
高１生 時間割と授業・費用一覧 

■ 時間割 （自習室開放時間 平日 13:00～22:00(火曜のみ 16:00～22:00) 土曜日 13:00～22:00 日曜日 10:00～18:00） 

 

高１生 月 火 水 木 金 土 日 

19:20 

～20:40 数学 A(H)    英語(S) 国語 
10:00～18:00 

日曜自習室 20:40 

～22:00 数学 A(S)  英語(H)  数学Ⅰ(H) 数学Ⅰ(S) 

 

＊国語は現代文・古典を隔週で行います。(日程は別紙でご確認ください。) 

 

 

 

■ コース名と費用 

対象学年 コース名 授業形式 分／週 費用(月額) 

高 1 英語 or 国語 一斉 80 15,000 (税込 16,500) 

高 1 英語・国語 or 数学 一斉 160 22,500 (税込 24,750) 

高 1 英語・数学 一斉 240 28,000 (税込 30,800) 

高 1 英語・数学・国語 一斉 320 33,500 (税込 36,850) 

高 1 自習室(オプションと組み合わせる場合)  原則毎日 12,000 (税込 13,200) 

高 1 週末フォローアップ(オプション)＊ 個別 80 12,000 (税込 13,200) 

＊週末フォローアップは日曜日開講です。定期テスト対策と重なる場合は別日に振替をします。 

週末フォローアップはオプションコースとなりますので、単独での受講はできません。 

※毎月の費用は上記授業料と月額管理費 3,000円(税込 3,300 円)の合算となります。 

 

 

 

■ 入塾料（税別）    ■ 半期教材費（税別） 

一般生 25,000(税込 27,500)  前期（3 月～8 月分） 24,000円(税込26,400円) 

継続生 無料  後期（9 月～2 月分） 24,000円(税込26,400円) 
 

※ 半期教材費は３月分授業料、９月分授業料とあわせてお支払いください。 

(半期教材費はテスト対策費用を含みます。) 
※ 年度の途中で入塾される場合、教材費は月割りとさせて頂きます。 

 

■管理費         

月額 3,000(税込 3,300) 

 

(月額管理費は通塾保険料、冷暖房費、施設維持費などの 

諸費用を含みます。) 

 

  



高 2生 時間割と授業・費用一覧 

■ 時間割 （自習室開放時間 平日 13:00～22:00(火曜のみ 16:00～22:00) 土曜日 13:00～22:00 日曜日 10:00～18:00） 

 

高２生 月 火 水 木 金 土 日 

19:20 

～20:40  
数学 B 

(ベクトルから) 
英語(H) 化学 数学Ⅱ(文) 数学Ⅱ(理) 

10:00～18:00 

日曜自習室 20:40 

～22:00  物理  
数学 B 

(数列から) 
英語(S) 国語 

  

＊国語は現代文・古典を隔週で行います。(日程は別紙でご確認ください。) 

＊高 2 の火曜日の数学 B はベクトルから、木曜日数学 B の授業は数列からはじまる学校に対応します。 

 

 

■ コース名と費用 

対象学年 コース名 授業形式 分／週 費用(月額) 

高２ 英語 or 国語 一斉 80 15,000 (税込 16,500) 

高２ 英語・国語 or 数学 一斉 160 22,500 (税込 24,750) 

高２ 英語・数学 一斉 240 28,000 (税込 30,800) 

高２ 英語・数学・国語 一斉 320 33,500 (税込 36,850) 

高２ 英語・数学・理科 1 科目(化学 or 物理) 一斉 320 33,500 (税込 36,850) 

高２ 英語・数学・化学・物理 一斉 400 35,500 (税込 39,050) 

高２ 英語・数学・国語・理科 1 科目(化学 or 物理) 一斉 400 35,500 (税込 39,050) 

高２ 英語・数学・国語・化学・物理 一斉 480 37,500 (税込 41,250) 

高２ 自習室(オプションと組み合わせる場合)  原則毎日 12,000 (税込 13,200) 

高２ 週末フォローアップ(オプション)＊ 個別 80 12,000 (税込 13,200) 

高２ 理科 1 科目(オプション)＊＊ 一斉 80 6,000 (税込 6,600) 

