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甲陽学院 中 1・中 2 生のための
理科講座

その2

中1・中2 甲陽コンプリート物理化学

甲陽では将来的に理系選択者が多いにもかかわらず，理科の
学習をおろそかにしがちです。中１から高校範囲を扱う学年
も多く，中途半端な理解では高校に入ってから苦労すること
になります。また，甲陽独自のオリジナル教材を使用してい
るため，市販の教材を使用して復習することもできません。
本講座では甲陽の物理・化学を知り尽くした講師がこの夏に
学習しておくべきことに焦点をあて，２学期以降の学習をス
ムーズに進めれるための準備を整えます。

理科科 守山 講師

小林聖心女子
前期期末試験対策講座

その1

学年 講座名 校舎 日程 時間帯

中１
中１ 小林聖心

 
前期期末対策英語

西宮本校
9/3 ㊏

9/10 ㊏

12：00 ～ 13：20

中１ 小林聖心
 
前期期末対策数学 10：30 ～ 11：50

高２

高２ 小林聖心
 
前期期末対策英語

西宮ＴＫ
9/3 ㊏

9/10 ㊏

10：30 ～ 11：50

高２ 小林聖心
 
前期期末対策数学 12：00 ～ 13：20

高２ 小林聖心
 
前期期末対策日本史 9：00 ～ 10：20

  　　　　　 指定校推薦枠狙いの方は必見!! 　　　　　  

2022
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数学が苦手。だけど私立大医学部でも
いいから絶対医学部 !! という女子中生に
ピンポイントフィット講座

その3

神戸女学院／神戸海星／小林聖心／甲南女子Ｓアド　対応

中2数学総合ＳＤ

問　�５人がじゃんけんを１回するとき，あいこになる確率を求めよ。

【想定される解法】
あいこになる場合には次の２通りが考えられる。
ⅰ全員が同じ手を出す　ⅱグー、チョキ、パーの全ての手が出てあいこになる
　それぞれの確率を求めると

ⅰは 
�

��
�

�

���
　　　　 ⅱは…５人の手の出し方のパターンがいろいろ！！？？

「あいこになる確率」を考えるとき、上のようなパターン分けで解いていこうという
発想は不自然なものではありません。しかし、今回は人数が５人と多いため、ⅱのパ
ターンを調べるのが少し大変です。（※上記の方針で解けないわけではありません）

「あいこになる」確率は直接アプローチするよりも、「勝敗がつく」場合の余事象とし
て考える方がシンプルに求まります。n人のじゃんけんの場合へと一般化する際にもこ
の考え方が非常に重要となります。

【模範解答】
１人だけが勝つ確率は 

���

��
�

�

��
　…①

２人が勝つ確率は 
�����

��
�
��

��

　

…②

３人が勝つ確率は、２人が負ける確率と考えると②と同様で 
��

��

４人が勝つ確率は、１人だけが負ける確率と考えると①と同様で 
�

��
よって、あいこになる、すなわち勝敗がつかない確率は
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�
��

��
�
��

��
�

�

��

�
�
�

�
�
�
�
��

��
�
��

��
　　　　　　　　答. 
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　 高校数学Ａ範囲「場合の数・確率」を扱います 　

