
 

２０１７ 冬期講習会 
２０１７・１２・２２ ⇒ ２０１８・１・６  

 

 

□ ２学期授業 □ 

１２月２１日まで通常授業があります。 

 

□ ３学期授業 □ 

１月８日よりスタートです。 

なお高３生・高卒生は１月末日で終了となります。 

 

□ 入試直前講習 □ 

１月１５日よりスタートします。 

詳しくは、「入試直前講習」（別紙）をご覧ください。 

 

Ｋａｍｉｋｏには、生徒の実力を育てるイベント ・ 生徒一人ひとりにあった授業 ・ 生徒の可能性を広げるシステム があります。 

冬期開幕特訓講座 ・ Ｋａｍｉｋｏの一斉指導・ Ｋａｍｉｋｏの個別指導 ・ 映像授業 ・ プレミアム面談 
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Ｋａｍｉｋｏの講師紹介

小栗
お ぐ り

　奏
か な

太
た

加藤
か と う

　健司
け ん じ

数年前、私は高3の冬休みにひたすら問題演習をやっていました。この時の反省点は、苦
手科目に見切りを付けてあまり手を付けなかったことです。あの時、英語に食らいついて
いたら人生変わっていたかもしれないなぁ…。
こんなことのないように、まんべんなく勉強をしましょう。

虎と見て石に立つ矢のためしあり。
問題を解くときは、焦らず落ち着いて、急いで解きましょう。

川上
か わ か み

　喬弘
た か ひ ろ

黒野
く ろ の

　弘嗣
ひ ろ つ ぐ

冬休みは短いですが、まとまった時間をとれる最後の期間です。そのため、計画
を立て、体調管理にも気を配りつつ、確実に実行に移すことがより大切になりま
す。不安になることもあると思いますが、そのときはすぐに講師陣に相談してくだ
さいね！

自分の目指すゴールから逆算して今すべきことを明確化し、勉強の精度を上げて
いきましょう。現時点で模試の合格判定がE判定だろうと偏差値が40だろうと関係
ありません。過去問を分析しつつ戦略を立て、「自分は必ず伸びる」と信じて取り
組んでください。

高橋
た か は し

　敦子
あ つ こ

辻
つ じ

　優輝
ゆ う き

勉強は自分との闘い（目標達成までの自己統制など）です。しかし仲間との励まし
合い、共闘によるモチベーションの維持も外せないポイントだと思います。流され
るのではなく、一緒に未来を向ける仲間を大切に、無駄のない一日一日を過ごし
ましょう。

受験生の皆さんは、来年春を想像してみてください。どこにいて、どのような生活
を送っていますか。今は「嫌だ」と思うかもしれないことでも、終わるときがきます。
来る「春」を笑顔で迎えるために、あと少しの間、暗記に、演習に励んでください。

永田
な が た

　司郎
し ろ う

早川
は や か わ

　勇
いさむ

高３生、高卒生へ！焦っても仕方ありません。みんな焦っているのですよ。１日１
日きちんと計画を立てて、それをしっかり、こなしていきましょうね。困ったことが
あったら1人で抱え込まないで先生たちに相談して下さい。きっと解決策が見つか
りますよ。

とにかく問題演習！時間を意識して過去問に取り組み、課題を見つけてすぐに潰
すこと。数多くの問題をこなすことで受験本番での不安要素を減らすことができま
す。問題への取り組み方など確認したい場合は遠慮なく相談してください。

吉田
よ し だ

　浩明
ひ ろ あ き

若林
わかばやし

　秀
しゅう

為せば成る。為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さずなりけり。地道な努力
は必ず実を結びます。冬期期間は、地道な努力を持続させ、さらにパワーアップ
させるための、またとないチャンスです。チャンスを生かし、勉強への熱意で、冬
の寒さを吹き飛ばしましょう。

今できることを一つひとつ積み重ねていくことが、「自分自身を成長させる」唯一
の道だと思います。今できることを考えて、焦らずに取り組んでいきましょう。今何
ができるのかがわからなくなったときは、遠慮なく相談してください。
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 Ｋａｍｉｋｏ 冬期開幕特訓講座 
『冬期開幕 センターなんて怖くない！特訓講座！』 

冬期講習会の幕開けとして、大人気の特別講座を行います。ミッチミチに詰まった充実の一日を過ごしましょう！ 

  

