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夏2019 期講 習

お問い合わせは岡本本校事務局（TEL078-413-5846）もしくはHPからお願いいたします。

そんなアナタにオススメしたい授業があります！

★センタ―試験最終年のうちにカタをつけたい !
★いつまでたっても英単語が増えていかず悩んでいる…。
★１学期の成績を夏休みで取り返したい !
★今さらだが，数学ⅠAに不安がある…。

・・

7月１4日（日）～9月8日（日）

国私立中高一貫対象スタディ・コラボ



夏 期講 習

スタディ・コラボ代表

乾 俊和

研伸館予備校にて英語指導
に携わる。生徒アンケート
にて10年間トップ評価を獲
得。東大京大志望の生徒は
もちろん、関関同立志望者
からも絶大な支持を得る。
申し込み開始1時間で満席
増設となった4月開講「魔法
の英文法」の続編をお届け
する。

上 級 編 東大京大国公立医学部または英検準1級を目指す対象

中級編αβ 高1レベルですが他学年も大歓迎！
※α・βは同内容です。日程詳細は後日HPアップ致します。

夏期講習
本 編

こんなに面白くて

良いのでしょうか！？高1英語総合Ｓ／ＳＡ（語彙・文法）

生まれたときは、君も僕も天使だった。
　　　　　 そう やさしくて誠実だった

数学科 衣川 大智

高 1  数学総合SA「数学ⅠA総復習」
－今さら聞けない！だけどわかっていない－

高2 ・ 高3
「初めての数Ⅲ～微分法2日間で完成」

　今から青チャートをすべて最初から解きなおそうとしている方必見です。
　数ⅠAの青チャートの例題308題あります。すべて解きなおすつもりですか !?
すべて覚えるつもりですか !? これは現実的には、難しいでしょう。
　6回の授業を通して、より効率よく復習して、入試頻出の単元を網羅できる方法を
徹底的にお伝えしていきます。
　特に、入試頻出の2次関数・三角比・場合の数／確率を中心に基本から標準レベル
まで扱います。数学ⅠAで高得点を取る秘訣を伝授していきます。

「…眼の前を小さなアリがはっていると、なにげなくつぶすこともあるのではない
でしょうか。…」（2015年度の大阪大学）の「つぶす」を表す英単語は、いった
い何を使えば良いでしょうか？「うん？」と思った人のために、選択式にしてみ
ます。① clash ② crash ③ crush の中から選んでください。いかがですか？英
語を日常的に使っている人でない限り、この3つの単語を区別できないのではな
いでしょうか。rと l の区別。aと uの区別は多くの受験生が苦手です。あなたが
今手にしている最高と信じている単語集を使っても、その違いを知ることはでき
ません。しかしながら、これらの単語を区別し、あなたの使える語彙リストに入
れるのに必要なのは、ほんの少しの知識で十分です。魔法の英単語では①音②ス
ペリング③イメージング④カタカナ語⑤語源⑥ゴロあわせ、などありとあらゆる
手法を使って単語をインプットしていきます。昭和感一杯の努力と気合で覚える
英単語学習の牢獄から、涼しげに君一人抜けだしてみませんか。

プロフィール
　スタディ・コラボ数学科主
任。中1生から高3生まで担
当。優しい風貌からはちょっ
と想像しづらいが、情熱的な
授業で生徒をぐいぐいひき込
んでいく。特に数学を苦手に
している生徒が好きで、生徒
がわかった時の表情を見たく
てこの仕事をしている。

　数Ⅲの微分が未修の方、履修済みだけれども不安な方はこの講座でしっかりと基礎
を固めておきましょう。� ※公立高校高３生も受講可。
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イチ押し!講座群

現代文科 船口 明

日本史科 宮本 賢一

地理科 高松 和也

『きめる！センター現代文』の
著者のライブ授業を受講できる
のはスタディ・コラボだけ !!

高 3
 
センター地理

高3
 
センター＆関関同立日本史
～明治という国家～

高3
 
論述日本史S～近代日本～

　20余年前、乾先生と宮本先生とともに
研伸館予備校で教えていました。阪神間の
中高一貫生はあの頃と変わっておらず、学
習の仕方を伝授すれば生徒が自分で勉強し
ます。高２上級現代文は神戸女学院生が多
いですが、灘・甲陽・洛南生の方もお待ち
しています。

プロフィール
代々木ゼミナール教育総合研究所主幹研究員
AIP・DNC共同研究員
　河合塾講師、代々木ゼミナール講師を経
て2016年より現職。全国の教員の指導
に携わっている。既に全国50ヶ所以上の
教育現場に2020年度からセンター試験
に代わって導入される“大学入学共通テス
ト”関連の講演を行う。センター試験現代
文対策のベストセラーとして名高い『きめ
る！センター現代文』の著者としても知ら
れる。

高3
 
現代文論述S

高3
 
センター現代文

高2
 
上級現代文

　理系の生徒が地理を選択するのは、覚える量
が少ないからという理由です。たしかにそうで
すが、覚える対象を知ることが大切です。夏は
それを実感して欲しいと思います。

