
東京大学 理科Ⅰ類
迫口 祐成さん（甲陽学院）

東京大学 理科Ⅰ類
松本 遼さん（神大附属）

東京大学 理科Ⅰ類
山本 啓介さん（甲陽学院）

京都大学 医学部
小畑 幸平さん（灘）

京都大学 医学部
田 篤生さん（甲陽学院）

京都大学 経済学部
寺澤 凌太朗さん（甲陽学院）

京都大学 工学部
森田 航平さん（甲陽学院）

京都大学 経済学部
城島 悠輔さん（甲陽学院）

京都大学 工学部
長谷川 千紘さん（甲陽学院）

京都大学 薬学部
足立 吉正さん（甲陽学院）

国私立中高一貫校
中1生～高3生対象

岡本T&Tビル2F、3F

TEL:078-413-5846
FAX:078-413-5847
神戸市東灘区岡本1-12-14

阪急岡本駅徒歩１分

岡本本校

COZY夙川2F、3F

TEL:0798-33-3480
FAX:0798-33-3481

西宮市寿町5-17

阪急夙川駅徒歩１分

夙川甲陽校

グリーンフラットビル2F

TEL:078-414-6219
FAX:078-414-6229
神戸市東灘区岡本1-5-7

 JR摂津本山駅徒歩１分

東大京大館岡本校

アーバンエステート岡本3F

TEL:078-200-4891
FAX:078-200-4892
神戸市東灘区岡本1-8-23

阪急岡本駅徒歩２分

岡本２号館

ハウジングネットワークビル1F

TEL:0798-69-0432
FAX:0798-69-0433

西宮市南昭和町3-32

阪急西宮北口駅徒歩１分

西宮北口本校

TEL:0798-42-8146
FAX:0798-42-8147

西宮市甲風園1-3-3

須澤興産ビル4F

阪急西宮北口駅徒歩１分

東大京大館西宮校

初めて当塾各教室に来校される方は、弊社HPにて詳細なアクセスをご確認ください

灘・洛南・甲陽・神戸女学院・附属池田・六甲
神戸海星・甲南女子・小林聖心・神大附属
親和女子・甲南・仁川学院　ほか

副教科の出来不出来がセンター試験の生命線となります。

梅雨空を吹っとばす、単発読み切り型講座群

講 習6 月

※以下は高3在籍生60余名の実績です。
（※一部高卒生含む）

2019春 大学合格実績 最終

国公立大医学部医学科 合計7名 私立大医学部医学科 合計9名

関関同立大 合計13名神戸大学 3名

東京大学 3名 大阪大学 2名京都大学 9名
（うち医学部医学科 3名）
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西宮北口本校

TEL:0798-42-8146
FAX:0798-42-8147

西宮市甲風園1-3-3
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阪急西宮北口駅徒歩１分

東大京大館西宮校

初めて当塾各教室に来校される方は、弊社HPにて詳細なアクセスをご確認ください

灘・洛南・甲陽・神戸女学院・附属池田・六甲
神戸海星・甲南女子・小林聖心・神大附属
親和女子・甲南・仁川学院　ほか

副教科の出来不出来がセンター試験の生命線となります。

梅雨空を吹っとばす、単発読み切り型講座群

講 習6 月

※以下は高3在籍生60余名の実績です。
（※一部高卒生含む）

2019春 大学合格実績 最終

国公立大医学部医学科 合計7名 私立大医学部医学科 合計9名

関関同立大 合計13名神戸大学 3名

東京大学 3名 大阪大学 2名京都大学 9名
（うち医学部医学科 3名） 合

同
証
明
添
削
講
座

合同証明に必要な型を学び、「実際に答案をかく」練習をします。添削によって、
きっちりとした答案を完成させましょう。中学数学を使いこなすためのキーワー
ドとして「具体性」「視覚性」があげられます。高校数学、さらには大学受験の数
学ともなると、これらに「抽象性」「論理性」が加わってきますが、具体的な図形
の問題で視覚的にとらえる訓練なくして次の段階に進むのは、遠回りになりかね
ません。ここでは、具体的な証明の書き方、図形の性質をどのようにとらえれば、
証明ができるのかを学びます。この講座を通して、条件の仮定が明確化でき、結
論へと導けることを目指します。