数学科 鎌田 講師

2022 イチ押し! 講座群 3



2022

こんなはずでは ...
１学期定期テストでずっこけた！

その4

中学別夏期明け
課題対策講座群も充実

その5

　　　　  中1はとにかく学校成績上位獲得です  　　　　

単発
読み切り型

学年 学校 講座名 校舎 講座案内

中１

甲陽学院
中１甲陽コンプリート英語 東大京大館

夙川甲陽校
P.12に記載

中１甲陽コンプリート数学 P.13に記載

六甲学院
中１六甲英語

岡本本校
P.12に記載

中１六甲数学 P.13に記載

神戸海星
中１海星英語 岡本本校

２号館
P.13に記載

中１海星数学 P.13に記載

学校準拠クラス

学年 学校 英語 数学 校舎 日程 時間帯

中１

甲陽学院 〇 〇 東大京大館
夙川甲陽校 8/25 ㊍ 英　12：50 ～ 14：30

数　11：00 ～ 12：40

神戸女学院 〇 〇 西宮本校 8/31 ㊌ 英　11：00 ～ 12：40
数　12：50 ～ 14：30

六甲学院 〇 〇 岡本本校 8/31 ㊌ 英　12：50 ～ 14：30
数　11：00 ～ 12：40

神戸海星 〇 〇 岡本本校 8/31 ㊌ 英　11：00 ～ 12：40
数　12：50 ～ 14：30

中２

甲陽学院 〇 〇 東大京大館
夙川甲陽校 8/25 ㊍ 英　11：00 ～ 12：40

数　12：50 ～ 14：30

六甲学院 〇 〇 岡本本校 8/30 ㊋ 英　12：50 ～ 14：30
数　11：00 ～ 12：40

神戸海星 〇 〇 岡本本校 8/30 ㊋ 英　16：40 ～ 18：20
数　14：40 ～ 16：20

夏期明け課題対策講座 ※〇は開講表示
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2022 イチ押し! 講座群

Q：(　　)に入る適切な前置詞はどちらでしょう？

　This train is (to / for) Tokyo station.

どちらも「～に」の雰囲気のする前置詞ですが、もちろんtoとforには違いが

あります。 

to

for

本講座では前置詞のイメージをと

らえることで丸暗記に頼りがちな

イディオムなどを覚えやすくしま

す。英語嫌いな人ほどおススメの

講座です。

※1日完結の単発講座かつ、無学

年講座です。

共通テストで難化傾向を示した古文と日
本史。絶対高２から先取り学習が必要！！

その6

熟語の暗記は前置詞の理解にあり！！その7

日本史科 宮本 講師

▶2022年度は 甲南女子ＳＴ 対象に定期テスト対策
甲南女子ＳＴ生は最初から指定校推薦枠を狙い撃ちにしてい
る人が少なくありません。スタコラでは学年末まで英語と日
本史Ｂの定期試験対策を予想問題を使用して手厚く実施して
いきます。

世界一わかりやすい前置詞講座 対象
高１・高２生

高2現代文総合 高2古文総合 高2日本史総合
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科　目 時間帯＜100分＞ 担当講師
英　　語 9：10 ～ 10：50 石田
数学ⅠＡ 11：00 ～ 12：40

石川
数学ⅡＢ 12：50 ～ 14：30
古　　文 14：40 ～ 16：20 林崎
日 本 史 16：40 ～ 18：20 宮本
物　　理 18：30 ～ 20：10 清水
化　　学 20：20 ～ 22：00 守山

時間割

◆ 開講校舎／西宮ＴＫ館
◆ 1講座  5,240円（校内生  4,760円）
先着申込順締切とさせて頂きます。

7 24 ㊐

大手予備校共通
テスト模試対策講座

　　 高2・高３生よ来たれ!! 　　

