
個別指導の受講を希望される生徒さんは、添付されている

初版

カミングＶ　２０２０春期号

講習会こそ実力をつける絶好のチャンス！！

□　春期講習会　□
３月２２日（日）～ ４月４日（土）

講習会期間は通常の授業はありません。ご不明な点は君津校本部までお気軽にお尋ね下さい。
 君津校本部　０４３９（５５）８８５５

□　ご案内　□

「２０２０春期 受講申込書」に必要事項を記入し、３月２日（月）までに提出をお願い致します。

※この冊子に記載されている金額は、税込金額となっております。

４月５日（日）は中学生模擬試験日です。

４月の通常授業は小学生、中学生ともに４月６日（月）より開始となります。

春期講習会で個別指導のみを受講の生徒さんは、春休みにたくさんお勉強していただくためにも

最低でも合計８コマからの受講をお願いしております。



★ 新小１・２生は下記の日程より４コマをお選びください（１日に４５分授業を１回ずつでも可）。
後日、室長よりお電話にて確認させていただきます。
また、新小１・２生の一斉指導スタンダードは兄弟割引の対象になりません。ご注意ください。

3/24,26,28,31,4/3 (５日間) 佐原校 13:00-14:45（45分×2）
3/22,25,27,30,4/5 (５日間) 神栖校 13:00-14:45（45分×2）

3/22,26,28,31,4/3 (５日間)

3/23,25,28,4/1,4 (５日間)
3/22,25,28,31,4/4 (５日間)

館山校

大貫校

3/22,26,28,31,4/3 (５日間)

　［一斉指導講座］

□【新小１～新小６】一斉指導スタンダードコース
１クラス生徒さん６名までの少人数制指導です。科目は国語・算数・英語の中からお選びください。複数教科の選択も可能です。国語・算数は基礎的な内容から

します。

学年 日程 料金

新小１ 下記の日程の中から４コマを選択 内部生 　\2,750 外部生 　\3,300
新小２ 下記の日程の中から４コマを選択 内部生 　\3,300 外部生 　\3,850

新小３～６ 下記の日程（５日間で１０コマ分） 内部生　 \8,800 外部生 　\9,900

天羽校 15:30-17:10（45分×2）

大久保校 16:00-17:40（45分×2）

君津校

3/22,25,28,31,4/3 (５日間)

16:30-18:10（45分×2）

3/22,24,28,4/1,3 (５日間)

3/24,27,30,4/1,4 (５日間)
3/22,24,28,30,4/1 (５日間)

岩根校 13:30-15:10（45分×2）

17:00-18:40（45分×2）

馬来田校

授業のある日 校舎 時間帯

13:00-14:40（45分×2）

八日市場校 12:30-14:15（45分×2）
銚子校

17:00-18:40（45分×2）
鴨川校 16:00-17:40（45分×2）

13:00-14:45（45分×2）

横芝校 17:00-18:45（45分×2）

※君津駅前校の生徒さんは君津校での受講になります。

3/22,25,29,31,4/2 (５日間)
3/22,26,28,4/1,3 (５日間)
3/22,26,28,4/1,3 (５日間)

標準的な内容まで取り扱います。また、英語はまだ学習をしたことがない生徒さんでも安心して勉強していただけるように個々のレベルに合わせて個別的に指導
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□【新中１・新中２】一斉指導スタンダードコース

3/24,25,27,28,30,4/1,3(７日間)

3/22,24,26,28,30,4/1,3(７日間)

3/22,24,26,28,30,4/1,3(７日間)

3/24,25,27,28,30,4/1,3(７日間)

3/22,24,26,28,31,4/1,3(７日間)

18:30-21:20 (50分×3)

岩根校 15:30-18:20 (50分×3)

学校の教科書の基礎的な内容から標準的な内容まで取り扱います。

【新中１生】

君津校

料金

3/24,26,27,30,31,4/2,3(７日間)

天羽校 18:10-21:00 (50分×3)

英語・数学・国語・理科・社会の新学年の先取り学習と今までの復習を行います。一斉指導コースといっても少人数制指導をしています。

　※中学生は１学年７人に満たない場合、学年合同の集団個別授業となる場合があります。　その場合日時等が変更となります。

大久保校 18:00-20:50 (50分×3)