　夏休み中に明治時代まで終了させることが、現役合格の鍵です。又、
VTR講座「日本文化史総覧」で夏休み中に文化史の総復習をして下さい。

大
ベ
ス
ト

　
　
セ
ラ
ー
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講座案内❶
※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。

講座名 講座案内

英
語
小5聖心プログレス英語
～�プログレス先取り学習�～

プログレスの先取り学習をしていきます。中学1年生で重要
単元である「一般動詞」「疑問詞」などを演習していきます。

講座名 講座案内

英
語
小6聖心プログレス英語
～�中1内容完成に向けて�～

プログレスの先取り学習をしていきます。プログレスに出て
くる文法を徹底的な演習で、マスターしていきましょう。

講座名 講座案内

英
語

中1英語総合Sα・β
～�中学英文法早期完成講座�～

圧倒的な超先取り学習により中学英文法の早期完成を目指し
ます。夏期講習で中学英文法の単元学習を一通り終えます。

中1英語総合SA＋α・β
～�中1内容完成に向けて�～

この夏のメインは「動詞の過去形」です。中1英文法の最大のポ
イントとなるため、徹底的な演習でマスターしていきましょう。

中1英語総合SA
～�一般動詞完成�～

まずはbe動詞の復習から始め、夏休み中に「一般動詞」の
色々なパターンをマスターすることを目指します。

中1灘コンプリート英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

学校成績上位安定を目指して、「助動詞can」、「現在進行形」
の復習、「過去形（規則・不規則）」を徹底的に学習します。

中1甲陽コンプリート英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

この夏期講習会では重要単元「助動詞can」、「現在進行形」
の復習、「過去形（規則・不規則）」を扱い2学期の先取りを
行います。

中1六甲英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

学校準拠の当クラスでは，ニュートレジャー 1の先取り学習
を行います。メインの単元は「疑問詞」「命令文」「助動詞
can」です。

中1神戸女学院英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

メインは「動詞の過去形」です。学校進度を予測して「過去
進行形」まで一気にマスターします。

小 5

小 6

中 1
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※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。

講座名 講座案内

中1海星プログレス英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

プログレスの先取り学習をしていきます。メインは「一般動
詞（復習）」「疑問詞」「命令文」ですが、テキスト特有の表
現も併せて覚えていきます。

中1南女Sアド英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

ニュートレジャー 1の先取学習を行います。「一般動詞」「疑
問詞」を使った文を学習した後、「命令文」まで進みます。

英
語
中1南女スタンダード英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

ニュートレジャー 1の先取学習を行います。2学期の超重要単元
「一般動詞（3単現）」をマスターしてしっかり貯金を作りましょ
う。

中1聖心プログレス英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

プログレス21の先取り学習を行います。夏期講習では「be動詞
と一般動詞」「命令文」「3人称単数」「疑問詞」を扱います。

数
学

中1数学総合S
～�展開・因数分解/平方根�～

「展開・因数分解」「平方根」を扱います。次の「2次方程式」
「2次関数」につながる重要単元です。

中1数学総合SA＋α・β
～�比例・反比例／1次関数�～

いわゆる「関数」と呼ばれる単元で、代数分野でも重要度が
かなり高い分野になります。まずはその土台固めを行います。

中1数学総合SA
～�連立方程式/不等式�～

1次方程式の内容を確認してから、連立方程式を扱います。
不等式の計算まで文章問題も含めて講義します。1次方程式
未履修者も受講可能です。

中1甲陽コンプリート数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

「展開・因数分解」「平方根」を扱います。次に学習する
「2次方程式」「2次関数」につながる重要単元です。

中1甲南女子スタンダード数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

1次方程式を扱います。文章問題では方針の立て方を中心に
指導します。※学校進度により変更の可能性があります。

中1聖心数学
～�前期総復習＆後期先取り�～

1次方程式を扱います。計算力をつけることが重要ですが、
文章問題も前期期末試験で頻出です。対策しておきましょ
う。※学校進度により変更の可能性があります。

理
科
中1甲陽コンプリート物理化学
～�新学期の先取り�～

中1甲陽生専用の講座です。2学期学習内容（物理・化学）の
先取りを行ないます。
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講座名 講座案内

