
20,000円

1,000円　

【Kゼミ個別指導コース】【宮本算数教室－パズル＆賢くなる算数－】

【自習室】

※　いずれの費用も全て税別金額となっております。

別紙をご参照ください。

　講習時と日曜日を除く毎日15時～20時まで教室を使用できます。
　予習･復習･質問等にご利用ください。時間内の入退室は自由です。

備　　考

１科目のみ受講可

Ｋゼミ個別指導コースの
時間・費用に準じます。

３年生 選択制

２年生 選択制 算数・国語

５年生

曜　　日 科　　目 時　　間 総時間数／週

選択制

曜　　日 科　　目

算数・国語 選択制 選択制

選択制算数・国語 選択制 １００分

選択制 １００分

国語・社会 16：30～19：00

選択制

【平常授業コース】 ※８月の月謝・維持費はございません。

○入会金（入塾時）

○維持費（月 　額）

学年

月　謝

１００分

１４０００円

木曜日 16：30～19：00

時　　間

学年

１年生

月　　　謝

４年生
算数・理科

火曜日

火曜日 算数 17：00～20：35

17：00～20：35

算・国

・・・・・・

17：00～20：35

金曜日

理科・社会

金曜日 国語 週１回

・・・・・・

国語 17：00～20：35 算・国

算数 17：00～20：35

17：00～20：35

・・・・・・ ３８０００円

水曜日

・・・・・・ ２００００円算・国・理・社

木曜日 理科・社会 ２８０００円

算理または国社 ・・・・・・ １００００円

算・国・理・社 ・・・・・・ ３８０００円

６年生 火曜日 適性検査型 17：00～20：35 １４０００円　　　※教材費込み

週１回土曜日 13：30～15：00英語

【適性検査型入試対応コース】 ※８月の月謝・維持費はございません。

・・・・・・ １４０００円

６年生

月曜日

・・・・・・ ３６０００円

・・・・・・ ２８０００円

算・国・理・社

算・国・英
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● 平常授業コース学年別年間必修テスト一覧　(英語テストは除く）

・春期

・夏期
・冬期

1,800円

６年生

前期

後期

2,200円

社　　会 2,000円

算　　数

社　　会 2,000円

2,000円

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

　算数ファイナル

　国語ファイナル（読解）

2,400円
国　　語 1,300円

　読解マスター　㊤　 国　　語

社　　会

４年生

後期

　必勝シリーズ　まとめ編

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

算　　数

後期

５年生

2,000円

　たけのこ教室　小１こくごⅠ 国　　語

● 平常授業コース　学年別年間教材一覧　(英語教材は除く）
学　年 購入月 教　　　　材　　　　名 科　　目 費　　用 購入月 教　　　　材　　　　名学　年 科　　目 費　　用

