
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。

Ｋａｍｉｋｏの一斉指導 ・ Ｋａｍｉｋｏの個別指導 ・ 映像授業 ・ プレミアム面談

Ｋａｍｉｋｏ高校部　２０１９　冬期講習会

なお高３生・高卒生は１月末日で終了となります。

２０１９・１２・２２　⇒　２０２０・１・４

□　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７日よりスタートです。

□　入試直前講習　□
入試前日までご案内できます。
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Ｋａｍｉｋｏの講師紹介　この冬、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。

高3生の皆さん『虎と見て石に立つ矢のためしあり。』という言葉があります。叢に潜んでいるのが虎だろうが兎
だろうが、獲物を仕留めたければ焦らず落ち着いて、全力を出し切りましょう。高１・高２の皆さんは、この冬に
しっかり復習しておきましょう。高３になったらやらなければならないことです。早めにやっておいて損はありま
せん。

受験生の皆さん、最後の追い込みの冬休みです。試験本番までもうあまり日数がありません。息抜きは大事で
すがスマホやテレビなど制限して下さい。試験で合格点を取れるよう、全力で頑張って下さい。あの時頑張って
良かったって思えるようにして下さい。高１・２生は習った所の復習を必ずしましょう。レベルの高い大学を志望
しているならば当然やらなければならない事です。

受験生にとってはセンター試験前まとまった時間が取れる最後の機会です。１日１日を大切にし、数多くの問題
演習を積んでいきましょう。勉強に専念するためにも、悩み事は抱え込まず、すぐに先生に相談しスッキリさせ
ましょう！
１・２年生は進路のことについてより意識を持ち、今までの復習を必ずして下さい！

英語を担当しています：■高1の生徒さんは、英文法の総復習および英文法の未習範囲を自学で進めてしまい
ましょう。未習範囲の自学は、学校の教科書をやりこみましょう。■高2の生徒さんは、単語集を一冊ものにしま
しょう。暗記が足りない範囲は冬休みの短期決戦型で覚えてしまいましょう（ユメ単赤おすすめです）。■高3・
受験生は、長文をどんどん演習しましょう(必ず時間を計りながら）。模試の問題や、長文問題集、大学過去問
など。どんな長文を読んだらいいのか分からない人は、神子の先生に聞いてみてね。

新井
アライ

　拓真
タクマ

暗記は12月いっぱいまで！過去問演習をできるだけ多くこなし、今までに蓄積してきた知識をアウトプットして
実力をつけていきましょう。頭に入れた知識を思い出せるようにするところまでが暗記です。それと同時に間違
えた問題はよく復習をしてください。この時期はとにかく演習量が全てです。最後までしっかりやりきって下さい
ね。

一般入試組のみなさん、お疲れ様です。私も一般入試でしたので皆さんの苦労は痛いほどよく分かります。
「俺、合格できるのかなぁ？きちんと大学生になれるのかなぁ？」こういうつらい経験も、５年後、１０年後には良
い思い出となります。また正直言いまして、社会人になってからの苦労の方がもっと大変です。受験の時の苦
労なんて、本当に微々たるものです。ぜひがんばって乗り越えて欲しいと思います。受験が終わった後、自分
では気づかないけど一回りも二回りも人間が大きくなっていますよ。がんばれ、受験生！

永田
ナガタ

　司郎
シロウ

早川
ハヤカワ

　勇
イサム

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ることでしょうか。
今は「つらい」と思うかもしれないけれど、必ず終わるときが来ます。来る「春」を笑顔で迎えるために、あと少し
の間、年末年始遊びたい気分を我慢して、暗記に演習に励んでください。

辻
ツジ

　優輝
ユウキ

磯村
イソムラ

　聡
サトシ

加藤
カトウ

　健司
ケンジ

神子
カミコ

　大那
ダイナ

川上
カワカミ

　喬弘
タカヒロ

高橋
タカハシ

　敦子
アツコ

受験生にとっては追い込みの時期になりましたね。強い気持ち・信念をもって過去問演習をしてください。悩ん
でいる時間はありません。とにかく勉強しましょう。
1，2年生は復習をしっかり行い、規則正しい生活を心がけましょう。

銚子校、八日市場校で,英語と数学を教えています。受験生の皆さんは入試まで残すところ数か月ですね。今
まで何回も模試を受けて目標は絞れてきたと思います。第一志望に向かってラストスパートです。皆さんの実
力は試験の朝まで伸び続けます。焦らず、弛まず、集中して学習に取り組んでください。桜の咲く季節に笑顔で
皆さんと喜びを分かち合えるのを楽しみにしています。