英
語

中2英語総合Sαβ
～�高校英文法早期完成講座�～

引き続き高校英文法の反復演習と英文解釈の基礎に取り組ん
でいきます。本格的な英文解釈論を講義します。

中2英語総合SA
～�中学英文法完成講座�～

この夏は中学英文法の超重要単元の総復習です。それに加え
て英検準2級レベルの読解にも取り組みます。

中2英語総合SA（リスタート）
～�中学英文法重要単元�～

この夏は中学英文法の超重要単元を行います。今後の学習の
基礎になります。中学範囲までのヌケをなくし、しっかりと
した土台を作りましょう。

中2英語総合A
～�中学英文法重要単元�～

「接続詞」と「比較」を進めつつ、「不定詞」「動名詞」「助動
詞」の復習を行います。私立は中2の夏が大切です。

中2甲陽コンプリート英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

この夏期講習会では重要単元「関係代名詞」、「不定詞（発
展）」を中心に扱い、2学期の先取りを行います。

中2海星プログレス英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

この夏期講習では重要単元「関係代名詞」「不定詞」を中心
に扱い、2学期の先取りを行ないます。

中2甲南女子スタンダード英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

ニュートレジャー Stage 1の復習を行った後、Stage 2の先取り
学習を行います。メインの単元は「時制」「文型」「不定詞」で
す。

中2聖心プログレス英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

プログレス21英文法の先取学習を行います。夏期講習のメイ
ンは「文型」「比較」です。特に文型は今後の学習の基礎に
なるため、時間をかけて講義します。

数
学

中2数学総合S＋／S
～�三角比・三角関数�～

数学Ⅰ「三角比」、数学Ⅱ「三角関数」の導入から難関大学
入試レベルまで扱います。本講座では「三角比」の基礎から
進めていきます。

中2数学総合SA
～�場合の数・確率（数A）�～

大学入試に、必ず出題される分野です。思考力を要する応用
問題を交えることで、更なるステップアップを目指しましょう。

中2数学総合SA（リスタート）
～�場数と式（数学Ⅰ）�～

いよいよ高校数学の内容に入っていきます。高校数学の最初
の単元である「数と式」を扱います。

中2数学総合A
～�2次関数（中学数学）�～

高校数学の基盤にもなる「2次関数（中学数学分野）」を扱い
ます。グラフの扱いに慣れていきましょう。

中2甲陽コンプリート数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

高校数学Ⅰより「三角比」を扱います。空間図形への応用問
題にもチャレンジします。※学校進度により変更になる場合
があります。

中 2
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講座名 講座案内

数
学

中2海星数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

中学範囲から「2次関数」を扱います。2学期中間および期末
に向けて基礎～応用レベルまで幅広く扱います。

中2甲南女子スタンダード数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

2学期の定期試験の範囲である「1次関数」を扱います。 関
数の応用問題は難しい問題も多いため、この夏の間に予習を
しておくことをお勧めします。

理
科

中2甲陽コンプリート物理化学
～�新学期の先取り�～

中2甲陽生専用の講座です。2学期学習内容（物理・化学）の
先取りを行ないます。

講座名 講座案内

英
語

中3英語総合S
～�高校英文法・英文解釈�～

将来の東大京大国立医学部現役合格に向けて、この夏から、
英文読解（東大京大阪大過去問）を本格的に始めます。

中3英語総合SA
～�高校英文法・英文解釈［基礎］�～

高校英文法の復習を行うと同時にいよいよ本格的な英文解釈の
基礎に取り組んでいきます。

中3灘コンプリート英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

中3の夏で、高校レベルの英文法と語彙力を完成させましょ
う。高1から実戦的な入試問題に余裕を持って取り組むこと
ができます。

中3甲陽PLUS英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

成績上位を狙う中3甲陽PLUS英語では、プログレス21book3の
先取り学習を進めていきます。

中3洛南英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

新中学問題集の演習、および学校教材の先取り学習を行ない
ます。2学期の学習単元まで網羅していきます。

中3甲南女子Sアド英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

「分詞」「関係詞」「完了形」の徹底復習と「不定詞の応用」の
先取りを行っていきます。中学英文法も大詰め、高校英文法の
準備をする必要があります。

中3甲南女子スタンダード英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

ニュートレジャーの先取り学習を行います。2学期の超重要
単元をマスターしてしっかり貯金を作りましょう。

中3聖心プログレス英語
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

プログレス21英文法の先取学習を行います。夏期講習のメイン
は「不定詞」「動名詞」です。Readも併せて講義します。

数
学
中3数学総合S
～�ベクトル（数Ｂ）�～

入試で頻出のベクトル（数B）導入から入試レベルまでを扱