このテストの結果がある程度本番結果を占う!!
全7講座開講

第2回

6



講座名 講座案内

高　

３

高3共通テスト
リスニング対策講座

夏の共通テスト模試に向けてリスニングの演習だけでなく、
リスニングで頻出の語彙なども網羅していきます。

【高校生対象】
数学Ⅰ：データの分析特講

ほぼ共通テストでしか出題されませんが、それゆえにほとん
ど勉強せずに、苦手とする人が多い単元です。

【高3対象】
私大医学部医学科対策数学

私立の医学部医学科を目指されている人の、落とせない問題
から難問まで、過去問を通じて幅広く扱います。

高3共通テスト漢文 1日2コマ完結で、評論系,物語系,漢詩をそれぞれ1題、計3題
取り上げます。いいスタートを切りましょう。

高３共通テスト化学 共通テストで問われている、正しい理解とそれに基づく知識
を整理します。試験本番で9割を目指す講座です。

高3日本文化史総攬
【VTR講座】

全9巻。夏期講習時には7巻まで公開。原始時代から江戸時代
までの文化史を宗教史をベースに解説します。

高　

２

【高1・2対象】世界一わかりやすい
前置詞講座～イディオム暗記術～

前置詞のイメージを解説することで丸暗記に頼りがちなイ
ディオムを一気に覚えやすくする講座です。※無学年対象

【高2聖心対象】
前期期末試験対策講座（英語）

対策のしづらい読解問題を予想問題を用いて対策します。ま
た、範囲に合わせて文法の解説も行います。

【高2聖心対象】
前期期末試験対策講座（数学）

予想される範囲は「指数対数」「微分」の一部です。幸い計
算のルールさえ押さえればある程度得点可能な分野です。

中　

１

【中1聖心対象】
前期期末試験対策講座（英語）

前期期末試験に向けて最重要項目である「過去形」を徹底的
に演習します。最後は予想問題で仕上げます。

【中1聖心対象】
前期期末試験対策講座（数学）

予想される範囲は「文字式」「方程式」です。特に文章題は
苦手とする方も多く、厚めに用意をしております。

【中1対象】
幾何分野：平行線と角／合同証明

苦手とする人も多く、多くの学校では2学期の幾何の授業で
扱いますので夏休みに先取り学習をしておきましょう。

オプション講座
※夏期講座のカリキュラムはHPをご参照下さい。（オプション講座を除く）
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講座名 講座案内

英　

語

高3英語総合S 夏の冠模試に向けて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。

高3英語総合SA 夏の共テ模試で8割獲得を目指します。また、神大レベルの
長文読解で二次対策の記述力を高めます。

高3英語総合SA（関関同立） いよいよ関関同立の過去問演習に入ります。（平易レベル）
文法、会話、長文をバランスよく全て扱います。

数　

学

高3理系数学総合S（東大京大）
～東大京大医学部入試問題演習～

あらゆる分野が融合した良問を通じることで総合力を培いま
す。東大・京大・国立医学部志望者対象講座です。

高3理系数学総合SA（阪大神大）
～阪大神大入試問題演習～

あらゆる分野が融合した良問を通じることで総合力を培いま
す。阪大・神大レベル理系学部志望者対象講座です。

高3共通テスト数学
～共通テスト対策～

共通テスト対策講座です。前半約1時間では演習、残りの時
間で解説を行います。ⅠAとⅡBを交互に扱います。

国　

語

高3論述国語（現代文） 必要な解法を明確にします。小手先のごまかしではなく、実
戦につながるように基層を固めよう！！

高3論述国語（古文） 東大京大などで出題されたジャンル・テーマを5日間に分け
て演習・講義します。答案チェックも行います。

高3共通テスト国語（現代文） 二学期以降の実戦的演習に備えて夏に「基層」を固めます。
必要事項を明確にし、攻略していこう！！

高3共通テスト国語（古文） 語彙・文法、および1学期に学習した解法を確認しながら、
共通テストで狙われるジャンルの演習を行います。

理　

科

高3物理総合S 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。要予習です。

高3物理総合SA 入試標準レベル（阪大神大レベル）より力学分野の物体系～
円運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 有機化学を扱います。入試標準レベル～発展（東大京大）レ
ベルの問題を通して、有機化学の考え方を指導します。

