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Ｋａｍｉｋｏ高校部 ２０１８ 夏期号 
 

 

 

 

 

□ 夏期『直前』講習会 □ 
７月９日（月）～２２日（日）の１４日間です。 

この期間は通常授業がありますが、学校の定期考査が終わってから、夏休みが始まるまでの２週間、先行して夏期講習を受講することが可能です。 

（個別指導や映像授業に限ります） 

 

□ 夏期講習会 □ 
７月２３日（月）～８月３１日（金）が夏期講習会です。この期間は通常授業はありません。 

 

□ ９月通常授業 □ 
９月７日（金）よりスタートです。 

 

パンフレット内に記載されている金額は税込金額となっております。 
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Ｋａｍｉｋｏの夏期『直前』講習会  
夏期講習会は７月２３日から開始します。ですが、定期考査が７月上旬に終わりますと採点や成績処理などで学校をお休みにしたり半日授業にしたりする高校が多いようです。その期間、ダラダラと過ごすの

はもったいない！！ 特に高３生は７月の定期考査が終わったら気持ちを切り替えて一気に受験モードに突入しましょう。そしてライバルたちに差をつけてしまいましょう。 

①  夏期『直前』映像授業 

□ 「先取り」学習講座 ＜木更津駅前校・君津駅前校・館山校・鴨川校・青堀校・長浦校・四街道校・土気校・横田校・鋸南校・君津校・馬来田校・銚子校・八日市場校で受講できます。＞ 

大学入試対策を始めるのにあたり欠かせないことは大学入試の出題範囲全てを学習し終えておくことです。多くの高校の学習進度では１２月になってようやく終わる予定となっています。一方で、９月以降に実施される模擬試験の範

囲は大学受験の出題範囲の全てとされています。志望校合格を目指す現役の受験生にとって、着実に成績を伸ばすためには先取り学習は欠かせません。 

料金 ¥10,800 料金 ¥10,800 料金 ¥10,800

講座番号 ＢＷＨＭ 講座番号 ＢＷＨＲ 講座番号 ＢＷＨＬ

先取り「数学」 先取り「理科」 先取り「社会」

講座詳細

先取り「数学」
先取り「理科」
先取り「社会」

数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ・数学Ⅲの全単元を学習できます。
化学基礎・化学・物理基礎・物理・生物基礎・生物・地学基礎の全単元を学習できます。

日本史Ｂ・世界史Ｂ・地理Ｂ・政治経済・倫理・現代社会の全単元を学習できます。  

□ 基礎徹底鍛錬講座 ＜木更津駅前校・君津駅前校・館山校・鴨川校・青堀校・長浦校・四街道校・土気校・横田校・鋸南校・君津校・馬来田校・銚子校・八日市場校で受講できます。＞ 

受験勉強に欠かせない「基礎力」。実際、本格的に受験勉強を始めると「基礎」の部分に立ち返って学習する時間はなかなか取れないものです。この時期に「短期集中」で基礎から復習をしてしまいましょう。 

講座内容 講座内容

料金 ¥10,800 料金 ¥10,800

講座内容 講座内容

料金 ¥10,800 料金 ¥10,800

講座内容 講座内容

料金 ¥10,800 料金 ¥10,800

講座番号 ＮＧＥ３講座番号 ＮＧＥ２

講座番号 ＮＧＭ３

講座番号 ＮＧＭ５

重要英文法を”短期集中”で基礎から学び
なおし、英文法の基礎を完成させたい生徒
を対象としています。

数学Ⅰ・Ａの基礎を短期集中で学習し、セ
ンター数学Ⅰ・Ａで８０点以上をとるための
土台を築きたい生徒を対象としています。

講座番号 ＮＧＭ４

重要英文法の基礎

センター数学Ⅰ・Ａの基礎

センター数学Ⅱ・Ｂ 基礎

重要英語構文の基礎

数学Ⅱ・Ｂの基礎を短期集中で学習し、セン
ター数学Ⅱ・Ｂで８０点以上をとるための土台を
築きたい生徒を対象としています。

重要英語構文を”短期集中”で基礎から学
びなおし、英文読解・英作文のための基礎
を完成させたい生徒を対象としています。

数学Ⅱ・Ｂが苦手で、教科書の例題レベル
の基礎からセンター数学Ⅱ・Ｂを対策した
い生徒を対象としています。

数Ⅲの「極限」「微分」「積分」の計算力を万
全にしたい生徒を対象としています。

センター数学Ⅱ・Ｂ 基礎の基礎

数Ⅲの基礎
講座番号 ＮＧＭ６
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②  夏期『直前』個別授業                          ※夏期『直前』個別授業は４授業からお申込みできます。 