います。この夏の受講が今後の受験を左右することになるで
しょう。数ⅡB未履修者も受講可能です。

中 3
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講座名 講座案内

数
学

中3数学総合SA
～�三角比（数Ⅰ）／三角関数（数Ⅱ）�～

高校数学Ⅱの「三角関数」を扱います。発展問題にもチャレ
ンジします。「三角比」の内容も合わせて学習します。※三
角比未履修者も受講可能です。

中3数学総合SA（リスタート）
～�場合の数・確率�～

高校数学数A単元の「場合の数・確率」を扱います。このク
ラスは、数学ⅠAを1年間で習得するクラスになります。

中3甲陽PLUS数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

俗に「微積」とまとめて呼ばれる超重要単元です。この夏の
受講が今後の受験を左右することになるでしょう。※学校進
度によって変更の可能性があります。

中3甲南女子スタンダード数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

高校数学Ⅰの「2次関数」を扱います。これからの数学の土台
となる単元です。※学校進度により変更の可能性があります。

中3聖心数学
～�前期総復習＆後期先取り�～

高校数学Ⅰの「数と式」および中学幾何を扱います。※学校
進度により変更の可能性があります。

数
学
OP

中3高1分野別特訓数学＜座標＞
～�図形と方程式・軌跡�～

数Ⅱの最初の単元で、幾何的要素も多く難しいのがこの単元
です。特に軌跡は、入試問題で問われるところですので、早
めに克服しておきましょう。

理
科
中3物理化学総合S
～�加速度と物体の運動�～

物理範囲「力学」の中の速度と加速度の導入をし、物体の運動
を解き明かします。今後の物理学習において不可欠な内容です。

講座名 講座案内

英
語

高1英語総合S
～�難関大英文解釈・英作文�～

東大京大国立医学部合格に向け、この春から進めてきた英文
読解の第2ステージである“東大英文解釈・京大英文解釈”
の学習を始めていきます。

高1英語総合S（神戸女学院）
～�高校英文法・英文解釈［標準］�～

阪大神大など難関国公立大合格に向け、英文解釈力の向上を
目指します。同時に文法の徹底復習を開始していきます。

高1英語総合SA
～�高校英文法・英文解釈［標準］�～

阪大神大など難関国公立大合格に向け、英文解釈力の向上を
目指します。同時に文法の徹底復習を開始していきます。

高1甲陽英語
～�高校英文法・英文解釈［標準］�～

夏期終了までに高校英文法をイチから総復習します。中学範囲
までのヌケをなくし、受験勉強の第1歩を踏み出しましょう。

高1聖心プログレス英語
～�1学期総復習&2学期先取り�～

プログレスの先取り学習を行います。文法単元だけでなく、
Readの講義や初見の長文読解を通して実践力を養います。

高 1

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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講座名 講座案内

数
学

高1数学総合S＋／S
～�積分法（数Ⅲ）�～

最後の単元学習として、入試必出である数学Ⅲ「積分法」の
導入から大学入試問題レベルまでを扱います。
※微分法（数Ⅲ）履修者対象です。

高1数学総合SA
～�数学ⅠA総復習�～

今まで履修してきた内容をもう一度総復習していきます。特
に、数学ⅠAの2次関数・三角比・場合の数/確率を中心に基
本から標準レベルまで扱います。

高1数学総合SA（リスタート）
～�微分法／積分法（数Ⅱ）�～

俗に「微積」とまとめて呼ばれる超重要単元です。この夏の
受講が今後の受験を左右することになるでしょう。

高1甲陽数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

数学Ⅱの範囲の「微分・積分」を扱います。これまでの関数
の知識も活用し、微積でできることを実感してもらいます。
※学校進度により変更の可能性があります。

高1聖心数学
～�前期総復習＆後期先取り�～

高校数学Ⅱの「三角関数」を扱います。中間試験範囲である
「三角比」の続編内容です。※学校進度により変更の可能性
があります。

【高校生対象】上級数学ⅡＢ
～�微分法・積分法�～

難関大学の過去問を中心に演習していきます。普段の演習量
が不足している方、どんな問題を練習したらいいかわからな
い方はぜひ受講して下さい。

数
学
OP

中3高1分野別特訓数学＜座標＞
～�図形と方程式・軌跡�～

数Ⅱの最初の単元で、幾何的要素も多く難しいのがこの単元
です。特に軌跡は、入試問題で問われるところですので、早
めに克服しておきましょう。

理
科

高1物理化学総合S
～�気体の法則�～

理系専用科目「化学」から“気体の法則”を扱います。今後の
化学の学習につながる重要単元です。思考力を鍛えましょう。

高1化学総合SA
～�酸と塩基�～

化学基礎範囲「酸と塩基」の講義＆演習講座です。そもそも
「酸」と「塩基」とは？基礎から入試レベルの応用問題まで
を扱います。

国
語高1国語総合 古文読解において様々なニュアンスを与え、識別など頻繁に

問われる助動詞を、その「使われ方」を中心に学びましょう。

講座名 講座案内

英
語

高2英語総合SS
～�東大京大英文解釈・英作文�～

東大京大阪大等の過去問を30000語以上読み込んで身に付け
た“英文読解力”をさらに磨きをかけましょう。

高2英語総合S
～�東大京大英文解釈・英作文�～

東大京大阪大等の過去問を30000語以上読み込んで身に付け
た“英文読解力”をさらに磨きをかけましょう。

高 2

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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講座名 講座案内

