
若松塾では欠席や理解不足単元の補習を全校的におこなっていますが、 

岡本校では次のような活動も実施しています！ 

◇通常の時間割の中に自習や質問ができる時間帯を設定 

 テスト前などに関わらず、普段から自習や質問ができる機会を作っています。 

◇塾や学校のテスト前には「テスト前勉強会」を実施 

 テスト範囲の自習、教師への質問、小テストの受け直しなどをします。家では集中して勉強できない   

 方などに好評をいただいています。テストの点数ＵＰに役立っています！ 

◇テスト後には「フォロー講座」を実施 

 テストのやり直し、わからない問題の質問などをします。間違った所をそのままにしません！ 

◇中学生は「居残り特訓」を実施 

 宿題忘れや小テストの出来が悪い場合、保護者の許可をとって、授業後に残して指導しています。 

その他「自習室の開放」「岡本校だよりの発行」など、生徒のやる気・学力UPのために 

様々な活動をおこなっています。ぜひこの機会に入塾をご検討ください。 

2019年度  生徒募集要項       若松塾 岡本校（℡：078-412-0023） 

※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３ ２科目特進 国･算 水     5:10～7:10 9,000  
(+税 720) 

1,000 
(+税 80) 

新小４ ３科目特進 国･英･算 火･金   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 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) 

新小６ 

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) 

  ※ 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６は、入塾時期別の２クラス編成でスタートし、５月頃からは塾内の定期テストの結果による学力別２クラス編成となります。 

  ※ 新小５・新小６は、公立高校入試が５科目であることから、５科目総合特進クラスをお勧めしております。 

  ※ 新小５・新小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。 

 ※ 藤岡教室（中学受験クラス）は、別紙要項をご請求ください。 

 中 学 部   ■兄弟姉妹で在塾の場合、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 

新中１ 特進 英･数･国･理･(社) 火･金  7:20～10:00 21,500 
(+税 1,720) 

1,800 
(+税 144) 

新中２ 特進 英･数･国･理･(社) 月･木  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 週3回  7:20～10:00 24,000  
(+税 1,920) 

1,800 
(+税 144) 

特別講座（３～7月） 国･理･社 月 または 木  7:20～10:00 20,000（一括） 
(+税 1,600) --- 

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

 ※ 新中１は、学校別の２クラス編成でスタートし、５月頃からは塾内の定期テストの結果による学力別２クラス編成となります。 

 ※ 新中２はＡクラスとＢクラスの、新中３はＡクラス・Ｂクラス・Ｃクラスの学力別クラス編成となっております。 

   クラスは、入塾テストの結果により決めさせていただきます。 

  ※ 新中３の特別講座については、入塾手続き時にご案内を配布いたしますので、詳細はそちらをご確認ください。 

 

 その他の費用について  ■兄弟姉妹で在塾の場合、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 問題集代金(税抜) 模試(年） 書籍(税抜) 

新小３ ２科目特進 10,000円（+税 800円） 4,000円程度 2,500円 2,000円程度 

新小４ ３科目特進 10,000円（+税 800円） 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円（+税 800円） 8,000円程度 5,000円 2,000円程度 

３科目特進 10,000円（+税 800円） 3,000円程度 5,000円 2,000円程度 

理社 10,000円（+税 800円） 3,000円程度 5,000円 2,000円程度 

新中１・２ 特進 10,000円（+税 800円） 14,000円程度 2,900円 2,000円程度 

新中３ 特進 10,000円（+税 800円） 14,000円程度 21,000円 ― 

 ※ 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３は１月に、新小４～新小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  ※別紙の入塾申込書に必要事項をご記入の上、当塾受付へご提出ください。 

日   時 ： 毎週土曜日 午後３時～４時１０分 

受 験 科 目 ： 新小３～新中１ ⇒  算数・国語（各３０分）／ 新中２・新中３ ⇒ 数学・英語（各３０分） 

          ※新中１は、６月から 数学・英語（各３０分）のテストに切り替わります。 

受  験  料 ： 1,000円＋税80円  

結   果 ： お電話でご連絡させていただきます。（答案は返却いたしません。ご了承ください。） 

 ◆上記の日時でご都合が合わない場合は、別日時でもお受けいただけますのでご相談ください。 

  ◆若松塾ホームページからのお申し込みも受け付けております。 


