
2021 年度  生徒募集要項          西鈴校（TEL 078-596-1919） 

新年度授業は２/１(月)より開始 

◆募集学年と授業科目・費用         2021.1.8 版 

学年 講座名 授業科目 授業曜日・時間 授業料 

新小４ 

WiNレギュラー 算・国 月・水 17:20～19:20 
17,400 円 

(税込 19,140 円) 

※諸費 1,400(税込 1,540 円)含む 

WiN＋
プラス

（オプション） 算・理 月・水 19:40～20:40 
5,000 円 

(税込 5,500 円) 

新小５ 

WiNレギュラー 算・国・理 月・水 17:20～20:40 
21,800 円 

(税込 23,980 円) 

※諸費 1,800 円(税込 1,980 円)含む 

WiN＋
プラス

（オプション） 算・国・理 木   17:20～20:40 7,250 円 
(税込 7,975 円) 

社会（オプション） 月・水 20:40～21:40 
5,000 円 

(税込 5,500 円) 

土曜習熟度別特訓（オプション） 算・国・理 
土  板宿本部校 

    15:00～19:15 

10,800 円 
(税込 11,880 円) 

新小６ 

WiNレギュラー 算・国・理 火・金 17:20～20:40 
23,800 円 

(税込 26,180 円) 

※諸費 1,800 円(税込 1,980 円)含む 

WiN＋
プラス

（オプション） 算・国・理 土   15:00～18:00 
7,250 円 

(税込 7,975 円) 

社会（オプション） 金   20:40～22:00 
5,000 円 

(税込５,500 円) 

WiN土曜特訓（オプション） 算・国・理 土   18:00～21:20 
7,500 円 

(税込 8,250 円) 

土曜習熟度別特訓（オプション） 算・国・理 
土  板宿本部校 

    15:00～21:45 

15,000 円 
(税込 16,500 円) 

日曜志望校別特訓（オプション） 算・国・理 
日  板宿本部校 

    12:30～18:45 
15,000 円 

(税込 16,500 円) 

・月額費用の詳細につきましては裏面「◆費用について」をご覧ください。 

 

◆各テスト曜日・時間について 日程詳細は別紙「テストスケジュール」をご覧ください 

学年 月例テスト 週テストおよび組分けテスト《WiN＋受講者で希望者のみ》 

新小４ 

月例テスト：約５週に１回 
 

 土曜日 13:00～14:50 
算数 40 分・国語 40 分・理科 20 分 

週テスト：毎週土曜日 13:00～14:30 
算数 40 分・国語 40 分 

組分けテスト：約５週に１回 土曜日 13:00～14:50 
算数 40 分・国語 40 分・理科 20 分 

新小５ 

月例テスト：約５週に１回 
 

 土曜日 12:20～14:50（社会 11:40～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 35 分・（社会 35 分） 

週テスト：毎週土曜日 12:40～14:50（社会 12:15～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 20 分・（社会 20 分） 

組分けテスト：約５週に１回日曜日 

 9:40～12:00（社会 9:00～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 35 分・（社会 35 分） 

新小６ 

月例テスト：約５週に１回 
 

 土曜日 12:20～14:50（社会 11:40～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 35 分・（社会 35 分） 
 

＋合不合判定テスト（6 回/年） 

週テスト：毎週土曜日 

２月～ 12:40～14:50（社会 12:15～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 20 分・（社会 20 分） 

９月～ 12:25～14:50（社会 11:45～） 
算数 50 分・国語 50 分・理科 35 分・（社会 35 分） 

組分けテスト：約５週に１回日曜日 

  9:40～12:00（社会  9:00～） 

算数 50 分・国語 50 分・理科 35 分・（社会 35 分） 

※ 小６組分けテストは第４回（９月）で終了します。 

※上記以外のテスト（６年合不合判定テスト 等）については、その都度ご案内いたします。 

◆開講校舎  〇…四谷大塚 S  ●…四谷大塚WiN 

    学年 講座・クラス 板宿本部 岡本 講座・クラス 西鈴 西神中央 

 新小２ レギュラー Ｓ ○     

 
新小３ 

レギュラー Ｓ ○ ○    

 α算数 ○     

 

新小４ 

レギュラー 

Ⅲ ○  

WiN ● ●  Ⅱ 
○ ○ 

 Ⅰ 

 S＋ ○ ○ WiN＋ ● ● 

 α算数 ○     

 

新小５ 

レギュラー 

Ⅲ 
○ 

 
WiN ● ● 

 Ⅱ 
○ 

 Ⅰ ○ WiN＋ ● ● 

 

土曜習熟度別特訓 

Ⅲ ○  

土曜習熟度別特訓 ※2 ※2  Ⅱ ○ 
○ 

 Ⅰ ※1 

 

