
○小学生　１６コマ～ ○中１生　２０コマ～(理想は２４コマ以上)

○中２生　２４コマ～(理想は３０コマ以上) ○中３生　２８コマ～(理想は４０コマ以上)

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。

 君津校本部　０４３９（５５）８８５５

□　ご案内　□

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。

７月２２日（水）、８月３１日（月）は中学生模擬試験日、９月１日（火）～７日（月）は休校日となります。

個別指導につきましては、力をつけるために１教科８授業以上をお勧めします。

初版

カミングＶ　２０２０夏期号

講習会こそ実力をつける絶好のチャンス！！

□　夏期講習会　□
７月１日（水）～ ９月３０日（水）

夏期講習会で個別指導のみを受講の生徒さんの受講コマ数の目安は以下の通りです。

最低でも合計１６コマ～の受講をお願いしております。

１対１、１対２、１対３の個別指導の受講を希望される生徒さんは、添付されている受講申込書に

必要事項を記入し、６月２２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。
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□【小１～小６】一斉指導 スタンダードコース

★ 小１・２生は後日決定される日程より８コマ分（１コマ４５分授業）をお選びください。
後日、室長よりお電話にて確認させていただきます。
また、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。

鴨川校

館山校

１クラス生徒さん６名までの少人数制指導です。教科は国語・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
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
指導します。

学年 日程 料金

※普段一斉指導の生徒さんはそのまま一斉指導に
　自動申込みとなります。

小３～６ 講習会期間中に８日間で１６コマ分 内部生　 \14,300 外部生 　\15,400

時間帯及び授業のある日実施校舎

小１ 講習会期間中に８日間で８コマ分 内部生 　\4,400 外部生 　\5,500

小２ ※２コマ×４日、１コマ×８日などでも可 内部生 　\8,800 外部生 　\9,900

神栖校

佐原校

　各地域の学校の夏期休業期間に応じて
　日程を作成します。
　日程等はカミングＶ２０２０夏期号第２版
　にてご確認ください。

君津校

大貫校

天羽校 請西校 銚子校

※君津駅前校の生徒さんは君津校での受講になります。

袖ヶ浦校

岩根校

羽鳥野校

横芝校

八日市場校
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全校舎　　

　※受験コースは私立中学や公立中高一貫校受験対策の個別指導となります。

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夏期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、６/２２(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。

開催校舎： ※個別指導のみの方は１６コマ以上、一斉指導と併用の方は８コマ以上の受講をお願いします。

コース 授業数 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業

・小学生・・・今までの復習とこれからの予習

夏期講習会では次の点に力を入れて指導します。

□【小１～小６】１対１、１対２、１対３　個別指導コース

¥92,400 ¥105,600 ¥118,800 ¥132,000 ¥145,200 ¥158,400

３２授業 ３６授業 ４０授業 ４４授業 ４８授業

¥99,000 ¥110,000 ¥121,000 ¥132,000

１対３ ¥35,200 ¥44,000 ¥52,800 ¥61,600 ¥70,400

１対２ ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000 ¥88,000

コース 授業数 ５２授業 ５６授業 ６０授業

¥79,200 ¥88,000 ¥96,800 ¥105,600

受験ｺｰｽ １対１のみ ¥66,000 ¥82,500 ¥99,000 ¥115,500

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

１対１ ¥52,800 ¥66,000 ¥79,200

６４授業 ６８授業 ７２授業 ７６授業 ８０授業 ４授業追加毎

¥132,000 ¥148,500 ¥165,000 ¥181,500 ¥198,000

＋\11,000

１対３ ¥114,400 ¥123,200 ¥132,000 ¥140,800

¥224,400 ¥237,600 ¥250,800 ¥264,000 ＋\13,200

１対２ ¥143,000 ¥154,000 ¥165,000 ¥176,000

１対１

¥187,000 ¥198,000 ¥209,000 ¥220,000ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

