
年間授業料（税別） ¥490,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 英単語テスト 数学テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 数学ⅠAⅡB 数学ⅠAⅡB 英文法 14 3

13：00～14：10 数学Ⅲ 数学Ⅲ 英文解釈 数学個別フォロー 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 英語個別フォロー 2 0

16：40～17：40

18：00～19：40 英作文 物理総合 私大英語長文 難関大数学ⅠAⅡB

20：00～21：40 物理総合 私大英文法 難関大数学Ⅲ

年間授業料（税別） ¥390,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 英単語テスト 数学テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 数学ⅠAⅡB 数学ⅠAⅡB 英文法 12 3

13：00～14：10 数学Ⅲ 数学Ⅲ 英文解釈 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 1 0

16：40～17：40 数学個別フォロー

18：00～19：40 英作文 私大英語長文 難関大数学ⅠAⅡB

20：00～21：40 私大英文法 難関大数学Ⅲ

年間授業料（税別） ¥520,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 英単語テスト 数学テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 数学ⅠAⅡB 早慶個別対策：数学 数学ⅠAⅡB 英文法 14 3

13：00～14：10 数学Ⅲ 数学Ⅲ 英文解釈 数学個別フォロー 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 英語個別フォロー 2 2

16：40～17：40 早慶個別対策：英語

18：00～19：40 化学総合 英作文 私大英語長文 難関大数学ⅠAⅡB

20：00～21：40 化学総合 私大英文法 難関大数学Ⅲ

年間授業料（税別） ¥690,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 英単語テスト 数学テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 数学ⅠAⅡB 個別対策講座：数学 数学ⅠAⅡB 英文法 14 3

13：00～14：10 数学Ⅲ 数学Ⅲ 英文解釈 数学個別フォロー 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 英語個別フォロー 2 2

16：40～17：40 個別対策講座：理科

18：00～19：40 化学総合 英作文 私大英語長文 難関大数学ⅠAⅡB

20：00～21：40 化学総合 私大英文法 難関大数学Ⅲ

 (1)目標大学

【数　学】

【英　語】

【理　科】

【国　語】

　コース特色：早稲田・慶応希望者のための特別コース（定員4名）です。（このコースは認定テストor模試認定があります）
早慶個別対策付き

個別フォローは1回40分

個別対策講座は1回60分

（2回払い／8回払いが可能）

2017年度　神戸進学会　浪人生科　コース別案内③

●私大理系（プレミアムフルサポートコース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

個別フォローは1回40分

（2回払い／8回払いが可能）

　コース特色：最高の面倒見と恵まれた環境を期待したい人のためのコース（定員4名）です。（自習席＆個別指導付き）

個別対策講座は1回60分

（年間に24回実施）

（2回払い／8回払いが可能）

個別フォローは1回40分

　コース特色：一般的な受験生に向いているオススメのコースです。時間割例では物理になっていますが化学または生物の選択も可能です。

　コース特色：理科は自分で出来るので必要ないという人が対象です。（ただし、理科の偏差値が60以上の人が望ましい）

●私大理系（スタンダード３教科コース）時間割例

個別フォローは1回40分

 (4)オススメ

　神戸進学会は授業だけの予備校ではありません。生徒さんの実力と目標大学を考慮し、その生徒さんが最も力を伸ばすことが出来る方法

　（個別の課題やアドバイス、勉強方法の指導などは千差万別）で１年間指導をしていきます。

　※早慶プレミアムは認定テストで基準点を取るか、全統orベネッセ駿台模試の偏差値が基準以上であれば認定されます。

　同志社／関学／立命館／関大／産近甲龍理系／京都・大阪・神戸などの薬科大学や看護系の大学　etc.

 (2)教科特色

授業＋課題テスト＋個別フォロー／希望すれば個別指導（別途料金）を受講することが出来ます。

授業＋課題テスト＋個別フォロー／英作文・和訳の個別添削有り／スタートライン英語実施

 (3)対策授業
　夏期や冬期・直前の講習会では関関同立などの私大対策講座を設置。（講習会は別途料金が必要）

　普段の個別フォローから自分の志望校に合った対策を行うことも出来ます。

（年間に24回実施）

（2回払い／8回払いが可能）

●私大理系（スタンダード２教科コース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

専用自習席付き

●私大理系（早慶プレミアムコース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

授業／希望すれば個別指導（別途料金）を受講することが出来ます。

AO入試等で小論文などが必要な方は、個別指導（別途料金）を受講することが出来ます。

　　　※プレミアムフルサポートコース（数学＋英語または理科の個別対策講座付き）は自習机の関係で４名までとなります。



年間授業料（税別） ¥470,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 漢字テスト 英単語テスト （数学テスト） 古文テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 センター現代文 英文法 12 4

