
スクール２１草加教室
お電話：０４８（９２４）５３５１

　

【中学部】

学年 ｺｰｽ 教科

日程・時間帯
各期授業料

［税込］
講習ﾃｷｽﾄ代

［税込］
模擬ﾃｽﾄ代

［税込］
［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/26-30 7/31-8/5 8/17-21 8/23-27

中３

SU 国数英 １５：００～１７：３５ １８，５９０円 ４，６３１円 ５科：４，１８０円

SB 理社 １３：１０～１４：５０ 　９，４６０円 ３，３６６円 －

SG 国数英 １５：００～１７：３５ １８，５９０円 ４，３８９円 ５科：４，１８０円

SP 国数英 １５：００～１７：３５ １８，０４０円 ４，４６６円 ５科：４，１８０円

A 理社 １３：１０～１４：５０ 　８，９１０円 ２，７５０円 －

中２
V 国数英 １９：００～２１：３５ １７，０５０円 ２，６２９円 ５科：４，０７０円

SP 国数英 １９：００～２１：３５ １７，０５０円 ２，７８３円 ５科：４，０７０円

中１
V 国数英 １９：００～２１：３５ １７，０５０円 ２，５３０円 ３科：３，１９０円

SP 国数英 １９：００～２１：３５ １７，０５０円 ２，５８５円 ３科：３，１９０円
　

　※Ⅰ期～Ⅳ期の学習内容は異なります。
　※休講日…［Ⅱ期］８月１日（日）
　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。
　※模擬テスト…学習成果確認のためにも受験をお勧めします（夏期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

　

【小学部】

学年 ｺｰｽ 教科

日程・時間帯
各期授業料

［税込］
講習ﾃｷｽﾄ代

［税込］
模擬ﾃｽﾄ代

［税込］
［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/26-29 7/31-8/4 8/17-20 8/23-26

小６ RXR
ⅠⅢ期：算国
ⅡⅣ期：算英

１５：００～１６：４０ ７，３７０円 ２，８６０円 算国：２，９７０円

小５ RXR
ⅠⅢ期：算国
ⅡⅣ期：算英

１５：００～１６：４０ ７，３７０円 ２，８６０円 算国：２，９７０円

小４ RXR
ⅠⅢ期：算国
ⅡⅣ期：算英

１３：１０～１４：５０ ７，３７０円 ２，８６０円 算国：２，９７０円

小３ JMJ 算国＋極 １３：１０～１４：５０ ７，３７０円 １，９１４円 算国：２，９７０円 
　

　※Ⅰ期～Ⅳ期の学習内容は異なります。
　※休講日…［Ⅱ期］８月１日（日）
　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。
　※模擬テスト…学習成果確認のためにも受験をお勧めします（夏期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

　

【中学受験コース】

学年 ｺｰｽ 教科

日程・時間帯
各期授業料

［税込］
講習ﾃｷｽﾄ代

［税込］
模擬ﾃｽﾄ代

［税込］
［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/26-30 7/31-8/5 8/17-21 8/23-27

小６ YT 算国理社 １１：００～１８：３０ ３１，０２０円 入塾：６，８２０円
講習：１３，２００円 －

　

　※Ⅰ期～Ⅳ期の学習内容は異なります。
　※休講日…［Ⅱ期］８月１日（日）
　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。
　※模擬テスト…学習成果確認のためにも受験をお勧めします（夏期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

※ 【個別指導】《特別講座》のご案内は裏面をご覧ください。



スクール２１草加教室
お電話：０４８（９２４）５３５１
　

　

【個別指導】　日程：［前期］ ７月２６ 日（月）～８月５日（木）　，［後期］ ８月１７日（火）～８月２７日（金） 

学年 形態 開講教科

日程・時間帯 各期授業料［税込］
講習ﾃｷｽﾄ代

［税込］
［前期］ ［後期］

１講座受講の場合
7/26-8/5 8/17-8/27

高３ １：１ 英/数
①１３：１０～１３：５５
②１４：０５～１４：５０
③１５：００～１５：４５
④１５：５５～１６：４０
⑤１６：５０～１７：３５
⑥１７：４５～１８：３０
⑦１９：００～１９：４５
⑧１９：５５～２０：４０
⑨２０：５０～２１：３５

３４，６５０円

　
　　　　受講教科や講座数に

よって異なります。
　　　　詳しくは教室までお問

い合わせください。

高２ １：１ 英/数 ３２，１７５円

高１ １：１ 英/数 ２９，７００円

中３ １：１ 英/数/国/理/社 ２９，７００円

中２・１ １：１ 英/数/国/理/社 ２８，６００円

小学生 １：１ 算/国 ２６，４００円
　
　

　※１講座あたり各期４５分×２コマ×４日間の授業を実施します。授業の日程は事前に相談の上，決めさせていただきます。 
　※費用の詳細（講座数別の授業料・別途テキスト代）は教室までお問い合わせください。
　※割引には適用条件がございます。
　※休講日…［前期］８月１日（日），［後期］８月２２日（日）

《中学部：特訓講座①》　日程：８月７日（土）～８月１０日（火）

学年 対象 教科 講座名 設置教室 時間帯
授業料
［税込］

講習ﾃｷｽﾄ代
［税込］

中３ SU・SG・SP 理社 北辰対策４８時間特訓① 草加教室 １０：３０～１７：４０ ３０，４７０円 １，８５９円

中２ V･SP 理社 短期理社集中特訓 草加教室 １８：１０～２１：３０ １５，２３５円 １，８７０円

中１ V･SP 理社 短期理社集中特訓 草加教室 １８：１０～２１：３０ １５，２３５円 １，８７０円

　

 《中学部：特訓講座②》　日程：８月１２日（木）～８月１５日（日）

学年 対象 教科 講座名 設置教室 時間帯
授業料
［税込］

講習ﾃｷｽﾄ代
［税込］

中３ SU・SG・SP 国数英 北辰対策４８時間特訓② 草加教室 １０：３０～１７：４０ ３０，４７０円 ３，５７５円
　
　

　※中３の特訓講座は，①②の両方を受講することで４８時間となります。
　

《中学受験コース：特訓講座①》　日程：８月７日（土）～８月１０日（火）

学年 講座名 設置教室 時間帯
授業料
［税込］

講習ﾃｷｽﾄ代
［税込］

小６ 国私立中対策４８時間特訓（理社） 武蔵浦和ﾗﾑｻﾞﾀﾜｰ教室 １０：３０～１７：４０ ３０，４７０円 １，３６４円

　

 《中学受験コース：特訓講座②》　日程：８月１２日（木）～８月１５日（日）

学年 講座名 設置教室 時間帯
授業料
［税込］

講習ﾃｷｽﾄ代
［税込］

小６ 国私立中対策４８時間特訓（理社） 武蔵浦和ﾗﾑｻﾞﾀﾜｰ教室 １０：３０～１７：４０ ３０，４７０円 １，０１２円
　
　

　※４８時間特訓は，①②両方を受講することで４８時間となります。

※ 【集団コース】のご案内は裏面をご覧ください。