¥264,000 ¥280,500 ¥297,000 ¥313,500 ¥330,000

¥171,600 ¥184,800 ¥198,000 ¥211,200

受験ｺｰｽ １対１のみ ¥214,500 ¥231,000 ¥247,500 ＋\16,500

¥149,600 ¥158,400 ¥167,200 ¥176,000 ＋\8,800
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□【中１・中２】一斉指導 スタンダードコース　
　　

英語・数学・国語・理科・社会の５教科を学習します。１クラス生徒さん１０～１５名程度の少人数制指導です。
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。今までの復習をメインに、２学期以降の予習も行います。

　※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。　　　　　　　　　　　

　※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。

※普段一斉指導の生徒さんはそのまま一斉指導に
　自動申込みとなります。

外部生　\37,400

【中１・中２生】

料金

館山校

君津校

天羽校

内部生　\36,300
中１生、中２生共通で１日３コマ×１７日

（１コマ５０分授業）

銚子校 　各地域の学校の夏期休業期間に応じて１日に
　３コマ×１７日間分の日程を作成します。
　日程等はカミングＶ２０２０夏期号第２版
　にてご確認ください。

実施校舎 時間帯及び授業のある日

羽鳥野校

岩根校

鴨川校
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□【中１・中２】一斉指導 エクセレントコース
夏は今までの復習を行う大チャンス！この夏しっかり勉強して、ライバルに差をつけよう！
英語、数学、国語、理科、社会の授業を１日５０分×４教科行います。この夏で君は確実にパワーアップします。
神子学院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！

エクセレントコースの内容

[会場]　神子学院　木更津駅前校（オンライン受講の場合はご自宅で受講できます。）

　[日程・時間] 1日50分授業×4コマを12日間　詳しい日程や時間割は後日連絡致します。

中１EXコース 中２EXコース

[料金]
内部生　\36,300-　　　外部生　\37,400-

[内容]

「模擬試験の成績を上げたい！」、「切磋琢磨できる仲間と勉強したい！」という生徒さんにオススメのコースです。
８月３１日に実施される模擬試験に向けて対策を行います。

勉強や日々の過ごし方など、様々な角度からみなさんをバックアップします。
高い目標や意識をもった生徒と共に勉強することはとても刺激になると思います。

やる気に満ちた生徒さんの参加を心からお待ちしています！！

[受講資格]（①②のいずれかと③を満たす方）

①　１学期EXコースに参加している生徒

②　選抜試験に合格した生徒

③　本気で学力を上げる覚悟がある生徒

※EXコースの受講を希望される生徒さんは室長にお申し込みください。
※オンライン受講を御希望の生徒さんは事前にZoomのインストールをお願いします。
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□【中３】一斉指導 スタンダードコース
１クラス生徒さん１０～１５名程度の少人数制指導。中１～中３の１学期までの総復習や今後の先取り学習を行い、入試に向けて実力を養成します。

・・・ 中１～中３までの基本的な事項の復習をメインとしたカリキュラムを編成したコースです。

基礎的な内容の定着を図り、志望校合格への足掛かりとします。また２学期の先取り学習も行います。

□【中３】一斉指導 安房高校進学特別講座

① ①
② ②
※ ③

安房高校合格を目指す生徒さん 長狭高校を目指す生徒さん
本気で学力を上げる覚悟がある生徒さん 本気で学力を上げる覚悟がある生徒さん
長狭高校に進学を考えている生徒さんでも受講可能です。受講を希望
される生徒さんは室長にご相談ください。

安房高進学コースを受講される生徒さん

　[料金]　内部生　\61,600-　　　外部生　\63,800- 　[料金]　内部生　\13,750-　　　外部生　\13,750-
※内部生で理社の全問必答問題集をお持ちでない
　生徒さんは別途\1,100がかかります。

　[内容] 　[内容]
安房高校に合格を目指す生徒さんのためのコースです。
中１～中３までの既習範囲の復習をメインに進めます。また２学期の先取
り学習も行います。

英語と数学の２教科の基礎を徹底的に強化します。安房高進学コース
の授業が不安な方はこちらのコースも併せて受講してください。担当
者がしっかりサポートします。
このコースは安房高進学コースの併用のみ受講可能です。