授業のある日 校舎 時間

鴨川校 18:00-20:50 (50分×3)3/22,25,26,28,31,4/1,3(７日間)

18:00-20:50 (50分×3)

3/22,24,26,28,30,4/1,2(７日間)

3/22,24,25,27,29,31,4/2(７日間)

館山校 14:30-17:20 (50分×3)

大久保校

鴨川校

18:00-20:50 (50分×3)

18:30-21:20 (50分×3)

3/22,25,26,28,31,4/1,3(７日間)

3/22,24,26,28,31,4/1,3(７日間) 岩根校

3/24,25,27,28,31,4/1,3(７日間) 館山校 19:00-21:50 (50分×3)
外部生
\17,600

3/22,24,26,28,30,4/1,2(７日間)

　※一斉指導の中に映像授業を取り入れている校舎もあります。　　　　　　

銚子校 18:30-21:20 (50分×3)

時間 料金

君津校 18:30-21:20 (50分×3)
内部生
\16,500

天羽校 18:10-21:00 (50分×3)

校舎

内部生
\16,500

【新中２生】

授業のある日

外部生
\17,600
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□【新中３】一斉指導スタンダードコース

銚子校 18:30-21:20 (50分×3)

3/22,24,26,28,30,31,4/1,3 (８日間)

3/22,24,25,27,28,30,4/1,3(８日間)

3/22,24,25,27,29,31,4/2,3(８日間)

英語・数学・国語・理科・社会の新学年の先取り学習と今までの復習を行います。一斉指導コースといっても少人数制指導をしています。
学校の教科書の基礎的な内容から標準的な内容まで取り扱います。

【新中３生】

料金

鴨川校

授業のある日 校舎 時間

3/23,24,26,27,30,31,4/2,3(８日間)

3/22,25,26,28,31,4/1,3,4(８日間)

3/22,24,26,27,28,31,4/1,3(８日間)

君津校 18:30-21:20 (50分×3)

岩根校 18:30-21:20 (50分×3)

18:00-20:50 (50分×3)

天羽校 18:10-21:00 (50分×3)

3/22,24,26,28,30,4/1,2,3(８日間)

　※中学生は１学年７人に満たない場合、学年合同の集団個別授業となる場合があります。　その場合日時等が変更となります。

　※一斉指導の中に映像授業を取り入れている校舎もあります。

大久保校 18:00-20:50 (50分×3)

館山校 19:00-21:50 (50分×3)

内部生
\24,200

外部生
\25,300
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□【中学生】ＥＸコース
新中３生はこの春から受験生としての１年が始まります。千葉県の高校入試ではどのようなレベルの問題が出題されるのか、
合格点をとれるように何をどのように勉強すればよいのか、問題演習を通して多くの情報と知識を身につけましょう。
また、新中２生・新中１生も新学年のスタートをより良いものにするために、時間を有効に使って勉強しましょう。
ＥＸコースの熱血な講師陣による刺激的な授業が、皆さんをお待ちしています！

ＥＸコースの内容
[会場]　神子学院　木更津駅前校

新中３ＥＸコース 新中２ＥＸコース 新中１ＥＸコース
[日程]　3/23,27,29,4/2,4　(５日間) [日程]　3/25,27,31,4/2　(４日間)

[内容] [内容]

[日程]　3/23,25,29,31　(４日間)
[時間] 17:00～21:50

内部生\25,300　外部生 \26,800
[料金]

[時間] 17:00～21:50

[料金]
内部生\17,600　外部生 \18,700

受験勉強は早めに始めれば始めた分だけ、ラ
イバルに差をつけることができます。この春
期講習では英語・数学・国語・理科・社会の
５教科を総合的に強化し、普段の勉強のやり
方や試験の復習方法まで幅広く指導していき
ます。模擬試験や復習確認テスト、実力テス
トで成績を大幅にアップさせたい生徒さんに
オススメです。
中学校入学を控え、不安な生徒さんもいると
思いますが、きちんとフォローしますので安
心して参加してください。

地域難関校や地域人気校を目指す人のために
英語・数学・国語・理科・社会の５教科を総
合的に強化していくコースです。
地域難関校や地域人気校の合格には、基礎力
の定着はもちろんのこと、応用力や思考力も
必要です。
この春期講習会で知識のインプットとアウト
プットを行い、入試問題を使った実戦演習も
交えながら、確実に得点できるように実力を
アップさせます。
部活動などで遅刻した場合も、授業後にきち
んとフォローしますので安心して参加してく
ださい。

