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 次に夢の扉を開けるのは、キミだ！ 

阪神間の中心地である阪急西宮北口駅から徒歩３分という好立地で、 

１９８１年に開校して以来、早くも約４０年の月日が経ちました。 

   この間に、友人、先輩のご紹介はもとより、兄弟姉妹や従兄弟従姉妹、 

最近では保護者の方が昔通塾していただいていた等の理由で入塾して 

いただくケースも増えております。そうした歴史の重みを感じながら、 

その一方で生徒を取り巻く学習環境の変化（入学試験の多様化、学習 

方法並びにその手段の多様化等）に塾自体も対応していかなければな 

らないと痛感しております。 

よいものは継続し、変化が必要な部分は大胆に変革していきます。 

近年の入試は、私立高校でも公立高校と同じように当日の試験結果は 

もとより学校の成績もかなり重視されます。しかしながら、現実は 

クラブ等で学校の成績が芳しくない生徒が少なくありません。 

  関ゼミでは、受験勉強はクラスで、学校の勉強は個別指導で対応して 

おります。 

 

「受験と学校成績の両立」を目標に頑張りましょう。 

 

一緒にキミの夢を実現しよう！ 

 

2022 年吉日 

塾長 新田 雅孝 

   



3 年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 講座名 講座内容 

英語 

スタンダード英語α 

英文法の基本的な内容から解説し、問題演習を通じて実力アップ

を図ります。関学・啓明受験の基礎固め講座。 

特訓英語β 
関学・啓明等対策講座。ハイレベル文法をわかり易く解説し、厳選

した良問を解くことで理解を深めます。 

数学 

スタンダード数学α 
解説→問題を通して確実に実力を身につけてもらいます。 

関学・啓明等の受験の基礎固めにも最適な講座です。 

特訓数学β 
関学・啓明対策。難関校に頻出の分野を丁寧に解説。 

良問を選んで演習することで実力アップを図ります。 

国語 国語完成 
英語や数学に比べて演習不足になりがちな国語。 

現文はもとより古文も学習。国語が苦手な人は是非。 

理社 理社ゼミ 
学校の定期テストで理科・社会を得点できるように学校別に 

問題演習を行います。ドンドン質問して下さい。 

曜日 講座名 時間 

火 
スタンダード数学α １９：００～２０：２０ 

理社ゼミ ２０：３０～２１：２０ 

木 

スタンダード英語α １９：００～２０：２０ 

国語完成 ２０：３０～２１：３０ 

土 

特訓数学β １６：３０～１７：５０ 

特訓英語β １８：００～１９：２０ 

講座案内 

時間割 



 

 

 

           

 

 

模擬試験代内訳  

【兵庫模試全４回】16,000 円（17,600 円） 【五ツ木模試全 3回】12,000 円（13,200 円） 

 

 

。 

 

 

 

 

入学時費用項目 金額（税込） 

入学金 20,000円(22,000円) 

入学試験料   3,000円（3,300円） 

教材代 別紙一覧表参照 

設備費（半期） 5,000円(5,500円) 

模擬試験代（年間） 28,000円(30,800円) 