日程 １２月２３（土） ９：００～２１：４０ （木更津駅前校・館山校とも同じ日程です。） 

費用 ￥７，５６０－  

開講校舎 神子学院 木更津駅前校 ・ 館山校 

内容 

 

① マーク形式の模試を実施します。 

② 主要３科目（英語・数学・国語）の解説授業を行います。 

 

時間割 

9：20－10：40 英語 9：20－10：40 英語 16：00－16：50 古文 解説授業
10：50－11：20 リスニング 10：50－11：20 リスニング 17：00－17：50 英語 解説授業
11：20－11：50 休憩 11：20－11：50 休憩 17：50－18：30 休憩
11：50－12：50 数学・理科 11：50－13：10 国語 18：30－19：20 数学ⅡＢ 解説授業
13：00－14：00 数学・理科 13：20－14：20 社会 19：30－20：20 数学ⅠＡ 解説授業
14：10－15：10 数学・理科 14：30－15：30 自由に教科選択 20：30－21：20 現代文 解説授業
15：10－16：00 自己採点 15：40－16：00 自己採点

理系・文系 共通
16：00－21：20 解説授業（選択制）

21：20－21：40　閉会式

9：20－16：00　模擬試験・自己採点 ※入試での受験科目に応じて変更が可能です。

9：00　開会式

理系 文系
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①  Ｋａｍｉｋｏの一斉指導   日程は別紙をご参照ください。 

１） 一斉指導講座を複数受講する場合、料金の合計を高１生・高２生は￥３８，８８０、高３生・高卒生は￥６０，４８０を上限とします。 

２） ウイングネットの冬期映像授業を１講座までなら、Ｋａｍｉｋｏの一斉指導講座と同じように組み込むことができます。 

３） 一斉指導を２講座以上受講されますと、兄弟割引の対象となります。 

４） 通常期、君津駅前校の一斉指導を受講されている内部生が冬期講習会で木更津駅前校の一斉指導を受講される場合は￥４，３２０の特別割引制度がございます。ただし、君津市、富津市に在住する生徒に限ります。 

＜高１生 木更津駅前校＞ 

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

入試問題を題材に、英文の読み方を学び
ます。

来る学年末の定期試験で高得点を取るべ
く、予習を行います。確認テストを通して、
学習の定着をはかります。※高校や理系
文系に関係なく受講することができます。

コミュニケーション英語と英語表現の先取
り学習を、1年間の総復習も兼ねて行いま
す。加えて、ターゲット1200の英単語テスト
を毎回実施します。

今まで同様、教科書を使い学校の予習を
行います。毎回の授業で、その日に学習し
た内容の応用問題なども取り入れていきま
す。

講座番号 A 101

講座番号 A 103 講座番号 A 104

高１ 英語

高１ 数学 高１君高数学

高１君高英語

講座番号 A102

 

＜高１生 館山校＞ 

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

料金 ¥9,720

講座番号 B 102

高１安房高数学

今までの復習と、１月からの授業の予習を
します。普段、数学を受講している生徒さ
んは必ず受講すること。

講座番号 B 101

講座番号 B 103

高１安房高英語

高１安房高国語

第5回考査へ向けて主にコミュニケーション
英語と英語表現の予習を進めていきます。

古典文法の総復習を行います。
通常国語を受講している生徒は必ず受講
してください。

 

＜高１生 銚子校＞ 

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

講座番号 C 101 前半で学校の予習、後半で仮定法・時制・
準動詞・動詞を実際の入試問題を使って
じっくり復習します。長文演習を併用し総合
力UPを狙います。

講座番号 C 102 今までの復習と、１月からの授業の予習を
します。普段、数学を受講している生徒さ
んは必ず受講すること。高１おやま英語 高１おやま数学
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＜高２生 木更津駅前校＞ 

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

料金 ¥12,960

講座番号 A 205

高２袖高数学

今まで同様、学校の予習を行います。毎回
の授業で、その日に学習した内容の応用
問題なども取り入れていきます。

講座番号 A 203 講座番号 A 204

高２ 数学 高２君高数学

来る学年末の定期試験で高得点を取るべ
く、予習を行います。確認テストを通して、
学習の定着をはかります。※高校や理系
文系に関係なく受講することができます。

今まで同様、教科書を使い学校の予習を
行います。毎回の授業で、その日に学習し
た内容の応用問題なども取り入れていきま
す。

講座番号 A 201 講座番号 A 202

高２ 英語 高２君高英語

英文読解の演習をします。
これからの受験勉強に役立ちます！

コミュニケーション英語と英語表現の先取
り学習を行います。加えて、ターゲット1400
の英単語テストを毎回実施します。

 