新小６ 

レギュラー 

Ⅲ 
○ 

 
WiN ● ● 

 Ⅱ ○ 

 Ⅰ ○  WiN＋ ● ● 

 

土曜習熟度別特訓 

Ⅲ ○  

WiN 土曜特訓 ● 

※2 

 

※2 

 Ⅱ ○ 
○ 

 Ⅰ ○ 

 

日曜志望校別特訓 

Ａ ○  

日曜志望校別特訓 ※2 ※2  Ｂ ○ ○ 

 Ｃ ○ ○ 

   ※1 Ⅰ組に在籍していても、要件を満たすと土曜特訓（Ⅱ組）を受講できます。 

 ※2  WiNコースの生徒も、一定の要件を満たすと S コースの土曜特訓・日曜特訓を受講できます。  

◆四谷大塚Ｓ／四谷大塚WiN 授業クラスレベル 

S ｺｰｽ 対象中学 WiN ｺｰｽ 対象中学 

Ⅲ 
灘・甲陽学院・神戸女学院・神戸大附・西大和学園・ 

洛南高附 
WiN＋ 

三田学園(Ｓ)・関西学院・神戸海星・

夙川・滝川(医進Ｇ・医進)・ 

甲南女子(Ｓアド) 

Ⅱ 

神戸大附・白陵・須磨学園・関西学院・三田学園(Ｓ)・ 

高槻・六甲学院・淳心学院(ヴェリタス)・ 

滝川(医進Ｇ･医進)・神戸海星・甲南女子(Ｓアド) 

WiN 

 

三田学園(Ａ)・啓明学院・神戸龍谷・ 

神戸学院大附・甲南・滝川(特進)・ 

甲南女子(スタンダード)・親和・ 

神戸国際・武庫川女子大附・松陰 Ⅰ 

啓明学院・滝川第二・三田学園(Ａ)・神戸学院大附・ 

夙川・神戸龍谷・淳心学院(カリタス)・滝川・甲南・ 

親和・甲南女子(スタンダード)・武庫川女子大附・ 

松蔭・神戸国際 

 

◆申込方法  
・授業クラスと、週テストの受験コースを決めるための入塾テストがあります。 

別紙「体験授業・入塾テスト申込書」に必要事項をご記入の上，藤岡教室各校へお申し込みください。 

＜科目/時間＞ 算数・国語（各３０分） 

＜受験料＞   無料 

＜受付時間＞  13:00～22:00（日･祝を除く 岡本校は水･日･祝を除く） 

        ※ 藤岡教室web ページからは 24 時間申し込み可能です。 

    ＜結果連絡＞  お電話にてご連絡いたします。入塾テストはお返しできませんのでご了承ください。 

 
 
 



◆費用について ※記載金額は全て税込価格 

１．月額費用 

・四谷大塚 WiN の月額費用は、授業料と諸費を合わせたものです。 

学年 授業料 諸費 月額合計 

小 4 17,600 円(税込) 1,540 円(税込) 19,140 円(税込) 

小 5 22,000 円(税込) 1,980 円(税込) 23,980 円(税込) 

小 6 24,200 円(税込) 1,980 円(税込) 26,180 円(税込) 

・兄弟姉妹で在塾の場合，下のお子さんは諸費が免除となります。 

・月例テストの費用は、半期ごと（前期：３月～７月 / 後期：9 月～１月）に納入いただきます。 

  小 4・小 5 月例テスト…前期 17,600 円 / 後期 17,600 円 

  小６ 月例テスト＋合不合判定テスト…前期 28,160 円 / 後期 21,120 円 

 

２．入塾時の費用 

・入塾時は月額費用に加えて、入塾金(11,000 円)と半期分のテキスト代、半期分の月例テスト代金が必要となり

ます。テキスト代は別紙「使用教材一覧」をご覧ください。 

・年度途中入塾の場合、入塾月から半期分の月例テスト代金は受験回数に応じて徴収します。 

 月例テスト：4,400 円/回  合不合判定テスト：5,280 円/回 

・兄弟姉妹が在塾の場合は入塾金が免除となります。 

・月途中の入塾の場合、入塾日よって月額費用が異なります。 

  １～10 日入塾：全額 

11～20 日入塾：授業料…月額授業料の 2/3 諸費…全額 

21～31 日入塾：授業料…月額授業料の 1/3  諸費…全額 

  

3．オプション授業について 

・オプション授業の受講を希望される場合は、月額費用に下記受講料が追加されます。 

小 4 WiN＋ 希望制 5,500 円(税込) 

小 5 

WiN＋ 希望制 7,975 円(税込) 

土曜習熟度別特訓 希望制／受講資格あり 11,880 円(税込) 

社会 希望制 5,500 円(税込) 