高3化学総合SA 有機化学を扱います。入試基礎レベル～標準（阪大神大）レ
ベルの問題を通して、有機化学の考え方を指導します。

地
歴高3日本史論述S 夏期6日間で江戸時代を終わらせます。2023年度京都大学は

近世史から出題するのか、出るならば外交史か？

高 3

8



講座名 講座案内

地　

歴

高3共通テスト日本史
～幕末の群像～

夏期6日間でペリー来航から西南戦争までを扱ういます。こ
の時に綺羅星の如く現れた英雄豪傑を紹介します。

高3共通テスト日本史
～明治開花伝～

夏期6日間で自由民権運動から韓国併合までを扱います。受
験生が最も苦手にする明治時代を一挙に整理します。

講座名 講座案内

英　

語

高2英語総合S 引き続き東大京大阪大等の英文和訳・英作文の過去問演習を
行います。冠模試までに実践的な力を養います。

高2英語総合SA 共通テスト演習にプラスして、二次対策で難解な構文把握に
も取り組みます。長文読解にも挑戦していきます。

高2英語総合A NextStagePART2を仕上げると同時に、PART1の文法部分
の理解度も高めていき知識の定着を目指します。

数　

学

高2理系数学総合S
～東大京大医学部入試問題演習～

あらゆる分野が融合した良問を通じることで総合力を培いま
す。東大・京大・国立医学部志望者対象講座です。

高2理系数学総合S（甲陽）
～積分法（数学Ⅲ）～

2学期からの高2理系数学総合Sクラス合流に向けて、入試必
出である数学Ⅲ「積分法」を仕上げていきます。

高2理系数学総合SD
～神大医学部レベル入試演習～

あらゆる分野が融合した良問を通じることで総合力を培いま
す。神大医学部レベル志望者女子生徒対象講座です。

高2文系数学総合S
～図形と方程式／三角関数演習～

演習と講義の形式にて、数学Ⅱの「図形と方程式」および
「三角関数」の分野の入試レベルまで扱います。

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文系数学総合SA
～図形と方程式／三角関数演習～

演習と講義の形式にて、数学Ⅱの「図形と方程式」および
「三角関数」の分野の入試レベルまで扱います。

国　

語

高2国語総合（現代文） 〈読解力〉は入試改革の根幹です。高2のうちにきちんとした
「読み・書く」ための力をつけておこう!!

高2国語総合（古文） 古文で高得点を取るために必要な基礎知識（古典文法・語
彙・背景知識など）を基礎から学習していく講座です。

理
科高2物理総合S 「電磁気」分野の導入をします。「電場」と「電位」の違いを

理解することで、全体の理解につながります。

高 2
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講座名 講座案内

理　

科

高2物理総合SA 運動量・円運動を扱います。コラボでは力学を数学のように
解釈しながら解き、応用力がきく解き方を示します。

高2化学総合S 無機化学範囲の後半を扱います。覚えることの多い単元です
が、化学反応式を書くためのポイントを解説します。

高2化学総合SA 電離平衡と無機化学を扱います。平衡の概念と対数を用いた
pH計算により、様々な水溶液の性質に迫ります。

地
歴高2日本史総合 武士に焦点を当てます。武士はいつどこから発生したのか。

3日間で天慶の乱から保元の乱までを解説します。

講座名 講座案内

英　

語

高1英語総合S＋/S コラボオリジナルテキストを用いて引き続き、難関大の英文
和訳と英作文に取り組みます。添削指導も行います。

高1英語総合SA＋ 引き続き高校英文法の復習演習と基礎的な英文解釈を行いま
す。この夏から短めの長文読解にも挑戦します。

数　

学

高1数学総合S
～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1数学総合SD
～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1数学総合SA＋
～数列（数B）～

高校数学Bより「数列」を扱います。数学Ⅲにも深く関わり
ます。苦手な人が多い漸化式は効率よくまとめます。

高1数学総合SA
～積分（数Ⅱ）～

高校数学Ⅱより「積分法」を扱います。高校数学の１つの大
きなゴールである微積分は外せない超重要単元です。

高1甲陽数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

理　

科

高1物理化学総合S 希薄溶液の性質を扱います。固体・気体の溶解度からコロイ
ド溶液までの一連の希薄溶液の性質の解説を行います。

高1化学総合SA 化学基礎範囲の酸化と還元を扱います。今後の学習につなが
る重要テーマです。小テストにより定着を図ります。

高1甲陽物理化学 高1甲陽生専用の物理・化学講座です。1学期内容の復習と要
点の整理，および2学期範囲の先取りを行ないます。

高 1
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講座名 講座案内

英　

語

中3魔法の英文法 コラボオリジナルテキストを用いて、高校英文法の確認と英
文解釈を学習します。年内での準1級を目指します。

中3英語総合S コラボオリジナルテキストを用いて、高校英文法の確認と英
文解釈を学習します。年内での準1級を目指します。

中3英語総合SA＋ この夏で高校英文法を一通り学習し終えます。その後は徹底
した反復演習を行うことで定着を目指します。

中3甲陽PLUS英語 Progressの残Lessonを夏期講習会の間に進めていきます。同
時に英検2級の対策も一部行ないます。

数　

学

中3数学総合S
～積分（数Ⅱ）～

高校数学Ⅱより「積分法」を扱います。高校数学の１つの大
きなゴールである微積分は外せない超重要単元です。

中3数学総合SA＋
～図形と方程式（数Ⅱ）～

高校数学Ⅱより「図形と方程式」を扱います。数学Ⅱで最も
難しいと感じる生徒も多いです。丁寧に講義します。

中3甲陽PLUS数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

理　

科

中3物理化学総合S 物理範囲「力学」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。今後の物理学習に不可欠な内容です。

