
2022 年度　スクール 21【浦和元町】教室　冬期講習　費用・時間帯案内

スクール 21 浦和元町教室
０４８－８８３－８６２１

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

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 ３９，０５０円 － ４，１８６円 ４，５１０円

SB 理社 １５：５５～１７：３５ １８，１５０円 － ２，５２５円 －

SG 国数英 １５：００～１７：３５ ３９，０５０円 － ４，１８６円 ４，５１０円

SP 国数英 １５：００～１７：３５ ３９，０５０円 － ３，１５８円 ４，５１０円

A 理社 １３：１０～１４：５０ １８，１５０円 － １，８７６円 －

中２
V 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，８５０円）   冬期入塾：０円

　冬期講習：５，５００円
　講習＋公開模試：８，０００円

３，０１４円 －

SP 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，８５０円） ３，０１４円 －

中１
V 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，８５０円） 　冬期入塾：０円

　冬期講習：５，５００円
　講習＋公開模試：７，０００円

２，９５９円 －

SP 国数英 １９：００～２１：３５ （２５，８５０円） ３，０４７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（月）・３日（火）

学年 ｺｰｽ 教科 開催教室 日程 時間帯 授業料（税込）

中３

SZ・KZ
Z・SV

最難関校合格特訓 ﾄｯﾌﾟｴﾃﾞｭ南越谷 １月２日・３日
５科　８：００～２０：５０
３科　８：００～１８：１０

５科：４０，７００円
３科：３３，４４０円

SU 県立御三家合格特訓 浦和元町教室 １月２日・３日 　９：００～１９：５０ ３３，４４０円

SG
SP

国語 浦和元町教室 １月２日 　９：００～１４：２０ ８，３６０円

英語 浦和元町教室 １月２日 １４：４０～１９：５０ ８，３６０円

数学 浦和元町教室 １月３日 　９：００～１４：２０ ８，３６０円

理科・社会 浦和元町教室 １月３日 １４：４０～１９：５０ ８，３６０円

※教科別特訓は１講座から受講できます。また、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。

［　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１８日（日） １５：００～１６：５０ 　弱点発見テスト（数学・英語）

② １２月２３日（金） １５：００～１６：５０ 　フォロープリント演習

小６
小５
小４

① １２月２３日（金） １３：００～１４：５０ 　弱点発見テスト（算数・英語）・フォロープリント演習



2022 年度　スクール 21【浦和元町】教室　冬期講習　費用・時間帯案内

スクール 21 浦和元町教室
０４８－８８３－８６２１

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

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 １６：５０～１８：３０ （１６，５００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 （１６，５００円） ２，６４０円

小４ RXR 算国英 １３：１０～１４：５０ （１６，５００円） ２，６４０円

小３ ＪＭＪ 算国 １５：００～１６：４０ （１５，１８０円） ２，３３２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）。

■　浦和中・大宮国際中・伊奈学園中コース　■　日程：12 月 25 日（日）～29（木）・１月４日（水）～６日（金）

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）

小６ UW 文系理系 １１：００～１７：３５ ５７，７５０円 － １２，２４８円 －

小５ UW 文系理系 １５：５５～１８：３０ （２４，７５０円）
　冬期入塾：０円
　冬期講習：３，３００円

２，４２０円 ３，５２０円

小４ UW 算国理社 開講していません （１６，５００円）
　冬期入塾：０円
　冬期講習：３，３００円

３，６９６円 ２，６４０円

※講習テキスト…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）。

［　小６正月特訓　］　日程：１月２日（月）・３日（火）

学年 ｺｰｽ 教科 開催教室 日程 時間帯 授業料（税込）

小６
UW 浦和中対策 武蔵浦和ﾗﾑｻﾞﾀﾜｰ １月２日・３日 １０：１０～１８：２０ ２７，５００円

UW 大宮国際中・伊奈学園中対策 大宮本部 １月２日・３日 １０：１０～１８：２０ ２７，５００円

［　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１８日（日） １５：００～１６：５０ 　弱点発見テスト（数学・英語）

② １２月２３日（金） １５：００～１６：５０ 　フォロープリント演習

小６
小５
小４

① １２月２３日（金） １３：００～１４：５０ 　弱点発見テスト（算数・英語）・フォロープリント演習


