
Ｋａｍｉｋｏ高校部　２０２０　夏期号

□　夏期講習会　□
７月１日（水）～ ９月３０日（水）

 君津校本部　０４３９（５５）８８５５

□　ご案内　□

９月１日（火）～７日（月）は休校日となります。

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。

今年度はコロナウイルスの影響により夏期休業の短縮が予想されます。そのため講習会期間を例年より拡大し、
７月１日（水）～ ９月３０日（水）といたします。各地域の学校の夏期休業期間を考慮し講習会授業の日程を決定いたします。詳し

い日程は後日配布の第２版でご確認ください。ご不明な点は君津校本部までお気軽にお尋ね下さい。

７月１日（水）～７月２１日（火）、９月８日（火）～９月３０日（水）の期間は通常授業との併用となります。
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①Ｋａｍｉｋｏの一斉指導講座

②Ｋａｍｉｋｏの個別指導

③映像授業（単科講座／パックコース）

今年度はコロナウイルスによる休校もあり、受験に向けて不安や心配がたくさんあると思います。この夏の過ごし方で今後の成績が大きく変わります。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、Ｋａｍｉｋｏの先生にお気軽にご相談ください。

Ｋａｍｉｋｏの一斉指導の先生は全員が成績を上昇させるエキスパートです。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を上昇させる最大の
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。

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、個別指導なので、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。

Ｋａｍｉｋｏの夏期講習会

Ｋａｍｉｋｏでは市進ウイングネッ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、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。
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　８回コース　￥３５，２００－　　　１２回コース　￥５２，８００－　　１６回コース　￥７０，４００－

内容
８月より、ＡＯ入試や推薦入試が始まります。ＡＯ入試や推薦入試の第一関門である、『志望理由書の作成』『面接対策』『小論文対
策』『各大学で実施される独自検査問題』の対応を行います。大学によって、何を重要視しているかが異なります。志望校に合わせ
て、重点項目に多くの時間を割き、指導します。

全校舎

夏期特別講座第１弾　『ＡＯ入試　公募推薦対策　個別指導』

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。

　　　　　　　　　　　＜帝京平成大学　理学療法学科  合格　椎名堅勇さん　　(匝瑳高校出身)＞
ＡＯ入試の指導をしていただきました。試験直前まで先生が親身になって面接練習や小論文対策をしてくださったおかげで、当日
は自信をもってできました。面接ではしっかりと受け答えすることができました。ここまでできたのは神子学院の先生方のおかげで
す。短い間でしたが本当にありがとうございました。

２０２０年度入試では神子学院のＡＯ入試・推薦入試の合格率は脅威の９０％以上です！

神子学院の講師陣はＡＯ入試や推薦入試に精通しています。

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　『国公立大学　私立大学　ＡＯ入試／公募推薦　対策講座』　５５分授業×　８回
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』　５５分授業×１２回
講座コード　Ｘ０３　『国公立大学　私立大学　ＡＯ入試／公募推薦　対策講座』　５５分授業×１６回

開催校舎

費用
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＜君津駅前校＞

＜館山校＞

夏期講習特別講座　『公務員試験対策パワーアップ講座』

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（高卒）, 市役所(初級), 警察官, 消防官、自衛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。

講座番号 Y01 講座内容

公務員試験対策パワーアップ講座
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。

受講料 ￥49,990-

講座番号 Y02 講座内容

公務員試験対策パワーアップ講座
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。

受講料 ￥49,990-

日程 未定(全５日間)※お盆の時期

時間 未定（１日：６０分×４コマ）

日程

時間

未定(全５日間)※お盆の時期

未定（１日：６０分×４コマ）
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①Ｋａｍｉｋｏの一斉指導講座　＜木更津駅前校　・　館山校　・　銚子校　・　鴨川校＞
１）一斉指導講座の受講料が、高１生は￥５２，８００、高２生は￥５２，８００、高３生・高卒生は￥１０５，６００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）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。
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、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＞

＜高校１年生－館山校＞

講座案内

木
更
津
駅
前
校

今までに学習した英文法の復習と今後の予習を行います。通常英語を受講している
生徒は必ず受講してください。

B１２ 高１ 数学 早川 ¥26,400 70分授業×10回
基本的には先取り学習を行います。進度に余裕があれば応用問題を含めた問題演習
を行い、実力をつけていきます。

日程

A１１ 高１ 英語 新井 ¥26,400 70分授業×10回

A１２ 高１ 数学 鳥海 ¥26,400 70分授業×10回

設置校 講座番号 講座名 担当 料金 日程

館
山
校

B１１ 高１ 英語 辻 ¥26,400 70分授業×10回

設置校 講座番号 講座名 担当 料金

１学期に学習した内容を復習します。基本的な問題から応用問題まで幅広く扱い、知
識の定着と実力アップを目指します。

講座案内

１学期に学習した英文法の復習を行います。復習が終わり次第、模擬試験等の過去
問や入試レベルの問題にもチャレンジします。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。
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＜高校２年生－木更津駅前校＞