木内
キウチ

　義徳
ヨシノリ

3年ぶりに銚子に帰ってきました。私も皆さん同様銚子市で青春時代を過ごした人間ですが、昔と今では町も
学校もすっかり様変わりしてしまって、全く自分の経験が活かせません（笑）。3年生の皆さんとは中学3年生の
時以来、また皆さんの受験のお手伝いをすることになり、不思議な縁を感じます。そんな、受験の時に現れる
変なおじさんが皆さんをお手伝いできるのもこれが最後です。楽しいキャンパスライフに思いをはせながら、こ
の冬は共に戦い抜きましょう。
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① 入試直前大学別映像授業
　　　　　

【例】　千葉大学の過去問解説講座（２０１４年～２０１９年の６年分）

②入試直前個別授業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※入試『直前』個別授業は４授業からお申込みできます。

□高３生・高卒生　＜全校舎で受講できます＞

・・・ ４授業追加ごとに

冬期講習が最後ではありません！入試前日までＫａｍｉｋｏは全力でサポートします。

１６授業 ２０授業

+ \15,400

¥17,600

高３生・高卒生

・・・

・・・

・・・ + \13,200¥39,600

¥77,000

¥66,000

¥70,400

¥61,600

¥52,800

¥105,600

¥92,400

¥79,200

¥88,000

Ｋａｍｉｋｏの入試『直前』講習会

２）１講座からお申し込みいただけます。

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・八日市場校・銚子校・佐原校をはじめとして１２校舎で受講可能です。

高３生・高卒生 アドバンスウィング・学研プライムゼミ（１ユニット）　　￥１１,０００

市進ウイングネット/学研講座

２４授業 ２８授業

料金

講座番号DE03

千葉大学　英語

¥11,000

講座番号DM03

千葉大学　数学

料金 ¥11,000

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志望校合格へ向けて指導します。

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。

４授業 ８授業 １２授業

¥26,400 ¥92,400

¥123,200

１対３ ¥13,200

¥15,400

+ \17,600¥35,200

¥30,800

１対１

１対２

¥52,800

¥46,200 ¥107,800
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①Ｋａｍｉｋｏの一斉指導

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￥４，４００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。

５）通常期、袖ケ浦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￥４，４００の特別割引制度がございます。

　ただし、袖ケ浦市に在住する生徒に限ります。

＜高校１年生－木更津駅前校①＞

３学期の予習を行っていきます。３学期に扱う内容はパターンが限られるため、演習を
積むことによって今まで以上の高得点が期待できます。通常授業を受講している生徒
は引き続き受講をして下さい。冬期講習だけの受講も大歓迎です。

高１ 君高英語

高１ 君高数学
12/22, 24, 28, 30

1/3
20：10-21：20

¥13,200A１５

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￥３９，６００、高３生・高卒生は￥６１，６００を上限とします。

A１１

A１２

A１３

高１ 英語

高１ 数学

高１ 国語

¥13,200

¥13,200

設置校 講座名 講座案内日程料金講座番号

古典は読解問題を通して既習範囲の復習をします。
しっかりこなして学年末考査・来年度に備えましょう。
現代文は様々な読解問題を解き、素早く読むことに慣れてもらいます。

¥13,200

12/22, 24, 28, 30
1/3

18：50-20：00

12/22, 24, 28, 30
1/3

20：10-21：20

12/23, 29, 31
1/2, 4

18：50-20：00

既習範囲の復習に加え、構文の理解、英文解釈に入れるようにします。
期間が短いため宿題を多めに出します。
しっかりこなして学年末考査・来年度に備えましょう。

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
これまでに学習した内容の復習と３学期の予習を行っていきます。

木
更
津
駅
前
校

A１４ ¥13,200
12/22, 24, 28, 30

1/3
18：50-20：00

コミュニケーション英語・英語表現の予習と、英文法の総復習を行います。加えて、単
語テストも行い、語彙力・文法力・読解力の底上げを図ります。
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＜高校１年生－木更津駅前校②＞

＜高校１年生－館山校＞

＜高校１年生－銚子校＞

木
更
津
駅
前
校

設置校 講座番号 講座名 料金 日程

設置校 講座番号 講座名 料金 日程

講座名 料金 日程

12/23, 27, 28
1/4

20:00-21:20

３学期の予習を行っていきます。３学期に扱う内容はパターンが限られるため、演習を
積むことによって今まで以上の高得点が期待できます。通常授業を受講している生徒
は引き続き受講をして下さい。冬期講習だけの受講も大歓迎です。