　[受講資格] 　[受講資格]

　※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。　　　　　　※木更津駅前校の生徒さんはEXコースを受講してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[会場]　神子学院　館山校

中３安房高進学コース 中３安房高進学基礎コース

鴨川校

銚子校

スタンダードコース

　※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。

実施校舎 時間帯及び授業のある日

　各地域の学校の夏期休業期間に応じて合計で
　５０分×１００コマ分の授業日程を作成します。
　日程等はカミングＶ２０２０夏期号第２版にて
　ご確認ください。

羽鳥野校

岩根校

君津校

天羽校

料金 講習会期間中に５０分授業×１００コマ 内部生　\61,600 外部生　\63,800

　[日程] ５０分授業×１００コマ 　[日程] ５０分授業×１０コマ
　[時間]　学校の夏期休業期間に応じて決めます。 　[時間]　学校の夏期休業期間に応じて決めます。

※内部生で理社の全問必答問題集をお持ちでない生徒さんは別途\1,100がかかります。
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□【中３】一斉指導 エクセレントコース
夏は受験の天王山です。この夏しっかり勉強して、志望校に一歩でも二歩でも近づこう！
エクセレントコースは英語、数学、国語、理科、社会の授業を１日７０分×３教科行います。
神子学院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！

千葉高校・千葉東高校・木更津高校などの県内難関校や、木更津高専・君津高校・袖ヶ浦高校な地域人気校、

志学館高等部などの私立難関校に合格を目指す人のためのコースです。

習熟度別にクラス編成をしているため、学力レベルに合わせて勉強することが出来ます。

また、FT（フォロータイム）を毎日設置し、授業で聞けなかったところを質問することができるので、

「集団授業が初めて！」という生徒さんでも安心して通えます。

　[日程・時間]

1日70分授業×3コマ＋フォロータイム50分をセットにして20日間　詳しい日程や時間割は後日連絡致します。

　[料金]　内部生　\63,800-　　　外部生　\66,000-

　　※夏期講習からEXコースに参加される生徒さんは
　　　別途教材費\5,500がかかります。

　[内容]

　[受講資格]（①②のいずれかと③④を満たす方）

エクセレントコースの内容
[会場]　神子学院　木更津駅前校（オンライン受講の場合はご自宅で受講できます。）

中３EXコース

①１学期EXコースに参加している生徒
②選抜試験に合格した生徒

③学力を本気で上げたい生徒

④志望校合格に向けて頑張れる生徒

※EXコースの受講を希望される生徒さんは室長にお申し込みください。
※オンライン受講を御希望の生徒さんは事前にZoomのインストールをお願いします。

7



『遅れた分を取り戻せ　2020 合格にグッと近づく勉強合宿』

原則
中３生は
全員参加

但し、ご都合により参
加できない方はお気軽
にお申し出ください。

コース 　夏期特別講座　　『遅れた分を取り戻せ　2020 合格にグッと近づく勉強合宿』

対象 　中学３年生

日時
　2020年8月12日（水）　午前9時開始　午後7時解散（通塾プランのみ）
※宿泊プランの生徒さんはそのまま残って夜勉・翌日の朝勉があります。

　2020年8月13日（木）　午前9時開始　午後7時終了予定

宿泊場所
東京ベイプラザホテル

住所：千葉県木更津市新田2-2-1　　TEL：0438-25-8888

勉強会場
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

費用

今年度の中3生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。しかも、千葉県は今年度から入試が1回になっ