　記述完成テキストⅡ

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

2,000円

理　　科 1,800円

算　　数 1,600円

2,000円
　たけのこ教室　小１さんすうⅡ

　たけのこ教室　小１さんすうⅢ 算　　数 2,000円

　たけのこ教室　小１こくごⅡ 国　　語 2,000円
前期

1,800円

　たけのこ教室　小１こくごⅢ 国　　語 2,000円

　たけのこ教室　小２さんすうⅡ 算　　数 2,000円

国　　語

算　　数

2,400円
国　　語 2,400円
理　　科 2,000円

　必勝シリーズ　㊦ 社　　会 2,000円

２年生

前期

　たけのこ教室　小２さんすうⅠ 算　　数 2,000円

　知識マスター㊦　

　たけのこ教室　小２こくごⅠ 国　　語 2,000円

　必勝シリーズ　㊦

　たけのこ教室　小２こくごⅡ 国　　語 2,000円

　必勝シリーズ　㊦　演習問題集 算　　数 1,600円
後期

　必勝シリーズ　㊦ 算　　数

2,400円

後期
　たけのこ教室　小２さんすうⅢ 算　　数 2,000円

　読解マスター　㊦ 国　　語

　３年生　国語Ⅰ 国　　語 2,000円

2,000円

　たけのこ教室　小２こくごⅢ 国　　語 2,000円

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

社　　会

理　　科

　新読解の基礎 国　　語

　３年生　国語Ⅱ 国　　語

1,800円

1,800円

　３年生　算数Ⅰ

算　　数 1,200円

　３年生　算数Ⅱ 算　　数 2,000円

2,000円

　計算ファイナル　必勝シリーズ　㊤ 算　　数

国　　語 2,400円

　必勝シリーズ　６年 算　　数 2,400円

2,100円

　必勝シリーズ　６年 理　　科

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集 算　　数

国　　語 1,500円

　記述完成テキスト　Ⅲ 国　　語

　読解マスター　㊤　 国　　語

　知識マスター　㊤ 1,400円

後期
　３年生　算数Ⅲ 算　　数 2,000円
　３年生　国語Ⅲ 国　　語

2,100円

　理科ファイナル 理　　科 2,000円

1,400円

　社会ファイナル（歴史）

　社会ファイナル（地理） 社　　会 2,000円

　小学国語問題集 国　　語 1,600円　記述完成テキスト　Ⅰ

　国語ファイナル（知識）

国　　語 2,100円

　必勝シリーズ　㊤ 理　　科 1,800円

1,800円

国　　語 1,200円

1,200円

　社会ファイナル（公民）

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集 理　　科

　必勝シリーズ　㊦

　必勝シリーズ　㊤ 社　　会

　知識マスター㊦　 国　　語

　必勝シリーズ　㊦

2,100円

算　　数

社　　会 1,200円
算　　数 2,100円

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

社　　会 1,800円

1,800円

1,400円

　必勝シリーズ　㊦　演習問題集 理　　科 1,200円

2,100円

　必勝シリーズ　㊦ 理　　科

　必勝シリーズ　㊦　演習問題集

　読解マスター　㊦ 国　　語

　必勝シリーズ　㊦　演習問題集

社　　会 1,200円

2,400円

　必勝シリーズ　５年 ㊤ 理　　科 2,000円

　社会頻出用語　一行問題集 1,500円

算　　数

理　　科 1,500円
社　　会

　理科　単元別問題集

2,400円

　知識マスター　５年 ㊤

　必勝シリーズ　５年 ㊤ 社　　会 2,000円

2,400円

期 必　修　テ　ス　ト　内　容 科　　目 費　　用学　年 期 必　修　テ　ス　ト　内　容 科　　目 費　　用 学　年

１年生
前期 　ジャンプテスト    　　  （4回） 算　　国 8,000円

５年生

２年生
前期 　ジャンプテスト    　　  （4回） 算　　国

前期
　必勝模試            　　  (４回) 4科(2科)

14,000円
後期 　ジャンプテスト    　　  （５回） 算　　国 10,000円 　ＥＱテスト（１回） Ｅ　Ｑ

12,000円
後期 　ジャンプテスト   　　   （５回） 算　　国 10,000円

６年生
　ＥＱテスト（１回） Ｅ　Ｑ

後期 　ジャンプテスト    　　  （4回）

8,000円 後期 　必勝模試            　    (４回) 4科(2科)

4科(2科)

前期

　必勝模試            　　  (４回) 4科(2科)

23,600円
３年生

前期 　ジャンプテスト    　　  （4回） 算　　国 12000円

4科(2科)

春期・夏期・冬期の講習会があります。平常授業のカリキュラムと連動している
関係上、平常授業コース生はパンフレット上で「必修講座」となっている講座に
は是非ご出席下さい。

☆諸費用一覧に記載されていない任意参加の講習会・特別講座は下記の通りです。

6年生を対象として夏休み前までに行う特別講座です。

算　　国 12,000円 合不合判定テスト　　　（２回）

後期 　必勝模試　　　　　　　　(４回) 4科(2科) 12,000円

講習会

6年生を対象として2学期に行う特別講座です。志望校合格特訓（9月～1月）

４年生
前期

１年生

前期

　たけのこ教室　小１さんすうⅠ 算　　数

　必勝シリーズ　㊤　演習問題集

３年生

前期

算　　数

　必勝シリーズ　５年 ㊤

2,000円

前期

集中特訓（2月～7月）

合不合判定テスト　　　（４回） 4科(2科) 19,200円
14,000円

後期

　ＥＱテスト（１回） Ｅ　Ｑ

　必勝模試　　　　　　 　 　(４回)