合
同
証
明
徹
底
講
義

多くの学校で2学期頃に幾何の授業で習う単元です。基礎から応用まで幅広く扱う
予定です。初等幾何は、紀元前から古代ギリシャで研究されていた歴史ある分野で
あり、「現代にいたる数学の出発点」ともいえます。いくつかの基本的性質から始め
て図形の性質を次々と証明していく初等幾何の議論の進め方は、すべての数学の模
範となってきた重要なものであるとともに、それだけで鑑賞に堪え得る芸術品とも
いえます。この講座では、図形の性質を学ぶと同時に、証明という論理的なプロセ
スを通して数学の考え方も学びとってもらいます。授業では三角形の合同条件とそ
れを用いた証明の方法を学びます。

中 1 数学総合 S〈灘・甲陽・洛南・神戸女学院〉
合同証明添削講座
中 1 数学総合 SA+〈上記以外の学校〉
合同証明徹底講義数学科

衣川　大智
数学科
宮脇　優

中1
 対象

コラボ十八番の英検対策講座です。直前の最後の仕上げと
してポイントに的を絞って「あと数点」の上積みを狙いま
す。各級に合わせた解法・頻出単語など“おいしいとこど
り”の英検対策講座です。
※ 1次合格者は希望すれば面接指導も無料で行います。

英検対策講座（5 級～準 1 級）

英語科
向井　淳

英語科
原　沙織

無学年
 対象



1 押し講座群 !!

対 象校高 生

高 3 センター & 関関同立日本史高3
 対象

100 分× 4を使って一挙に安土桃山時代を概観します。織田信長から豊臣秀吉に為政者が交代
する中で、キリスト教への対応が大きく変化したこと、また太閤検地によって近世の農政のス
タイルが確立したことなど、合戦だけではない同時代の重要テーマをとり挙げていきます。

現代文科
船口　明

ご存じベストセラー「きめる！センター現代文」の著者船口氏が警鐘を
鳴らしています。「大学入学共通テストに導入される現代文の記述式問題
の対策は早期から開始しないと短期間で対応力が身につく話ではない」
と。関西で唯一船口氏のライブ授業を受けることができるスタディ・コ
ラボで貴方も船口マジックを体感してみてはいかがでしょうか。

高 2 上級現代文高2
 対象

高 3 センター現代文高3
 対象

センター現代文の攻略法を一冊にしたのが、私が書いた「きめる！センター現代文」です。購
入して使って頂いている方も少なくないでしょう。私の生授業を一度受けて下さればなお、現
代文解法の糸口を見つけることができるでしょう。

高 3 センター地理高3
 対象

地理科
高松　和也

地理の授業はやっぱり板書が命といわれた時代もありました。しかし、私
は、7色のチョークを駆使した色彩豊かな板書に加えて、大型テレビに教材
を映し出す 2つの視覚手段を用いて理解を深めます。

高 3 小林聖心日本史前期中間試験対策講座高3
 対象

日本史科
宮本　賢一

東京聖心女子推薦枠、または、関関同立大指定校推薦枠を狙う方に最適。
過去の出題傾向を踏まえ、予想問題を作成して対策致します。
講座内容は、予想問題の解説ではなく、試験範囲の概説講義とどこが狙わ
れるかのポイントを提示します。



講座名 講座案内

中 

１

英
語

【中1英語総合Sαβ対象】
過去形マスター

中1内容の最重要単元でもある「過去形」をマスターします。
単なる暗記ではなく、本質の理解を目指します。

【中1英語総合SA＋αβ対象】
一般動詞攻略講座［発展］

とにかく英語は主語と動詞の関係が重要です。be動詞と一般動詞
の区別から3人称単数まで、ここで整理しておきましょう。

【中1英語総合SA対象】
3人称単数形徹底解説講座

最難関単元を力強く攻略する「攻め」の英文法攻略講座です。「わかる」を
「できる」に、「できる」を「高得点」に変える実質的指導を行ないます。

【中1甲陽対象】
疑問詞の徹底演習

疑問詞を使った文になると途端にできなくなる人が毎年います。
期末考査の範囲になるであろう「疑問詞」を徹底攻略しよう。

【中1六甲/Sアド対象】
トレジャー準拠!!be動詞・一般動詞の完全演習

学校進度に合わせて、1学期期末試験に向けた先取り講座です。
徐々に差が付き始めます。乗り遅れないようにしましょう。

【中1海星対象】
プログレス準拠!!be動詞・一般動詞の完全演習

be動詞から一般動詞まで幅広く演習していきます。狙われやす
い、また間違えやすい問題をピックアップしてお伝えします。

【中1南女ST対象】
be動詞・代名詞の完全マスター

be動詞と代名詞、全てちゃんと区別できていますか？「何となく」答えられる
状態から自信を持って正答を書けるところまで徹底的に問題演習をします。

【中1聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験に向けた試験対策講座です。
今回の試験のポイントを最終確認して試験に備えましょう。

