座
　　 です。
　　 ※ 2日間完結の講座になります。

《現国》
   【中級現国】
      1月から初級現国を受講している生徒のための必修の講座です。
　   私大の択一式問題、国立大の記述式問題に加え、共通テスト（センター試験）の
　   過去問を使用することで、これまで学んだ解法をより汎用性の高い形で応用することを
　　目的としています。4月以降の志望校別講座に向けてのステップアップを目指し、
      より本番に近い形で解き方を重視した解説を行いますので、受験を意識し始める受験生
　　にとって、自分の実力を把握し、克服すべき課題を認識する良い機会になるでしょう。

《授業料》
内部生 外部生

源氏物語(玉鬘) ¥20,000 ̶
初級漢文 ¥10,000 ̶
中級現国 ¥20,000 ̶



 2022年1月入会者対象 講座案内
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《古文》

　    文章で応用力を身につけ、入試問題の実践へと繋げていきます。

　　 の初級古文と内容が重複しますが、文法が身に付いていない方はこの講座を通して春期のうちに苦
　　 手な箇所を克服しましょう。尚、源氏物語(名場面)は重要な文法事項を学習するテキストなので、
   　 第一期(1月～3月)初級古文6～9週の授業に出席していない方は、休んだ日に対応する授業に出席す
　　 ることをお勧めします。
　※ カリキュラムは以下の通りです。
　 ＊「源氏物語(名)い」［3/24(木)～3/27(日)］と「源氏物語(名)ろ」［3/30(水)～4/2(土)］は同じ内容です。

《授業料》

内部生 外部生
¥20,000 ̶

¥5,000/1日 ̶
　※1日単位での受講は、既に受講した方のみ対象です。

　

授業日

　【源氏物語（名場面）】
       1月から基礎古文を受講している生徒のための必修の講座です。
　    基礎古文で学んだ文法事項の定着を確かなものにし、基礎古文よりも難易度の高い

   ※ 2021,2022年第一期(1～3月)初級古文受講者は特別に１日単位で受講することができます。 第一期

授業内容
　 1日目［3/24(木), 3/30(水)］ 通常授業「初級古文」第6週の内容に相当（名場面１）

源氏物語(名場面)
1日受講

　 2日目［3/25(金), 3/31(木)］ 通常授業「初級古文」第7週の内容に相当（名場面２）

　 3日目［3/26(土), 4/1(金)］ 通常授業「初級古文」第8週の内容に相当（名場面３）

　 4日目［3/27(日), 4/2(土)］ 通常授業「初級古文」第9週の内容に相当（名場面４）
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 《現国》
　【初級現国】

　    学んできた本文読解と実践的な設問解答の技法の確認を行います。

　 　して進めますので、この機会にしっかり基礎を固めましょう。
　　 なお、最終日にはクラス分けテストを受験して頂きます。

 《漢文》
　【基礎漢文】
　　漢文読解の原則は、「一字一字を品詞として見ること」です。これを徹底することなしに
　　漢文を正確に読む事は出来ません。本講座では、以上を含む漢文読解の基礎を丁寧に指
  　 導し、ニルのオリジナルテキストと難関大学の過去問を扱いながら、4日間で今後の学習
   　指針を得ることを目標としています。基礎古文で学習した内容を応用しながら、漢文を
　　正確に読解する技術を基礎からじっくり学習します。また、基礎古文の学習内容の応用
　　となっているため、対象者は基礎古文を既に受講した生徒に限ります。春期・4月入会者は
  　 受講出来ませんのでご注意下さい。
　　なお、冬期講習で履修した生徒は受講する必要はありません。
　※ 対象の方は以下の通りです。(基礎古文を既に受講した生徒に限ります)

 　　①入試科目に漢文がある方（東大、共通テストや私大で漢文が必要な方など）
 　　②第3期に漢文も扱う古典の講座（東大古典、私大古典Ｓなど）を受講する方
　　 ③夏期講習に漢文を扱う講座の受講を希望される方
　※ 春期講習ではなく、4月以降に受講する事も可能ですが、第2期に開講される「中級古典S」では、漢文の基礎
　　 知識を前提とした問題（入試問題など）を扱いますので、なるべく春期講習で受講して下さい。
　※ 夏期講習で漢文演習講座（東大・私大クラスを設置予定）を受講する生徒は、7月までに基礎漢文を受講して
　　 下さい。未履修の場合、希望の講座を受講出来ない場合があります。
　※ 初級漢文は、既に基礎漢文を履修した生徒のみ受講が可能です。

   《授業料》
内部生 外部生

　　　　　　　　　 初級現国 ¥20,000 ̶
基礎漢文 ¥20,000 ̶

       その準備講座となります。現国が苦手な方がもう一度復習する機会にもなるよう配慮

　　 1月から基礎現国を受講している生徒のための必修の講座です。
       基礎現国に引き続き、択一型の問題と論述型の問題を組み合わせながら、基礎現国で

       択一の問題では、私大の難易度がやや高い良問を扱います。論述の問題では、基礎現国
       よりも一段高度な問題を扱い、設問パターンと答案の作り方の引き出しを広げます。
       また、入試で頻出のテーマを取り扱うことで、知識の補充にも力を入れ、総合的な
       レベルアップを図ります。4月以降は、志望校に合わせた問題の解き方を学びますが、



