
☆　2021 年度 設置コースのご案内　《　中学部　》　《　高等部　》　☆

スクール 21 八潮教室

TEL：０４８－９９４－４７２１

《　中学部　》　費用は税込み価格となります。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

中３

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 水 １９：３０－２１：４０ ８，４７０円

９月～12 月 水・金 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
水

１９：３０－２１：４０ ８，４７０円

９月～12 月 １９：００－２１：４０ ９，４６０円

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（予定） １９：３０－２１：３０ ７，８１０円

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ＢｅＥＸ　》　費用は税込み価格となります。

学年 コース 開講教科 曜日 時間帯 授業料（月額）

高２ 国立 MARCH コース（KME） 英語 英語：土曜日 ２０：３０－２１：５０ （１教科：英語） 　１３，２００円

高１ 国立 MARCH コース（KMME） 英語・数学 英：月　数：土 ２０：３０－２１：５０ （２教科：英数） 　２１，１２０円

高１ 国立 MARCH コース（KME） 英語 英語：月曜日 ２０：３０－２１：５０ （１教科：英語） 　１３，２００円

高１ 国立 MARCH コース（KMM） 数学 数学：土曜日 ２０：３０－２１：５０ （１教科：数学） 　１３，２００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『高等部 BeEX 入塾のご案内』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。

《　小学部　》　《　個別指導　》　は裏面をご覧ください。



☆　2021 年度設置 コースのご案内　《　小学部　》　《　個別指導　》　☆

スクール 21 八潮教室

TEL：０４８－９９４－４７２１

《　フロンティアコース　》　費用は税込み価格となります。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

小６ RX 算・国・英 ３月～２月
水金：算国英

火：先進
１７：００－１８：３０ １６，７２０円

小５ RX 算・国・英 ３月～２月
水金：算国英

火：先進
１７：００－１８：３０ １６，７２０円

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。

《　玉井式コース　》　費用は税込み価格となります。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

小６

～

小１

TZ 図形の極 ３月～２月 木曜日 １７：００－１７：４０ ８，２５０円

TK 数の極 ３月～２月 木曜日 １７：５０－１８：３０ ８，２５０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『小学部入塾のご案内』をご覧ください。

《 個別指導コース 》　費用は税込み価格となります。

学年 形態 開講教科 曜日・時間帯 指導時間 授業料（月額）

高３ １：１ 英・数

火曜日～土曜日

（１限）　１４：２０～

（２限）　１５：３０～

（３限）　１７：００～

（４限）　１８：１０～

（５限）　１９：３０～

（５限）　２０：４０～

６０分／１コマ

１教科受講

の場合

［３回］　１７，３２５円

［４回］　２３，１００円

高２ １：１ 英・数 ６０分／１コマ
［３回］　１６，０８８円

［４回］　２１，４５０円

高１ １：１ 英・数 ６０分／１コマ
［３回］　１４，８５０円

［４回］　１９，８００円

中３ １：１ 英・数・国・理・社 ６０分／１コマ
［３回］　１４，８５０円

［４回］　１９，８００円

中２・１ １：１ 英・数・国・理・社 ５０分／１コマ
［３回］　１２，３７５円

［４回］　１６，５００円

中学

受験
１：１ 算・国・理・社 ４５分／１コマ

［３回］　１１，５５０円

［４回］　１５，４００円

小学生 １：１ 算・国 ４５分／１コマ
［３回］　１１，５５０円

［４回］　１５，４００円

※月あたり１講座＝３回または４回。

　　　月３回実施の月　…　３月・４月・７月・12 月・１月・２月

　　　月４回実施の月　…　５月・６月・９月・10 月・11 月

※授業日程・時間帯は、担当講師の調整のため、ご相談の上で決定させていただきます。

※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。集団授業との併用受講割引もご

ざいます。

※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。

《　中学部　》　《　高等部　》　は裏面をご覧ください。