＜高校２年生－館山校＞

A２４ 高２ 数学Ｂ

新井

川上

川上

A２３ 高２ 数学Ⅱ

A２1 高２ 基礎英語

A２２ 高２ ハイレベル英語 新井
木
更
津
駅
前
校

神子 ¥26,400 70分授業×10回

B２３ 高２ 文系数学 早川 ¥26,400 70分授業×10回

B２４ 高２ 国語

設置校 講座番号 講座名 担当 料金 日程

今までに学習した英文法の復習をします。
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。

¥26,400 70分授業×10回

¥26,400 70分授業×10回

¥26,400 70分授業×10回

¥26,400 70分授業×10回

館
山
校

B２１ 高２ 英語 辻 ¥26,400 70分授業×10回

B２２ 高２ 理系数学

講座案内講座番号 講座名 担当 料金 日程

基本的には先取り学習を行います。進度に余裕があれば応用問題を含めた問題演習
を行い、実力をつけていきます。

今までに学習した英文法の復習と今後の予習を行います。通常英語を受講している
生徒は必ず受講してください。

基本的には先取り学習を行います。進度に余裕があれば応用問題を含めた問題演習
を行い、実力をつけていきます。

古典文法の復習や平易な読解問題の演習をします。通常国語を受講している生徒は
必ず受講してください。

今までに学習した英文法の復習をします。一通り復習が終わったら入試レベルの問題
や長文問題を扱い、実力アップを目指します。

70分授業×10回辻 ¥26,400

今までに学習した数Ⅱの内容を課題や入試問題などを使い復習していきます。後半
は９月以降の予習を行います。学校で数学Ⅱを学習している生徒は受講している生
徒は受講してください。

今までに学習した数Ｂの内容を課題や入試問題などを使い復習していきます。後半
は９月以降の予習を行います。学校で数学Ｂを学習している生徒は受講している生徒
は受講してください。

設置校
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＜高校２年生－銚子校＞

＜高校３年生・高卒生－木更津駅前校＞

70分授業×8回

¥26,400

70分授業×8回 先取り学習をメインに授業を行います。数学Ⅱ・数学Bを進めていきます。

設置校 講座番号 講座名 担当 料金 日程

A３４ 高３ 受験英文法

¥26,400 50分授業×14回A３５ 高３　受験英語リスニング

銚
子
校

C２１ 高２ おやま英語 高橋（敦） ¥21,120

C２２ 高２ おやま数学 江波戸 ¥21,120

設置校 講座番号 講座名 担当 料金 日程 講座案内

基礎レベル～標準レベルの入試問題を用いて総復習をします。入試で数学Ⅰ・Aを使
う人は必ず受講して下さい。受講生と相談してプラスで課題を出し、苦手単元の克服
も図ります。

基礎レベル～標準レベルの入試問題を用いて総復習をします。入試で数学Ⅱ・Bを使
う人は必ず受講して下さい。受講生と相談してプラスで課題を出し、苦手単元の克服
も図ります。

入試の過去問を用いた構文解釈や英文読解がメインの講座です。長文読解が苦手な
生徒さんでも安心して受講できます。

木
更
津
駅
前
校

A３1 高３ 受験英語 新井 ¥26,400 70分授業×10回

A３２ 高３ 受験数学Ⅰ・Ａ 柏 ¥26,400 70分授業×10回

A３３ 高３ 受験数学Ⅱ・Ｂ 柏

各回事前の予習を前提とした英文法の復習と読解問題の演習を組み合わせ、以下の
単元ごとに受験学習への導入授業を実施します。→①基本時制／進行形②完了時
制③助動詞④受動態⑤不定詞⑥動名詞⑦分詞/分詞構文⑧関係代名詞/関係副詞
※市立銚子高校の生徒さんは必ず受講してください。

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。

リスニングに特化した講座です。共通テストの配点をみるとリスニングの重要度が見
えてきます。この講座を受講して耳を鍛えましょう。こちらの講座をお申し込みの生徒
さんは別途教材費\2,200がかかります。

