
☆　2021 年度 設置コースのご案内①　《　中学部 ・ 高等部　》　☆

スクール 21 さいたま本部教室
TEL：０４８－８４０－３５２１

《　中学部　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（税込）

新中３

Z
（最難関国私立） 国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：３０－２１：４０ ２９，３７０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ３２，８９０円

SU
（県立御三家） 国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：３０－２１：４０ ２７，７２０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ３１，０２０円

SB
（SU 理社） 理･社

３月～７月 月～土の内いずれ
か１日(1 学期) １９：３０－２１：４０ ８，４７０円

９月～12 月 月～土の内いずれ
か２日(2 学期) １９：００－２１：４０ １４，４１０円

SG
（難関県公立） 国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：３０－２１：４０ ２７，７２０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ３１，０２０円

SP
（人気県公立） 国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：３０－２１：４０ ２６，７３０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ３０，０３０円

A
（SG・SP 理社） 理･社

３月～７月 月・水・金の内
いずれか１日

１９：３０－２１：４０ ８，４７０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ９，４６０円

新中２

V
（最難関・県立御三家)

国･数･英 ３月～２月 月･水･金 １９：３０－２１：３０ ２５，９６０円

SP
（人気県公立） 国･数･英 ３月～２月 月･水･金 １９：３０－２１：３０ ２３，４３０円

A
（V・SP 理社）

理･社 ９月～２月 (土) １９：３０－２１：３０ ７，８１０円

新中１

Ｖ
（最難関・県立御三家）

国･数･英
３月

月･水･金
１７：００－１９：００

２３，２１０円
４月～２月 １９：３０－２１：３０

ＳＰ
（人気県公立）

国･数･英
３月

月･水･金
１７：００－１９：００

２０，７９０円
４月～２月 １９：３０－２１：３０

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。
※コースの詳細は『中学部入塾のご案内』をご覧ください。
※中３の１月･２月は入試直前ゼミとなります。別途ご案内いたします。
※中１ SP コースは７月までの期間は２教科を選択して受講することもできます。
※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　高等部　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（税込）

新高３ ＫＭＥ 英 ３月～２月 応相談 ２０：２０－２２：００ １５，４００円

新高２ ＫＭＥ 英 ３月～２月 応相談 ２０：３０－２１：５０ １３，２００円

新高１ ＫＭＥ 「応援パック(英・数)」 ３月～５月 応相談 ２０：３０－２１：５０ 15,000 円(2 科)　

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。
※コースの詳細は『高等部』専用パンフレットをご覧ください。
※新高１生は３月から５月までは「新高１スタート応援パック」として受講可能です(特別料金)。
※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　小学部 ・ 玉井式 ・ 中学受験コース　》　は裏面をご覧ください。



☆　2021 年度設置 コースのご案内②　《　小学部 ・ 玉井式 ・ 中学受験コース　》　☆

スクール 21 さいたま本部教室
TEL：０４８－８４０－３５２１

《　フロンティアコース　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（税込）

新小６ RX 算・国・英 ３月～２月 火木：算国英
土：先進

１７：００－１８：３０ １６，７２０円

新小５ RX 算・国・英 ３月～２月
水金：算国英

土：先進 １７：００－１８：３０ １６，７２０円

新小４ RXR 算・国・英 ３月～２月 水金：算国英 １７：００－１８：３０ 　９，０２０円　

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。
※コースの詳細は『小学部入塾のご案内』をご覧ください。
※小６・小５は「週２日の算国英」「週１日の先進」での受講も可能です。ご相談ください。
※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。
※ベネッセの英語教室 BE studio については別途ご案内いたします。

《　玉井式コース　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（税込）

新小３ TM 国語的算数教室 ４月～３月
オンライン：金曜日
対面授業：水曜日

１８：１０－１９：００
１６：５０－１７：３０ ８，８００円

新小２ TM 国語的算数教室 ４月～３月 オンライン：木曜日
対面授業：水曜日

１７：００－１７：５０
１６：５０－１７：３０

８，８００円

新小１ TM 国語的算数教室 ４月～３月
オンライン：金曜日
対面授業：水曜日

１７：００－１７：５０
１５：５０－１６：３０ ８，８００円

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。
※コースの詳細は『小学部入塾のご案内』をご覧ください。

《　中学受験 UX コース　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（税込）

新小６ UX
（浦和・大宮国際・埼大附属）

適性検査 ２月～１月
火
水
土

１７：００－１８：３０
１７：００－２０：１０
１７：００－２０：１０

２８，０５０円

新小５ UX （浦和・大宮国際・埼大附属）
適性検査

２月～１月
月
水
金

１７：００－１８：３０
１７：００－１８：３０
１７：００－１８：３０

１９，２５０円

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。
※コースの詳細は『中学受験コースのご案内』をご覧ください。
※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　中学部 ・ 高等部　》　は裏面をご覧ください。