受験勉強は早めに始めれば始めた分だけ、ラ
イバルに差をつけることができます。この春
期講習では英語・数学・国語・理科・社会の
５教科を総合的に強化し、普段の勉強のやり
方や試験の復習方法まで幅広く指導していき
ます。模擬試験や復習確認テスト、実力テス
トで成績を大幅にアップさせたい生徒さんに
オススメです。
部活動などで遅刻した場合も、授業後にきち
んとフォローしますので安心して参加してく
ださい。

[内容]

内部生\17,600　外部生 \18,700
[料金]

[時間] 17:00～21:50
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春期講習会では次の点に力を入れて指導します。

・新小１・・・新学年の準備

・新小２～新小６・・・新学年の予習または旧学年の復習

小学生 全校舎　　※個別指導のみの方は８コマ以上の受講をお願いします。

　※受験コースは私立中学受験対策の個別指導となります。

　［個別指導講座］

□【新小１～新小６】１対１、１対２、１対３　個別指導コース

全教科対応しています。生徒さんの都合の悪い日時を除いて授業を組むことができます。個別指導コースのみを受講、または併用される方は、
添付されている｢２０２０春期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、３/２（月）までに必ず提出して下さい。
１対１については事前のご連絡があれば欠席についての振替もできます。

★人気講師の場合、１対１で申し込んだ場合でも１対２での受講となる場合があります。予めご了承ください。

対象： 開催校舎：

コース 授業数 ８授業 １２授業 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４授業追加毎

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

１対１ ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800 ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400 ¥105,600 ¥118,800 ＋\13,200

１対２ ¥22,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 ¥88,000 ¥99,000 ＋\11,000

１対３ ¥17,600 ¥26,400 ¥35,200 ¥44,000 ¥52,800 ¥61,600 ¥70,400 ¥79,200 ＋\8,800

受験ｺｰｽ １対１のみ ¥33,000 ¥49,500 ¥66,000 ¥82,500 ¥99,000 ¥115,500 ¥132,000 ¥148,500 ＋\16,500
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春期講習会では次の点に力を入れて指導します。

・新中１・・・中学生への準備学習

・新中２・・・新学年の予習または旧学年の復習

・新中３・・・新学年の予習または旧学年の復習

新中１・新中２ 全校舎　　※個別指導のみの方は８コマ以上の受講をお願いします。

新中３ ※個別指導のみの方は８コマ以上の受講をお願いします。

□【新中１～新中３】１対１、１対２、１対３　個別指導コース

２４授業

全教科対応しています。生徒さんの都合の悪い日時を除いて授業を組むことができます。個別指導コースのみを受講、または併用される方は、
添付されている｢２０２０春期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、３/２(月)までに必ず提出して下さい。
１対１については事前のご連絡があれば欠席についての振替もできます。

★人気講師の場合、１対１で申し込んだ場合でも１対２での受講となる場合があります。予めご了承ください。

対象： 開催校舎：

１対１ ¥28,600 ¥42,900 ¥57,200 ¥71,500

授業数 ８授業 １２授業 １６授業 ２０授業

＋\14,300

２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業 ４授業追加毎

¥72,600

¥85,800 ¥100,100 ¥114,400 ¥128,700 ¥143,000

１対３ ¥19,800 ¥29,700 ¥39,600 ¥49,500

１対２ ¥24,200 ¥36,300 ¥48,400 ¥60,500

¥99,000 ＋\9,900

¥84,700 ¥96,800 ¥108,900 ¥121,000 ＋\12,100

¥59,400 ¥69,300 ¥79,200 ¥89,100

２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業

対象： 開催校舎：全校舎　　
授業数 ８授業 １２授業 １６授業 ４授業追加毎

１対１ ¥30,800 ¥46,200 ¥61,600 ¥77,000 ¥92,400 ¥107,800 ¥123,200 ¥138,600

¥92,400 ¥105,600１対２ ¥26,400 ¥39,600 ¥52,800 ¥66,000 ¥79,200

２０授業

¥118,800 ¥132,000 ＋\13,200

１対３ ¥88,000 ¥99,000 ¥110,000 ＋\11,000¥22,000 ¥33,000 ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000

¥154,000 ＋\15,400
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