英
語

高2英語総合SA
～�高校英文法・入試英文解釈�～

難関国公立大現役合格に向けて、①特殊構文②精読③多読に
挑戦します。長文を通じて、語彙力・文法力・構文把握力を
高めます。

高2聖心英語 高校英文法を復習し、多量の演習問題で自信をつけます。学
校の予習に留まらない知識量を養成します。

数
学

高2理系数学総合S
～�東大京大医学部入試演習�～

東大・京大・阪大過去問を用いて数学Ⅲに重点を置いた演習
＆講義です。本講座は、数学Ⅲを徹底的に学習します。

高2理系数学総合SA
～�積分法（数Ⅲ）�～

入試必出である数学Ⅲ「積分法」を、基礎から丁寧に仕上げ
ます。数学の最重要単元ですので必ず習得してください。

高2文理共通数学総合SA
～�数学Ⅱ重要単元講義�～

数学Ⅱの内容から今後の学習に必要不可欠な内容を総復習し
ます。「高次方程式」「図形と方程式」「三角関数」を中心に
扱います。

高2甲南女子スタンダード数学
～�1学期総復習＆2学期先取り�～

数学Bの「平面ベクトル」を扱います。文系・理系を問わず
入試に必要な単元です。※学校進度により変更の可能性があ
ります。

【高校生対象】上級数学ⅡＢ
～�微分法・積分法�～

難関大学の過去問を中心に演習していきます。普段の演習量
が不足している方、どんな問題を練習したらいいかわからな
い方はぜひ受講して下さい。

数
学
OP
高2高3初めての数Ⅲ
～�微分法2日間完成�～

数Ⅲの微分が未修の方、履修済みだけれども不安な方はこの
講座でしっかりと基礎を固めておきましょう。※理系選択者
専用の講座です。

理
科

高2物理総合S
～�電気力学・回路�～

電磁気の最初のポイントは、「電場」と「電位」の違いを理
解することです。電磁気全体の理解につながります。

高2物理総合SA
～�運動量・円運動�～

力学最大の難所「単振動」を中心に扱います。まずは解き方
のルールになじみましょう。

高2化学総合S
～�有機化学�～

「有機化学」を扱います。入試必出の最重要単元である有機
化学とはどのようなものかを体感してもらいます。

高2化学総合SA
～�酸・塩基と平衡�～

化学基礎の「酸と塩基」の復習および、化学「電離平衡」を
扱います。計算には数学Ⅱの「対数」の計算を用います。

国
語

高2上級現代文 評論文の〈論理構造〉を把握する方法を体系的に学ぶ講座で
す。その夏期講習バージョンになります。

高2国語総合 センター試験現代文の半分の配点を占める小説・随想。本講
座でその読解の基礎（心理と表現）を学びましょう。

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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講座名 講座案内

地
歴
高2日本史総合
～�鎌倉時代�～

鎌倉時代を全て終了します。鎌倉幕府と朝廷の関係を主軸
に、惣領制に基づく御家人制を中心に解説します。

講座名 講座案内

英
語

高3英語総合SS（理Ⅲ京医）
～�東大入試問題演習�～

東大過去問ないし類似問題を中心にした演習講義を行いま
す。東大OP（実戦）に向けて応用力をつけていきます。

高3英語総合S（京阪国医）
～�京大入試問題演習�～

徹底して記述力を鍛えていきます。「読める」から「書ける」
に昇華していきましょう。英作文の添削指導も行います。

高3英語総合SA
～�阪大神大、センター問題演習�～

阪大神大の過去問演習に加えて、センター演習も行います。8月
前半まではマーク模試に向けて、後半はOP模試を意識します。

高3関関同立英語
～�難関私大入試問題演習～

難化傾向の私大英語であっても、問われているのは基本事項で
す。この夏は、①英文法の確認②精読③過去問に挑戦します。

数
学

高3理系数学総合S（東大京大）
～�入試問題演習�～

良問を通じ、入試の基礎の本質理解と応用力を養成します。
数Ⅲ微積分の基本解法と計算力をつけ、図形、確率などを演
習します。

高3理系数学総合SA（阪大神大）
～�入試問題演習�～

微分・積分、ベクトル、確率、整数などの頻出単元を中心
に、入試問題の演習をします。これまで培ってきた基礎力を
もとに応用力を高めます。

高3文系数学総合SA（阪大神大）
～�入試問題演習�～

入試本番で必要なものは高度な「テクニック」や「知識」で
はなく、初めて見る問題を解ききることのできる思考力です。
本講座ではそのような思考力を養うことを目的とします。

【高校生対象】上級数学ⅡＢ
～�微分法・積分法�～

難関大学の過去問を中心に演習していきます。普段の演習量
が不足している方、どんな問題を練習したらいいかわからな
い方はぜひ受講して下さい。

数
学
OP

高3センター数学ⅠAⅡB
センター試験の準備がまだ整っていない方に数学専任3人体
制で点数を取るための技を教えます。数ⅠAⅡBの合計8割以
上安定して取れない方は必見です。

高2高3初めての数Ⅲ
～�微分法2日間完成�～

数Ⅲの微分が未修の方、履修済みだけれども不安な方はこの
講座でしっかりと基礎を固めておきましょう。※理系選択者
専用の講座です。

理
科
高3物理総合S（東大京大）
～�電荷とコンデンサー�～

入試発展レベル（東大京大レベル）より荷電粒子の扱いと、
コンデンサーの扱いについて考察します。

高　3

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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講座名 講座案内