中3甲陽コンプリート物理化学 中2甲陽生専用の物理・化学講座です。1学期内容の復習と要
点の整理、および2学期範囲の先取りを行ないます。

講座名 講座案内

英　

語

中2魔法の英文法 本格的に高校英文法に取り組みます。また、年内での英検2
級獲得に向けて読解も行います。※Sと同進度

中2英語総合S 本格的に高校英文法に取り組みます。また、年内での英検2
級獲得に向けて読解も行います。※魔法と同進度

中2英語総合SA＋ 本講座ではこの夏期講習で一般的な中学生文法の内容の主な
重要単元は終了し、反復演習に入っていきます。

中2甲陽コンプリート英語 甲陽テキストやユメブンを中心に2学期の対策を夏期中に全
網羅することで、余裕を持って新学期を迎えます。

中 3

中 2
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講座名 講座案内

英　

語

中2六甲英語 1学期の復習に加えてNew Treasure2の先取り文法学習を行
ないます。また、読解問題にも挑戦します。

中2海星英語 1学期に学習したことを英作文演習によって復習しつつ、2学
期の教科書内容を先取りで予習していきます。

【中学生対象】演習講座 個人個人の課題に個別にフォーカスをしつつ計画を立てて演
習量を増やし、学校成績向上を目指す講座です。

数　

学

中2数学総合SD
～場合の数・確率（数A）～

高校数学Aより「場合の数・確率」を扱います。入試で苦手
とする生徒が多いですがまず基本の理解が重要です。

中2数学総合SA＋
～三平方の定理～

いよいよ中学数学最後の単元です。幾何分野ですが特に平方
根や2次方程式の代数分野の知識が不可欠となります。

中2甲陽コンプリート数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

中2六甲数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

中2海星数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

理
科中2甲陽コンプリート物理化学 中2甲陽生専用の物理・化学講座です。1学期内容の復習と要

点の整理，および2学期範囲の先取りを行ないます。

講座名 講座案内

英　

語

中1魔法の英文法 中2英文法の学習を開始します。「未来形」や「過去進行形」
などの重要単元を扱っていきます。※Sと同進度

中1英語総合S 中2英文法の学習を開始します。「未来形」や「過去進行形」
などの重要単元を扱っていきます。※魔法と同進度

中1英語総合SA＋αβ 夏期講習で一般的な中学1年生の履修内容は全部終了する予
定です。メインは難関の「過去形」です。

中1甲陽コンプリート英語 1学期の徹底復習を行った後、2学期の先取り学習を行うこと
で余裕を持って2学期を迎えます。

中1六甲英語 1学期の徹底復習を行った後、毎年苦戦する生徒の多い過去
形を中心に2学期の先取り授業を行います。

中 1
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講座名 講座案内

英　

語

中1海星英語 1学期の総復習および2学期の先取り学習を行います。過去形
のテストを繰り返し行い、徹底的に覚え込みます。

【中学生対象】演習講座 個人個人の課題に個別にフォーカスをしつつ計画を立てて演
習量を増やし、学校成績向上を目指す講座です。

数　

学

中1数学総合S
～不等式・展開・因数分解～

不等式および展開・因数分解を扱います。特に展開・因数分
解は2次方程式にもつながる重要単元になります。

中1数学総合SD
～不等式・展開・因数分解～

不等式および展開・因数分解を扱います。特に展開・因数分
解は2次方程式にもつながる重要単元になります。

中1数学総合SA＋
～比例・反比例・1次関数～

高校数学につながる関数について講義します。特に「1次関
数」は「2次関数」につながる極めて重要な単元です。

中1甲陽コンプリート数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

中1六甲数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

中1海星数学
～2学期先取り～

学校の新学期での学習範囲であると予測される単元の先取り
学習をします。万全な状態で新学期に臨みましょう。

理
科中1甲陽コンプリート物理化学 1学期の復習と2学期の先取りを行います。特に化学は深い知

識まで問われ，原理・原則の理解が不可欠です。

13



夏期講習学費について
　お取りできた講座の「夏期講習講座取得確認表」・「学費明細」と払込取扱票を郵送させていただきますので、
期日までにお近くの郵便局でのお振り込みをお願いいたします。

