時事教養塾
9～12 月オンライン講座の御案内（中高生向け）
中高生のお子様の保護者の皆様
遅い梅雨明けの後、暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。お子様は、
短いながら例年以上に充実した夏休みを過ごされていることと、お慶び申し上げます。
このたび、2 学期（9～12 月）のオンライン講座を、中高生の皆様向けに、以下のように
御用意させていただきましたので、御案内申し上げます。
・
「2 学期ニュース解説講座」
：毎日のニュース解説（毎日）
・
「2020 年重要ニュース講座」
：2020 年（特に今年前半）の重要ニュースの解説（週 1 回）
・
「エッセイ講座」
：時事問題をテーマとしたエッセイ（小論文）作成指導（週 1 回）
詳細は各講座の御案内を御参照下さい。学校での課題探求対策、将来の大学入試・高校入
試対策を含め、お子様が、不確実な時代を生き抜く力を身に付ける一助となるよう、努めて
参ります。
今後のオンライン講座では、毎回の授業を録画して、受講者の方のみ、一定期間、いつで
も視聴可能な形にさせていただきます。講座での授業時間に御都合のつかない皆様も、お気
軽にお問い合わせ下さい。毎日 30 分間の「2 学期ニュース解説講座」は、すきま時間の有
効活用にも最適です。
また、どの講座の授業も、保護者の方がご一緒に受講できますし、お子様の御都合がつか
ない日は、代理で保護者の方のみの受講も可能です。
どの講座でも、これまで通り、国内外の主要紙が取り上げた主要ニュース 5 本を選び、毎
日、
「ニュース・ブリーフ」として、受講生・保護者の皆様に送信します。ニュース・ブリ
ーフでは、ニュースを中高生向けに分かりやすい言葉で説明し、情報源のリンクや背景知識
の解説もしています。時事問題について、自分で調べ考える力を身に付けることが出来ます。
お子様が、この秋に、じっくりと時事ニュースを理解し、将来に生かせるよう、時事教養
塾の講座を御検討のほど、よろしくお願い申し上げます。
時事教養塾 塾長 内野耕太郎

【１】 各オンライン講座の御案内
１）2 学期ニュース解説講座
毎日 30 分間、その日の主要ニュースを分かりやすく解説する講座です。毎日ニュースに
ふれる習慣と時事問題の基礎知識を身に付けていただくことを目的としています。ニュー
ス解説に必要な範囲で、官公庁ウェブサイトの調べ方の指導や、希望者にはニュースの発表
の指導等も、随時実施します。
ご家庭で、日々のニュースについて、保護者様とお子様がお話しになるきっかけにもなる
かと思いますので、御検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
(1) 国内外の主要紙から主要ニュース 5 本を選び、毎日、
「ニュース・ブリーフ」
（ニュース
の概要に、情報源のリンクと解説を付けたメール）として、受講生・保護者に送信。
(2) 月曜～金曜に毎日、スカイプのオンライン授業で、当日前後の主要ニュースを解説。
授業録画を 1 か月保存、受講者とその保護者はいつでも視聴可能です（1 か月で消去）
。
(3) 受講期間・時間帯：以下より選択。複数選択可。
・A 期間：8 月 31 日（月）～9 月 25 日（金）①18:00～18:30、②21:00～21:30
・B 期間：9 月 28 日（月）～10 月 23 日（金）①18:00～18:30、②21:00～21:30
・C 期間：10 月 26 日（月）～11 月 20 日（金）①18:00～18:30、②21:00～21:30
・D 期間：11 月 23 日（月）～12 月 18 日（金）①18:00～18:30、②21:00～21:30
(4) 授業料：お申し込みいただく期間の数で異なります。
・1 期間で 18,000 円、2 期間で各 17,000 円（合計 34,000 円）
、3 期間で各 16,000 円（合計
48,000 円）
、4 期間で各 15,000 円（合計 60,000 円）
(5) 授業料振込日：以下の日程までにお振り込みください（一括のお振込でも結構です）
。
A 期間は 9 月 4 日（金）
、B 期間は 10 月 2 日（金）
、C 期間は 10 月 30 日（金）、D 期間は 11
月 27 日（金）
・振込先：城南信用金庫 渋谷支店 （普）331819