Ｋａｍｉｋｏの個別指導は必要な分だけ受講でき受講科目も指定できます。各科目のエキスパートがみなさんの苦手な単元や目標に合わせた独自のカリキュラムで指導してくれます。また、先生とのマンツーマンなので分からな

いところや気になるところをその場で解決することができます。 

１） １授業は５５分です。全教科・全科目対応できます。 ２） 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＞  

４授業 ８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ・・・

１対１ ¥16,200 ¥32,400 ¥48,600 ¥64,800 ¥81,000 ¥97,200 ¥113,400 ・・・

１対２ ¥14,040 ¥28,080 ¥42,120 ¥56,160 ¥70,200 ¥84,240 ¥98,280 ・・・

１対３ ¥11,880 ¥23,760 ¥35,640 ¥47,520 ¥59,400 ¥71,280 ¥83,160 ・・・

１対１ ¥17,280 ¥34,560 ¥51,840 ¥69,120 ¥86,400 ¥103,680 ¥120,960 ・・・

１対２ ¥15,120 ¥30,240 ¥45,360 ¥60,480 ¥75,600 ¥90,720 ¥105,840 ・・・

１対３ ¥12,960 ¥25,920 ¥38,880 ¥51,840 ¥64,800 ¥77,760 ¥90,720 ・・・

高３生・高卒生

+ \17,280

+ \15,120

+ \12,960

４授業追加ごと

+ \16,200

+ \14,040

+ \11,880

高１・２生

 

 

③  夏期『直前』一斉授業 

高３生の受験生対象の講座です。短期集中型で受験に必要な知識を定着させます。是非参加して志望校合格に向けての第一歩を踏み出しましょう！ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

館山校 B30

夏期直前講習

お前ら！
絶対に覚えろ！

無機化学

¥12,960
7/13, 20

15:00～18:00

安房高校ではまだ無機化学をやっていない！これはハッキリ言ってヤバいです！ですの

で、７月１３日（金）、２０日（金）の１５：００～１８：００で無機化学をすべて終わらせます！授
業中に暗記する時間をつくります。みんなで競争しながら暗記するので、緊張感のある中、

集中して確実に暗記できますよ。  
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Ｋａｍｉｋｏの夏期講習会  
まとまった勉強時間を確保できるのはこの夏休みだけ。この夏の過ごし方で９月以降の成績が全く違います。Ｋａｍｉｋｏの夏期講習会にはみなさんの都合や目標に合わせた多く

の講座があります。成績の向上や志望校合格のために、Ｋａｍｉｋｏで苦手科目の克服と得意科目の飛躍につなげましょう。夏期講習に関する不安、質問などございましたら、Ｋａ

ｍｉｋｏの先生にお気軽にご相談ください。 

 

①  Ｋａｍｉｋｏの一斉指導講座 

Ｋａｍｉｋｏの一斉指導の先生は全員が成績上昇のエキスパートです。基礎から応用まで様々な知識を効率よく学べることがみなさんの成績上昇へ導く最大のポイント。また、 

Ｋａｍｉｋｏの一斉指導は少人数制（上限２０人）なので、分からないところはすぐに聞くことができます。この夏、苦手科目の克服、得意科目の得点力強化のために、Ｋａｍｉｋｏの

一斉指導講座を受講しましょう。 

 

②  Ｋａｍｉｋｏの個別指導 

Ｋａｍｉｋｏの個別指導は必要な分だけ受講でき、受講教科・科目も指定できます。各科目のエキスパートがみなさんの苦手な単元や目標に合わせた独自のカリキュラムで指導

してくれます。また、先生とのマンツーマンなので、分からないところや気になるところをその場で解決することができます。この夏の目標達成のために、Ｋａｍｉｋｏの個別指導を

受講しましょう。 

 

③  映像授業（単科講座／パックコース） 

Ｋａｍｉｋｏでは市進ウイングネット及び河合塾サテライトを設置しています。自分の都合に合わせて受講日時を決めることができることが多くの受講生から大好評です。授業の内

容が良いのはもちろん、授業を一時停止させて黒板をゆっくり写すこともでき、聞き逃したところは再度見直すこともできます。  



 5 

夏期特別講座 第１弾 『夏期宿泊合宿 天下分け目の大決戦』 
『Ｋａｍｉｋｏの夏期合宿』！！この合宿を経験した多数の先輩たちが難関大学に合格しています！ 

密度の高い２日間で実力はもちろん、受験生としての精神力も養われます。この機会に是非ご参加ください。 

  