 
＊週末フォローアップは日曜日開講です。定期テスト対策と重なる場合は別日に振替をします。 

週末フォローアップおよび＊＊理科科目はオプションコースとなりますので、単独での受講はできません。 

※毎月の費用は上記授業料と月額管理費 3,000円(税込 3,300 円)の合算となります。 

■ 入塾料（税別）    ■ 半期教材費（税別） 

一般生 25,000(税込 27,500)  前期（3 月～8 月分） 24,000円(税込26,400円) 

継続生 無料  後期（9 月～2 月分） 24,000円(税込26,400円) 
 

※ 半期教材費は３月分授業料、９月分授業料とあわせてお支払いください。 

(半期教材費はテスト対策費用を含みます。) 
※ 年度の途中で入塾される場合、教材費は月割りとさせて頂きます。 

 

■管理費         

月額 3,000(税込 3,300) 

(月額管理費は通塾保険料、冷暖房費、施設維持費などの 

諸費用を含みます。) 

  



高３生・既卒生 時間割と授業・費用一覧  

■ 時間割 一斉授業(高 3生・既卒生) 

（自習室開放時間 平日 13:00～22:00(火曜のみ 16:00～22:00) 土曜日 13:00～22:00 日曜日 10:00～18:00） 

 

高 3 生・ 

既卒生 

 

月 

 

火 

 

水 

 

木 

 

金 

 

土 

 

日 

14:30 

～16:50      二次数学 

10:00～18:00 

日曜自習室 

17:30 

～18:50 
化学 物理 

英語リスニ

ング 
数Ⅲ  国語 

17:30 

～18:50 
 生物基礎 

(隔週) 
  化学基礎 

(隔週) 
 

19:30 

～21:50 英語(H) 英語(S)  共テ数学   

＊共テ数学は共通テスト対策を中心に行います。 

＊二次数学は私立大学入試および国公立大学の二次試験対策まで行います。 

 

■ コース名と費用 

対象学年 コース名 授業形式 分／週 費用(月額) 

高 3 英語＊ 一斉 220 24,000 (税込 26,400) 

高 3 英語・国語 一斉 300 30,000 (税込 33,000) 

高 3 英語・数学(共テ or二次) 一斉 360 34,000 (税込 37,400) 

高 3 英語・数学(共テ or二次)・国語 一斉 440 38,000 (税込 41,800) 

高 3 英語・数学(共テ or二次)・数Ⅲ 一斉 440 38,000 (税込 41,800) 

高 3 英語・数学(共テ + 二次) 一斉 500 39,000 (税込 42,900) 

高 3 英語・数学(共テ + 二次)・数Ⅲ 一斉 580 40,000 (税込 44,000) 

高 3 英語・数学(共テ + 二次)・数Ⅲ・国語 一斉 660 41,000 (税込 45,100) 

高 3 
文系おすすめパック 

(英・国・共テ数・二次数・生物基礎・化学基礎) 
一斉 660 41,000 (税込 45,100) 

高 3 理系おすすめパック  

(英・国・共テ数・二次数・数Ⅲ・物理・化学) 
一斉 820 45,000 (税込 49,500) 

高 3・既卒 自習室(オプションと組み合わせる場合)   12,000 (税込 13,200) 

高 3 オプション 理科基礎 1 科目＊＊＊ 一斉 80(隔週) 3,000 (税込 3,300) 

高 3 オプション 理科 1 科目＊＊＊ 一斉 80 6,000 (税込 6,600) 

高 3 週末フォローアップ(1 コマ 3 名まで)＊＊ 個別 80 12,000 (税込 13,200) 
  

＊英語は英語(H)または(S)とリスニングを含みます。 

＊＊週末フォローアップは日曜日開講です。 

＊＊週末フォローアップおよび＊＊＊理科科目はオプションコースとなりますので、単独での受講はできません。 

※毎月の費用は上記授業料と月額管理費 3,000円(税込 3,300 円)の合算となります。  



 

 

 

■ 入塾料（税別）    ■ 半期教材費（税別） 

一般生 25,000(税込 27,500)  前期（3 月～8 月分） 24,000円(税込26,400円) 

継続生 無料  後期（9 月～2 月分） 24,000円(税込26,400円) 
 

※ 半期教材費は３月分授業料、９月分授業料とあわせてお支払いください。 

(半期教材費はテスト対策費用を含みます。) 
※ 年度の途中で入塾される場合、教材費は月割りとさせて頂きます。 

 

■管理費         

月額 3,000(税込 3,300) 

 

(月額管理費は通塾保険料、冷暖房費、施設維持費などの 

諸費用を含みます。) 

 

  


