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“さぁ栄光のゴールを目指して、スタートダッシュ！“ 

 

皆さんには、大学入試に向けベストの状態でスタートを切れるように、しっかり

と準備を整えて欲しいと思います。特に総合選抜等の推薦入試は、数か月後に迫っ

ています。またこれらの入試は、各大学の学部が求める学生像【Admission 

Policy】を掲げ、英語や小論文の記述試験、面接、プレゼンテーション等の方法で

学生を選抜します。 

  当塾においては、生徒一人ひとりと講師、ときには生徒同士でのディスカッショ

ンを通じて、将来のヴィジョンや具体的に社会で実現したいことを明確にし、入試

本番で通用する表現力を育てていきます。 

 

－担当するのは推薦入試のプロ中のプロ－ 

     「合格までの一人ひとりの道筋を描ききります。」 

 

     もしくじけそうになったら、1 年後大学で自分の夢に向かって勉強している 

     自分の姿を想像してください。 

    人生、二度なし。一緒にキミの夢を実現しよう！                                                                                                          

    

 

     2022 年吉日 

理事長 中井 信哉 

 

受験生の皆さんへ 



        

 

 

 

 

●推薦入試対策講座は、10 月までの開講予定です。 

●通信添削講座以外の全ての講座で、on line 受講可能です。（要予約） 
 

 

 

 

●実践小論文は 4 月以降開講予定 

           

科目 講座名 講座内容 

集団 

基礎小論文 推薦入試に対応。要約等の小論文の基本から学習します。 

実践小論文 推薦入試に対応。過去問や予想問題等の演習・解説講座。 

推薦入試対策【関学英語】 関学推薦入試を視野に入れている人は是非受講して下さい。 

推薦入試対策【面接対策】 推薦入試面接・ディスカッション・プレゼンテーション対策講座。 

推薦入試対策【総合選抜模試】 全 2 回。模擬試験（小論文・英語）+解説講座。 

個別 

推薦入試対策【個別指導】 完全１対１の個別指導。自分のペースで実力アップ。 

推薦入試対策【通信添削】 通塾できない人のための講座。【書類作成・小論文指導】 

曜日 講座名 時間 

月 
●基礎小論文 １８：００～１９：２０ 

スーパー現代文 １９：４０～２１：００ 

火 世界史完成 １９：４０～２１：００ 

水 

ハイレベル英文法 １８：００～１９：２０ 

スタンダード英文読解 １８：００～１９：２０ 

ハイレベル英文読解 １９：３０～２０：５０ 

スタンダード英文法 １９：３０～２０：５０ 

木 
物理講義 １８：００～１９：２０ 

日本史完成 １９：４０～２１：００ 

金 
受験数学Ⅲ １８：００～１９：２０ 

受験数学ⅡB １９：３０～２０：５０ 

土 
●推薦入試対策【関学英語】 １８：００～１９：２０ 

古文講義 １９：４０～２１：００ 

講座案内 

時間割 



 

 

 

           

 

 

●一般入試向けの模擬試験も受験可能です。（詳細は事務局までお問い合わせください。） 

 

 

 

 

●個別指導【80 分×4 回】 

●通信添削【4 回 1 セット】 

 

 

 

 

 

 

 

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 ７,000 円  (7,700 円) 

模擬試験代（全 2 回） 20,000 円(22,000 円) 

講座名  文系月謝額（税込） 

基礎小論文 25,000 円（27,500 円） 

実践小論文 25,000 円（27,500 円） 

推薦入試対策【関学英語】 20,000 円（22,000 円） 

上記 3 講座セット 54,000 円（59,400 円） 

小論文 2 講座セット 48,000 円（52,800 円） 

小論文・英語 2 講座セット 43,000 円（47,300 円） 

推薦・一般入試対策取り放題セット 72,000 円（79,200 円） 

推薦入試対策【個別指導】 24,000 円（26,400 円） 

推薦入試対策【通信添削】 28,000 円（30,800 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。（個別指導・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 金額（税込） 

  月 

謝 

制 

スタンダードコース 
4 回 21,000 円   （23,100 円） 

8 回 41,200 円   （45,320 円） 

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

8 回 47,600 円   （52,360 円） 

 

回 

数 

制 

スタンダードコース 

10 回 50,000 円   （55,000 円） 

20 回 98,000 円   （107,800 円） 

30 回 147,000 円  （161,700 円） 

プロフェッショナルコース 

10 回 60,000 円   （66,000 円） 

20 回 118,000 円  （129,800 円） 

30 回 162,000 円  （178,200 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/

