
 

 

 

【1日完結！共通テスト模試対策講座群】 

日付：7/24(日)  校舎：西宮 TK  学費：1講座 4,760円(校外生：5,240円) 

 

 

【共通テスト対策特講】 

 

※必要事項を記入のうえ、岡本本校 FAXもしくは直接持参してください。お電話での申請も可能です。 

  

教科 申請欄 講師 場所 日程 時間

英語 □ 石田講師 西宮TK館 7/24(日) 9:10-10:50

数ⅠA □ 石川講師 西宮TK館 7/24(日) 11:00-12:40

数ⅡB □ 石川講師 西宮TK館 7/24(日) 12:50-14:30

古文 □ 林崎講師 西宮TK館 7/24(日) 14:40-16:20

物理 □ 清水講師 西宮TK館 7/24(日) 18:30-20:10

化学 □ 守山講師 西宮TK館 7/24(日) 20:20-22:00

日本史 □ 宮本講師 西宮TK館 7/24(日) 16:40-18:20

講座名 申請欄 講師 校舎 時間 学費

共通ﾃｽﾄ英語 リスニング □ 石田講師 西宮TK館 7/15(金) 7/19(火) 7/22(金) 7/26(火) 20:20-22:00
校内生：19,040円

校外生：20,960円

共通ﾃｽﾄ数学ⅠA ﾃﾞｰﾀの分析特講 □ 宮脇講師 西宮本校 7/19(火) 14:40-18:20
校内生：9,520円

校外生：10,480円

共通ﾃｽﾄ化学 □ 守山講師 夙川甲陽校(3F) 8/2(火) 8/4(木) 8/5(金) 12:50-14:30
校内生：14,280円

校外生：15,720円

共通ﾃｽﾄ漢文 □ 力石講師 西宮TK館 7/21(木) 16:40-20:10
校内生：9,520円

校外生：10,480円

日程

100分×2コマ連続

100分×2コマ連続

生徒氏名 学校・学年 保護者印 

(フリガナ) 

        高校   年 

 

                (男・女) 

住所・電話番号・FAX番号（校外生の方のみご記入ください。） 

〒     －       
TEL (    )     － 

FAX (    )     － 

 



 

 

【1日完結！共通テスト模試対策講座群】 

日付：7/24(日)  校舎：西宮 TK  学費：1講座 4,760円(校外生：5,240円) 

 

 

【その他 OP講座】 

 

※必要事項を記入のうえ、岡本本校 FAXもしくは直接持参してください。 

お電話での申請も可能です。 

 

 

教科 申請欄 講師 場所 日程 時間

英語 □ 石田講師 西宮TK館 7/24(日) 9:10-10:50

数ⅠA □ 石川講師 西宮TK館 7/24(日) 11:00-12:40

数ⅡB □ 石川講師 西宮TK館 7/24(日) 12:50-14:30

古文 □ 林崎講師 西宮TK館 7/24(日) 14:40-16:20

物理 □ 清水講師 西宮TK館 7/24(日) 18:30-20:10

化学 □ 守山講師 西宮TK館 7/24(日) 20:20-22:00

日本史 □ 宮本講師 西宮TK館 7/24(日) 16:40-18:20

講座名 申請欄 講師 校舎 時間 学費

世界一分かりやすい前置詞講座 □ 石田講師 西宮TK館 8/7(日) 13:00-14:40
校内生：4,760円

校外生：5,240円

高2聖心 前期期末試験対策講座【英語】 □ 石田講師 西宮TK館 9/3(土) 9/10(土) 10:30-11:50
校内生：9,520円

校外生：10,480円

高2聖心 前期期末試験対策講座【日本史】 □ 宮本講師 西宮TK館 9/3(土) 9/10(土) 9:00-10:20
校内生：9,520円

校外生：10,480円

高2聖心 前期期末試験対策講座【数学】 □ ※ 西宮TK館 9/3(土) 9/10(土) 12:00-13:20
校内生：9,520円

校外生：10,480円

日程

生徒氏名 学校・学年 保護者印 

(フリガナ) 

        高校   年 

 

                (男・女) 

住所・電話番号・FAX番号（校外生の方のみご記入ください。） 

〒     －       
TEL (    )     － 

FAX (    )     － 

メールアドレス: 

 



 

 

 

【英検対策講座】 

 

 

【英語 OP講座】 

 