内野 耕太郎（ウチノ コウタロウ）

(6) 無料体験講座
8 月 24 日（月）～8 月 28 日（金）の毎日、①18:00～18:30、②21:00～21:30 に実施。各日
の①と②は同じ内容です。8 月 31 日（月）以降は、通常の授業に 1 回、無料体験講座とし
て参加可能です。オンラインですので、お気軽に御参加ください。
授業録画を 1 週間保存、申込者とその保護者はいつでも視聴可能です（1 週間で消去）。

※兄弟姉妹割引：受講者の兄弟姉妹の方が、本塾の今学期他講座（2020 年重要ニュース講
座、エッセイ講座、いずれもオンライン授業）を受講される場合、2 学期ニュース解説講座
の授業料を、最大 2 期間分まで、半額にさせていただきます。
この割引を御希望の際は、メールにて、お知らせください。
※御紹介割引：受講者の兄弟姉妹以外で、お知り合いの方、お友達の方を御紹介いただき、
その方に有料講座にお申し込みいただいた場合、2 学期ニュース解説講座の 1 期間分の受講
料を半額にさせていただきます。
この割引を御希望の際は、メールにて、お知らせください。

２）2020 年重要ニュース講座
これから年末にかけて、今年 1 年間で何があったか、お子様が振り返って今後に生かせる
ようにするため、「2020 年重要ニュース講座」を御用意いたしました。週 1 回 1 時間ずつ、
中高生が知っておくべき今年のニュースについて解説します。背景の理解に必要な基礎知
識も含めて、分かりやすく説明します。
今年のニュースにつき、イギリスの EU 離脱、2020 年度政府予算案と補正予算案成立（国
民に一律 10 万円配布等）
、検察庁法改正案の審議、アメリカ大統領選、アメリカ等の黒人差
別抗議デモ、中国のウイグルや香港弾圧、米中 UAE の火星探査、等のテーマ別に、中高生に
分かるように、これまでの経緯と現状を総まとめして解説します。
特に、新型コロナウイルス感染症については、色々なテーマについて、これまでの経緯を
踏まえた現状を説明します。たとえば、治療薬・ワクチンの開発状況、我が国の感染症対策
（どのような制度で何をやってきたか、経済対策は何をしてきたか）
、世界の感染状況と主
要国の感染症対策、等につき、官公庁の資料やグラフ等も利用しつつ、解説します。
学校での自由課題でのレポート作成や、高校・大学入試の時事問題対策等、様々な場面で
応用可能な知識・考え方を身に付けられます。
この講座でも、他講座同様、毎日、ニュース・ブリーフを配信し、授業にも生かします。
(1) スカイプのオンライン授業で、オリジナル資料で解説します。官公庁等のウェブサイト
上の資料や、メディア報道等を参照します（出来るだけビジュアル資料を利用します）
。
(2) 国内外の主要紙から主要ニュース 5 本を選び、毎日、
「ニュース・ブリーフ」
（ニュース
の概要に、情報源のリンクと解説を付けたメール）として、受講生・保護者に送信。
(3) 受講期間・時間帯

・9 月 4 日（金）～12 月 18 日（金）毎週金曜日 19:00～20:00
授業録画を 1 か月保存、受講者とその保護者はいつでも視聴可能です（1 か月で消去）
。
(4) 授業料：32,000 円（16 回分）
、期間限定で受講の場合、2,000 円×受講回数
9 月 25 日（金）までに全額振込
・振込先：城南信用金庫 渋谷支店 （普）331819

内野 耕太郎（ウチノ コウタロウ）

(5)無料体験講座
8 月 28 日（金）19:00～20:00、8 月 30 日（日）10:00～11:00
の 2 回実施。1 回だけの参加も可能です。これ以外の日に御希望の際は、御相談下さい。
授業録画を 1 週間保存、受講者とその保護者はいつでも視聴可能です（1 週間で消去）。