新井 ¥26,400 50分授業×14回

新井

講座案内

70分授業×10回
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＜高校３年生・高卒生－館山校＞

＜全学年－鴨川校＞

設置校 講座番号 講座名 担当 料金 日程

鴨
川
校

D１
公務員試験対策

数的推理
数的図形

竹澤 ¥46,200 90分授業×12回

D２
公務員試験対策

判断推理
判断図形

竹澤 ¥46,200 90分授業×12回

館
山
校

B３1 高３ 英文法 早川 ¥26,400 70分授業×10回

B３２ 高３ 英文解釈 早川 ¥26,400 70分授業×10回

料金 日程担当設置校 講座番号 講座名 講座案内

講座案内

公務員試験における的中率の高い問題や「過去問題」を通じて試験に必要な知識を
習得していく特別講座です。

公務員試験における的中率の高い問題や「過去問題」を通じて試験に必要な知識を
習得していく特別講座です。

徹底した問題演習で夏休みまでに覚えた英文法の知識を定着させます。
「分かる」から「できる」、「身に付ける」の段階まで引き上げることが目的です。

英語長文を読み解くために必要な構文把握の演習をします。
非常に重要度の高い英文解釈ですが、その分難易度も段違いです。
徹底的に指導していきます。
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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）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。

５）１対１での受講のみオンライン授業でご案内することが可能です。

□高１生・高２生・高３生・高卒生　＜全校舎で受講できます＞

３６授業 ４０授業

¥133,100

¥157,300

¥118,800 ¥132,000

¥145,200

¥211,200

¥184,800

¥158,400

¥99,000 ¥115,500 ¥181,500

¥123,200 ¥138,600 ¥154,000

・・・

¥92,400 ¥107,800 ¥169,400

４授業追加ごと

高３生・高卒生

１対１ ¥140,800 ¥158,400 ¥176,000¥70,400

¥145,200

１対２ ¥61,600

１対３

¥193,600¥88,000 ¥105,600 ¥123,200

¥77,000

¥105,600

高３生・高卒生

１対１ ¥228,800 ¥246,400 ¥264,000 ¥281,600 ¥299,200 ¥316,800 ¥334,400

１対２ ¥200,200 ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 ¥277,200 ¥292,600

¥171,600 ¥184,800 ¥198,000 ¥211,200 ¥224,400 ¥237,600 ¥250,800

+ \14,300

+ \13,200

・・・ + \12,100

・・・ + \17,600

・・・ + \15,400

・・・

高１・２生

１対１ ¥214,500 ¥231,000 ¥247,500

５２授業 ５６授業 ６０授業

１対２ ¥185,900 ¥200,200 ¥214,500

高１・２生

１対３ ¥157,300 ¥169,400 ¥181,500 ¥193,600 ¥205,700 ¥217,800 ¥229,900

¥264,000

６４授業

・・・ + \16,500

¥228,800 ¥243,100 ¥257,400 ¥271,700 ・・・

４４授業２４授業 ２８授業 ４８授業

¥114,400 ¥128,700 ¥143,000¥57,200 ¥71,500 ¥85,800 ¥100,100

１対１ ¥132,000 ¥148,500 ¥165,000¥66,000 ¥82,500

１６授業 ２０授業

¥198,000

¥171,600

３２授業

¥52,800 ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400

１対３ ¥96,800 ¥108,900 ¥121,000¥48,400 ¥60,500 ¥72,600 ¥84,700

１対３

¥280,500 ¥297,000 ¥313,500

６８授業 ７２授業 ７６授業

１対２
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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、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、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25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。）

￥16,500 （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・木更津駅前校・館山校・銚子校・八日市場校・佐原校
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横芝校

青堀校

千倉校 南房総市千倉町北朝夷212

市原市有秋台東2-3-2F 館山校 館山市北条2181

袖ヶ浦市長浦駅前3-4-2 鴨川校 鴨川市横渚297-1　ｱﾄﾘｵﾝZAMA2F

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

お気軽にお問い合わせ下さい。

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

羽鳥野校

君津駅前校

カルチャー教室

人見校

木更津市高砂2-2-8 佐倉校 佐倉市鏑木町1-7-17

木更津市清川1-14-11

市原市牛久912-4

市原市郡本1-432 大貫校 富津市千種新田368-4

市原市南国分寺台4-2-5 天羽校 富津市海良130

市原市中高根1168-7 鋸南校 安房郡鋸南町下佐久間3611-2

Ｋａｍｉｋｏ　千葉県・神奈川県・茨城県に37のネットワーク　「親身の指導」「確かな実績」

君津校本部 富津市二間塚1997-9君津市常代3-1-3

鴨川市浜荻1145

袖ヶ浦市横田1907-2 四街道校 四街道市四街道字三角1550-13　荒川ビル1Ｆ

木更津市木更津2-1-1 八日市場校 匝瑳市八日市場イ79-4

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

東金校 東金市東岩崎3-6

木更津市真里113-6 山武郡横芝光町宮川6594-2

袖ヶ浦市神納1-18-1 多聞寺 菩薩塾

木更津市羽鳥野6-21-4 佐原校 香取市佐原イ804-3　たがわビル2階

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。

君津市東坂田1-3-7 KMビル2F 神栖校 茨城県神栖市大野原1-5-37　Ａ-2

君津市外箕輪1-23-16 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

君津市人見4-3-30

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