数
学

【中1数学総合S対象】
合同証明添削講座

合同証明に必要な型を学び、実際に答案をかく練習をします。
添削によって、きっちりとした答案を完成させましょう。

【中1数学総合SA＋αβ対象】
合同証明徹底講義

多くの学校で2学期頃に幾何の授業（数2・数Y等）で習う単元
です。基礎から応用まで幅広く扱う予定です。

【中1数学総合SA対象】
空間図形の攻略

平面図形の復習から、空間図形、特に展開図、立体の切断、表
面積・体積に関する問題を扱います。

【中1甲陽対象】
期末考査に向けて ～合同証明の特訓～

幾何の1学期期末試験では証明問題が出題されます。典型的な問題
をもとに証明の仕方を学び、難問にチャレンジしましょう。

【中1南女ST対象】
期末考査に向けて ～図形問題の攻略～

平面図形・空間図形の中から典型問題を攻略します。学校進度
により変更になる可能性があります。

【中1聖心対象】
前期中間試験対策講座［数学］

試験に向けて、万全の対策を行います。試験で出題が予想され
る問題を授業では、講義＆演習していきます。

講座名 講座案内

中 

２

英
語

【中2英語総合Sαβ対象】
高校英文法重要単元総復習 高校英文法の重要単元に的を絞って講義＆演習を行います。

【中2英語総合SA/SA（リスタート）対象】
現在完了マスター講座

中学英文法最大の難関のひとつ、現在完了の復習演習講座で
す。ここでマスターしておきましょう。

【中2英語総合A対象】
不定詞・動名詞・比較の徹底演習

今後の英語学習を左右すると言っても過言ではない「不定詞・
動名詞」を中心に復習し、今後に備えましょう。

【中2甲陽対象】
現在完了の徹底演習

中学英文法の中でも、最重要単元の1つ「現在完了」のイメー
ジから伝えていきます。

【中2海星対象】
期末考査に向けて ～文型徹底解説講座～

パターンが多いため、所謂「覚えておきなさい」的な授業がほとんどです。そのため生徒が嫌
いな単元として有名です。和訳ではなく豊かな英語のイメージでとらえる指導を行ないます。

【中2南女ST対象】
ニュートレジャー準拠 助動詞徹底演習

1学期期末試験のメインテーマである「助動詞」を演習・講義しま
す。まずは助動詞の基礎の復習から入り、応用編を講義します。

【中2聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験に向けた試験対策講座です。
今回の試験のポイントを最終確認して試験に備えましょう。

数
学

【中2数学総合S+/S対象】
東大京大への2次関数（数Ⅰ）

東大京大の過去問も利用して、2次関数分野の入試問題とはど
のようなものなのかを講義形式で共に解いていきます。

2019 年度　「6



講座名 講座案内

中 

２
数
学

【中2数学総合SA/SA（リスタート）対象】
数と式（数Ⅰ）計算問題の総復習

高校数学の最初に習う「展開・因数分解」を中心に、計算練習
を行います。計算に不安のある人は、必ず受講してください。

【中2数学総合A対象】
中学数学の計算の仕上げ

中学範囲の計算を総復習します。特に2次方程式の計算が解け
るでしょう。

【中2甲陽対象】
期末考査に向けて ～ 2次関数発展問題～

4月から取り組んでいる2次関数の発展編になります。定期試
験で確実に点数が取れるように取り組みましょう。

【中2海星対象】
期末考査に向けて ～平方根・2次方程式～

数Xの1学期期末試験の範囲であると予想される単元を演習し
ます。基礎から応用まで幅広く扱う予定です。

【中2南女ST対象】
期末考査に向けて ～比例と1次関数～

1次関数の講義を中心に行います。「関数」という言葉の意味、
グラフの仕組みなどを丁寧に解説します。

【中2聖心対象】
前期中間試験対策講座［数学］

試験に向けて、万全の対策を行います。試験で出題が予想さ
れる予想問題を授業では、講義＆演習していきます。

講座名 講座案内

中 

３

英
語

【中3S層対象】
動詞の語法特訓 ～ライティング力向上に向けて～

動詞は意味が分かるだけでは使えません。各動詞の使い方を知らなければ正しい文は書
けません。ライティングが重視される今後は語法の知識なしでは戦うことはできません。

【中3SA層対象】
論理的英文読解入門

「読解」というのは英語を日本語にする作業ではありません。
論理的な思考を身に付けて、本当の読解力を養います。

【中3甲陽/洛南対象】
関係詞特講［発展的な内容編］

苦手意識が根強い関係詞を攻略していきます。関係詞を攻略すれば今後の大学受験でも強
みを発揮できます。前置詞＋関係代名詞、関係副詞の使い方を詳細に解説していきます。