講座数  月謝額（税込） 

難関私立 【５科目６講座】 セット 45,000円（49,500円） 

難関私立 【３科目５講座】 セット 43,000円（47,300円） 

公立対策 【５科目４講座】 セット 33,000円（36,300円） 

中堅私立 【３科目３講座】 セット 30,000円（33,000円） 

特訓英語β 18,000円（19,800円） 

特訓数学β 18,000円（19,800円） 

スタンダード英語α 15,000円（16,500円） 

スタンダード数学α 15,000円（16,500円） 

国語完成 12,000円（13,200円） 

理社ゼミ 11,000円（12,100円） 

受講料 



2 年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 講座名 講座内容 

英語 

スタンダード英語α 

中学英語で最も重要な２年生の英文法の基本から標準的内容ま

でを丁寧に解説し、演習問題に取り組みます。 

特訓英語β 
関学・啓明志望者対象。応用問題（中３生の範囲あり）を中心

に分り易く解説し、多くの良問を解いてもらいます。 

数学 

スタンダード数学α 
2年生の数学の範囲において基礎的な知識から標準的な内容まで

を対象とし、丁寧に解説し問題を解いていきます。 

特訓数学β 
関学・啓明志望者対象。応用問題（中３生の範囲あり）を中心

に丁寧に説明し、応用問題に挑戦してもらいます。 

国語 国語練成 
意外と苦手な人が多い国語。授業では苦手な人だけでなく得意な

人も実力アップできるよう記述対策も実施します。 

理社 理社ゼミ 
学校の定期テストで理科・社会を得点できるように学校別に 

問題演習を行います。ドンドン質問して下さい。 

曜日 講座名 時間 

水 
国語練成 １９：１０～２０：００ 

スタンダード英語α ２０：１０～２１：２０ 

金 
スタンダード数学α １９：１０～２０：２０ 

理社ゼミ ２０：３０～２１：２０ 

土 

特訓数学β １８：００～１９：1０ 

特訓英語β １９：２０～２０：3０ 

講座案内 

時間割 



 

 

 

           

 

 

模擬試験代内訳  

【兵庫模試全 2回】6,600 円（7,260 円） 【育伸社模試全２回】4,000 円（4,400 円） 

 

 

。 

 

 

 

 

入学時費用項目 金額（税込） 

入学金 20,000円(22,000円) 

入学試験料   3,000円（3,300円） 

教材代 別紙一覧表参照 

設備費（半期） 5,000円(5,500円) 

模擬試験代（年間） 10,600円(11,660円) 

講座数  月謝額（税込） 

難関私立 【５科目６講座】 セット 40,000円（44,000円） 

難関私立 【３科目５講座】 セット 38,000円（41,800円） 

公立対策 【５科目４講座】 セット 30,000円（33,000円） 

中堅私立 【３科目３講座】 セット 26,000円（28,600円） 

特訓英語β 15,000円（16,500円） 

特訓数学β 15,000円（16,500円） 

スタンダード英語α 13,000円（14,300円） 

スタンダード数学α 13,000円（14,300円） 

国語練成 11,000円（12,100円） 

理社ゼミ 11,000円（12,100円） 

受講料 



１年生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 講座名 講座内容 

英語 スタンダード英語 
英語の基本的な内容から丁寧に解説し、問題演習を行いま

す。苦手科目にならないようにしっかり頑張りましょう！ 

数学 スタンダード数学 
算数の範囲ではなかったマイナスの概念等、数学の基礎的

知識からわかり易く解説。問題を通して実力アップ！ 

国語 国語演習 
学校の授業では問題を解く機会が少ない国語。講義を通じ

て正しい解答が導けるように指導していきます。 

理社 理社ゼミ 
学校の定期テストで理科・社会を得点できるように学校別に

問題演習を行います。ドンドン質問して下さい。 

曜日 講座名 時間 

火 
スタンダード数学 １９：１０～２０：２０ 

国語演習 ２０：３０～２１：２０ 

金 
スタンダード英語 １９：１０～２０：２０ 

理社ゼミ ２０：３０～２１：２０ 

講座案内 

時間割 



 

 

 

           

 

 

模擬試験代内訳  

【兵庫模試全 2回】6,600 円（7,260 円） 【育伸社模試全２回】4,000 円（4,400 円） 

 

 

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学時費用項目 金額（税込） 

入学金 20,000円(22,000円) 

入学試験料   3,000円（3,300円） 

教材代 別紙一覧表参照 

設備費（半期） 5,000円(5,500円) 

模擬試験代（年間） 10,600円(11,660円) 

講座数  月謝額（税込） 

５科目４講座 セット 30,000円（33,000円） 

３科目３講座 セット 26,000円（28,600円） 

スタンダード英語α 13,000円（14,300円） 

スタンダード数学α 13,000円（14,300円） 

国語練成 11,000円（12,100円） 

理社ゼミ 11,000円（12,100円） 

受講料 



 

 

 関学ゼミナール事務局にてお申込みください。申込時に現金は不要です。口座引き落としの手続きがありま

すので、銀行印を持参してください。残りの通塾期間が短期の場合、受付後に関学ゼミナール発行の専用振

込用紙を郵送いたします。金融機関等にて、振込用紙記載の期限までに必ずお振込みください。期限内に

お振込みなき場合は、理由を問わず申込みは全て無効となります。 

      