日時 ８月１２日（日） ９：００～１９：００    ８月１３日（月）  ９：００～１９：００  （２日間） 

費用 宿泊プラン ￥２５，９２０－        通学プラン ￥１８，９００－  

宿泊場所 ハミルトンホテル上総  住所：君津市中野４丁目６−２８    ＴＥＬ：０４３９‐５４‐３０３０ 

授業を行う校舎 神子学院 木更津駅前校      住所：千葉県木更津市木更津２-１-１   ＴＥＬ：０４３８-２２-６７８１ 

内容 

□ 『英語・数学・国語』の３教科に的をしぼって一気に学習します。 

英語：文法・語法、数学：二次関数・確率、国語：古文読解 

各科目のエキスパートが入試で最重要なポイントを伝授していきます。 

上記の範囲以外も各科目のエキスパートが常にいますので質問、相談ができます。 

入試に必要なポイントがわかるので、秋以降の勉強も自信を持って続けることができます。   

※内容は変更になる場合があります。  

その他 

・ ２日間のお申し込みになります。どちらか１日だけの参加はできません。 

・ この特別講座のみの参加はできません。 

・ この２日間は一斉指導、個別指導の授業がありませんので安心してご参加ください。 

・ 各種割引の適用外です。ご注意ください。 
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夏期特別講座第２弾 『ＡＯ入試 公募推薦対策 個別指導』 
神子学院だからできる、志望校に１００％合った内容。 これで第一志望に合格しよう！ 

コース 
講座コード Ｘ０１ 『千葉大学 教育学部 小学校教員養成課程 ＡＯ対策講座』 

講座コード Ｘ０２ 『国公立大学 私立大学 ＡＯ入試／公募推薦 対策講座』 

１日 ５５分×２授業 × ４日間 

１日 ５５分×２授業 × ４日間 

開催校舎 全校舎 

費用 ￥３４，５６０－ 

内容 

□ 講座コード Ｘ０１ 『千葉大学 教育学部 小学校教員養成課程 ＡＯ対策講座』  

・過去問および予想問題を解き、入試本番で慌てずに自信をもって臨めるだけの実力を養成します。 

□ 講座コード Ｘ０２ 『国公立大学 私立大学 ＡＯ入試 ／ 公募推薦 対策講座』  

・志望校に合わせて志願理由書、出題される問題や面接を神子学院の講師が研究し、それに合った指導を行います。 

目標 
ＡＯ入試もしくは公募推薦で合格できる力を身につけることが目的です。 

一般入試の勉強をしながら、こちらの授業を受講することもできます。 

合格者からの 

メッセージ 

千葉大学 教育学部合格 安井麻里奈さん （安房高校出身） 

ＡＯ入試では学科だけでなく面接や専門適性検査などの試験も課せられているので、どんな対策をしていいかわからず不安でいっぱいでした。しか

し神子学院の先生は私に合った多くの対策をしてくれたので、自信をもって試験に挑むことができました。私が第一志望の千葉大学にＡＯ入試で合

格することができたのは神子学院のおかげです。本当にありがとうございました。 

その他 
１）お子様の志望校に合わせて、カリキュラムをつくります。 

２）提出書類チェック・面接練習なども行います。 
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夏期特別講座第３弾 『公務員試験対策講座』 
神子学院では公務員試験対策として『特別講座』を開催します。 

国家公務員一般職（高卒）, 地方初級, 警察官, 消防官等を目指している方に最適なカリキュラムで、高１～高卒生まで対応しています。 

毎年数多くの受験生がこの特別講座を受けて１次試験を突破しています！！確実にレベルを高めたいと考えている方にお薦めです。なお、定員がありますのでお早目にお申し

込み下さい。 

 

 
＜君津駅前校＞ 

    

 
講座番号 Y01 公務員試験における的中率の高い問題や「予想問題」を通じて試験直前期に必

要な知識を確認していく集中特訓コースです。このパワーアップ講座を受講すれ

ば万全の態勢で試験に臨む事が出来ますよ。また、短期間で一気に合格レベル

迄実力を上げたい方にも最適なこの夏一番の講座です。 

 
公務員試験対策 パワーアップ講座 

 
日程 8/12，13，14，15，16，17 

 
時間 12：00～15：50 （50 分×4） 

 
受講料 ￥49,980- 

    

 
＜館山校＞ 

    

 
講座番号 Y02 公務員試験における的中率の高い問題や「予想問題」を通じて試験直前期に必

要な知識を確認していく集中特訓コースです。このパワーアップ講座を受講すれ

ば万全の態勢で試験に臨む事が出来ますよ。また、短期間で一気に合格レベル

迄実力を上げたい方にも最適なこの夏一番の講座です。 

 
公務員試験対策 パワーアップ講座 

 
日程 8/12，13，14，15，16，17 

 
時間 17：30～21：20 （50 分×4） 

 
受講料 ￥49,980- 
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Ｋａｍｉｋｏの講師紹介  この夏、みなさんを強力にバックアップする講師陣からのメッセージです 