 個別指導（1 回 100 分当たり）※消費税 10％込み 
個別指導 スタイル 中学生 高1・高2生 高3・高卒生 講　師　名

特別選抜
【1対 1】 19,620 円 21,010 円

【日本史】宮本講師（1対 1のみ）
特別選抜対象校
〈�原則：灘・甲陽・洛南・洛星・東大寺・西大和・他
東大京大・国公立医学部進学が全校生徒�4�分の�1�
存在する学校〉

【1対 2】 13,080 円 14,020 円

専任指導
【1対 1】 15,420 円 18,220 円 19,620 円

【英語】� 　原田講師　　石田講師　　向井講師
� ＊吉良講師
【数学】� 　宮脇講師　　石川講師　　鎌田講師
【数・物】� 　清水講師
【数・化】� 　守山講師

【1対 2】 10,280 円 12,150 円 13,080 円

Sカレッジ
【1対 1】 10,550 円 11,490 円

【数・物・化】�　小畑講師　　川口講師　　塩谷講師
� 　板東講師
【数・化・生】�＊伊達講師　　佐島講師
【英語】� 　野中講師
京大・医学部医学科生または実績のある講師

【1対 2】 8,220 円 9,160 円

カレッジ
【1対 1】 9,340 円 10,280 円 【英語】� ＊森本講師　＊竹井講師　＊河合講師

� ＊長沼講師　＊堀川講師
【数・物・化】�　横山講師　　出口講師　＊深澤講師【1対 2】 7,010 円 7,950 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。
※　＊は女性講師です。

 集団指導　※消費税 10％込み 
分

回数 90分 100分 120分 160分

1 回 4,680 円 5,240 円 6,360 円 8,220 円

2回 9,360 円 10,480 円 12,720 円 16,440 円

3回 14,040 円 15,720 円 19,080 円 24,660 円

4回 18,720 円 20,960 円 25,440 円 32,880 円

5回 23,400 円 26,200 円 31,800 円 41,100 円

6回 28,080 円 31,440 円 38,160 円 49,320 円

7回 32,760 円 36,680 円 44,520 円 57,540 円

学費要項（校外生用）14



申込方法（校外生用）

【１】集団授業のお申込に際して体験授業ができます

１．お試し受講できるのは１教科につき１講座までです。

２．お試し受講の対象は第１講のみです。

３．�第２講以降を続けて受講される場合には、１講座分の正規受講料を頂戴いた
します。

※�第２講を受講した時点で１講座分の受講料が発生します。

指定集団講座であれば第1講を無料で受講できます

同封の「夏期講習集団授業申請書」を使用し、ご希望の講座の左端にある申請欄に
〇を付けて下さい。日程をよくご確認頂き、申請書の一番上にある必要事項をご記
入の上、岡本本校事務局までFAX送信または持参をお願いします。

岡本本校事務局　FAX番号  078－413－5847

【２】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岡本本校事務局（TEL：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、「2022夏期講習講座取得確認表」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、岡本本校事務局（FAX：078-413-5847）まで再送をお願い
いたします。

【３】学費振込方法
「2022夏期講習講座取得確認表」および「学費明細」をご確認して頂きお間違いなけ
れば、同封しております払込取扱票を最寄りの郵便局にてお振込みをお願いいたし
ます。ご入金後は「2022夏期講習講座取得確認表」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岡本本校事務局（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。

【４】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。

【集団授業】　�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。

【５】夏期講習受講前に
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。
https://www.study-collabo.jp/
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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

■ 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/