【中3南女Sアド対象】
分詞の完全マスター

中学・高校英文法ともに最重要単元の一つとなる『分詞』を扱います。2つの分詞の
性質を根本から理解した上で、即決で正しい答えが出せるよう演習していきます。

【中3聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験に向けた試験対策講座です。
今回の試験のポイントを最終確認して試験に備えましょう。

数
学

【中3数学総合S対象】
東大京大への数学（数ⅠA分野）

東大京大の過去問から現時点でも解くことができる問題を扱
います。東大京大の入試問題を体感してみましょう。

【中3数学総合SA/SA（リスタート）対象】
阪大神大への数学 ～ 2次関数～

阪大神大の過去問を用い、2次関数を復習します。入試問題と
はどのようなものかを知っておきましょう。

【中3甲陽/洛南対象】
京大入試問題にチャレンジ（数学ⅠA）

今までに学習した数学ⅠAの範囲から、実際の入試として出題
された問題にチャレンジしましょう。

【中3聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験範囲である「2次方程式」と「三平方の定理」か
ら、試験に出やすい問題を対策します。

理
科

【中3物理化学総合S対象】
力学の基礎

物理基礎範囲の「力学」の導入を行ないます。物理で最も重
要な考え方を身に付けてもらいます。

講座名 講座案内

高 

１

英
語

【高1S対象】
英作文入門 ～英作文の考え方～

英作文＝日本語を英語にする作業、と思っていませんか?全然
違います。本講座で英作文の根本的な考えを伝授します。

【高1SA対象】
英文読解入門 ～至高の思考法～

ただ英文を追っかけるだけの読解は読解ではありません。思
考の仕方を伝えることで、「国語力」も同時に養います。

【高1聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験に向けた対策講座です。ニューアングルやプロ
グレス21にて苦手分野を一網打尽にしましょう。

