
2020年度３月～ 生徒募集要項   若松塾 板宿第二校（℡：731-2300） 

 
※税抜き価格を上段に、税込み額（消費税率10％）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。 

 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。 

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２ ２科目特進 国･算 木     5:00～7:00 9,000  
(税込9,900) 

1,000 
(税込1,100) 

新小３ ２科目特進 国･算 木     5:00～7:00 
9,000  

(税込9,900) 
1,000 

(税込1,100) 

新小４ ３科目特進 国･英･算 火･金   5:00～7:00 
15,000  

(税込16,500) 
1,200 

(税込1,320) 

新小５ 

５科目総合特進 国･英･算･理･社 月･水･木  5:00～7:00 19,500 
(税込21,450) 

1,500 
(税込1,650) 

３科目特進 国･英･算 月･木   5:00～7:00 
15,000  

(税込16,500) 
1,200 

(税込1,320) 

理社 理･社 水      5:00～7:00 
9,000  

(税込9,900) 
1,000 

(税込1,100) 

新小６ 

５科目総合特進 国･英･算･理･社 月･火･金  5:00～7:00 19,500 
(税込21,450) 

1,500 
(税込1,650) 

３科目特進 国･英･算 火･金   5:00～7:00 
15,000  

(税込16,500) 
1,200 

(税込1,320) 

理社 理･社 月       5:00～7:00 
9,000  

(税込9,900) 
1,000 

(税込1,100) 

  ※ 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。 

 ※ 藤岡教室（中学受験クラス）は、別紙要項をご請求ください。 

 ※ 新小６は、冬期講習より学校別のクラス体制となります。 

 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ます。 

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 
(税込23,650) 

1,800 
(税込1,980) 

新中２ 

特進Ｃクラス 英･数･国･理･(社) 月･木  7:20～10:00 21,500 
(税込23,650) 

1,800 
(税込1,980) 

特進Ａクラス 英･数･国･理･(社) 火･金  7:20～10:00 21,500 
(税込23,650) 

1,800 
(税込1,980) 

新中３ 

特進（3～11月） 英･数 火･金  7:20～10:00 21,500 
(税込23,650) 

1,800 
(税込1,980) 

特進（12～2月） 英･数･国･理･社 週3回  7:20～10:00 24,000 
(税込26,400) 

1,800 
(税込1,980) 

特別講座（３～7月分） 国･理･社 水または 土  7:20～10:00 
20,000 

(税込22,000) 

※前期分一括納入 
--- 

特別講座（９～11月） 国･理･社 水 または 土  7:20～10:00 
16,000 

(税込17,600) 

※後期分一括納入 
--- 

  ※ 新中 3生特別講座の授業料は、月額ではございません。上記の金額を前期分・後期分として一括納入となります。 

※ 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行います。対策授業の一部は教師助手による個別指導になります。 

  ※ 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生は７月頃までは学校別のクラス体制となり、夏休みあたりから学力別クラス編成となります。 

※ 新中２・新中３は学力別クラス編成となります。また、新中２はクラスによって曜日が異なります。 

クラスは入塾テストの結果をもとにご案内させていただきます。 

 

 

 

 小学生向け 自考力キッズ  ■この講座は 入会金、諸費は不要です。 

学年 クラス名 授業内容 授業曜日・時間帯 授業料：円 その他(税抜) 

新小１・２ 
２年カリキュラム／月３回 

自考力キッズ 
(４月～開講) 

パズル・ロボット 
プログラミング 

 水   5：00～6：00 
9,000  

(税込9,900) 

2年間で 
使用する 
教具が 
必要です 

 ※自考力キッズ…まずは体験を受けていただきます。詳細はホームページをご確認ください。 

 ※自考力キッズの授業料は、テキスト代込み価格です。２年間で使用する教具（ロボットなど）は別途ご購入ください。 

   

 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。 

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2 ２科目特進 5,250（税込5,775） 3,000円程度 6,600円 2,500円程度 

新小３ ２科目特進 10,000（税込11,000） 4,000円程度 2,900円 2,000円程度 

新小４ ３科目特進 10,000（税込11,000） 5,000円程度 5,800円 2,000円程度 

新小５ 
 

新小６ 

５科目総合特進 10,000（税込11,000） 8,000円程度 5,800円 2,000円程度 

３科目特進 10,000（税込11,000） 3,000円程度 5,800円 2,000円程度 

理社 10,000（税込11,000） 3,000円程度 5,800円 2,000円程度 

新中１・２ 特進 10,000（税込11,000） 14,000円程度 3,200円 2,000円程度 

新中３ 特進 10,000（税込11,000） 14,000円程度 23,100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。 

 ※ 新小２は６月・１１月・２月、新小３は１月、新小４～新小６は６月・１月、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 

 

  お申し込み方法  ■別紙の「入塾をお考えのみなさまにー入塾規約ー」を併せてご覧ください。 

 新小３～新中３は、下記の要領で入塾テストがあります。別紙の入塾申込書に必要事項をご記入の上、当塾受付にご提出ください。 

  また、新小２は定員まで申し込み順に入塾できます。(入塾テストはありません) 

 《入塾テスト》  受  験  料  1,000円( 税込1,100円 ) 

学年・科目 新小３～新中１：国語･算数  新中２～新中３：英語･数学 (30分×２科目) 

             ※新中１は６月頃まで国語・算数、その後、英語・数学に切り替わります。 

        テスト会場 若松塾 板宿第二校（℡ 731-2300） 

         テスト日時 別紙「入塾テスト・説明会のご案内」をご覧ください。 

        合 格 発 表 テスト後、２～３日中に郵送でお知らせいたします。 

  ※ 学力診断テストではありませんので答案の返却や成績のお知らせはいたしません。予めご了承ください。 