たり、英語の試験が60分に拡大されたりと受験生にとってはかなり厳しいものになります。夏休みが短くなるこの時期だからこそ、少しでも早い時期から受験を意
識し、ライバルよりも努力することが大切です。そんな受験生をサポートするために、神子学院では中３生を対象に「遅れた分を取り戻せ　2020 合格にグッと近づく勉強
合宿」を開催致します。今年度受験を迎える中３生に入試でよく出題される分野の問題をたくさん解かせ解法技術と入試に対する心構えを持たせます。多くの先輩たちが
この合宿により、意識を変え、一生懸命勉強するようになりました。扱う問題のレベルは基本的な問題はもちろん、入試特有の思考を要する問題にもチャレンジしますの
で、タイトルの如く合格にグッと近づく勉強合宿となっております。今回は君津・木更津エリアで実施しますので通塾プランと宿泊プランが選べます。宿泊プランの生徒は1
日目の夜勉と2日目の朝勉がつきますので、かなりの勉強量になります。この合宿後、「２日間やり切った！」という自信を持つことができ、受験勉強に対する姿勢が大き
く変わることが期待されます。
※原則中３生は全員参加としますが、ご都合により参加できない方はお気軽にお申し出ください。

通塾プラン：\19,800-、　宿泊プラン：\26,400-

その他

①この特別講座のみの参加はできません。

②詳しいスケジュールは後日お手紙にてご案内いたします。

③この2日間は全ての授業がありませんので、安心してご参加ください。

④ご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先（君津校本部：0439-55-8855）
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夏期講習会では次の点に力を入れて指導します。

・小学生・・・今までの復習とこれからの予習

・中１、２・・・今までの復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

・中３・・・入試に向けた総復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

４８授業 ５２授業

オンライン
授業

（1授業55分）

¥52,800 ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400 ¥105,600 ¥118,800 ¥132,000 ¥154,200 ¥158,400 ¥171,600

５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業 ７２授業 ７６授業 ８０授業 ８４授業 ８８授業 ４授業追加毎

＋\13,200

授業数 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業 ４０授業 ４４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。オンライン授業コースのみを受講、または併用される方は、

（１対１のみ） ※オンライン授業のみの方は中１生20コマ以上、中２生24コマ以上の受講をお願いします。

（１対１のみ）中３生

中１・中２生

※オンライン授業のみの方は28コマ以上の受講をお願いします。

¥385,000 ＋\15,400¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800 ¥277,200 ¥292,600 ¥323,400 ¥354,200

オンライン
授業

（1授業55分）

¥290,400

５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業 ７２授業 ７６授業 ８４授業 ９２授業 １００授業 ４授業追加毎

オンライン
授業

（1授業55分）

¥184,800 ¥198,000 ¥211,200 ¥224,400 ¥237,600 ¥250,800 ¥264,000 ¥277,200

¥184,800 ¥200,200¥61,600 ¥77,000 ¥92,400 ¥107,800 ¥123,200 ¥138,600 ¥154,000 ¥169,400

対象：

授業数 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 ５２授業

対象： 小学生 （１対１のみ） ※オンライン授業のみの方は16コマ以上の受講をお願いします。

¥357,500 ＋\14,300¥200,200 ¥214,500 ¥228,800 ¥243,100 ¥257,400 ¥271,700 ¥300,300 ¥328,900

５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業 ７２授業 ７６授業 ８４授業 ９２授業 １００授業 ４授業追加毎

¥171,600 ¥185,900¥57,200 ¥71,500 ¥85,800 ¥100,100 ¥114,400 ¥128,700 ¥143,000 ¥157,300

□【小１～中３】オンライン授業コース

自宅に居ながら神子学院の授業がオンラインで受けられるコースです。ＺＯＯＭやＬＩＮＥ、Ｓｋｙｐｅ等を使用し授業を行います。

添付されている｢２０２０夏期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、６/２２(月)までに必ず提出して下さい。

対象：

授業数 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 ５２授業
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夏期講習会では次の点に力を入れて指導します。

・中１、２・・・今までの復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

・中３・・・入試に向けた総復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

中１・中２生 全校舎　　

中３生 全校舎　　

□【中１～中３】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夏期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、６/２２(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。

１対１ ¥57,200 ¥71,500 ¥85,800 ¥100,100

★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： ※個別指導のみの方は中１生20コマ以上、中２生24コマ以上、一斉指導と併用の方は８コマ以上の受講をお願いします。