＜高２生 館山校＞

料金 ¥12,960 料金 ¥12,960

料金 ¥12,960 料金 ¥9,720

料金 ¥9,720

数Ⅱと数Bの復習、そして入試問題にチャ
レンジしたい、と思います。じっくり問題に
取り組んで、味わっていきましょう。

文系理系問わず必要となる大学受験の英
語で勝負できるように、冬期から準備でき
ることを授業を通して伝えていきます。

講座番号 B 201

講座番号 B 203

高２安房高 英語

高２安房高 文系数学

第5回考査へ向けて主にコミュニケーション
英語と英語表現の予習を進めていきます。

今までの数Ⅱと数Ｂの復習と、１月からの
授業の予習をします。普段、数学を受講し
ている生徒さんは必ず受講すること。

講座番号 B 205

大学受験準備 国語

大学入試に向けて、平易な現代文と古文
の演習と解説をします。受験で国語が必要
になりそうな生徒は受講してください。

講座番号 B 202

講座番号 B204

高２安房高 理系数学

大学受験準備 英語
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＜高３生・既卒生 木更津駅前校＞ 

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120

講座番号 A 311 センター試験レベルの問題演習を行いま
す。確実に実力がつく良問を用意するの
で、頑張って解いてくださいね。受験物理

講座番号 A 301 講座番号 A 302

受験英語 受験英文法

センター試験対策を行います。各大問ごと
の解法・時間配分を徹底的に見直しセン
ター試験本番への準備をします。

講座番号 A 305 講座番号 A 306

センター試験の過去問（空所補充・整序作
文）を使い、英文法のおさらいをします。

講座番号 A 303 講座番号 A 304

受験君高英語 受験現代文

長文読解を中心に演習します。
センター～難関私大の問題を中心に扱い
ます。

センター試験直前対策と、私大入試対策
の双方を行います。制限時間内に設問の
意図を素早く捉え、確実に正答できる訓練
を徹底していきます。

受験古文 受験漢文

読解演習を行います。長い文章にも対応
できるようにセンター試験も扱います。
文法にはあまり長い時間を使えないので、
文法は宿題で補完していきます。

センター試験を中心に問題演習をします。
満点を目指して頑張りましょう！

講座番号 A 307 講座番号 A 308

受験数学 受験化学

受講される生徒一人ひとりの志望校に合
わせて問題演習を行います。頻出の単元
を確認し、入試本番で対応できる力を養い
ます。

センター試験レベルの問題演習を行いま
す。確実に実力がつく良問を用意するの
で、頑張って解いてくださいね。

センター数学Ⅰ・Ａ センター数学Ⅱ・Ｂ

Z会の映像を用いて、センター数学Ⅰ・Aの
対策の完成を目指します。過去問題や予
想問題に取り組み、センター試験本番への
準備をします。

Z会の映像を用いて、センター数学Ⅱ・Bの
対策の完成を目指します。過去問題や予
想問題に取り組み、センター試験本番への
準備をします。

講座番号 A 309 講座番号 A 310
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＜高３生・既卒生 館山校＞ 

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120 料金 ¥15,120

料金 ¥15,120

講座番号 B 301 講座番号 B 302

センター英語 受験英語

センター試験対策を行います。各大問ごと
の解法・時間配分を徹底的に見直しセン
ター試験本番への準備をします。

各大学の過去問を使って難解な長文読解
の練習をします。大学入試の得点の大部
分を占める長文を克服しましょう。

事前にセンター試験の数学ⅡBの予想問
題を解いてきてもらい、授業中では重要な
問題の解説を行います。

受験古文

受験漢文

講座番号 B 305

受験現代文

講座番号 B 307

講座番号 B 303

センター試験の古文の演習と解説をしま
す。なお、20分間で解きます

事前にセンター試験の数学ⅠAの予想問
題を解いてきてもらい、授業中では重要な
問題の解説を行います。

センター試験の現代文の演習と解説をしま
す。なお、評論・小説合わせて45分間で解
きます。

講座番号 B 306

講座番号 B 304

センター数学Ⅰ・Ａ センター数学Ⅱ・Ｂ

センター試験の漢文の演習と解説をしま
す。なお、15分間で解きます。

 