 

 

※オンライン・録画対応致します。 

※各講座とも定員になり次第締め切ります。お早めにお申込みください。 

※現在の社会環境に鑑み入塾手続きの際はメールまたは電話での日時予約をお願い致します。   

※前期 4月 11日（月）開講 

 

 

無料体験授業（クラス授業）を受講していただけます。体験希望の方または進路相談をご希望の方は、 

下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。 

☏ 0120（672）982 

【受付時間】（月）～（土） １４：００～２１：００ （日・祝日除く） 

 

 

 

 

申込方法 

注記事項 

無料体験 



 

 

 

 

  関学ゼミナールでは、学年別・目的別にそった講座を開講いたしております。 

  ご兄弟・姉妹で通塾していただく場合は、兄弟・姉妹割引制度を適用致します。 

 

注記事項）授業料半額免除は、下記のクラスの平常授業のみの適用となります。（季節講習は適用外） 

【対象講座】 

      大学受験予備校  [対象学年：高卒・高３・高２・高１] 

      高校受験コース   [対象学年：中３・中２・中１] 

中学受験コース   [対象学年：小６・小５・小４] 

         関学内部コース   [対象学年：関学高等部・関学中学部]  

       

 

 

 

 

 

割引対象者 免除額 

2人目以降のご兄弟姉妹 入学金・入学試験料 全額免除 

授業料の低い生徒 授業料 半額免除 

兄弟姉妹割引制度 



 

   

 

 

 

 

入学時費用項目 金額（税込） 

入学金 20,000円(22,000円) 

入学試験料 3,000円（3,300円） 

教材代（登録時/年度更新時） 5,000円（5,500円） 

設備費（年間） ５,000円（5,500円） 

制度 コース 回数 3 年生受講料（税込） 2 年生 1年生受講料（税込） 

月 

謝 

制 

スタンダードコース 
4 21,000円 （23,100 円） 20,000円 （22,000円） 

8 41,200円 （45,320 円） 39,200円 （43,120円） 

プロフェッショナルコース 
4 24,200円 （26,620 円） 23,200円 （25,520円） 

8 47,600円 （52,360 円） 45,600円 （50,160円） 

 

 

回 

数 

制 

スタンダードコース 

10 50,000円 （55,000 円） 49,000円 （53,900円） 

20 98,000円 （107,800 円） 96,000円 （105,600円） 

30 147,000円（161,700 円） 144,000円（158,400円） 

プロフェッショナルコース 

10 60,000円  （66,000 円） 55,000円  （60,500円） 

20 118,000円（129,800 円） 106,000円（116,600円） 

30 162,000円（178,200 円） 159,000円（174,900円） 

受講料 



 

 

 

 

①入学金・入学試験料・設備費・模擬試験代に関しては、クラス授業と重複してお支払いいただく 

ことはありません。 

②1回 ８０分  講師１人：生徒１人 完全個別指導 

③プロ個別指導は、専任講師若しくはクラス指導講師等それに準ずる講師が担当。（人数制限あり） 

④授業日程の変更は、前日２１：００までに関ゼミ事務局までご連絡ください。 

前日までに連絡ない場合、欠席消化扱いとなりますのでご注意ください。 

 

  

 

 

関学ゼミナール事務局にてお申込みください。申込時に現金は不要です。口座引き落としの手続きがあります

ので、銀行印を持参してください。残りの通塾期間が短期の場合、受付後に関学ゼミナール発行の専用振込

用紙を郵送いたします。金融機関等にて、振込用紙記載の期限までに必ずお振込みください。期限内にお

振込みなき場合は、理由を問わず申込みは全て無効となります。 

 

 

 

 

個別指導コース（60 分）の無料体験授業を行っております。 

ご体験希望の方は、下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。 

   ☏ 0120（672）982 

   

           

 

申込方法 

無料体験授業 

注記事項 



 

 

 

 

 

 

 

 

兵庫県西宮市高松町 17-4  中井ビル３階 

TEL 0120 (672) 982 

FAX 0798 (67) 2982 

http:// www.kanzemi.com 

                          

http://www.kanzemi.com/