磯村
い そ む ら

　聡
さとし

加藤
か と う

　健司
け ん じ

銚子校と八日市場校で主に英語、数学を教えています、皆さん、この夏の計画はきちんと立てられていますか。入試は

いわば情報戦です。ホームページやオープンキャンパス等でしっかりと志望校の受験情報を把握し、計画を立てて実

行していきましょう、皆さんの実力アップと、合格に全力でサポートしていきたいと思います。

１，２年生はこの夏休みを使ってしっかり復習・予習をして次につながるようにしましょう。

来年・再来年の学習計画に確実に響きます。

３年生はここが踏ん張りどころです。悔いを残さないよう、計画的に受験勉強に取り組みましょう。

神子
か み こ

　大
だ い

那
な

川上
か わ か み

　喬弘
た か ひ ろ

学生の頃もっと勉強をしておけばよかった、と沢山の大人が言います。勉強しないといけないと分かっていてもなかなか

行動に移せないかもしれません。ですがこの夏頑張ってみて下さい。将来あの時頑張っておいてよかったと思える日が

来ると思います。まずは塾に来ること、そうすれば集中して勉強できますよ。

夏休みを有意義に過ごせるかが受験生にとってとても大切になります。プレミアム面談などを有効に活用し、無理のな

い計画を立て、夏休みを過ごして下さい。１・２年生は、まずオープンキャンパスに積極的に参加しましょう！興味の持

てるものが見つかるかもしれません。あと、復習も忘れずに！

黒野
く ろ の

　弘嗣
ひ ろ つ ぐ

高橋
た か は し

　敦子
あ つ こ

夏休み中に何をどこまで身につけたいのか、そのためにどのように取り組んでいくのかを、具体的に決めて実行して下

さい。授業を受けただけで分かった気にならないように、必ず復習・確認の機会を設けることが重要です。常に自分自

身にチェックテストを行い、「分かる」を「できる」状態にしていけば、自然と「自信」がついてきます。特に３年生は、毎日

自習室をフル活用しながら、「死ぬ気」ではなく「殺す気」で受験勉強に取り組みましょう！

夏はあれこれ欲張りましょう。あれば、学校の補習や塾の補習、講習、模試受験など積極的に活用しましょう。苦手分

野に絞った薄い問題集を何冊か仕上げてみるのもいいでしょう。高３生は新しいものには手を出さず、手元にある教材

を完璧にすることです。受験情報の収集もお忘れなく。応援しています。

竹澤
た け ざ わ

　雅
ま さ

人
と

辻
つ じ

　優輝
ゆ う き

我武者羅に遮二無二学習しさえすれば意外と実力は上がるものなんです!!

そうは言っても、もちろん大変なんですが・・・、でも、そんな時こそ力になるのはkamikoです!!

さあ、一緒に頑張りましょう。

受験は学力、体力、精神力の三本柱。この３つを夏休みのうちにしっかりと鍛えておいてください。夏に鍛えた力は冬に

なれば効果が出てきます。一度きりの人生、一度きりの高校生活。今しかできないことは今やりましょう。

鳥海
と り う み

　崇
た か

紘
ひ ろ

永田
な が た

　司郎
し ろ う

学校が夏休みのため長期休暇になるので、他の生徒と学力面での差をつけるには夏休みは大きなチャンス
です。夏休みが終わってから、『もっと勉強をしておけば』と後悔することがないように一緒に頑張っていきま
しょう。

国公立志望者でよくやってしまう過ちは、夏休みに５教科満遍なく勉強しようとすることです。すると１教科にあてられる

時間は限られ、どの教科も中途半端に終わってしまうということがよくあるのです。国公立志望者でも文系なら、英・国・

社の３教科、理系なら英・数・理の３教科に絞り込んで、この夏休みは１教科に多くの時間を割き、基本の復習に時間を

あててください。受験生なら１日最低１１時間は勉強しましょうね。努力すれば１６時間勉強できますよ！

早川
は や か わ

　勇
いさむ

吉田
よ し だ

　浩明
ひ ろ あ き

夏休みはとにかく勉強！暇な時間があったら勉強！不安を感じているならなおさら勉強です！

今になってよく思いますが勉強は本当に無駄になりません。やった分だけ報われる可能性が高い分野だと思います。

自分も学生時代にもっと勉強しておけばよかったと心底思っています。大変なのは皆同じですから、まずはやれること

をきちんとやってみましょう。

生徒さんたちと、一緒に数学をやっているとき、無上の幸せを感じています。とりわけ、数学を分かってくれた時、顔が輝

いていくのがとてもとてもうれしいです。そんなうれしい、無上の時間をもっともっと味わっていきたい、です。少しの患難

を乗り越えて、無上の喜びを一緒に堪能していきましょう。
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①  Ｋａｍｉｋｏの一斉指導講座 ＜木更津駅前校 ・ 館山校 ・ 銚子校＞ 

