
* * ＊初回申込時は本校で記入。 * * ＊初回申込時は本校で記入。

＊２回目以降の申込時は前回申込時の番号をご記入ください。 ＊２回目以降の申込時は前回申込時の番号をご記入ください。

★裏面の国公立大出願調査票も忘れず記入してください。 大学受験　和歌山英数学館

担当印
N11

※領収印のないものは
　　領収書としては無効になります

M15 特訓４日間！京都大・大阪大化学 12,000

講座 円P11 特訓６日間！神戸大・大阪公立大英語 15,000 P11 特訓６日間！神戸大・大阪公立大英語 15,000

N12 特訓３日間！大阪大・神戸大・大阪公立大古典 10,000N12 特訓３日間！大阪大・神戸大・大阪公立大古典 10,000

講座

今回申込
講座数

受講料合計

特訓４日間！京都大・大阪大物理 12,000M14

N11 特訓３日間！大阪大・神戸大・大阪公立大現代文 10,000

円

M15 特訓４日間！京都大・大阪大化学 12,000 今回申込
講座数

受講料合計 担当印

M14 特訓４日間！京都大・大阪大物理 12,000

特訓３日間！大阪大・神戸大・大阪公立大現代文 10,000

経済学部［総合問題］ 10,000 M13

特訓６日間！京都大・大阪大(理系)数学 15,000 　　　和歌山大後期総合問題対策！直前特訓講座

M13 特訓３日間！京都大・大阪大(文系)数学 10,000 S11 S11 経済学部［総合問題］ 10,000特訓３日間！京都大・大阪大(文系)数学 10,000