理
科

高3物理総合SA（阪大神大）
～�物体系～単振動��～

入試標準レベル（阪大神大レベル）より物体系、円運動、単
振動という必出分野を扱います。予習形式です。

高3化学総合S（東大京大）
～�有機化学�～

入試発展レベル（東大京大レベル）より有機化学を扱いま
す。入試必出のこの単元を得点源にできるかで合否が決まり
ます。

高3化学総合SA（阪大神大）
～�有機化学�～

入試標準レベル（阪大神大レベル）より有機化学を扱いま
す。入試必出のこの単元を得点源にできるかで合否が決まり
ます。

国
語

高3現代文論述S 集中的に講義できる期間にこそ大きな効果を発揮するテーマ
に絞って、体系的な方法論を丁寧に講義します。

高3センター現代文 評論・小説ともに〈出題者の意図を踏まえた学び〉を徹底
し、小手先のテクニックではない実力を要請します。

高3古文論述S
単語・文法・古典常識・敬語・和歌について、高いレベルが
必要です。それらを京大受験生にふさわしい授業で伝授して
いきます。

高3センター古文
単語・文法・古典常識・敬語・和歌について、高いレベルが
必要です。それらを難関大受験生にふさわしい授業で伝授し
ていきます。

高3センター漢文 センター試験型の問題を用いて演習を行い、必要とされる知
識、論理的思考力を高めます。2コマで3題取り上げます。

地
歴

高3センター＆関関同立日本史
～�明治という国家�～

明治時代を全て終了します。日本史学習で最も生徒が苦手に
する時代が明治時代。快刀乱麻で整理します。

高3論述日本史S
～�近代日本�～

近代日本史（明治時代）で問われる頻出テーマを1日2題ずつ
取り上げて解説し、実際に200字で書く練習をします。

高3センター世界史 センター試験、国公立2次、私大に必要となる思考力をイン
プット、アウトプットを通して身につけます。

高3センター地理 主要な出題形式の解法についてその着眼点や考え方などを詳
解し，問題演習を通して実戦的な得点力養成を行います。

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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無学年
学年 講座名 講座案内

無
学
年

魔法の英単語

2019年度3月開講と同時に一瞬で60席が満席となった「魔
法の英文法」講座は、スタディ・コラボ代表の乾講師が、
従来の英文法指導の常識を覆す「超短時間」で「本質的」
で「キャッチ―で忘れない」独特の英文法へのアプロー
チを展開中である。夏期講習は全5回。この講座を受けれ
ば、英検2級～センター試験までの単語を非常に楽しくマ
スターできるようになる。「単語を覚えるのが嫌い」なキ
ミのために贈る真夏の単語シャワー授業。

VTR講座

英 語
学年 講座名 講座案内

高
3

高
2 TEAP対策 TEAP特有問題（READING＆WRITING）の演習＆講義で

す。正確かつ素早く問題を処理する方法を伝授します。

高
3

阪大下線部和訳特講【夏】
～�頻出構文をおさえる�～

阪大下線部和訳特講の第2弾です。今回は頻出かつ見抜き
にくい構文に的を絞って演習講義します。

高
3 マーク模試対策英語

センター対策として特に間違いの多い「整序英作文」に加
え、第3問、第6問の対策を行います。時短にして超正確な
解法を伝授します。

地 歴
学年 講座名 講座案内

高
3

センター＆関関同立日本史
～�日本文化史総覧�～

センター及び関関同立受験生対象。全ての受験生が苦手に
する文化史。文化史にも流れがあったことを体感してもら
います。

高
3 マーク模試対策日本史 範囲は最初から江戸時代まで。この結果はセンター本番に

直結しますので、対策しておいて損はありません。

※日程・時間帯は全て同封　の申請書をご参照下さい。
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2019 年度夏期講習会学費要項❷
夏期講習会学費について
　平常授業にて受講していただいているスライド講座に関しては 6 月末日にて確定とさせていただき
ます。
　その後の追加やキャンセルなどの変更は翌月度学費にて合算または相殺させていただきます。

 ① 個別指導 

個別指導 スタイル 校内生 校外生 講　師　名

特別選抜
【1 対 1】 13,500 円 14,850 円

【日本史】　宮本講師（1 対 1 のみ）
【国　語】　力石講師（1 対 1 のみ）

【1 対 2】 8,200 円 9,020 円 【英　語】乾講師 （1 対 2 のみ）

専任指導

【1 対 1】 12,300 円 13,530 円
【英　語】吉田講師　原田講師　石田講師

向井講師　原講師　桃田講師
【数　学】衣川講師　宮脇講師　岡本講師
【数・物】清水講師
【数・化】守山講師

【1 対 2】 8,200 円 9,020 円

S カレッジ

【1 対 1】 7,000 円 7,700 円
【数・物・化】神田講師　勝本講師　波田講師

森田講師　木戸講師
【数・化・生】田中講師
【数・化】浜名講師
【数　学】寺澤講師
※京大・国公立医学部生または実績のある講師

【1 対 2】 5,000 円 5,500 円

カレッジ

【1 対 1】 6,500 円 7,150 円
【英　語】乾（碩）講師　梁瀬講師

森本（菜）講師
【数　学】木島講師　山根講師　森澤講師

柳父講師　伊久美講師　川嶋講師
横山講師　初島講師　和泉講師
森本（遥）講師

【1 対 2】 4,500 円 4,950 円

※　上記に名前のない講師に関しては、事務局までご相談ください。
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 ② 集団個別指導 