１） 一斉指導講座を複数受講していただき料金が、高１生は￥５１，８４０、高２生は￥５１，８４０、高３生・高卒生は￥１０３，６８０を超える場合は、それ以上の料金は頂きません。 

２） ウイングネットの夏期映像授業を２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） 複数校舎にまたがって受講することもできます。 

４） 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。 

５） 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夏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￥４，０００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。 

 

＜高校１年生－木更津駅前校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

A11 高１ 英語 ¥25,920
7/23, 28, 30,

8/3, 7, 11, 18, 21, 24, 27
19:00～20:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
英文法の１学期に学習した時制の復習と、２学期以降の予習をします。
英語の基本は単語と英文法です。今のうちから基礎を固めて得意科目にしましょう。

A12 高1 数学 ¥25,920
7/24, 27, 29,

8/4, 6, 10, 17, 20, 25, 28
19:00～20:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。まずは「スタートテスト」で弱点を把握し、

基礎の総復習をします。しっかりと復習ができているか「チェックテスト」や「ゴールテスト」も
行います。また先取りも行い２学期の予習も行います。

A13 高1 国語 ¥25,920
7/23, 28, 30,

8/3, 7, 11, 18, 21, 24, 27
20:20～21:30

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
現代文は読解問題を通して文章の読み方・問題の解き方を身に着けます。
古典は２学期以降の予習として助動詞の学習を進めます。

A14 君高１ 英語 ¥25,920

7/24, 28, 29,
8/1, 6, 10, 20, 24, 27, 30

20:20～21:30
(8/30は君津駅前校で実施)

２学期の予習範囲と１学期の総復習を行います。加えて、ターゲット１２００の単語テストを
毎回実施しますので、足りない単語力や熟語力を補っていきましょう。

A15 君高１ 数学 ¥25,920

7/24, 28, 29,
8/1, 6, 10, 20, 24, 27, 30

19:00～20:10
(8/30は君津駅前校で実施)

この講座は予習と復習の二本立てです。予習は、１学期同様、教科書や学校のワークを
扱って進めていきます。復習は、既習範囲で入試に頻出な基本的な典型問題などを扱って
進めていきます。

木
更
津
駅
前
校
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＜高校１年生－館山校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

B11 高１ 英語 ¥25,920
7/23, 27, 30,

8/2, 6, 10, 18, 21, 25, 29
19:10～20:20

１学期に学習した文法事項の復習及び２学期の予習を行います。通常英語を受講している
生徒は必ず受講して下さい。

B12 高1 数学 ¥25,920
7/24, 28,

8/1, 3, 7, 11, 19, 23, 27, 30
19:10～20:20

第３回考査に向けて数学IAの予習を行います。
通常の一斉授業で数学I、数学Aを受講している生徒は必ず受講してください。

B13 高1 国語 ¥25,920
7/23, 27, 30,

8/2, 6, 10, 18, 21, 25, 29
20:30～21:40

動詞・形容詞・形容動詞の活用の復習及び助動詞の活用の予習を行います。通常国語を
受講している生徒は必ず受講して下さい。

館
山
校

 

 

＜高校１年生－銚子校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

銚
子
校

C11 高１ おやま数学 ¥25,920
7/24, 27, 31,

8/3, 6, 9, 18, 21, 24, 31
16:00～17:10

ウィングネットの映像授業と永田先生の個別指導によるWティーチャ―制です。まず１学期

の復習を行い、８月末の河合塾模試の対策を行います。また先取りも行い２学期の予習を

行います。
 

 

＜高校２年生－木更津駅前校①＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

A21 高２ 英語 ¥25,920
7/23, 28, 30,

8/3, 7, 11, 18, 21, 24, 27
19:00～20:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
文法・重要構文について学習します。
随時課題を出しながら抜けのないようにチェックしていきます。

A22 高２ 数学 ¥25,920
7/24, 27, 29,

8/4, 6, 10, 17, 20, 25, 28
19:00～20:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。まずは「スタートテスト」で弱点を把握し、
基礎の総復習をします。しっかりと復習ができているか「チェックテスト」や「ゴールテスト」も
行います。また先取りも行い２学期の予習も行います。

A23 高２　国語 ¥25,920
7/23, 28, 30,

8/3, 7, 11, 18, 21, 24, 27
20:20～21:30

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
現代文は読解問題を通して文章の読み方・問題の解き方を身に着けます。
古典は助詞の確認・識別問題を主に扱います。

木
更
津
駅
前
校
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＜高校２年生－木更津駅前校②＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

A24 君高２ 英語 ¥25,920

7/24, 28, 29,

8/1, 6, 10, 20, 24, 27, 30

20:20～21:30

(8/30は君津駅前校で実施)