英文法の既習範囲の復習をし、語法にも触れます。同時に単語やイディオムなど、ボ
キャブラリーを増やします。

C１２ 高１ おやま数学 ¥10,560
12/25, 28

1/4, 6
18:30-19:40

１月末にある、ベネッセ模試、河合塾模試に備えて、今までの学習の総復習を行いま
す。

銚
子
校

12/22, 24, 28, 30
1/3

20：10-21：20

２学期の復習及び３学期の予習を行います。加えて文法の復習や単語テストを宿題で
出しますので、きちんと勉強して臨んでください。

A１７ 高１ 袖高数学 ¥13,200
12/22, 24, 28, 30

1/3
18：50-20：00

講座案内

C１１

館
山
校

第５回考査に向けて先取り学習を行います。
通常授業で数学ⅠA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 ¥13,200
12/22, 24, 27, 29

1/3
20：30-21：40

B１１ 高１ 英語 ¥13,200
12/22, 24, 27, 29

1/3
19：10-20：20

B１２ 高１ 数学 ¥13,200
12/23, 26, 28, 30

1/4
19：10-20：20

高１ おやま英語

１２月までに学習した文法事項の復習と、第５回考査に向けた予習を行います。
通常英語を受講している生徒は必ず受講してください。

設置校 講座番号 講座案内

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

¥10,560

講座案内

A１６ 高１ 袖高英語 ¥13,200
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＜高校２年生－木更津駅前校＞

＜高校２年生－館山校＞

B２２

12/22, 24, 27, 29
1/3

20：30-21：40
¥13,200高２ 文系数学B２３

12/22, 24, 27, 29
1/3

19：10-20：20
¥13,200

A２４ 高２ 君高英語 ¥13,200
12/22, 24, 28, 30

1/3
18：50-20：00

木
更
津
駅
前
校

A２1 高２ 英語 ¥13,200
12/22, 24, 28, 30

1/3
20：10-21：20

高２ 理系数学 ¥13,200
12/23, 25, 28, 30

1/4
20：30-21：40

定期考査に向けて予習を行います。
通常授業で一斉数学ⅡBを受講している理系の生徒は必ず受講してください。

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

第５回考査に向けて予習を行います。
通常授業で一斉英語を受講している生徒は必ず受講してください。

高２ 英語B２１

館
山
校

12/23, 25, 28, 30
1/4

19：10-20：20
¥13,200高２ 国語B２４

第５回考査に向けて先取り学習を行います。
通常授業で一斉数学ⅡBを受講している生徒は必ず受講してください。

さまざまな現代文と古文の読解演習を通して読解力を養います。
通常授業で一斉国語を受講している生徒は必ず受講してください。

３学期の予習を行っていきます。３学期に扱う内容は重要度・難易度ともに今までの内容より上
がります。早めから学習し、多くの問題演習を積み内容を定着させましょう。通常授業を受講して
いる生徒は引き続き受講をして下さい。冬期講習だけの受講も大歓迎です。

A２５ 高２ 君高数学 ¥13,200
12/22, 24, 28, 30

1/3
20：10-21：20

12/22, 24, 28, 30
1/3

18：50-20：00

市進ウイングネットの映像教材を使った授業です。
これまでに学習した内容の復習と３学期の予習を行っていきます。

A２３ 高２ 国語 ¥13,200
12/23, 29, 31

1/2, 4
20：10-21：20

古典は読み易いレベルの大学入試過去問を解き、応用力を付けます。
期間が短いため宿題は多めです。しっかりこなして来年度に備えましょう。
現代文は入門レベルの過去問を解いていきます。
小論文対策にもなるので推薦入試を考えている生徒さんにもおすすめします。

コミュニケーション英語・英語表現の予習と、英文法の総復習を行います。加えて、単
語テストも行い、語彙力・文法力・読解力の底上げを図ります。

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

読み易いレベルの大学入試過去問を解き１・２年生の学習範囲を復習します。
期間が短いため宿題は多めです。しっかりこなして来年度に備えましょう。

A２２ 高２ 数学 ¥13,200
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＜高校３年生・高卒生－木更津駅前校＞