M12 特訓６日間！京都大・大阪大(理系)数学 15,000 　　　和歌山大後期対策！直前特訓講座

特訓３日間！和歌山大・国公立大古典　　　 10,000 M11

M12

Q15 特訓３日間！和歌山大・国公立大現代文　Q15 10,000

M11 特訓６日間！京都大・大阪大英語 15,000 Q16

特訓３日間！和歌山大・国公立大現代文　 10,000 L15 特訓４日間！和医大(医・薬)生物※添削付講座 12,000

Q16 特訓３日間！和歌山大・国公立大古典　　　 10,000特訓6日間！京都大・大阪大英語 15,000

L15 特訓４日間！和医大(医・薬)生物※添削付講座 12,000

特訓９日間！和歌山大数学（教育・社インフォ） 20,000 L14L14 特訓３日間！和医大(医・薬)化学 12,000 Q14

特訓９日間！和歌山大数学（シス工） 20,000 L13 特訓３日間！和医大(医・薬)物理 12,000

Q14 特訓９日間！和歌山大数学（教育・社インフォ） 20,000特訓３日間！和医大(医・薬)化学 12,000

L13 Q13 特訓９日間！和歌山大数学（シス工） 20,000

Q11 特訓５日間！和歌山大・国公立大英語（シス工･社インフォ） 15,000

15,000 L12 特訓６日間！和医大(医・薬)数学 15,000

L11 特訓６日間！和医大(医・薬)英語 15,000 Q11

L12 特訓６日間！和医大(医・薬)数学

特訓３日間！和医大(医・薬)物理 12,000 Q13

Q12 特訓３日間！和歌山大総合問題A（経済） 10,000

特訓５日間！和歌山大・国公立大英語（シス工･社インフォ） 15,000 L11 特訓６日間！和医大(医・薬)英語 15,000

Q12 特訓３日間！和歌山大総合問題A（経済） 10,000

P14 特訓３日間！神戸大・大阪公立大物理 10,000近畿大英語直前特訓講座 10,000

P15 特訓４日間！神戸大・大阪公立大化学 12,000P15

特訓３日間！神戸大・大阪公立大物理 10,000 K13K13 近畿大英語直前特訓講座 10,000 P14

　　　関西国公立大二次対策！直前特訓講座 　　　関西国公立大二次対策！直前特訓講座特訓４日間！神戸大・大阪公立大化学 12,000

P12 特訓８日間！神戸大・大阪公立大（理系）数学 20,000関西大英語直前特訓講座 10,000

P13 特訓４日間！神戸大・大阪公立大(文系)数学 12,000関西大国語直前特訓講座 10,000K12 関西大国語直前特訓講座 10,000 P13

特訓８日間！神戸大・大阪公立大（理系）数学 20,000 K11K11 関西大英語直前特訓講座 10,000 P12

特訓４日間！神戸大・大阪公立大(文系)数学 12,000 K12

○印 記号

　　　関西私立大対策！直前特訓講座 　　　関西国公立大二次対策！直前特訓講座 　　　関西私立大対策！直前特訓講座 　　　関西国公立大二次対策！直前特訓講座

記号 講 座 名 受講料 ○印 記号 ○印 記号 講 座 名 受講料 ○印講 座 名 受講料

受付
番号

会員
番号

No.               受付
番号

会員
番号

ﾌﾘｶﾞﾅ
在 卒
高 校

高校（在　・　卒）

ﾌﾘｶﾞﾅ

氏　名 氏　名

住　所

〒　　　　-　　　　　　 電話番号 -　 　　-　
【注意事項】
　・いったん納入した受講料は理由のいかんを問わず返却いたしません。
　・手続き終了後、講座の取り消し及び他講座への変更はできません。ご了承ください。
　・追加申込みの際は前回申込時の領収書をすべてご持参ください。
　・申込講座の教材配付につきましては裏面をご覧ください。教材が事前配付の場合は配付開始日以降に窓口
　　まで取りに来てください。その際本控が必要となりますので、忘れずにお持ちください。

携帯番号 -　 　　-　

【注意事項】
　・受講を希望する講座の各○印欄に○をつけ、今回申込講座数・受講料合計を記入して申し込んでください。
　　（必ず左右の欄両方に記入してください。）さらに、裏面の国公立大出願調査票も忘れず記入してください。
　・いったん納入した受講料は理由のいかんを問わず返却いたしません。
　・手続き終了後、講座の取消及び他講座への変更はできません。ご了承ください。
　・追加申込みの際は前回申込時の領収書をすべてご持参ください。

◆本申込書は、「関西私立大対策！直前特訓講座」、「関西国公立大二次対策！直前特訓講座」、「和歌山大後期
対策！直前特訓講座」のものです。その他の講座は、別紙申込書にてお申し込みください。

講 座 名 受講料

2022/2023 2022/2023 ( )

３ ４

５

３ ４

５

４ ４



①2023年出願大学【前期日程】

②共通テスト得点 [理科･社会については、( )内に科目名を記入して下さい。]

※小数点第1まで記入

《　 関西私立大対策！直前特訓講座》

・関西大英語･･･ 1月11日(水) 13:00～

・上記以外の講座･･･ 当日配付

《　 関西国公立大二次対策！直前特訓講座》

・和歌山大数学･･･ 1月25日(水) 13:00～

・上記以外の講座･･･ 当日配付

《　 和歌山大後期対策！直前特訓講座》

　･･･当日配付

得点率合計

科目
数　学

②①
理科①(基礎)

社　会

理科②

リーディング リスニング
国語

学科 学部 

直前講習会 教材配付について ■ 国公立大出願調査票 ■

学　部 学　科大　学　名■配付開始日時■

下記日程で教材を配付します。

事前配付教材の講座を申し込まれた方は、申込時にお渡しした領収

書を持ち、和歌山英数学館２号館２階窓口まで受け取りに来てくだ

さい。

★　 関西国公立大二次対策!直前特訓講座、　和歌山大後期対策！直前特訓

講座を受講される方は、下枠①2023年出願大学、②共通テスト得点をご記

入ください。

（ご記入いただいた情報は、より良い講座にするため講師が参考にします。その他

　の用途には使用いたしません。）

大学 

(　　　)

％

得点

科目
英　語

(　　　) (　　　)

/900

(　　　)

得点

(　　　) (　　　)

３

４

５

４ ５


