
教科 学年 講座名 担当 通常料金 割引料金

～ ¥18,000 ¥16,000 80分× 4

－ ～ － ¥24,000 ¥21,000 60分× 4

18:40 ～ 20:00 ¥18,000 ¥16,000 80分× 4

－ ～ － ¥24,000 ¥21,000 60分× 4

20:20 ～ 21:40

18:40 ～ 20:00

－ ～ － ¥24,000 ¥21,000 60分× 4

20:20 ～ 21:40 ¥18,000 ¥16,000 80分× 4

－ ～ － ¥24,000 ¥21,000 60分× 4

12/21、22、25、26

－

数学が苦手な人でも絶対に理解するまで面倒を見ますので、安心してください。

個別指導の内容、日時については、先生と相談のうえ決定します。

個別指導の内容、日時については、先生と相談のうえ決定します。

¥18,000 ¥16,000

個別指導の内容、日時については、先生と相談のうえ決定します。

－

80分× 4
1/4、5

大手予備校でも大人気の「宮塚先生」の授業を少人数で受講できるのは神戸進学会だけです。

数学が苦手な人でも絶対に理解するまで面倒を見ますので、安心してください。

12/17、18

12/21、22、1/4、5

－

－

高１数学

数学個別指導 濱村

濱村

英語個別指導 －

高２英語

高２数学

数学個別指導

高１英語

英語個別指導

大手予備校でも大人気の「仁志先生」の授業を少人数で受講できるのは神戸進学会だけです。

－

個別指導の内容、日時については、先生と相談のうえ決定します。

数学

数学

英語

英語 1

1

2

2

仁志

濱村

濱村

宮塚

冬期講習（２０１８/１２/１７～２０１９/１/８）　講座紹介
　　◆お電話による申込み　０７８－８５８－７２８０ までお電話していただき、お名前、ご住所、電話番号

　　◆ネットによる申込み　ホームページの「お問い合わせ」より、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを入力

日程 時間帯 コマ数

　　◆優先申込期間：1２月８日（土）までにお申し込みの場合は割引料金になります。

                                        申し込み講座　をお伝えください。

                              「内容」の部分に、申し込み講座を全て入力してください。

申込み方法



教科 学年 講座名 担当 通常料金 割引料金 講座内容

仁志 11:20 ～ 12:40

宮塚 18:40 ～ 21:40

17:00 ～ 20:00

15:20 ～ 18:20

1/4 ～ 1/5 20:20 ～ 21:40

17:00 ～ 18:20

15:20 ～ 16:40

18:40 ～ 21:40

18:00 ～ 20:00

19:30 ～ 20:50

18:40 ～ 20:00

卒・3 私大英語 長谷川 9:40 ～ 12:40 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 産近甲龍および女子大（武庫川、同志社女子、京都女子、神戸女学院）、大阪経済、神戸学院など近畿圏の私大対策です。

卒・3 志望校別個別英語 長谷川 ¥27,000 ¥24,000 60分× 4 集団授業だけでなく、特定大の対策を個別に実施して欲しい人はこの講座を追加で選んで下さい。（原則として、英語受講者が対象）

卒・3 数学ⅠAﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 12/17 ～ 12/18 18:40 ～ 21:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 数学ⅡＢﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 12/19 ～ 12/20 18:40 ～ 21:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 数学Ⅲﾌｧｲﾅﾙﾁｪｯｸ 濱村 12/25 ～ 12/26 13:40 ～ 16:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 センター数学ⅠA（α） 濱村 18:40 ～ 21:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 センター数学ⅡB（α） 濱村 18:40 ～ 21:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 センター数学ⅠA（β） 濱村 13:40 ～ 16:40 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 センター数学ⅡB（β） 濱村 1/3 ～ 1/4 11:20 ～ 15:00 ¥16,000 ¥15,000 80分× 4

卒・3 関関同立理系数学 濱村 1/1 ～ 1/2 11:20 ～ 18:20 ¥27,000 ¥25,000 80分× 8 理系入試の中心である数学Ⅲの重要問題を中心に見直し、忘れないまま入試に向かい＋10点を目指す関関同立や産近甲龍対策講座です。