料金 日程

過去問演習を重ね、弱点の発見・補強をしていきます。
配点の大きい長文をメインに扱います。

センター試験の対策演習を行います。確実に正解しておきたい問題、難易度の高い
問題の解き方、時間配分などの戦略を伝授します。

A３1

A３２

高３ 英語

高３ 数学

¥15,400

¥15,400

12/26, 28
1/2, 3, 4

9：00-10：10

12/22,※26※27, 29, 30
9:00～10：10

12/26, 27のみ
10：20～11：30

A３３ ¥15,400

※12/27, 28
1/2, 3, 4

10：20-11：30
12/27のみ9：00-10：10

現代文・古典ともに過去問演習を重ね、弱点の発見・補強をしていきます。

¥15,400

12/22, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 30, 31
1/2, 3, 4

18:00-18:30

通常の一斉指導です。夏期講習会と同じように、英文法に不安のある生徒さんはもち
ろん、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。

A３４

高３ 国語

高３ 英文法

木
更
津
駅
前
校

講座案内講座番号設置校 講座名
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＜高校３年生・高卒生－館山校＞

高３ 私大英語

館
山
校

B３1

B３２

高３ センター英語

高３ センター数学ⅠA

¥15,400

¥15,400

12/24, 26, 29, 31
1/3

9：00-10：10

12/24, 26, 29, 31
1/3

10：20-11：30

センター試験の演習を徹底的に行います。「制限時間内に余裕で全問解答できるこ
と」を目標とします。時間内に解けなければいくら知識があっても高得点は取れませ
ん。この全５回の演習を通してしっかり時間配分を確認して自信をつけましょう！

難易度の高い長文問題を中心に様々な私大の入試問題を解いていきます。
センター試験と比べると非常に難しい問題となります。
受講後の復習を徹底的に行いましょう。

B３６ 高３ センター古文 ¥15,400
12/22, 25, 30, 1/4

9：00-10：30
センター試験対策として、マーク式の問題を２０分で解き、解説を行います。

B３４

高３ センター現代文

¥15,400

※12/23, 28
1/2, 5

10:40-12:10
12/23のみ14：40-16：10

センター試験の対策演習を行います。確実に正解しておきたい問題、難易度の高い
問題の解き方、時間配分などの戦略を伝授します。

B３５ ¥15,400
12/22, 25, 30, 1/4

10：40-12：10

B３３

高３ センター数学ⅡB

¥15,400

※12/23, 28
1/2, 5

9:00-10:30
12/23のみ13：00-14：30

センター試験の対策演習を行います。確実に正解しておきたい問題、難易度の高い
問題の解き方、時間配分などの戦略を伝授します。

センター試験対策として、マーク式の問題を評論・小説合わせて４５分で解き、解説を
行います。

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内
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＜高校３年生・高卒生－銚子校＞

銚
子
校 河合塾の「２０２０マーク式総合問題集数学ⅠＡ」を使用して、予想問題演習を行いま

す。

高３ センター数学ⅡＢ ¥12,320
12/24, 25, 29

1/6
13:45-14:55

河合塾の「２０２０マーク式総合問題集数学ⅡＢ」を使用して、予想問題演習を行いま
す。

¥15,400

C３４

12/23, 27, 28
1/2, 4

13:45-14:55

英文法・英語構文の総まとめ（標準～上級）を整序・穴埋め・正誤問題などをランダム
に扱い、数をこなすことで、制限時間内で正答率を上げる学習効果を狙います。合わ
せて発音・アクセント問題の演習を毎回実施します。

高３ センター数学ⅠＡ

高３ 英文法演習

高３　センター英語

講座名 料金 日程 講座案内

¥15,400
12/23, 27, 28

1/2, 4
12:30-13:40

センター過去問、予想問題の大問ごとに時間を計って演習します。不安のないセン
ター本番を迎えるために、大問ごとの時間配分と解き方のコツをおさらいして固めま
す。

¥12,320
12/24, 25, 29

1/6
12:30-13:40

設置校 講座番号

C３３

C３２

C３１
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②Ｋａｍｉｋｏ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＞