数
学

【高1数学総合S+/S対象】
京大、国立医学部入試問題（数ⅠAⅡB）

京都大学、国公立医学部の数学入試問題を使用して、単元問
題ではなく融合問題への対策をします。

【高1数学総合SA/SB対象】
阪大神大入試問題探究講座（数ⅠA分野）

阪大神大の入試問題を通じて、大学入試を体感してください。
今から準備すべき勉強内容を確認していきます。

月」　講習講座案内



講座名 講座案内

高 

１

数
学

【高1甲陽対象】
1学期期末試験に向けて

1学期期末試に向けた内容で予習＆復習を行います。まだ試験に向
けて対策できていない人も、これを機会に対策を始めましょう。

【高1聖心対象】
前期中間試験対策講座［数学］

試験に向けて、万全の対策を行います。試験で出題が予想さ
れる予想問題を使って、講義＆演習していきます。

理
科

【高1物理化学総合S対象】
力学の総復習

物理基礎範囲の「力学」の総復習を行ないます。入試レベル
の発展問題にチャレンジしてみましょう。

【高1物理総合SA対象】
力学の基礎

物理基礎範囲の「力学」の導入を行ないます。物理で最も重
要な考え方を身に付けてもらいます。

国
語高1国語総合 古文の入門講座です。古典文法の基礎をイチから学習してい

きます。

講座名 講座案内

高 

２

英
語

【高2対象】
難関大英作文入門

高2現在の不安な要素のひとつとして「英作文」があることで
しょう。本講座では英作文の根本的な考え方を伝授します。

【高2対象】
英文読解講義 ～入試問題演習～

先日の模試でも「時間が足りない」と感じた人は多いでしょう。
小手先のテクニックではなく、速く正確に読む方法を伝授します。

【高2聖心対象】
前期中間試験対策講座

前期中間試験に向けた試験対策講座です。
今回の試験のポイントを最終確認して試験に備えましょう。

数
学

【高2理系数学総合S対象】
京都大学文理共通問題攻略

京大の過去問から、現時点でも挑戦できる問題で「演習＆講
義」を行います。夏休みに向けて課題を見つけましょう。

【高2理系数学SA/文理共通数学SA対象】
共通試験数学ⅡBの時間短縮法

共通テストに向けた数学ⅡBでは、時間内で解ききることが難
しいと予測されています。その対策方法を伝授します。

【高2聖心対象】
前期中間試験対策講座

文系・理系共通範囲の「指数・対数」の試験対策講座です。
試験直前に予想問題に挑戦しましょう。

理
科

【高2物理総合SA/S対象】
共通テストレベルマーク式演習（物理基礎）

センター試験・共通テストレベルのマーク式物理基礎（力学・
熱・波動・電磁気）の演習および解説を行います。

【高2化学総合SA対象】
阪大神大への化学 ～結晶格子～

入試頻出の結晶格子について講義、演習を行います。必要な
知識を揃えた上で、入試問題に挑戦してもらいます。

国
語

高2上級現代文 共通テスト対応の講座です。共通テストに変わることで単に「記述式になる」と考えていませんか？実際はこ
れまでとは求められる力がガラッと変わります。一足早く共通テスト対策をしたい方はぜひご受講ください。

高2国語総合 古文の読解講座です。読解を通して語彙や古典文法を詳しく
解説していきます。

講座名 講座案内

高 

３

英
語

【高3対象】
難関大英作文 ～自由英作文～

普段十分に対策の時間が取れていないであろう自由英作文の対策を行います。最難関大の自由英
作文は一朝一夕で身につくものではありません。これまでの英作文への意識を一新する授業です。

【高3対象】
難関大英作文 ～和文英訳～

普段十分に対策の時間が取れていないであろう自由英作文の対策を行います。最難関大の自由英
作文は一朝一夕で身につくものではありません。これまでの英作文への意識を一新する授業です。

数
学

【高3対象】
東大京大理系数学

入試演習問題の講義を行います。講義を受ける前に予習が必
要になります。夏休みに向けて課題を見つけましょう。

【高3対象】
阪大神大文理共通数学

阪大神大の文理共通問題を中心に過去の問題を解説していき
ます。入試問題の対策もこれを機会にスタートさせましょう。

理
科

【高3物理総合S対象】
春期・前期分復習テスト（記述添削）

春期講習会から前期までの力学の内容から復習テストを行います。
記述の添削指導を行うことで、今のうちから記述力を養成します。

【高3物理SA対象】
センター物理演習＆講義

夏の第2回全統マーク模試の範囲（力学、熱力学、波動、電気
（磁気・原子を除く）で演習＆解説を行います。

2019 年度　「6



月」　講習講座案内

講座名 講座案内

高 

３

理
科

【高3化学総合S対象】
有機化学検定＆講義

有機化学分野の基礎知識の定着度および構造決定能力を検定
します。最高難度の問題も用意しています。

【高2化学S/高3化学SA対象】
無機化学検定＆講義

暗記が重要な無機化学分野において、どれだけ知識が定着し
ているのかをはかります。

国
語

高3現代文論述 通常講義の60分授業では扱いにくい、長文の論述問題のアプ
ローチ法・要約型論述について学びましょう。

高3センター現代文 通常講義の60分の講義では扱いにくい、長文問題全体を見渡
す問題について学びましょう。

高3古文論述 論述古文は、和歌を攻略しなければ、太刀打ちできませんので、
本講座は二次試験の和歌問題への対策にこだわっています。

高3センター古文 センター古文は、和歌と敬語が、必須です。そのため、本講
座は、和歌と敬語にこだわり抜いた授業です。

高3センター漢文 センター試験の過去問を用い、漢文の読解力と問題への対応力を
養成します。構文分析に裏打ちされた読み方を目指しましょう。

地
歴

高3日本史論述 安土桃山時代から出題される頻出論述テーマを2 ～３題取り上
げます。周辺の解説を行い、実践的に書いていきます！

高3センター &関関同立日本史 安土桃山時代の実相（織田信長、豊臣秀吉、そして関ヶ原の
戦いまで）を400分で一挙解説します。乞うご期待！

高3小林聖心前期中間試験日本史対策講座 ずばり、小林聖心日本史（指定校推薦枠を狙う）者だけのための講座。
過去問を精査し、出題の仕方などを模倣した予想問題をお渡しします。