３）エッセイ講座
受講生が自分で興味のある時事問題のテーマを選び、エッセイ（小論文）を作成し、口頭
でプレゼンできるように指導を行う講座です。1～3 人の少人数指導で実施します。
形式としては、① 毎日、主要ニュース概要・解説等（ニュース・ブリーフ）をメールで
配信、② 9～12 月に 8 回（原則隔週）、１回 2 時間、受講生の選んだテーマでプレゼンとエ
ッセイ作成を行い、内容を添削等で指導、という形になります。
授業はオンラインで行います。受講生の選んだテーマにつき、口頭でプレゼンを行い、指
導をした後に、エッセイの作成・添削を行います。エッセイ作成は、受講生の希望により、
授業中に作成するか、あらかじめ課題として作成します。添削指導は、時事問題の理解度、
文章の構成力、説得力、日本語としての表現の正確さ等の視点から行います。時事問題の資
料の調査方法等も指導いたします。
将来のあらゆる場面での思考力、分析力、表現力を育てる手段として、大学受験等の小論
文・面接対策として、是非ご活用ください。
(1)9～12 月中に 8 回、受講生の希望日（申込時に決定）に、スカイプのオンライン授業で、
希望するテーマ（時事問題）について、プレゼンとエッセイの指導。
(2)国内外の主要紙から主要ニュース 5 本を選び、毎日、
「ニュース・ブリーフ」
（ニュース
の概要に、情報源のリンクと解説を付けたメール）として、受講生・保護者に送信。
(4) 授業料：80,000 円（8 回分）、期間限定で受講の場合、10,000 円×受講回数
受講日決定後、受講第 1 日目までに振込
(6)無料体験講座（オンライン講座）
土・日曜の午後または夜の時間帯で、御相談下さい。

【２】 各オンライン講座のお申し込み方法
（1）お申し込み方法：メールでお願いします。
１）受講希望講座、２）受講者氏名（漢字・フリガナ・学年）、３）保護者氏名（漢字・フ
リガナ）
、４）保護者電話番号をご記入の上、以下のアドレスまで、メールにてお申し込み
ください。
kotarouchino1101@gmail.com
・受講希望講座の記入例：
「2 学期ニュース解説 C②」
、
「2020 年重要ニュース」
、
「エッセイ」
等。
複数お申し込みの場合は、講座名を並べてお書きください（例：
「2 学期ニュース解説、A②、
B②、C②」、
「2 学期ニュース解説 B②、2020 年重要ニュース」等）
。
（2）各講座の授業料、振込期限、振込先は、各講座の御案内を御参照下さい。
（3）注意事項
・お申し込み時に、学年もご記入をお願い致します。
・無料体験講座についても、同様のお申し込み方法でお願い申し上げます。講座名は、例え
ば、
「2 学期ニュース解説講座、無料」等とご記入ください。
・各講座とも、最初から有料講座にお申し込みいただく場合は、事前の無料体験講座も受講
可能です。上記のように、無料体験講座の日時を書いて有料講座と同時にお申し込み下さい。
・各講座の途中入会も可能です。御希望の際は、お気軽にお問い合わせください。
申込先・お問い合わせ先
時事教養塾 塾長 内野耕太郎 kotarouchino1101@gmail.com

tel:090-4532-6358

※森上教育研究所では受付をしておりませんのでご注意下さい。
塾長・講師略歴
1966 年東京生まれ。
・学歴：私立武蔵中学・高校卒、東京大学法学部卒、青山学院大学大学院経済学研究科修士
課程修了、慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程を単位取得満期退学。
・職歴：青山学院大学経済学部助手、神戸大学大学院法学研究科研究員、海陽学園ハウスマ
スター・教諭（公民と高 3 文系・理系の小論文担当）、成蹊大学、横浜商科大学等で非常勤
講師（財政学、経済政策等）を経験。医学部受験予備校でも小論文・面接対策を経験。