集団個別指導 校内生 校外生

100 分授業

1回講座 4,100 円 4,510 円

2回講座 8,200 円 9,020 円

3回講座 12,300 円 13,530 円

4回講座 16,400 円 18,040 円

5回講座 20,500 円 22,550 円

6回講座 24,600 円 27,060 円

7回講座 28,700 円 31,570 円

8回講座 32,800 円 36,080 円

150分授業

1回講座 6,150 円 6,760 円

2回講座 12,300 円 13,530 円

3回講座 18,450 円 20,290 円

4回講座 24,600 円 27,060 円

5回講座 30,750 円 33,820 円

6回講座 36,900 円 40,590 円

 ③ 課題考査対策 

課題考査対策 時　間 定　員 回　数 校内生 校外生

英語
数学

課題考査対策 100分 15人 1回 4,100 円 4,510 円

15



2019 年度夏期講習会 お申し込みについて（校内生用）❸
●集団指導［別紙］・オプション講座［別紙］の追加・変更・キャンセルのある場合は各申請書に必要事項をご記入
の上 FAX送信をお願いいたします。

●個別指導［別紙］の追加・変更のある場合は各申請書に必要事項をご記入の上 FAX送信をお願いいたします。
（キャンセル不可）
●変更のない場合は 「保護者確認欄」の承諾に 　 をご記入、ご捺印の上 FAX送信をお願いいたします。➡

6 月 17 日（月）13：00 ～ FAX（078-413-5847）にて受付開始
（校外生は 6 月 24 日（月）13：00 ～ FAX（078-413-5847）にて受付開始）➡

受付後、順次事務局から「講座取得確認表」を FAX 返信いたします。
 ① 集団授業申請書 　　「 平常スライド講座  に関して」
NO 内　容 備　考

1 　6月度平常授業取得生徒の皆さまは、平常スライド講座として座
席を優先的に確保しています。

　6月 24日（月）以降、一般受付（校
外生）を開始します。

2
　平常スライド講座が取得困難な場合は、講座担当講師（または事
務局）まで速やかにご相談ください。他講座や個別指導（同一内容
の授業）のご提案をさせていただきます。

　平常授業の担当講師（または事務局）
から、ご連絡させていただきます。

3
　夏期講習会のみ平常スライド講座ではなく、他の集団講座を取得
する場合は、平常講座担当講師または事務局まで速やかにご相談く
ださい。

　平常授業の担当講師（または夏期取得
講座の担当講師）から、ご連絡させてい
ただきます。

4
　個別指導受講生が集団指導を希望する場合は、個別指導講師に直
接ご相談ください。授業内容（レベル・進度・雰囲気）などをご説
明させていただきます。

　平常授業の担当講師（または夏期取得
講座の担当講師）から、ご連絡させてい
ただきます。

 ② 集団授業申請書 　　「 追加取得  に関して」
NO 内　容 備　考

1 　平常授業未取得生で、平常スライド講座の取得をご希望の場合、
申請欄に申請番号をご記入ください。

　特別選抜（Sクラス）の受講に当たっ
ては、講座担当講師（または事務局）か
ら授業取得の確認をさせていただきま
す。

2 　平常スライド講座以外のオプション講座（OP）の取得をご希望
の方は、申請欄に申請番号をご記入ください。

16



 ③ 集団授業申請書 　　「学費請求に関して」
NO 内　容 備　考

1

　6 月中に確定した講座は、※ 7 月中旬に夏期講習会学費として
ご請求させていただきます。※平常授業にて受講いただいているス
ライド講座に関しては 6月末日にて講座確定とし学費請求いたし
ます。その後の追加やキャンセルなどの変更は、翌月の学費にて合
算または相殺させていただきます。

※払込取扱票は 7/22（月）
※郵便引落は 7/22（月）
〈再引落し 7/31（水）〉

※銀行引落は 7/29（月）

2 　7 月 1 日以降に確定した講座は、※ 8 月中旬に夏期講習会の学
費を 9 月度学費と合算して、ご請求させていただきます。

※払込取扱票は 8/20（火）
※郵便引落は 8/20（火）
〈再引落し 9/2（月）〉

※銀行引落は 8/27（火）

3 　講座確定後に追加授業および講座キャンセルが生じた場合は、9
月度学費請求時に追加請求または相殺処理をさせていただきます。

※払込取扱票は 8/20（火）
※郵便引落は 8/20（火）
〈再引落し 9/2（月）〉

※銀行引落は 8/27（火）

 ④ 個別指導のお申込みに関して 
　普段受講していただいております担当講師の空席表が郵送されます。ご希望の日程を選んでいただき FAX いただく
形式です。お申込み当日 13:00 以降に FAX 受信させて頂いたものから先着順にて受付をさせていただきます。ご希望
に添えない場合がございますことをご了承いただき お手数ですが、【5】以下の手順で再度お申込みをよろしくお願い
申し上げます。
※乾講師の個別指導は講師とご相談となります。
※カレッジ講師・プロ講師の個別指導は日程が決まり次第、申請書を授業時にお渡しもしくは FAX で送付いたします。
※普段受講していない講師の空席表をご希望の場合は、スタディ・コラボ事務局までご連絡ください。

 ⑤ 満席により個別の講座がお取りできなかった場合 
　満席により取得できなかった講座がある場合は、「2019 夏期講習会講座取得確認表」と同時に、「講師空席表」を
FAX 送信させていただきます。「講師空席表」からご希望の日程を選び、再度スタディ・コラボ事務局（FAX：078-
413-5847）まで送信してください。講師の空き日程も途中で追加されますのでご希望の方にはその度にご案内させて
いただきます。