２学期の予習範囲と１学期の総復習を行います。加えて、ターゲット１９００の単語テストを

毎回実施しますので、足りない単語力を一気に補っていきましょう。

A25 君高２ 数学 ¥25,920

7/24, 28, 29,

8/1, 6, 10, 20, 24, 27, 30

19:00～20:10

(8/30は君津駅前校で実施)

この講座は予習と復習の二本立てです。予習は、１学期同様、教科書や学校のワークを

扱って進めていきます。復習は、既習範囲で入試に頻出な基本的な典型問題などを扱って

進めていきます。

木
更
津
駅
前
校

 

＜高校２年生－館山校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

B21 高２ 英語 ¥25,920
7/23, 27, 30,

8/2, 6, 10, 18, 21, 25, 29
19:10～20:20

第３回考査に向けてCE、英語表現の予習を行います。

通常の一斉授業で英語を受講している生徒は必ず受講してください。

B22 高２ 数学 ¥25,920
7/23, 27, 30,

8/2, 6, 10, 18, 21, 25, 29
20:30～21:40

第３回考査に向けて数学IIBの予習を行います。

通常の一斉授業で数学II、数学Bを受講している生徒は必ず受講してください。

B23 高２ 国語 ¥25,920
7/24, 28,

8/1, 3, 7, 11, 19, 23, 27, 30
19:10～20:20

助動詞の活用の復習及び古文単語を覚えながら平易な読解問題にも挑戦します。通常国

語を受講している生徒は必ず受講して下さい。

B24 高２ 化学生物 ¥25,920
7/24, 28,

8/1, 3, 7, 11, 19, 23, 27, 30
20:30～21:40

定期考査に向けて予習を行います。
通常の化学・生物を受講している生徒は必ず受講してください。

館
山
校

 

＜高校２年生－銚子校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

C21 高２ おやま英語 ¥25,920
7/24, 29,

8/1, 3, 6, 9, 18, 24, 29, 31
17:15～18:25

各回において英文法、長文、英作文のバランスを取りながら１０コマ実施します。学校の授

業の振り返り、各種模試対策になるよう『よく出題される』かつ『？？？のまま放置しが

ち．．．』なポイントに絞った、夏期だからこそできる！内容の濃い１０コマです。

C22 高２ おやま数学 ¥25,920
7/24, 27, 31,

8/3, 6, 9, 18, 21, 24, 31
16:00～17:10

ウィングネットの映像授業と永田先生の個別指導によるWティーチャ―制です。ウィングネッ

ト『合宿４０センター数学ⅠＡの基礎』講座を使って高１の復習を行い、８月末の河合塾模試

対策を行います。また先取りも行い２学期の予習を行います。

銚
子
校
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＜高校３年生・高卒生－木更津駅前校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

A31 高３ 受験英語 ¥25,920
7/26, 27, 29,

8/1, 5, 8, 9, 17, 22, 23
9:00～10:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。

各生徒さんの状態に合わせて何をするか話し合って決めていきます。

レベルに合わせた入試過去問も課題として出しますので、しっかり取り組みましょう。

A32 高３ 受験数学 ¥25,920
7/24, 28, 31,

8/3, 6, 10, 18, 20, 21, 24
9:00～10:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。センター試験、２次試験の土台となる基
礎を完成させます。「スタートテスト」で弱点を把握し、苦手な分野の演習を行います。

「チェックテスト」や「ゴールテスト」も行います。まだ未学習の分野がある生徒は先取りも行
います。

A33 高３ 受験国語 ¥25,920
7/26, 27, 29,

8/1, 5, 8, 9, 17, 22, 23
10:20～11:30

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
各生徒さんの状態に合わせて何をするか話し合って決めていきます。

レベルに合わせた入試過去問も課題として出しますので、しっかり取り組みましょう。

A34 高３ 受験理科 ¥25,920
7/24, 28, 31,

8/3, 6, 10, 18, 20, 21, 24
10:20～11:30

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。センター試験、２次試験の土台となる基
礎を完成させます。「スタートテスト」で弱点を把握し、苦手な分野の演習を行います。

「チェックテスト」や「ゴールテスト」も行います。まだ未学習の分野がある生徒は先取りも行

います。

A35 高３ 受験社会 ¥25,920

7/26, 28, 29,
8/1, 4, 8, 11, 22, 24, ※29

14:40～15:50
※8/29は18:00～19:10

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
過去にこの教材を使った先輩たちは、センターで8～9割の好成績を叩き出しています。

時間を使ってしまいがちな科目でもあるので、映像でペースをつかみましょう。

A36 高３ 英文法 ¥25,920

7/23, 24, 26, 27, 29, 30,
8/2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 21,

