
Ｋａｍｉｋｏ高校部　２０２０　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。

２０２０・１２・２３　⇒　２０２１・１・５

□　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８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。

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
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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＞

＜高校１年生－館山校＞

木
更
津
駅
前
校

設置校

講座案内設置校 講座番号

学年末考査に向けて数学IAの予習と問題演習を行います。通常授業で一斉数学を受
講している生徒は必ず受講してください。

B１１ ¥13,200
12/24,28,30,1/2,4

19：10-20：20

B１２ 高１ 数学 ¥13,200
12/24,28,30,1/2,4

20：30-21：40

講座名 講座案内日程料金講座番号

12/24,28,31,1/5
18：00-19：30

12/24,28,31,1/5
19：40-21：10

２学期に学習した英文法の復習と３学期の予習を行います。普段英語を受講している
生徒は必ず受講してください。

２学期の復習と３学期の予習を行います。普段数学を受講している生徒は必ず受講し
てください。

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

高１ 英語

高１ 数学

¥13,200

¥13,200

講座名 料金 日程

館
山
校

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。

高１ 英語
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＜高校２年生－木更津駅前校＞

＜高校２年生－館山校＞

木
更
津
駅
前
校

A２３ 高２ 数学B ¥13,200
12/24,27,30,1/4

19：40-21：10

３学期の予習を行います。
普段数学を受講している方は必ず受講して下さい。
宿題を通して復習も行います。

12/25,27,29,1/3,5
19：10-20：20

¥13,200

高２ 理系数学 ¥13,200

英文法の総復習と長文読解を扱います。大学受験に必要な基礎力を養成します。

¥13,200A２２ 高２ 数学Ⅱ

講座案内

12/24,27,30,1/4
18：00-19：30

３学期の予習を行います。
普段数学を受講している方は必ず受講して下さい。
宿題を通して復習も行います。

学年末考査に向けて数学IIBの予習と問題演習を行います。通常授業で一斉数学を
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 講座名 料金 日程

A２1 高２ 英語 ¥13,200
12/23,26,29,1/3

18：00-19：30

12/23,26,30,1/2,4
19：10-20：20

設置校 講座番号 講座名 料金 日程

講座案内

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。

高２ 英語B２１

館
山
校

12/25,27,29,1/3,5
20：30-21：40

¥13,200高２ 入試現代文B２４

学年末考査に向けて数学IIBの予習と問題演習を行います。通常授業で一斉数学を
受講している生徒は必ず受講してください。

受験生になるのを前に、現代文の問題演習を始めます。
入試で現代文を使う予定がある生徒は受講して下さい。

¥13,200高２ 文系数学B２３

B２２

12/23,26,28,30,1/4
19：10-20：20
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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＞

長文読解をメインにした総合問題を扱い、高校で習う重要英語構文のおさらいをしま
す。単独で学習する機会の少ない入試頻出の多義語についても毎回扱い、読解力の
強化を図ります。

設置校 講座番号 講座名 料金 日程 講座案内

銚
子
校

C２１ 高２ おやま英語 ¥10,560

C２２ 高２ おやま数学 ¥10,560

入試に向けて必要事項の最終確認を行います。
夏期講習同様、受講生のレベル・志望校に合わせて授業を行います。

¥15,400
12/27,30,1/2,4,5

10：20-11：30
入試に向けて必要事項の最終確認を行います。
夏期講習同様、受講生のレベル・志望校に合わせて授業を行います。

A３４

高３ 受験数学ⅠA

高３ 受験数学ⅡB

木
更
津
駅
前
校

講座案内講座番号設置校 講座名

A３２

高３ 受験英語

高３ 受験英文法

¥15,400

¥15,400

12/26,28,31,1/3,6
09：00-10：10

A３３ ¥15,400

料金 日程

12/27,30,1/2,4,5
09：00-10：10

12/25,26,27,28,29,30,31,
1/2,3,4,5,6

12：20-12：50

入試の過去問を用いて受験に向けた最終対策を行います。

英文法・語法の最終確認を行います。たくさん塾に来て勉強しましょう！

A３1

12/23,26,29,1/4
20：00-21：10

12/23,26,29,1/4
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。
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＜高校３年生・高卒生－館山校＞

共通テスト対策として、マーク式の問題を２０分で解き、解説を行います。

B３３

高３ 共通テスト古文

¥15,400
12/24,27,31,1/4

10：40-12：10
共通テスト対策として、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

B３４ ¥15,400
12/24,27,31,1/4

09：00-10：30

高３ 私大英語

B３1

B３２

高３ 共通テスト英語

高３ 共通テスト現代文

¥15,400

¥15,400

12/25,26,29,1/3,5
09：00-10：10

12/25,26,29,1/3,5
10：20-11：30

各大問の長文の読み方、選択肢の吟味方法、時間配分の確認など、実際の試験を想
定した実戦問題演習を行います。この授業で弱点を補強し、確実に得点力を伸ばしま
しょう。

私大の過去問を用いて、難易度の高い英語長文読解を行います。速読が要求される
共通テストとは英語長文の読み進め方が異なります。様々なタイプの問題演習を通し
て実力をつけましょう。

館
山
校
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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＞

¥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 ¥158,400１対３

・・・ + \16,500

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

¥231,000 ¥247,500 ¥264,000 ¥280,500¥198,000 ¥214,500

+ \13,200

・・・ + \12,100

・・・ + \17,600

・・・ + \15,400

・・・¥171,600 ¥184,800 ¥198,000

６４授業 ６８授業 ・・・

¥61,600 ¥77,000高３生・高卒生

１対１ ¥105,600 ¥123,200

¥92,400

１対２ ¥92,400 ¥107,800 ¥123,200¥30,800

高１・２生

１対３ ¥72,600

¥66,000 ¥82,500

１対２

１対１

¥105,600¥26,400 ¥39,600 ¥52,800 ¥66,000

¥33,000

¥121,000

¥176,000

¥154,000

¥132,000

¥138,600

１対３

¥108,900

¥158,400¥52,800 ¥70,400 ¥88,000

¥46,200

¥79,200

５６授業 ６０授業

¥148,500

¥118,800

¥84,700

¥165,000

¥143,000

３６授業 ４０授業２４授業 ２８授業 ３２授業８授業 １２授業

¥96,800¥24,200 ¥36,300 ¥48,400 ¥60,500

１６授業 ２０授業

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

¥99,000 ¥115,500 ¥132,000

４授業追加ごと

¥211,200 ¥224,400

高１・２生

１対１ ¥181,500

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

４４授業 ４８授業 ５２授業

¥49,500

¥140,800¥35,200
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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２０２１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。

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

木更津駅前校・君津駅前校・館山校・銚子校・八日市場校・佐原校

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、12/23～1/5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 （１対１で実施します。）
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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（２０１５年～２０２０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＞

¥35,200

¥30,800

１対１

１対２

¥52,800

¥46,200 ¥107,800

１６授業 ２０授業 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

Ｋａｍｉｋｏの入試直前講習

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

+ \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

¥26,400 ¥92,400

¥123,200

１対３ ¥13,200

¥15,400

+ \17,600

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。

４授業追加ごとに・・・
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