 

★ プレミアム面談 

Ｋａｍｉｋｏでは、生徒さんの自立学習のサポートのために「プレミアム面談」を行っています。  

第１志望校の合格に必要な受験科目それぞれの学習量を逆算し、年間スケジュールを作成します。その年間スケジュールが着実に実行されるように、12/22～1/6の

期間で３０分間の面談を２回実施します。この面談では、1週間の学習計画を見直したり、学習が定着しているのかどうかを確認します。日々の学習を通して学力を積み

上げ、目標達成のサポートをしていきます。 

（通常期にプレミアムコースを申し込みされている生徒さんは自動申込となります。￥８，１００の特別ルール適用者は￥４，０５０となります。） 

料金 ： ￥８，１００ （２回） 

※申し込みを希望される方は校舎までご連絡ください。 
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② Ｋａｍｉｋｏの個別指導   

１） 一斉指導講座などと合わせて受講することもできます。 

２） １授業は５５分です。全教科・全科目に対応しています。 

３） 効果的な学習をするために、個別指導のみをお申し込みの方は、８授業以上の受講をお願いしています。 

４） 人気講師の場合、１対１での受講を希望されても、１対２での受講をお願いする場合があります。 

□ 高１生・高２生・高３生・高卒生 ＜全校舎で受講できます＞  

８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業 ４４授業 ４８授業

１対１ ¥32,400 ¥48,600 ¥64,800 ¥81,000 ¥97,200 ¥113,400 ¥129,600 ¥145,800 ¥162,000 ¥178,200 ¥194,400

１対２ ¥28,080 ¥42,120 ¥56,160 ¥70,200 ¥84,240 ¥98,280 ¥112,320 ¥126,360 ¥140,400 ¥154,440 ¥168,480

１対３ ¥23,760 ¥35,640 ¥47,520 ¥59,400 ¥71,280 ¥83,160 ¥95,040 ¥106,920 ¥118,800 ¥130,680 ¥142,560

５２授業 ５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業 ７２授業 ７６授業 ８０授業 ８４授業 ・・・

１対１ ¥210,600 ¥226,800 ¥243,000 ¥259,200 ¥275,400 ¥291,600 ¥307,800 ¥324,000 ¥340,200 ・・・

１対２ ¥182,520 ¥196,560 ¥210,600 ¥224,640 ¥238,680 ¥252,720 ¥266,760 ¥280,800 ¥294,840 ・・・

１対３ ¥154,440 ¥166,320 ¥178,200 ¥190,080 ¥201,960 ¥213,840 ¥225,720 ¥237,600 ¥249,480 ・・・

４授業追加ごと

+ \16,200

+ \14,040

+ \11,880  
 

★ プレミアム面談 

Ｋａｍｉｋｏでは、生徒さんの自立学習のサポートのために「プレミアム面談」を行っています。  

第１志望校の合格に必要な受験科目それぞれの学習量を逆算し、年間スケジュールを作成します。その年間スケジュールが着実に実行されるように、12/22～1/6の

期間で３０分間の面談を２回実施します。この面談では、1週間の学習計画を見直したり、学習が定着しているのかどうかを確認します。日々の学習を通して学力を積み

上げ、目標達成のサポートをしていきます。 

（通常期にプレミアムコースを申し込みされている生徒さんは自動申込となります。￥８，１００の特別ルール適用者は￥４，０５０となります。） 

料金 ： ￥８，１００ （２回） 

※申し込みを希望される方は校舎までご連絡ください。 
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③ 映像授業 （単科講座／パックコース） 