授業数 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業
¥114,400 ¥128,700 ¥143,000 ¥157,300 ¥171,600 ¥185,900

３６授業 ４０授業 ４４授業 ４８授業 ５２授業

１対３ ¥39,600 ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300
１対２ ¥48,400 ¥60,500 ¥72,600 ¥84,700

¥79,200 ¥89,100 ¥99,000 ¥108,900 ¥118,800 ¥128,700

¥108,900 ¥121,000 ¥133,100 ¥145,200 ¥157,300¥96,800

１対１ ¥200,200 ¥214,500 ¥228,800 ¥243,100

授業数 ５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業
¥257,400 ¥271,700 ¥300,300 ¥328,900 ¥357,500 ＋\14,300

７６授業 ８４授業 ９２授業 １００授業 ４授業追加毎７２授業

１対３ ¥138,600 ¥148,500 ¥158,400 ¥168,300
１対２ ¥169,400 ¥181,500 ¥193,600 ¥205,700

¥178,200 ¥188,100 ¥207,900 ¥227,700 ¥247,500 ＋\9,900
¥229,900 ¥254,100 ¥278,300 ¥302,500 ＋\12,100¥217,800

対象： 開催校舎： ※個別指導のみの方は28コマ以上、一斉指導と併用の方は８コマ以上の受講をお願いします。

授業数 １６授業 ２０授業 ２４授業 ２８授業 ３２授業 ３６授業

１対２ ¥52,800 ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400

４０授業 ４４授業 ４８授業 ５２授業
１対１ ¥61,600 ¥77,000 ¥92,400 ¥107,800 ¥123,200

¥105,600 ¥118,800 ¥132,000 ¥145,200 ¥158,400 ¥171,600

¥138,600 ¥154,000 ¥169,400 ¥184,800 ¥200,200

授業数 ５６授業 ６０授業 ６４授業 ６８授業

１対３ ¥44,000 ¥55,000 ¥66,000 ¥77,000

７２授業 ７６授業 ８４授業 ９２授業 １００授業 ４授業追加毎

¥99,000 ¥110,000 ¥121,000 ¥132,000 ¥143,000¥88,000

１対２ ¥184,800 ¥198,000 ¥211,200 ¥224,400

１対１ ¥215,600 ¥231,000 ¥246,400 ¥261,800

¥237,600 ¥250,800 ¥277,200 ¥303,600 ¥330,000 ＋\13,200
¥292,600 ¥323,400 ¥354,200 ¥385,000 ＋\15,400¥277,200

¥209,000 ¥231,000 ¥253,000 ¥275,000 ＋\11,000１対３ ¥154,000 ¥165,000 ¥176,000 ¥187,000 ¥198,000
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※

※

※

□　読書感想文講座【小１～中３】少人数制指導コース

　[日程]　人数が確定次第日程の案内をいたします。

　[料金]　小学生　\6,600-　　　中学生　\7,700-

　[持ち物]　感想文に使用する本、原稿用紙、筆記用具、やる気！

[内容]

　１回５５分×３回の講座で読書感想文を仕上げます。

　　第１回　読書感想文の書き方のレクチャー
　　　○どのように読書感想文を書けばよいのか、本の読み方の工夫など少人数指導の形で全受講者を対象に指導します。
　　　　感想文に使用する本を必ず持参してください。

　　第２回　校正①
　　　○２回目の授業前までに感想文を提出していただき、講師が内容等をチェックし校正します。
　　　　２回目の授業時に返却して改善点を指導します。授業形態は少人数指導です。

　　第３回　校正②
　　　○３回目の授業前までに感想文を提出していただき、講師が内容等をチェックし校正します。
　　　　３回目の授業時に返却して改善点を指導します。授業形態は少人数指導です。

[注意事項]

夏休みの課題として出される読書感想文の書き方についてフォローをする講座です。

題材となる本の読み方から指導をします。この講座を受講すればあっという間に読書感想文が書けます。

宿題を早めに仕上げて苦手教科の学習時間を確保しましょう！

添付されている｢２０２０夏期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき、６/２２(月)までに必ず提出して下さい。