小 6 

WiN＋ 希望制 7,975 円(税込) 

WiN 土曜特訓 希望制 8,250 円(税込) 

土曜習熟度別特訓 希望制／受講資格あり 16,500 円(税込) 

日曜志望校別特訓 希望制／受講資格あり 16,500 円(税込) 

社会 希望制 5,500 円(税込) 

・月途中から受講される場合、受講開始日によって当月の受講料が異なります。 

１～10 日に受講開始：全額 

11～20 日に受講開始：2/3 の受講料 

21～31 日に受講開始：1/3 の受講料 

・オプション授業受講料の口座振替登録完了までは現金にてご納入いただきます。 

・テキスト代は、オプション授業開始時・クラス変更時等の都度ご納入いただきます。 

・月途中に受講をやめられる場合、当月の出欠に関わらずその月の費用は返金いたしません。 

・翌月からのオプション授業の受講をやめる申し出が 10 日以降になると、翌月分費用は一度振替となる場合があ

ります。その場合、翌々月分授業料との相殺または、後日現金にてご返金いたします。 

 

4．その他費用について 

・通常授業のテキスト代は、半期ごと（2 月・9 月）に納入いただきます。 

・クラスの異動に伴い、テキストの買い替えが必要な場合がございます。 

・ご使用になられたテキストについては返品を受けつけません。 

・季節講習時は、通常の授業料に「講習費用＋講習テキスト代」が加算されます。 

 

5．納入方法 

・原則としてご都合のよい金融機関から毎月 27 日に翌月分を口座振替で徴収いたします。 

 ネット銀行及び兵庫県警察信用組合など一部お取り扱いのできない金融機関もございます。 

・振替開始までは現金納入となります。月初めにお子様を通じて納入封筒をお渡しいたします。 

 

6．退塾時の費用について 

・退塾される場合は、その月の 10 日までに保護者様から担当教師までご連絡ください。 

・退塾の届け出が 10 日を過ぎた場合は翌月末までの月額費用が必要となります。 

 例）６月 10 日までに届け出→6 月末退塾・7 月分月額費用は不要です。 

   6 月 11 日以降に届け出→7 月末退塾・7 月分月額費用が必要です。 

※届け出以降の授業を受けない場合も上記の費用が必要です。 

・退塾後、再入塾には入塾金が必要になります。 

・テスト代金…半期分のテスト代金のうち、受験をしなかったテストの回数分を返金いたします。 

 

７．休塾制度 

・病気やけがなどで 1 カ月以上欠席する場合、2 カ月を限度に休塾することができます。休塾期間中は、授業料が

減免されます。休塾期間中の月額費用は下記の通りです。 

 授業料と諸費…月額の 10％ 

・休塾期間中のテストは、毎月月末に一括して郵送いたします。 

 

◆授業について 

１．年間授業回数 

・年間の授業回数は、各曜日 45 回です（講習期間を含む）。 

・月ごとの授業回数によらず、年間の授業料を 12 等分したものを毎月の授業料とします。 

・Zoom 等を利用したオンライン授業を、通常授業の振替として行う場合があります。この場合オンライン授業に

必要なパソコン・タブレットなどの端末と、インターネットに接続できる通信環境はご家庭でご準備いただく必

要があります。 

 

２．休講について 

・祝日は原則として休講です。ただし、授業時間数確保のため授業を行うことがあります。 

・台風・大雪等の気象条件、感染症の流行、自然災害などが原因で、休講となることがあります。この場合の振替

授業の実施や、授業料の返金は原則として行いません。 

 

◆四谷大塚 NET テストについて 

・台風・大雪等の気象条件、感染症の流行、自然災害などが原因で、各テストが中止になることがあります。その

際には、本テスト 主催者の四谷大塚の方針及び藤岡教室の判断で、問題及び模範解答のお渡しをもってテスト実

施に代えることがございます。 

・欠席等による返金はできません。 

 

◆週テスト及び組分けテストについて 

・月例テストに代わり、週テスト及び組分けテストを受験する場合は、月額費用に下記のテスト代金・会員費が加

算されます。 

  小 4・小 5…テスト代金 12,100 円 / 会員費 1,100 円（8 月は会員なし） 

  小 6   …テスト代金 12,650 円 / 会員費 1,100 円（8 月は会員なし） 

・月途中の入塾の場合、入塾日よってテスト代金・会員費が異なります。 

   １～20 日入塾：全額   21～31 日入塾：テスト代金・会員費なし ※テストは翌月から開始 

・退塾時は、退塾日までのテストは校舎にて受験していただけます。受験されない場合は、月末に一括して郵送い

たします。 

・休塾時もテスト代金・会員費は全額納入いただきます。休塾期間中のテストは、毎月月末に一括して郵送いたし

ます。 


