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教科 学年 担当 料金 申込欄

宮塚 3/31 ㈯ 4/1 ㈰ 無料 80分 ×2

仁志 4/1 ㈰ 4/2 ㈪ 無料 80分 ×2

宮塚 3/30 ㈮ 3/31 ㈯ 無料 80分 ×2

濱村 4/5 ㈭ 無料 80分 ×1

濱村 3/29 ㈭ 無料 80分 ×1

濱村 3/26 ㈪ 4/2 ㈪ 無料 80分 ×2

濱村 3/28 ㈬ 4/4 ㈬ 無料 80分 ×2

下村 4/7 ㈯ 無料 80分 ×1

下村 4/7 ㈯ 無料 80分 ×1

島田 4/5 ㈭ 無料 80分 ×1

竹中 4/3 ㈫ 無料 80分 ×1

上野 4/4 ㈬ 無料 80分 ×1

金田 4/7 ㈯ 無料 80分 ×2

金田 4/5 ㈭ 無料 80分 ×2

英語 仁志 3/30 ㈮ 3/31 ㈯ 無料 80分 ×2

濱村 3/28 ㈬ 4/4 ㈬ 無料 80分 ×2

濱村 3/27 ㈫ 4/3 ㈫ 無料 80分 ×2

英語 宮塚 4/1 ㈰ 4/3 ㈫ 無料 80分 ×2

濱村 3/30 ㈮ 4/6 ㈮ 無料 80分 ×2

濱村 3/26 ㈪ 4/3 ㈫ 無料 80分 ×2

（日） （水） （木） （金） （土）

（日） （水） （木） （金） （土）

－

15：30～16：50

20：20～2１：40

【大注目】2018年度より新しく神戸進学会の物理の先生として来てくださったのはいくつもの大手予備校で大人気の島田先生です。基礎から
丁寧に生徒の気持ちになって教えてくれる先生のスタイルはまさに神戸進学会にぴったりです。

化学では基本に忠実に解いていくことが応用力を身に付ける最大のコツです。大手予備校で活躍しながらも親切で面倒見の良い竹中先生
は神戸進学会にピッタリの先生です。

新高１：英語
20：20～2１：40

濱村先生

20：20～2１：40英語

理科

仁志先生 仁志先生

新高１：ハイレベル数学（8名） 18：40～20：00 20：20～2１：40

20：20～2１：4018：40～20：00

－

15：40～17：00

－

－

18：40～20：00

20：20～2１：40

　 お電話によるお申し込みも可能です。→電話番号：０７８－８５８－７２８０ 　　　　日程の都合がつかない場合はどちらか一方のみ参加して下さい。

阪大や神大など国公立大学や関関同立など有名私大を目指す理系の受験生のための講座です。どんな難問でも必ず分からせます。

理系＆文系の人が対象。センターおよび私大対策（4月からの数学ⅠAⅡBⒶに相当）の授業になります。数学が苦手でも安心してください。

関関同立など有名私大を目指す理系の受験生のための講座です。基礎から丁寧に授業を行いますので、数学が苦手でも安心してくださ
い。

新高３物理（8名） 18：40～20：00

新高３化学（8名） 20：20～2１：40

新高３数学ⅢⓈ（18名） 20：20～2１：40

新高３数学ⅢⒶ（18名） 20：20～2１：40

新高３古文（18名）

新高３数学ⅠAⅡBⓈ（18名） 20：20～2１：40 18：40～20：00 理系＆文系の人が対象。国立２次対策（神大・阪大が目標＝4月からの数学ⅠAⅡBⓈに相当、記述式）の授業が中心になります。

文法を制するものは古文を制す！古文の成績を上げたい人は、まずは下村先生にしっかりと文法を習いましょう。

新３年

新高３生物（18名）

新高１：ハイレベル数学 新高３：日本史

3月29日3月25日

数学

3月27日 3月28日

濱村先生

（月） （火）

高３数学ⅠAⅡBⒶ

【時間割】 4月1日

濱村先生

新高２：英語

宮塚先生
新高３：英文法

18：40～20：00
宮塚先生 濱村先生 濱村先生 島田先生

14：00～15：20

仁志先生

4月3日

新高１：英語

宮塚先生 濱村先生 濱村先生 金田先生(18：00～21：00)

新高３：数学ⅠAⅡBⒶ 新高３：物理新高３：英語長文Ⓢ 新高３数学ⅠAⅡBⓈ 新高２：数学

新高１：数学 新高２：ハイレベル数学

新高３：英作文 新高３：英作文 新高３：化学

新高３：世界史

金田先生(18：00～21：00)