読書感想文講座
[会場]　神子学院　全校舎

感想文に使用する本のタイトルが決まった方は室長まで連絡をお願いします。

このコースのみの申し込みはできません。必ず、一斉もしくは個別指導と併用して受講してください。

こちらのコースを受講される生徒さんは、添付されている｢２０２０夏期 受講申込書｣に必要事項を記入していただき
６/２２(月)までに必ず提出して下さい。
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横芝校

菊間校 市原市菊間2082 大貫校 富津市千種新田368-4

郡本校 市原市郡本1-432 天羽校 富津市海良130

Ｋａｍｉｋｏ　千葉県・神奈川県・茨城県に38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 青堀校 富津市二間塚1997-9

上総牛久校 市原市牛久912-4 館山校 館山市北条2181

有秋台校 市原市有秋台東2-3-2F 鴨川校 鴨川市横渚297-1　ｱﾄﾘｵﾝZAMA2F

ＡＬＳ国分寺台校 市原市南国分寺台4-2-5 鋸南校 安房郡鋸南町下佐久間3611-2

光風台校 市原市中高根1168-7 千倉校 南房総市千倉町北朝夷212

袖ヶ浦校 袖ヶ浦市神納1-18-1 四街道校 四街道市四街道字三角1550-13　荒川ビル1Ｆ

横田校 袖ヶ浦市横田1907-2 佐倉校 佐倉市鏑木町1-9-1　丸嶋ビル201

ＡＬＳ長浦校 袖ヶ浦市長浦駅前3-4-2 安国寺 寺子屋教室 鴨川市北風原911

長浦校 袖ヶ浦市蔵波台5-8-1 多聞寺 菩薩塾 鴨川市浜荻1145

馬来田校 木更津市真里113-6 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

岩根校 木更津市高砂2-2-8 東金校 東金市東岩崎3-6

清川校 木更津市清川1-14-11 山武郡横芝光町宮川6594-2

人見校 君津市人見4-3-30

請西校 木更津市請西2-5-24 佐原校 香取市佐原イ804-3　たがわビル2階

君津駅前校 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

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。

羽鳥野校 木更津市羽鳥野6-21-4

カルチャー教室 君津市外箕輪1-23-16

八日市場校

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
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① 個別指導 １対１ 申込授業数 コマ 教科→

② 個別指導 １対２ 申込授業数 コマ 教科→

③ 個別指導 １対３ 申込授業数 コマ 教科→

④ オンライン授業 申込授業数 コマ 教科→

⑤ 読書感想文講座

①

・小学生・・・今までの復習とこれからの予習

・中１、２・・・今までの復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

・中３・・・入試に向けた総復習（８月３１日の模擬テスト対策にもなります。）

② 中１～中３については受講教科の模試の過去問演習を取り入れて指導いたします。

③

④
１対１、１対２、１対３の個別指導、読書感想文講座、オンライン授業を申し込まれる場合はこちらの申込書を

６月２２日(月)までに提出してください。

『２０２０ 合格にグッと近づく勉強合宿』は原則中３生は全員参加となりま
す。但し、ご都合により参加できない方はお申し出ください。

備考欄

夏期講習会では各学年とも次の点に力を入れて指導します。

力をつけるためには１教科８授業以上をお勧めします。個別指導、オンライン授業のみを受講の生徒さんは、
最低でも合計１６コマからの受講をお願いしております。

受
講
希
望
講
座
に

　
　
✓
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

個別指導に関して都合の悪い日時を記入

【　受講申込書を記入する前に必ずお読みください　】

２０２０夏期　受講申込書

在籍校舎　　　　校 学年　小・中   　　　年 氏名　　　　　　　　　　　　　　　

○小学生１６コマ～

○中１生２０コマ～(理想は２４コマ以上)

○中２生２４コマ～(理想は３０コマ以上)

○中３生２８コマ～(理想は４０コマ以上)

⑤受講コマ数の目安
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