１） 市進ウイングネット講座は木更津駅前校・君津駅前校・館山校・鴨川校で受講可能です。河合塾サテライト講座は銚子校で受講可能です。 

２） 市進ウイングネット講座、河合塾サテライト講座は１講座からお申し込みいただけます。講座内容は同封されているパンフレットをご参照下さい。 

３） 市進ウイングネット講座、河合塾サテライト講座は、いつでも好きな日時で受講することができます。お申し込み後、面談担当者と相談の上受講日時を決定します。 

４） 市進ウイングネット講座、河合塾サテライト授業は２０１８年２月末まで繰り返し受講が可能です。 

単科講座 

¥15,120 ¥30,240

＜河合塾＞

高１・２・３生・既卒生
※学年にかかわらず

４５分×１０回　　　\19,440
４５分×２０回　　　\38.880
４５分×３０回　　　\58,320

高１生・高２生

高３生・既卒生

＜市進ウイングネット＞

４～５回完結講座 ８～１０回完結講座

¥12,960 ¥25,920

 

パックコース 

単科講座を４講座以上お申込みの場合、合計金額が２０％引きとなるお得な制度がございます。現在の学習状況や志望校に合わせて、同封されているパンフレット

の中から最適な講座をお選びください。また、講座の選択でお困りの際は面談担当者までご相談ください。 

 

★ プレミアム面談 

Ｋａｍｉｋｏでは、生徒さんの自立学習のサポートのために「プレミアム面談」を行っています。  

第１志望校の合格に必要な受験科目それぞれの学習量を逆算し、年間スケジュールを作成します。その年間スケジュールが着実に実行されるように、12/22～1/6の

期間で３０分間の面談を２回実施します。この面談では、1週間の学習計画を見直したり、学習が定着しているのかどうかを確認します。日々の学習を通して学力を積み

上げ、目標達成のサポートをしていきます。 

（通常期にプレミアムコースを申し込みされている生徒さんは自動申込となります。￥８，１００の特別ルール適用者は￥４，０５０となります。） 

料金 ： ￥８，１００ （２回） 

※申し込みを希望される方は校舎までご連絡ください。 
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Ｋａｍｉｋｏ 千葉・東京・神奈川に４２のネットワーク 「親身の指導」「確かな実績」 

君津校本部 君津市常代3-1-3 カルチャー教室 君津市外箕輪1-23-16

土気校 千葉市緑区土気町1731-96 人見校 君津市人見4-3-30

若宮校 市原市若宮3-3-13 久留里校 君津市久留里市場５２６－４

辰巳台校 市原市辰巳台東4-2-28 青堀校 富津市二間塚1997-9

郡本校 市原市郡本1-432 大貫校 富津市千種新田368-4

ＡＬＳ国分寺台校 市原市南国分寺台4-2-5 天羽校 富津市海良130

光風台校 市原市中高根1168-7 鋸南校 安房郡鋸南町下佐久間3611-2

上総牛久校 市原市牛久912-4 富浦校 南房総市富浦町原岡字町29-1

青葉台校 市原市姉崎3220-1 白浜校 南房総市白浜町白浜2813

有秋台校 市原市有秋台東2-3-2F 千倉校 南房総市千倉町北朝夷212

ＡＬＳ長浦校 袖ヶ浦市長浦駅前3-4-2 館山校 館山市北条2181

長浦校 袖ヶ浦市蔵波台5-8-1 鴨川校 鴨川市横渚297-1 ｱﾄﾘｵﾝZAMA2F

袖ヶ浦校 袖ヶ浦市神納1-18-1 安国寺 寺子屋教室 鴨川市北風原９１１

横田校 袖ヶ浦市横田230 多聞寺 菩薩塾 鴨川市浜荻１１４５

岩根校 木更津市高砂2-2-8 四街道校 四街道市四街道字三角1550-13 荒川ビル２Ｆ

清川校 木更津市清川1-14-15 ＡＬＳ佐倉校 佐倉市鏑木町1-7-17

馬来田校 木更津市真里113-6 ＡＬＳ東金校 東金市東岩崎3-6

木更津駅前校 木更津市木更津2-1-1 八日市場校 千葉県匝瑳市八日市場イ79-4

請西校 木更津市請西2-5-24 銚子校 銚子市西芝町3-4　NOBビル2階

大久保校 木更津市大久保659-1 川崎大師校 川崎市川崎区大師駅前2-12-15 ウエストコート川崎大師103

君津駅前校 君津市東坂田2-7-1 東京羽田校 東京都大田区羽田3-15-11

http://www.kamiko-gakuin.co.jp/ 

神子学院 総合受付ダイヤル ０１２０－３３８－８０７ （通話料無料） 

お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

http://www.kamiko-gakuin.co.jp/