【数学 OP講座】 

 
【理科 OP講座】 

 
※必要事項を記入のうえ、岡本本校 FAXもしくは直接持参してください。 

お電話での申請も可能です。 

 

 

 

級 申請欄 講師 校舎 時間 学費

5級 □ 吉良講師 西宮本校 7/27(水) 8/3(水) 12:50-14:30
校内生：9,520円

校外生：10,480円

4級 □ 吉良講師 岡本本校 7/28(木) 8/4(木) 8/18(木) 12:50-14:30
校内生：14,280円

校外生：15,720円

3級 □ 吉良講師 西宮本校 8/8(月) 8/22(月) 8/29(月) 16:40-18:20
校内生：14,280円

校外生：15,720円

2級 □ 向井講師 夙川校(2F) 7/27(水) 8/3(水) 8/17(水) 12:50-14:30
校内生：14,280円

校外生：15,720円

準2級 □ 向井講師 岡本本校 7/28(木) 8/4(木) 8/18(木) 12:50-14:30
校内生：14,280円

校外生：15,720円

準1級 □ 向井講師 岡本本校 8/2(火) 8/16(火) 8/23(火) 12:50-14:30
校内生：14,280円

校外生：15,720円

日程

講座名 申請欄 講師 校舎 日程 時間 学費

世界一分かりやすい前置詞講座 □ 石田講師 西宮TK館 8/7(日) 13:00-14:40
校内生：4,760円

校外生：5,240円

講座名 申請欄 講師 校舎 時間 学費

【中1対象数学特別講座】

平行線と角/三角形の合同証明
□ 石川講師 岡本本校 8/2(火) 8/4(木) 8/5(金) 14:40-16:20

校内生：14,280円

校外生：15,720円

日程

講座名 申請欄 講師 校舎 時間 学費

中1甲陽ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ物理化学 □ 清水講師 夙川校(3F) 8/4(木) 8/5(金) 8/6(土) 8/18(木) 8/19(金) 12:50-14:30
校内生：23,800円

校外生：26,200円

日程

生徒氏名 学校・学年 保護者印 

(フリガナ) 

        高校   年 

 

                (男・女) 

住所・電話番号・FAX番号（校外生の方のみご記入ください。） 

〒     －       
TEL (    )     － 

FAX (    )     － 

メールアドレス: 

 



 

 

 

中 1 課題考査対策講座 1科目：4,760円(校外生：5,240円) 

 

中 2 課題考査対策講座 1科目：4,760円(校外生：5,240円) 

 

※上記以外の学校の方も個別授業にて課題考査対策は実施可能です。ご希望の場合

は事務局までお申し出下さい。 

※必要事項を記入のうえ、岡本本校 FAXもしくは直接持参してください。お電話での申請も可能です。 

 

学校 教科 申請欄 講師 校舎 日程 時間

英語 □ 向井講師 夙川甲陽校(3F) 8/25(木) 11:00-12:40

数学 □ 清水講師 夙川甲陽校(3F) 8/25(木) 12:50-14:30

英語 □ 向井講師 岡本本校 8/26(金) 11:00-12:40

数学 □ 石川講師 岡本本校 8/26(金) 12:50-14:30

英語 □ 吉良講師 西宮本校 8/22(月) 12:50-14:30

数学 □ 鎌田講師 西宮本校 8/22(月) 11:00-12:40

英語 □ 石田講師 岡本本校 8/31(水) 11:00-12:40

数学 □ 宮脇講師 岡本本校 8/31(水) 12:50-14:30

神戸女学院

甲陽

六甲

海星

学校 教科 申請欄 講師 校舎 日程 時間

英語 □ 向井講師 夙川甲陽校(2F) 8/24(水) 11:00-12:40

数学 □ 鎌田講師 夙川甲陽校(2F) 8/24(水) 12:50-14:30

英語 □ 向井講師 岡本本校 8/26(金) 12:50-14:30

数学 □ 石川講師 岡本本校 8/26(金) 11:00-12:40

英語 □ 向井講師 岡本本校 8/30(火) 11:00-12:40

数学 □ 石川講師 岡本本校 8/30(火) 12:50-14:30
海星

甲陽

六甲

生徒氏名 学校・学年 保護者印 

(フリガナ) 

        中学   年 

 

                (男・女) 

住所・電話番号・FAX番号（校外生の方のみご記入ください。） 

〒     －       
TEL (    )     － 

FAX (    )     － 

メールアドレス: 

 