高3世界史論述 世界史論述の出題形式から解法をパターン化し、多くの問題
に対応できる基礎力を養成します！

高3センター &関関同立世界史 受験生が苦手とする文化史を、ルネサンスを題材に文化と政治
をつなぎ、論述、マークで必要とされる思考力を養成します。

高3センター地理 典型的な出題の問題解法を徹底解説します。センター試験の
出題形式を熟知することで、得点に直結させます。

講座名 講座案内
無
学
年
英
語英検対策講座（5級～準1級） 「コラボ十八番」の英検対策講座です。試験直前に最後の仕上げ

として、ポイントを絞って“あと数点”の上積みを狙います。

無
学
年
英
語

魔法の英単語〔上級〕 スタディ・コラボ代表乾講師の十八番講座である“魔法の英
文法”の続編です。暗記に頼らない英単語の奥深さを伝授し
ます。この講座は夏期講習のプレ講座となっています。魔法の英単語〔中級〕

VTR講座
講座名 講座案内

高 

３
英
語

TEAP対策（R） ～はじめてのTEAP ～ TEAPの概要からTEAP特有問題（READING）の攻略方法
を、大学受験に繋がるように講義します。

阪大下線部和訳特講 阪大下線部和訳の攻略にはカンマの多い文に対応できなけれ
ばなりません。様々なパターンを紹介します。

関関同立特講 関関同立に特化して文法・会話・長文を総合的に演習＆講義
します。関関同立に向けた現在地を把握してもらいます。



東京大学 理科Ⅰ類
迫口 祐成さん（甲陽学院）

東京大学 理科Ⅰ類
松本 遼さん（神大附属）

東京大学 理科Ⅰ類
山本 啓介さん（甲陽学院）

京都大学 医学部
小畑 幸平さん（灘）

京都大学 医学部
田 篤生さん（甲陽学院）

京都大学 経済学部
寺澤 凌太朗さん（甲陽学院）

京都大学 工学部
森田 航平さん（甲陽学院）

京都大学 経済学部
城島 悠輔さん（甲陽学院）

京都大学 工学部
長谷川 千紘さん（甲陽学院）

京都大学 薬学部
足立 吉正さん（甲陽学院）

国私立中高一貫校
中1生～高3生対象

岡本T&Tビル2F、3F

TEL:078-413-5846
FAX:078-413-5847
神戸市東灘区岡本1-12-14

阪急岡本駅徒歩１分

岡本本校

COZY夙川2F、3F

TEL:0798-33-3480
FAX:0798-33-3481

西宮市寿町5-17

阪急夙川駅徒歩１分

夙川甲陽校

グリーンフラットビル2F

TEL:078-414-6219
FAX:078-414-6229
神戸市東灘区岡本1-5-7

 JR摂津本山駅徒歩１分

東大京大館岡本校

アーバンエステート岡本3F

TEL:078-200-4891
FAX:078-200-4892
神戸市東灘区岡本1-8-23

阪急岡本駅徒歩２分

岡本２号館

ハウジングネットワークビル1F

TEL:0798-69-0432
FAX:0798-69-0433

西宮市南昭和町3-32

阪急西宮北口駅徒歩１分

西宮北口本校

TEL:0798-42-8146
FAX:0798-42-8147

西宮市甲風園1-3-3

須澤興産ビル4F

阪急西宮北口駅徒歩１分

東大京大館西宮校

初めて当塾各教室に来校される方は、弊社HPにて詳細なアクセスをご確認ください

灘・洛南・甲陽・神戸女学院・附属池田・六甲
神戸海星・甲南女子・小林聖心・神大附属
親和女子・甲南・仁川学院　ほか

副教科の出来不出来がセンター試験の生命線となります。

梅雨空を吹っとばす、単発読み切り型講座群

講 習6 月

※以下は高3在籍生60余名の実績です。
（※一部高卒生含む）

2019春 大学合格実績 最終

国公立大医学部医学科 合計7名 私立大医学部医学科 合計9名

関関同立大 合計13名神戸大学 3名

東京大学 3名 大阪大学 2名京都大学 9名
（うち医学部医学科 3名）

 集団授業料 　
60分 2,000 円 80分 3,000 円 120分 5,000 円
70分 2,500 円 100分 4,000 円 VTR 2,000 円

2019 年度  6 月講習学費（消費税 8％込み）

①　受講申請書に必要事項を記入して、FAX（078-413-5847）送信下さい。
②　事務局から確認の電話を入れさせて頂きます。

6 月講習申込方法