 ⑥ 全ての講座がお取り出来た場合 
　「2019 夏期講習会講座取得確認表」をご確認後、間違いなければ「2019 夏期講習会講座取得確認表」の「保護者
確認欄」にご捺印の上、スタディ・コラボ事務局（FAX:078-413-5847）まで FAX 送信または直接持参をお願いし
ております。※平常授業にて受講していただいているスライド講座に関しては 6月末日にて講座確定としご請求させ
ていただきます。その後の追加やキャンセルなどの変更は、翌月度の学費にて合算または相殺させていただきます。

 ⑦ 講座のキャンセルについて 
【個別指導】　 お申込み受付後の個別指導のキャンセルは出来ません。 振替での対応となります。振替をご希望の場合は

事務局または担当講師までご連絡ください。講師空席表をお渡しいたしますので振替元の日程をご記入の
うえご申請をお願いいたします。

【集団指導】　 取得講座初回授業日前日（20時）までキャンセルが可能です。 キャンセル料金は不要です。なお、前日
20時までにキャンセルのご連絡なしに欠席した場合は、返金いたしかねますので予めご了承ください。
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2019 年度夏期講習会 お申し込みについて（校外生用）❹

集団指導［別紙］・個別指導［別紙］・オプション講座［別紙］を取得したい場合➡
6 月 24 日（月）13： 00 ～ FAX（078-413-5847）にて受付開始

☆受付後、順次事務局から「講座取得確認表」を FAX し、学費明細
および払込取扱票を郵送させていただきます。

 ① 個別指導のお申込みに関して 
　個別指導受講ご希望の方は、希望教科または希望講師を事務局（078-413-5846）までご連絡ください。講師別の

空席表兼申請書を FAXさせて頂きます。満席により取得できなかった講座がある場合、「2019夏期講習会講座取得確

認表」と同時に、「講師空席表」を FAX送信させていただきます。お手数ですが再度「講師空席表」からご希望の日

程を選び、スタディ・コラボ事務局（FAX：078-413-5847）まで再送をお願いいたします。

 ② 全ての講座がお取り出来た場合 
　「2019夏期講習会講座取得確認表」および「学費明細」をご確認して頂きお間違いなければ、最寄りの郵便局での

お振込みをお願いいたします。ご入金後は「2019夏期講習会講座取得確認表」の「保護者確認欄」にご捺印の上、振

替払込請求書兼受領証と一緒にスタディ・コラボ事務局（FAX:078-413-5847）まで FAX送信または持参をお願い

いたします。

※現金の取り扱いは一切しておりませんのでご注意ください。

 ③ 講座のキャンセルについて 
【個別指導】　�お申込み受付後の個別指導のキャンセルは出来ません。 振替での対応となります。振替をご希望の場合は

事務局または担当講師までご連絡ください。講師空席表をお渡しいたしますので振替元の日程をご記入の

うえご申請をお願いいたします。

【集団指導】　�取得講座初回授業日前日（20 時）までキャンセルが可能です。キャンセル料金は不要です。なお、前日

20 時までにキャンセルのご連絡なしに欠席した場合は、返金いたしかねますので予めご了承ください。
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講師紹介 ❺

乾　俊和 石田　純一 原田　英記 向井　淳

原　沙織 桃田　俊介 吉田　靖

丸山　純志郎 衣川　大智 宮脇　優

清水　直也（物理） 守山　泰史（化学）

船口　明（現代文） 力石　智弘（現代文） 林崎　豊樹（古文）

高松　和也（地理） 澤田　和樹（世界史） 宮本　賢一（日本史）

英 語 科

数 学 科

理 科

国 語 科

地 歴 科
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ジャンカラ

浜学園

西宮TK館

校 舎 案 内
岡本地区
■ 岡本本校
〒 658-0072　神戸市東灘区岡本 1-12-14
T ＆ Tビル 2・3階
TEL　078-413-5846　FAX　078-413-5847

■ 東大京大館岡本校（岡本 TK 館）
〒 658-0072　神戸市東灘区岡本 1-5-7
グリーンフラットビル 2階
TEL　078-414-6219　FAX　078-414-6229

■ 岡本 2 号館
〒 658-0072　神戸市東灘区岡本 1-8-23
アーバンエステートビル岡本 3階
TEL　078-200-4891　FAX　078-200-4892

西宮地区
■ 西宮北口本校
〒 662-0834　西宮市南昭和町 3-32
ハウジングネットワークビル 1階
TEL　0798-69-0432　FAX　0798-69-0433

■ 東大京大館西宮北口校・スタディ 8 西宮校
〒 662-0832　西宮市甲風園1-3-3（西宮 TK 館）
須澤興産ビル４階
TEL　0798-42-8146　FAX　0798-42-8147

夙川地区
■ 東大京大館夙川甲陽校
〒 662-0047　西宮市寿町 5-17
COZY�夙川 2階・3�階
TEL　0798-33-3480　FAX　0798-33-3481

初めて各校舎にお越しの方は、
あらかじめ弊社 HP にて詳細な
アクセスをご確認下さい。
https://www.study-collabo.jp/