22,  23, 24, 27
16:00～16:30

通常の一斉指導です。

英文法に不安のある生徒さんはもちろん、夏休み中に継続的に塾に来る自信のない生徒さ
んは是非受講してください。英文法の過去問を使って重要項目を総ざらいします。

A37 君高３ 英文解釈 ¥25,920

7/23, 28, 31,
8/5, 7, 11, 20, 24, ※25, 27

13:00～14:10
※8/25は16:40～17:50

長文読解をしていく際に必要な解釈の技術を伝授します。ジャンル別に区切った短文を分
解しながら、正確に訳す訓練をしていきます。加えて、ターゲット１４００の単語テストを毎回

実施しますので、語彙力も徹底して鍛え上げましょう。

A38 君高３ 受験数学ⅠA ¥25,920
7/25, 27,

8/2, 3, 6, 10, 18, 21, 23, 25
13:00～14:10

この講座は基本的事項や典型問題の確認を行っていきます。この講座を通じて、数学ⅠＡ

の土台を固め、夏休み以降、過去問題など実践的な問題を扱えるようにすることが目標で

す。数学ⅠＡを受験する人は受講して下さい。

A39 君高３ 受験数学ⅡB ¥25,920
7/25, 27,

8/2, 3, 6, 10, 18, 21, 23, 25
14:20～15:30

この講座は基本的事項や典型問題の確認を行っていきます。この講座を通じて、数学ⅡＢ

の土台を固め、夏休み以降、過去問題など実践的な問題を扱えるようにすることが目標で
す。数学ⅡＢを受験する人は受講して下さい。

A40 君高３ 現代文 ¥25,920

7/24, 28, 29,
8/1, 6, 10, 20, 24, 27, 30

18:00～19:10
(8/30は君津駅前校で実施)

センター試験・私大の入試問題を中心に、読み解き方の技術を伝授します。その選択肢が
正解である理由と、残りが不正解である理由を説明できるレベルに到達するように、文中か

ら根拠を探す訓練をおこなっていきます。

A41 君高３ 古典 ¥25,920
7/23, 27, 31,

8/2, 5, 7, 11, 20, 24, 27
16:40～17:50

センター試験・私大の入試問題を中心に、読み解き方の技術を伝授します。古典文法に加

えて、古文単語や古文常識の基礎知識もどんどん吸収していきましょう。

木
更
津
駅
前
校
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＜高校３年生・高卒生－館山校＞ 

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

B31 高３ 英文法 ¥25,920
 7/24, 27, 29            15:40～16:50
 8/4, 6, 9, 18, 21, 24   9:00～10:10
 8 /25                     13:00～14:10

英文法の総復習を行います。数多くの問題を解いて知識を定着させましょう。
入試英文法は多くの問題に取り組み、一つでも多く覚えることで差をつけることができます。
一緒にがんばりましょう。

B32 高３ 英文解釈 ¥25,920
 7/24, 27, 29           17:00～18:10
 8/4, 6, 9, 18, 21, 24　10:20～11:30
 8/25                     14:20～15:30

長文読解の軸となる英文解釈を徹底的に行います。
難易度の高い英文の構造を把握できる力をつけます。

B33 高３ 受験数学ⅠA ¥25,920
7/23, 26, 30,

8/2, 8, 11, 17, 20, 23, 27
17:10～18:20

この夏休みは、センター試験に照準を合わせ、問題演習を行います。

B34 高３ 受験数学ⅡB ¥25,920

7/23, 26, 30,
15:40～16:50

8/2, 8, 11, 17, 20, 23, 27
9:50～11:00

この夏休みは、センター試験に照準を合わせ、問題演習を行います。

B35 高３ 受験数学Ⅲ ¥25,920

7/24, 29,
19:10～20:20

8/3, 5, 7, 10, 18, 21, 24, 30
17:10～18:20

計算問題を中心に取り組んでいきます。数学は計算練習の回数をいかにこなすかが重要
です。とにかく多くの問題を解くことで、計算の正確さやスピードを身につけていきましょう。
通常の数学Ⅲを受講している生徒は必ず受講してください。

B36 高３ 現代文 ¥25,920

7/25, 28,
17:50～19:00

8/3, 5, 7, 10, ※18, 22, 25, 28
10:20～11:30　※8/18は14:20～15:30

記述式及びマーク式問題の演習を行います。受験で現代文を使用する見込みのある生徒
は受講して下さい。

B37 高３ 古文 ¥25,920

7/25, 28,
16:30～17:40

8/3, 5, 7, 10, ※18, 22, 25, 28
9:00～10:10　※8/18は13:00～14:10

記述式及びマーク式問題の演習を行います。受験で古文を使用する見込みのある生徒は
受講して下さい。

B38 高３ 漢文 ¥25,920
8/2, 5, 7, 9, 11, 18, 21, 23, 25, 27

15:50～17:00
漢文句形や語句の学習をしたうえで、記述式及びマーク式問題の演習を行います。受験で
漢文を使用する見込みのある生徒は受講して下さい。

B39 高３ 受験化学 ¥25,920

7/23, 26, 30,
14:20～15:30

8/2, 8, 11, 17, 20, 23, 27
8:30～9:40

化学基礎、化学の一通りの復習を行います。化学は有機・無機化学までやります。この講
座を受講してくれれば、夏休み中に一通りの復習をすることができて、安心ですよ！無機化
学は、必ず　『夏期直前講習　無機化学』を併用して受講して下さい。