卒・3 国立理系数学 濱村 15:20 ～ 18:20 ¥27,000 ¥25,000 80分× 8

卒・3 国立文系数学 濱村 15:20 ～ 18:20 ¥27,000 ¥25,000 80分× 8

卒・3 志望校別個別数学 濱村 ¥27,000 ¥24,000 60分× 4 集団授業だけでなく、特定大の対策を個別に実施して欲しい人はこの講座を追加で選んで下さい。（原則として、数学受講者が対象）

卒・3 センター現代文 山添 12/24 ～ 12/26 18:40 ～ 20:00 ¥12,000 ¥11,000 80分× 3

卒・3 センター古文 山添 12/24 ～ 12/26 20:20 ～ 21:40 ¥12,000 ¥11,000 80分× 3

卒・3 センター漢文 山添 1/7 ～ 1/8 18:40 ～ 21:40 ¥16,000 ¥14,000 80分× 4

卒・3 関関同立現代文 山添 18:40 ～ 21:40 ¥21,000 ¥14,000 80分× 4

卒・3 関関同立古文 下村 1/14 ～ 1/15 9:40 ～ 12:40 ¥21,000 ¥14,000 80分× 4

卒・3 国立２次国語 下村 13:40 ～ 16:40 ¥16,000 ¥14,000 80分× 4 国公立大学の国語の二次対策を実施して欲しい人はこの講座を選んで下さい。

卒・3 志望校別個別国語 山添 ¥27,000 ¥24,000 80分× 4 集団授業だけでなく、特定大の対策を個別に実施して欲しい人はこの講座を追加で選んで下さい。（原則として、国語受講者が対象です）

卒・3 センター・私大物理 島田 1/7 ～ 1/9 13:40 ～ 16:40 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 センター試験および関西の私大（関関同立・産近甲龍など）で狙われそうな部分の対策（マーク対策）を実施します。

卒・3 センター・私大化学 竹中 1/3 ～ 1/5 15:20 ～ 18:20 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 センター試験および関西の私大（関関同立・産近甲龍など）で狙われそうな部分の対策（マーク対策）を実施します。

卒・3 センター・私大生物 上野 13:40 ～ 16:40 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 センター試験および関西の私大（関関同立・産近甲龍など）で狙われそうな部分の対策（マーク対策）を実施します。

卒・3 国立物理２次対策 島田 18:20 ～ 21:20 ¥18,000 ¥17,000 80分× 4 5名以下の超少人数で国公立大学の物理の二次対策を実施して欲しい人はこの講座を選んで下さい。

卒・3 国立化学２次対策 竹中 ¥18,000 ¥17,000 80分× 4 5名以下の超少人数で国公立大学の化学の二次対策を実施して欲しい人はこの講座を選んで下さい。

卒・3 国立生物２次対策 上野 ¥18,000 ¥17,000 80分× 4 5名以下の超少人数で国公立大学の生物の二次対策を実施して欲しい人はこの講座を選んで下さい。

卒・3 理科個別フォロー 木村/今野 ¥13,000 ¥12,000 40分× 4 受験本番が迫ってくると誰でも不安が襲ってくるものです。そんな時にいつもの先生が冬期講習のフォローをてくれたら安心です。（理科受講者が対象）

卒・3 日本史総合 金田 12/30 ～ 12/31 11:20 ～ 20:00 ¥36,000 ¥28,000 80分× 10

卒・3 世界史総合 金田 1/1 ～ 1/2 11:20 ～ 20:00 ¥36,000 ¥28,000 80分× 10

卒・3 関関同立日本史 金田 13:40 ～ 18:20 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6

卒・3 関関同立世界史 金田 13:40 ～ 18:20 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6