濱村先生

新高３：日本史

（月） （火）

宮塚先生

4月4日

金田先生(18：00～21：00)

濱村先生

新高３：古文

上野先生 金田先生(18：00～21：00)

下村先生

竹中先生

新高３：世界史

新高３：生物 新高３：数学ⅢⓈ

4月6日 4月7日4月5日

下村先生
新高３：現代文

仁志先生

4月2日

新高２：英語（8名） 20：20～2１：40

新高３世界史（18名）

阪大や神大など国公立大学や関関同立など有名私大を目指す1年生のための英語の授業です。担当は大手予備校でも大人気の宮塚先
生です。

神大・阪大などの難関大を目指すためには高校1年生から数学の対策をすべきです。パターン暗記だけで無く考えて解く癖を付けていきま
しょう。

数学が苦手な方はこちらの講座をお試し下さい。今まで授業を聞いても分からなかったことが嘘のように思えるはずです！（出題：中学の復
習＆数学Ⅰ）

新１年

新高１：英語（8名） 20：20～2１：40

新２年

20：20～2１：40

数学

阪大や神大など国公立大学や関関同立など有名私大を目指す2年生のための英語の授業です。担当は大手予備校でも大人気の仁志先
生です。

18：40～20：00

18：00～2１：00

新高２：ハイレベル数学（8名）

新高１：数学（8名）

－

15：30～16：50

神戸進学会で一番熱い金田先生の授業はわかりすさは勿論、先生が大事だと言った所は入試でもずばり的中の嵐です。若干というかほと
んど毎回のように延長する場合がございますが、これも皆さんを合格させたい為ですのでご容赦下さい。やる気があれば社会は出来る！

新高３日本史（18名）
歴史

18：00～2１：00

講座内容

初日が関関同立レベルの長文（4月からの長文読解Ⓐに相当）、二日目は国立二次レベルの長文（4月からの長文読解Ⓢに相当）を扱いま
す。担当は大手予備校でも大人気であり、神大英語対策では右に出る者はいないと言われている宮塚先生。

仁志先生の授業を受けると、今までの英語の授業は何だったのか？と思えるほど、驚きと感動の連続です。本気で英語の力をつけたい人
は仁志先生の言うことをしっかりまもって頑張りましょう。

センター試験および関関同立など有名私大入試で重要な英文法の講座です。英文法は丸暗記では出来るようになりません。しっかりとした
理屈を理解しましょう。

日程

－

　　　　２コマの講座と１コマの講座があります。２コマの講座は内容が異なりますので両方とも受講することが出来ますが、

　●春期講習について

20：20～2１：40

◆申し込みを希望する講座の「申込欄」に○印をつけてファックスまたは提出して下さい。→ファックス番号：０７８－８５８－７２８１

春期講習無料体験講座

氏名

住所

電話

18：40～20：00 18：40～20：00

新高３英作文（18名） 20：20～2１：40

数学

新高３数学ⅠAⅡBⒶ（18名） 18：40～20：00 18：40～20：00

新高３現代文（18名） 14：00～15：20

新高３英文法（18名） 20：20～2１：40

濱村先生

20：20～2１：40 20：20～2１：40

3月30日

神大・阪大の問題を解くためには基本パターンを覚えるだけではやはり厳しいです。基本知識をどのように応用するかに重点を置いて授業
を進めていきます。

数学はまず各単元の基本パターンをしっかりと理解して身に付けることです。どんなに数学が苦手な方でも必ず理解出来る授業なので安心
して下さい。

新高３：英語長文Ⓐ

新高２：数学 新高２：ハイレベル数学

新高２：英語

新高３：英文法
宮塚先生

新高３：数学ⅢⒶ
濱村先生 濱村先生

新高３数学ⅠAⅡBⓈ

濱村先生 宮塚先生
新高１：ハイレベル数学

濱村先生

新高２：数学（8名） 20：20～2１：40

3月31日3月26日【時間割】

新高１：数学

－ 授業を受けた先輩たちが口をそろえて「めちゃくちゃわかりやすい」という上野先生の授業をぜひ楽しみにしてください。

－

見た目は少々怖いけれども授業は楽しくて分かりやすい！切れ味抜群の授業をご期待下さい。大手予備校でも大人気下村先生の的を射
た解説はまさに目から鱗（うろこ）です。

－

講座名（定員）

国語

コマ数

新高３英語長文（18名）


	外部

