
2021 年度　スクール 21【 八 潮 】教室　冬期講習　費用・時間帯案内

スクール 21 八潮教室

０４８－９９４－４７２１

■　中学部　■　日程：12 月 25 日（土）～29（水）・１月４日（火）～６日（木）

学年 ｺｰｽ 教科 時間帯
授業料

（税込）

冬期講習割引授業料

（税込）

講習

テキスト代

（税込）

公開模試代

（税込）

中３

SU 国数英 １３：１０～１５：４５ ３８，７７５円 － ４，１８６円 ４，５６５円

SB 理社 １５：５５～１７：３５ １７，８２０円 － ２，５２５円 －

SP 国数英 １３：１０～１５：４５ ３８，７７５円 － ３，１５８円 ４，５６５円

A 理社 １５：５５～１７：３５ １７，８２０円 － １，８７６円 －

中２
V 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，６８５円） 　冬期入塾：０円

　冬期講習：５，５００円

　講習＋公開模試：８，０００円

２，８０５円 －

SP 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，６８５円） ２，７８３円 －

中１

V 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，６８５円） 　冬期入塾：０円

　冬期講習：５，５００円

　講習＋公開模試：７，０００円

２，７５０円 －

SP 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，６８５円） ２，９２６円 －

※テキスト代…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（冬期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

［　中３正月特訓　］　日程：１月２日（日）・３日（月）

学年 ｺｰｽ 教科 開催教室 日程 時間帯 授業料（税込）

中３

SU
県立御三家合格特訓

（５教科セット）

草加教室（予定）

※現在調整中
１月２日・３日 　９：００～１９：５０ ３３，２２０円

SP 教科別特訓 八潮教室（予定）

１月２日 　９：００～１４：２０ ８，３０５円

１月２日 １４：４０～１９：５０ ８，３０５円

１月３日 　９：００～１４：２０ ８，３０５円

１月３日 １４：４０～１９：５０ ８，３０５円

※SP コースは１講座から受講できますが、志望校合格に向け５教科もしくは３教科セットでのご受講をお勧めいたします。

※SP コースの教科ごとの日程・時間帯はクラスにより異なります。別途ご案内いたします。

※開催教室は予定となり、変更となる場合がございます。

☃［　ウインターダッシュ講座　］☃
小４～中２を対象に予め弱点の発見とそのフォローをおこなう無料の講座です。

冬期講習会での学習をスムーズに行えるようにするため、どうぞ奮ってご参加ください。

学年 日程 時間 内容

中２

中１

① １２月１９日（日） １７:００～１８:５０ 　弱点発見テスト（数学・英語）

② １２月２１日（火） １９:３０～２１:２０ 　フォロープリント演習

小６

小５

小４

① １２月２１日（火） １７:００～１８:４０ 　弱点発見テスト（算数・英語）・フォロープリント演習

《　小学部　》　《　高等部　》　《　個別指導　》　は裏面をご覧ください。



2021 年度　スクール 21【 八 潮 】教室　冬期講習　費用・時間帯案内

スクール 21 八潮教室

０４８－９９４－４７２１

■　小学部：フロンティアコース　■　日程：12 月 25 日（土）～29（水）・１月４日（火）～６日（木）

学年 ｺｰｽ 教科 時間帯
授業料

（税込）

冬期講習割引授業料

（税込）

講習

テキスト代

（税込）

小６
中学

準備
算国英 １５：００～１６：４０ １６，２８０円 　冬期入塾：0 円

　冬期講習：３，３００円

　講習＋公開模試：５，０００円

２，６４０円

小５ RXR 算国英 １３：１０～１４：５０ １６，２８０円 ２，６４０円

小４ RXR 算国英 １５：００～１６：４０ １６，２８０円 ２，６４０円

小３ ＪＭＪ 算国 １３：１０～１４：５０ （１５，１８０円） 　冬期講習：３，３００円 １，６５０円

※テキスト代…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（冬期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

■　高等部 BeEX　■　日程：12 月 25 日（土）～28（火）　／　12 月 29 日(水)・１月４日（火）～６日（木）

学年 コース 教科 時間帯
授業料

（税込）

冬期講習割引授業料

（税込）

講習

テキスト代

（税込）

日程

高２ KME 英 １９：５５～２１：３５ 18,150 円
冬期入塾生：0 円

冬期講習生：5,500 円
５５０円 英：12/29・1/4～6

高１

KMME 数英 １９：５５～２１：３５ 30,250 円
冬期入塾生：0 円

冬期講習生：5,500 円
１，６５０円

英：12/25

～28

数：12/29・

1/4～6

KMM 数 １９：５５～２１：３５ 18,150 円
冬期入塾生：0 円

冬期講習生：5,500 円
１，１００円 -

数：12/29・

1/4～6

KME 英 １９：５５～２１：３５ 18,150 円
冬期入塾生：0 円

冬期講習生：5,500 円
５５０円

英：12/25

～28
-

※１科目のみの受講も可能です。

■　個別指導コース　■　日程：12 月 25 日（土）～29（水）・１月４日（火）～６日（木）

学年 コース 教科 時間帯
授業料

（税込）

冬期講習割引授業料

（税込）

講習ﾃｷｽﾄ代

公開模試代

（税込）

高校生
１：１

コース

数学

英語

１３：１０～１３：５５

１４：０５～１４：５０

１５：００～１５：４５

１５：５５～１６：４０

１６：５０～１７：３５

１７：４５～１８：３０

１９：００～１９：４５

１９：５５～２０：４０

２０：５０～２１：３５

高 3・卒       : 26,400 円

高 2            : 24,750 円

高 1            : 23,650 円

中 3            : 23,650 円

中 2～1       : 22,550 円

小 6～4       : 20,350 円

冬期入塾生：0 円（１講座分）

※中３・小６受験科・高３・卒生は

割引対象外となります。

学年・教科によって

　費用が異なります。

教室まで

お問い合わせ下さい。中学生

小学生

１：１

コース

国語

数学

英語

社会

理科

※上記授業料は１講座分の費用となります。

※１講座＝４５分×６コマとなります。

《　中学部　》　《　ウインターダッシュ講座　》　は裏面をご覧ください。