館
山
校
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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） 夏休みは期間が長く、たくさんの学習ができます。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、１６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＞  

４授業 ８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ・・・

１対１ ¥16,200 ¥32,400 ¥48,600 ¥64,800 ¥81,000 ¥97,200 ¥113,400 ・・・

１対２ ¥14,040 ¥28,080 ¥42,120 ¥56,160 ¥70,200 ¥84,240 ¥98,280 ・・・

１対３ ¥11,880 ¥23,760 ¥35,640 ¥47,520 ¥59,400 ¥71,280 ¥83,160 ・・・

１対１ ¥17,280 ¥34,560 ¥51,840 ¥69,120 ¥86,400 ¥103,680 ¥120,960 ・・・

１対２ ¥15,120 ¥30,240 ¥45,360 ¥60,480 ¥75,600 ¥90,720 ¥105,840 ・・・

１対３ ¥12,960 ¥25,920 ¥38,880 ¥51,840 ¥64,800 ¥77,760 ¥90,720 ・・・

高３生・高卒生

+ \17,280

+ \15,120

+ \12,960

４授業追加ごと

+ \16,200

+ \14,040

+ \11,880

高１・２生

 
 

★ 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、7/23～8/31の期間で３０分間の面談を 4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、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￥８，１００となります。） 

※申し込みを希望される方は、校舎までご連絡ください。 

君津駅前校・館山校・銚子校・八日市場校 ￥16,200 （１対１で実施します。） 

木更津駅前校 ￥8,100 （１対３で実施します。） 
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②  映像授業 （単科講座／パックコース） 

１） ウイングネット講座は木更津駅前校・君津駅前校・館山校・鴨川校をはじめとして１４校舎で受講可能です。河合塾サテライト講座は銚子校で受講可能です。 

２） 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。 

単科講座 

ベーシックウイング（１ヶ月）　　　 ￥9 ,720

アドバンスウイング・学研プライムゼミ（１ユニット）　　￥9 ,720

ベーシックウイング（１ヶ月）　　　 ￥10 ,800

アドバンスウイング・学研プライムゼミ（１ユニット）　　￥10 ,800

高１・２生

高３生・高卒生

市進ウイングネット / 学研講座 河合塾サテライト講座

４５分×１０回 完結講座　　　　　￥19,440

４５分×３０回 完結講座　　　　　￥58,320

高１・２・３年生
高卒生

４５分×２０回 完結講座　　　　　￥38,880

 
 

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１０％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、7/23～8/31の期間で３０分間の面談を 4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、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￥８，１００となります。） 

※申し込みを希望される方は、校舎までご連絡ください。 

君津駅前校・館山校・銚子校・八日市場校 ￥16,200 （１対１で実施します。） 

木更津駅前校 ￥8,100 （１対３で実施します。） 
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Ｋａｍｉｋｏ 千葉県・東京都・神奈川県に４１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 千葉市緑区あすみが丘3-65-14 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 千倉校 南房総市千倉町北朝夷212

有秋台校 市原市有秋台東2-3-2F 館山校 館山市北条2181

ＡＬＳ長浦校 袖ヶ浦市長浦駅前3-4-2 鴨川校 鴨川市横渚(ﾖｺｽｶ)297-1
ｱﾄﾘｵﾝZAMA2F

長浦校 袖ヶ浦市蔵波台5-8-1 安国寺 寺子屋教室 鴨川市北風原９１１

袖ヶ浦校 袖ヶ浦市神納1-18-1 多聞寺 菩薩塾 鴨川市浜荻１１４５

横田校 袖ヶ浦市横田230 四街道校 四街道市四街道字三角1550-13
荒川ビル２Ｆ

岩根校 木更津市高砂2-2-8 佐倉校 佐倉市鏑木町（ｶﾌﾞﾗｷﾞﾏﾁ）1-7-17

清川校 木更津市清川1-14-11 東金校 東金市東岩崎3-6

馬来田校 木更津市真里113-6 八日市場校 匝瑳市八日市場イ79-4

木更津駅前校 木更津市木更津2-1-1 銚子校 銚子市西芝町3-4　NOBビル2階

請西校 木更津市請西2-5-24 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

大久保校 木更津市大久保659-1 東京羽田校 東京都大田区羽田３－１５－１１

君津駅前校 君津市東坂田1-3-7 KMビル2F  

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

Ｋａｍｉｋｏ 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。 

 


