
 

2019年度  生徒募集要項    若松塾 六甲道校（℡：078-811-5777） 

     
※税抜き価格を上段に、税額（消費税率８％）を下段に記載しています。月額納入金額は授業料+諸費となります。 

  税率が変更となった場合は、変更当月分より納入金額も変更させて頂きます。 

 

 小 学 部   ■兄弟姉妹で同時に在塾の場合、下のお子様は諸費が免除となり、授業料のみの納入となります。 

新学年 クラス名 授業科目 授業曜日・時間帯 授業料：円 諸費：円 

新小４ ３科目特進 国･英･算 月･木    5:10～7:10 
15,000  

(+税 1,200) 
1,200 
(+税 96) 

新小５ 

５科目総合特進 国･英･算･理･社 月･水･木   5:10～7:10 
19,500 

(+税 1,560) 
1,500 
(+税 120) 

３科目特進 国･英･算 月･木    5:10～7:10 
15,000  

(+税 1,200) 
1,200 
(+税 96) 

理社 理･社 水       5:10～7:10 
9,000  
(+税 720) 

1,000 
(+税 80) 

新小６ 

５科目総合特進 国･英･算･理･社 火･水･金   5:10～7:10 
19,500 

(+税 1,560) 
1,500 
(+税 120) 

３科目特進 国･英･算 火･金    5:10～7:10 
15,000  

(+税 1,200) 
1,200 
(+税 96) 

理社 理･社 水        5:10～7:10 
9,000  
(+税 720) 

1,000 
(+税 80) 

  ※ 夏休み期間中は、夏期特別時間割となり授業時間が延長されます。それに伴い、８月分の授業料は増額となります。 

  ※ 新小５・6理社クラスの入塾テストはありません。コース変更をされる場合には、算国で入塾テストを受けて頂きます。 
      

 中 学 部   ■兄弟姉妹で同時に在塾の場合、下のお子様は諸費が免除となり、授業料のみの納入となります。 

新学年 クラス名 授業科目 授業曜日・時間帯 授業料 諸費 

新中１ 特進 英･数･国･理･(社) 月･木 7:20～10:00 
21,500 

(+税 1,720) 
1,800 
(+税 144) 

新中２ 特進 英･数･国･理･(社) 火･金 7:20～10:00 
21,500 

(+税 1,720) 
1,800 
(+税 144) 

新中３ 

特進（3～11月） 英･数 水･土 7:20～10:00 
21,500 

(+税 1,720) 
1,800 
(+税 144) 

特進（12～2月） 英･数･国･理･社 
水･土 

＋月 または 木 
7:20～10:00 

24,000  
(+税 1,920) 

1,800 
(+税 144) 

特別講座（4～7月） 国･理･社 月 または 木 7:20～10:00 
[一括] 20,000 
(+税 1,600) 

--- 

特別講座（9～11月） 国･理･社 月 または 木 7:20～10:00 
[一括] 12,000 

(+税 960) --- 

  ※ 中学校の中間･期末テストの際には、社会も含めた全教科のテスト対策をおこないます。 

  ※ 中間･期末テスト前には、臨時時間割となり授業曜日や時間帯が変わることがあります。 

  ※ 中学部は人数によりましてクラスを分けさせていただきます。（学力別編成を予定。） 

 

 

 その他の費用について  ■兄弟姉妹で同時に在塾の場合、下のお子様は入塾金が免除となります。 

新学年 クラス名 入塾金：円 問題集代金(税抜) 模試(年） 書籍(税抜) 

新小４ ３科目特進 
10,000  

（+税 800） 
5,000円程度 5,000円 2,000円程度 

新小５ 
 

新小６ 

５科目総合特進 
10,000  

（+税 800） 
8,000円程度 5,000円 2,000円程度 

３科目特進 
10,000  

（+税 800） 
3,000円程度 5,000円 2,000円程度 

理社 
10,000  

（+税 800） 
3,000円程度 5,000円 2,000円程度 

新中１・２ 特進 
10,000  

（+税 800） 
14,000円程度 2,900円 2,000円程度 

新中３ 特進 
10,000  

（+税 800） 
14,000円程度 21,000円 ― 

  ※ 入塾申込時に「入塾テスト」を受験して頂きます。受験料 1,000円（+税80円）が必要となります。 

 ※ 問題集代金、書籍（国語科 読書倶楽部）代金は、概算です。変わる場合がありますので、予めご了承ください。 

  ※ 模試代金は「税込」で表示しています。2019年度中は税率が変更された場合も模試代金の改定はありません。 

 ※ 新小４～小６は６月と１月に、新中１・新中２は１月に「外部テスト」を受けて頂きます。 

   新中3は年間５回「公開模試」・年2回「理社1000題」を受けて頂きます。受験料は授業料に上乗せとなります。 

 ※ 新中１・新中２は春期・夏期などで実力アップのための講習(別途有料)を実施します。 

  ※ 新中3は春期・夏期･秋期･冬期･入試直前に、５教科の高校入試対策講座(別途有料)を開講します。 

.入塾テストお申し込み方法  

  別途『入塾申込書』に必要事項をご記入いただき、当塾受付へご提出ください。下記の要領で入塾テストがあります。 

 若松塾ホームページ（https://www.wa-juku.co.jp/）からの申込も受け付けております。 

《１月 入塾テスト・説明会》 テストは各科目３０分×２科目 

     テストの学年・科目  新小４～新中１【 国語･算数 】 新中２・新中３【 英語・数学 】 

    会 場  若松塾 六甲道校 

    受験料  1,000円（+税 80円）…入塾説明会にご参加の方は無料となります。 

    日 時  下記よりご都合の良い日時をお選びください。  
① １月12日（土）・祝午後  2：00 ～ [テスト・説明会 同時開催] 

② １月14日（月・祝）午前 11：00 ～ [テスト・説明会 同時開催] 

③ １月19日（土）・祝午後  2：00 ～ [テスト・説明会 同時開催] 

④ １月22日（火）・祝午後  3：00 ～ [説明会のみ開催] 

⑤ １月26日（土）・祝午後  2：00 ～ [テスト・説明会 同時開催] 

※ 時間帯のご都合が合わない場合は、若松塾までお気軽にお問い合わせください。 

《合 格 発 表》テスト後、３～５日以内に郵送でお知らせいたします。 

《合 格 発 表》学力診断テストとは異なりますので、答案のご返却はいたしかねます。 

 

ご不明な点等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。 

若松塾六甲道校 ０７８－８１１－５７７７ 午後１時 ～午後１０時（日・祝は除く） 

 

2019年３月～2020年２月 