 2022年4月入会者対象 講座案内
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《古文》
　【基礎古文】
　　 4月からおっかけ古文を受講する生徒の必修の講座です。
　　授業では、まず用言、助動詞、敬語などといった古典文法の基礎を学びます。
　　その上で、「竹取物語」を題材としたニル独自のテキストを使用し、演習していき
      ます。既に基礎古文を受講した新高2・高3生でも、復習のために受講することが
      出来ます。 基礎古文の初回4回の授業は非常に大切な内容なので、少しでも不安な
　　場合はこの機会に是非復習して下さい。

　　　対象者：〈必修〉4月からおっかけ古文を受講する生徒
　　　　         〈任意〉 通常授業「基礎古文」を既に受講した生徒

　※ 尚、第1期(1月～3月)基礎古文の受講者のうち、第1週目・第2週目の授業、もしくは補講を受講して
　　 いない生徒は、必ず「1日目」「2日目」を受講して下さい。
　※ カリキュラムは以下の通りです。

　　 ＊「基礎古文い」［3/24(木)～3/27(日)］と「基礎古文ろ」［3/30(水)～4/2(土)］は同じ内容です。

《授業料》
内部生 外部生

基礎古文 ¥22,500 ¥23,500
一日受講 ¥5,000/1日 ̶
　※一日単位での受講は、既に受講した方のみ対象です。
　※授業料には、テキスト代2,500円も含まれています。

　※ 基礎古文既習者は特別に1日単位で受講する事ができます。

 1日目［3/24(木), 3/30(水)］

 2日目［3/25(金), 3/31(木)］

 3日目［3/26(土), 4/1(金)］

 4日目［3/27(日), 4/2(土)］

授業内容
　通常授業「基礎古文」第1週の内容に相当（用言・助動詞）

　通常授業「基礎古文」第2週の内容に相当（助詞・敬語）

　通常授業「基礎古文」第3週の内容に相当（竹取物語１）

　通常授業「基礎古文」第4週の内容に相当（竹取物語２）

授業日
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《現国》
　【基礎現国】
　　  4月からおっかけ現国を受講する生徒の必修の講座です。
        ニルでは、明確な方法論に基づいて現国の入試問題を解きます。その第一歩は設問
        に表れる大学側（出題者側）の要求を読み取り、その要求に適切に応じることです。
        センスや勘に頼っているうちは、大学側の要求に応じられるかどうかも運任せなた
        め、点数が安定しません。よってニルでは、「読解」すなわち読み方と解き方の双
        方に重点を置いて確かな理由に基づいて解答を選べ、書けるようにします。

《授業料》
内部生 外部生

基礎現国 ¥20,000 ¥21,000

《申込受付期間》
　　 2/16(水)18時30分～

《手続きに関する諸注意》
　　※受講料は銀行振込になります。申込書を事務に提出後、銀行営業日4日以内14時までに

　　　お振込下さい。但し、3/11(金)以降にお申込の方は翌日の14時までにお振込下さい。

　　　お振込が確認できない場合、受講できなくなる可能性がありますのでご注意下さい。

　　※申込みは先着順です。定員に達した講座から締め切ります。

　　※3/18(金)までに定員に達しない講座は閉講されることがあります。ご了承下さい。

　　　閉講の際は、こちらからご連絡致します。

　　※郵送・FAX・電話での受付や予約はできません。直接、事務受付までお申し込み下さい。

　　※申込書には保護者の方のご署名と捺印が必要です。不備のある申込書は受付できませんので、

　　　ご注意下さい。

　　※やむを得ずキャンセルされる場合は、前日の事務開室時間内までにご連絡下さい。

　　　当日のキャンセルは4,500円、ご連絡のない欠席の場合は、全額受講料を頂戴致します。

　　　詳しくは、通塾の規約を御覧下さい。

　　※震災、台風等で休講等がある場合は、HPでお知らせ致します。



申込要項
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《授業料》
内部生 外部生
¥22,500 ¥23,500

￥5,000/1日 ̶
¥20,000 ̶

￥5,000/1日 ̶
源氏物語(玉鬘) ¥20,000 ̶
基礎現国 ¥20,000 ¥21,000
初級現国 ¥20,000 ̶
中級現国 ¥20,000
基礎漢文 ¥20,000 ̶
初級漢文 ¥10,000 ̶

《お振込先》※生徒さまのお名前でお振込下さい。

　※振込手数料はお客様負担とさせて頂きます。

【古文】

【現国】

【漢文】

基礎古文

源氏物語（名場面）

         ＊有限会社　エイ•エス•エヌ　ニルの学舎　
　※お振込時に振込先の記入・入力等が必要な場合は、＊をご利用下さい。
　※万が一お振込ができない場合は、お早めにご連絡下さい。

 （保護者の方のお名前で振り込んでしまった方は恐れ入りますがお電話下さい。）

　○みずほ銀行　新宿西口支店（普)　1634435
         ＊有限会社　エイ•エス•エヌ　ニルの学舎　
　○三菱UFJ銀行　渋谷明治通支店（普）3729495
         ＊有限会社　エイ•エス•エヌ　ニルの学舎　　
　○三井住友銀行　新宿支店（普）2155042
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《事務開室時間》
通常授業期間の平日

事務開室日
※上記以外は事務を取り扱っておりませんので、ご注意下さい。

ASNニルの学校
　TEL : 03-6276-7907
　〠113-0033　文京区本郷3‒4‒5　ハイムお茶の水3階B室

3/22(火)までの火曜日～金曜日 15:30～21:30

※緊急のお知らせがあった場合は、HP (http://www.asnniru.com)、または掲示板に掲載します。 

春期講習期間
3/24(木)～3/27(日) 9:00～20:00

3/30(火)～4/2(金) 9:00～20:00

 3/23(水)    13:30～17:30　