卒・3 個別政経・倫理 西山 ¥27,000 ¥24,000 80分× 4 集団授業だけでなく、特定大の対策を個別に実施して欲しい人はこの講座を選んで下さい。

卒・3 英文法総まとめ

相談のうえ、期間内に4回実施します。

12/22、1/11

宮塚 1/8、11、12

1/25

1/28、2/11、15、18、22

卒・３年生用　冬期講習（２０１８/１２/１７～２０１９/２/２４）講座紹介

　　◆ネットによる申込み　ホームページの「お問い合わせ」より、お名前、ご住所、電話番号、メールアドレスを入力、「内容」の部分に、申し込み講座を全て入力してください。

　　◆お電話による申込み　０７８－８５８－７２８０ までお電話していただき、お名前、ご住所、電話番号、申し込み講座　をお伝えください。

　　◆優先申込期間：1２月８日（土）までにお申し込みの場合は割引料金になります。

申込み方法

日程 時間帯 コマ数

英語

卒・3 センター英語 ¥27,000 ¥25,000 80分×

1/29、2/5、12、19

1/25

1/15、1/22

1/24

1/15

1/7、9、11

8
神戸進学会センター対策英語の最終仕上げバージョンです。【長文読解】は仁志先生、【英文法・その他】は宮塚先生が担当する超豪華なおすすめ講座です。
国公立志望の人はもちろん、関関同立など私大センター受験の人も対象です。

卒・3 関関同立英語 宮塚 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 本年度も関関同立のオープンキャンパスや対策講座で大活躍の宮塚先生が最新の情報を駆使して関関同立対策を行います。

12/22、23、1/5、6

¥21,000 ¥20,000 80分× 6
英語がまだ心配な方は必須です。宮塚先生が超オススメ！受験直前に重要英文法問題を丸ごと総チェック。この講座で扱った内容を必ず覚えて受験に臨んで
ください。そうすれば、センター試験や関関同立の受験を大変有利になること間違いなし！！

神大・阪大・九大・市大・府大などの国公立大の長文読解講座です。宮塚先生の個別添削（和訳）付きです。

卒・3 英作文 仁志 ¥21,000 ¥20,000 80分× 6 神大・阪大・九大・市大・府大などの国立二次専用のハイレベルな内容を扱います。

卒・3 国立英語長文 宮塚 ¥27,000 ¥25,000 80分× 8

数学

数学ⅠA、ⅡB、Ⅲの全範囲の重要パターンを再確認しますので「センター数学」および「関関同立理系数学」の前に受講すると大変効果的です。入試で悔い
が残らないように､特に今年真面目に勉強した人は自分がいかに忘れやすいかを実感したと思います。最後の悪あがきをしましょう!

12/27、29 「本番を想定したプレテスト＋解説」のセットです。センター試験で85点～100点を目指している人の為の講座です。　センター試験は時間との闘いです。短い時
間内で正しい方法（計算を省略できる公式なども使用）で、正確に計算をして解いていき85％以上を目指します。1/10、12

12/27、29 「本番を想定したプレテスト＋解説」のセットです。センター試験で70点以上を目指している人の為の講座です。難しい最後の１問は捨てて、出来る問題を確実
に得点していき、70％以上の得点率を目指しましょう。

2/11、14、18、21

相談のうえ、期間内に4回実施します。

神大・阪大・九大・市大・府大・兵庫県立大などの国公立志望の方が対象の国公立二次記述対策講座です。理系の出題範囲は数学ⅠAⅡBⅢ、文系は数学Ⅰ
AⅡBです。神戸進学会は最後の最後までみなさんの面倒を見ますのでご安心下さい。（高校生の方でいずれかの日程が合わない場合は個別で実施します）

2/13、15、20、22

地公

金田先生が年末年始に最後の力を振り絞って、普段の授業（日本史、世界史とも）の続きを行いますので、平常授業を受講している人は原則受講して下さい。
（ただし、延長する可能性が大いにありますので覚悟して下さい）

1/6、13 関関同立などの私立大学ではセンター試験以上に細かい部分まで出題されます。センター試験のみの受験生には必要有りませんが、関関同立等の私大が目
標の受験される受験生はぜひこの関関同立講座も併せて受講して下さい。

相談のうえ、期間内に4回実施します。

1/10、27

国語

国公立志望の人、私大センター受験の人にとっては必須の講座です。特に神大・阪大など難関国公立理系では一番配点が高いのは国語です。つまり国語で失
敗すると取り返しが付かなくなります。最後は山添先生の予想がずばり的中することを祈りながら受講しよう！（私大のセンター併用型では現代文のみや現代文
＋古文といった受験も可能です。詳しくは濱村まで相談に来て下さい）

1/14、21
関関同立などの私立大学を目指している人はもちろん、国公立の滑り止めに関関同立を考えている人も対象です。

2/16、23

相談のうえ、期間内に4回実施します。

理科 2/14、21

センター試験後に80分×4回を実施します。

相談のうえ、期間内に4回実施します。

12/16、17、30

センター試験後に80分×4回を実施します。
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