¥138,600

１対３

¥108,900

¥158,400¥52,800 ¥70,400 ¥88,000

¥46,200

¥79,200 ¥92,400 ¥105,600¥26,400 ¥39,600 ¥52,800 ¥66,000

¥33,000 ¥49,500

¥140,800¥35,200

１対３ ¥72,600 ¥84,700 ¥96,800¥24,200 ¥36,300 ¥48,400 ¥60,500

１６授業 ２０授業

１対２ ¥85,800 ¥100,100 ¥114,400¥28,600 ¥42,900 ¥57,200 ¥71,500

１対１ ¥99,000 ¥115,500 ¥132,000

２４授業 ２８授業 ３２授業８授業 １２授業 ３６授業

４授業追加ごと

¥165,000

¥143,000

¥121,000

¥176,000

¥154,000

¥132,000

¥66,000 ¥82,500 ¥148,500

¥118,800

４０授業

¥211,200 ¥224,400

４４授業 ４８授業 ５２授業 ５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業 ・・・

¥61,600 ¥77,000高３生・高卒生

１対１ ¥105,600 ¥123,200

１対２ ¥92,400 ¥107,800 ¥123,200¥30,800

高１・２生

高１・２生

１対１ ¥181,500 ¥198,000 ¥214,500 ¥231,000 ¥247,500 ¥264,000 ¥280,500

１対３ ¥133,100 ¥145,200 ¥157,300 ¥169,400 ¥181,500 ¥193,600 ¥205,700

１対３

・・・ + \16,500

１対２ ¥157,300 ¥171,600 ¥185,900 ¥200,200 ¥214,500 ¥228,800 ¥243,100 ・・・ + \14,300

+ \13,200

・・・ + \12,100

・・・ + \17,600

・・・ + \15,400

・・・¥171,600 ¥184,800 ¥198,000

¥128,700

高３生・高卒生

１対１ ¥193,600 ¥211,200 ¥228,800 ¥246,400 ¥264,000 ¥281,600 ¥299,200

１対２ ¥169,400 ¥184,800 ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800

¥145,200 ¥158,400
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③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・八日市場校・銚子校・佐原校をはじめとして１２校舎で受講可能です。

２）ウイングネット講座は１講座からお申し込みいただけます。

３）ウイングネット講座は、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）ウイングネット講座は２０２０年２月末まで繰り返し受講が可能です。

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、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

※申し込みを希望される方は、校舎までご連絡ください。

パックコース

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、12/22～1/4の期間で25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たりします。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。￥８，２５０の特別ルール適用者は￥４，１２５となります。）

￥4,125 （１対３で実施します。）

￥8,250 （１対１で実施します。）

単科講座

市進ウイングネット / 学研講座

ベーシックウイング（１ヶ月）　　　 ￥9,900
アドバンスウイング・学研プライムゼミ（１ユニット）　　￥9,900

ベーシックウイング（１ヶ月）　　　 ￥11,000
アドバンスウイング・学研プライムゼミ（１ユニット）　　￥11,000

高３生・高卒生

高１・２生

君津駅前校・館山校・銚子校・八日市場校・佐原校

木更津駅前校
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http://www.kamiko-gakuin.co.jp/

君津市常代3-1-3

千葉市緑区土気町1731-96

市原市若宮3-3-13

市原市郡本1-432

市原市南国分寺台4-2-5

市原市中高根1168-7

市原市牛久912-4

市原市有秋台東2-3-2F

袖ヶ浦市長浦駅前3-4-2

袖ヶ浦市蔵波台5-8-1

袖ヶ浦市神納1-18-1

袖ヶ浦市横田1907-2

木更津市高砂2-2-8

木更津市清川1-14-11

木更津市真里113-6

木更津市木更津2-1-1

木更津市請西2-5-24

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。

君津市久留里市場526-4

富津市二間塚1997-9

富津市千種新田368-4

富津市海良130

安房郡鋸南町下佐久間3611-2

南房総市千倉町北朝夷212

館山市北条2181

鴨川市横渚297-1　ｱﾄﾘｵﾝZAMA2F

鴨川市北風原911

君津市外箕輪1-23-16 君津市人見4-3-30

久留里校

青堀校

大貫校

天羽校

鋸南校

千倉校

館山校

鴨川校

安国寺 寺子屋教室

カルチャー教室 人見校

木更津市大久保659-1

君津市東坂田1-3-7 KMビル2F

土気校

若宮校

郡本校

ＡＬＳ国分寺台校

光風台校

上総牛久校

有秋台校

ＡＬＳ長浦校

長浦校

袖ヶ浦校

横田校

岩根校

清川校

馬来田校

木更津駅前校

請西校

大久保校

君津駅前校

鴨川市浜荻1145

四街道市四街道字三角1550-13 荒川ビル1Ｆ四街道校

多聞寺 菩薩塾

八日市場校 匝瑳市八日市場イ79-4

茨城県神栖市大野原1-5-37　Ａ-2

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

横芝校 山武郡横芝光町宮川6594-2

東京都大田区羽田3-15-11

東金市東岩崎3-6

銚子市西芝町3-4　NOBビル2階

香取市佐原イ804-3　たがわビル2階

東金校

銚子校

佐原校

神栖校

川崎大師校

東京羽田校

Ｋａｍｉｋｏ　千葉県・東京都・神奈川県・茨城県に４０のネットワーク　「親身の指導」「確かな実績」

君津校本部
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