13：00～14：10 センター古文 英語個別フォロー 日本史個別フォロー 英文解釈 社会テスト 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 現代文総合 2 0

16：40～17：40 古文総合

18：00～19：40 日本史総合 英作文 私大英語長文

20：00～21：40 日本史総合 私大英文法

年間授業料（税別） ¥370,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 漢字テスト 英単語テスト 古文テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 センター現代文 英文法 10 4

13：00～14：10 センター古文 英語個別フォロー 英文解釈 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 現代文総合 1 0

16：40～17：40 古文総合

18：00～19：40 英作文 私大英語長文

20：00～21：40 私大英文法

年間授業料（税別） ¥500,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 漢字テスト 英単語テスト （数学テスト） 古文テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 センター現代文 英文法 12 4

13：00～14：10 センター古文 英語個別フォロー 日本史個別フォロー 英文解釈 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 現代文総合 2 2

16：40～17：40 早慶個別対策：国語 早慶個別対策：英語 古文総合

18：00～19：40 日本史総合 英作文 私大英語長文

20：00～21：40 日本史総合 私大英文法

年間授業料（税別） ¥670,000

時間割 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

10：20～10：40 漢字テスト 英単語テスト （数学テスト） 古文テスト 英単語テスト 授業数 テスト

10：50～12：00 センター現代文 英文法 12 4

13：00～14：10 センター古文 英語個別フォロー 日本史個別フォロー 英文解釈 個別フォロー 個別指導

14：30～15：30 スタートライン英語 現代文総合 2 2

16：40～17：40 個別対策講座：国語 個別対策講座：英語 古文総合

18：00～19：40 日本史総合 英作文 私大英語長文

20：00～21：40 日本史総合 私大英文法

 (1)目標大学

【英　語】

【国　語】

【地歴公民】

【数　学】

　コース特色：選択科目は自分で出来るので必要ないという人が対象です。（ただし、選択科目の偏差値が60以上の人が望ましい）

　コース特色：一般的な受験生に向いているオススメのコースです。時間割例では日本史になっていますが他の科目の選択も可能です。

個別フォローは1回40分

個別対策講座は1回60分

（2回払い／8回払いが可能）

　同志社大学／関西学院大学／立命館大学／関西大学／慶應大学／早稲田大学／甲南大学／近畿大学　etc.

 (2)教科特色

授業＋復習テスト＋個別フォロー／英作文・和訳の個別添削有り／スタートライン英語実施

授業＋復習テスト／希望すれば小論文などの個別指導（別途料金）を受講することが出来ます。

日本史・世界史は授業。その他の科目は「映像授業」（私立文系の人には個別フォローがつきます）

社会の代わりに数学を選択することも出来ます。

　　　※プレミアムフルサポートコース（英語＋国語or選択科目の個別対策講座付き）は自習机の関係で４名までとなります。

　コース特色：最高の面倒見と恵まれた環境を期待したい人のためのコース（定員4名）です。（自習席＆個別指導付き）
専用自習席付き

個別フォローは1回40分

個別対策講座は1回60分

2017年度　神戸進学会　浪人生科　コース別案内④

●私大文系（スタンダード３教科コース）時間割例

（2回払い／8回払いが可能）

個別フォローは1回40分

（年間に24回実施）

（2回払い／8回払いが可能）

●私大文系（スタンダード２教科コース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

●私大文系（早慶プレミアムコース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

　コース特色：早稲田・慶応希望者のための特別コース（定員4名）です。（このコースは認定テストor模試認定があります）
早慶個別対策付き

個別フォローは1回40分

（年間に24回実施）

（2回払い／8回払いが可能）

●私大文系（プレミアムフルサポートコース）時間割例 （2回払い／8回払いが可能です）

 (3)対策授業
　夏期や冬期・直前の講習会では関関同立などの私大対策講座を設置。（講習会は別途料金が必要）

　普段の個別フォローから自分の志望校に合った対策を行うことも出来ます。

 (4)オススメ

　神戸進学会は授業だけの予備校ではありません。生徒さんの実力と目標大学を考慮し、その生徒さんが最も力を伸ばすことが出来る方法

　（個別の課題やアドバイス、勉強方法の指導などは千差万別）で１年間指導をしていきます。

　※早慶プレミアムは認定テストで基準点を取るか、全統orベネッセ駿台模試の偏差値が基準以上であれば認定されます。
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