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駅から徒歩の場合 タクシーを使った場合

ロチェスターモールをスタービスタから
見ると入口が森のかげに隠れていますので、
矢印の方向に進んでいきます。

一階正面には赤い壁のお店とエスカレータが
見えます。教室は２階にあり、エスカレータ
からも入館できます。矢印の方向からエレ
ベータも使えます。

エレベータを出たところがこの写真です。
左手でモールのチェックインがあります。
教室は矢印の通りそのまま前に進みます。

グラブやタクシーでは、美容院があるドロップ
オフポイント（降車場）に停車することが多い
かと思います。美容院を背にして矢印の方向に
進みます。

上の写真から振り返ったところです。駐車場の
左側に向かって進んでいきます。もし有名なス
ターバックスコーヒーが見えてきたら、残念な
がら反対に進んでいます（スターバックス側の
入口は現在は閉鎖されているためです）

一分くらい進むと左手にエレベータホールが見
てきます。教室は２階にあります。２階に上
がったら、左の写真と同じようにロチェスター
のチェックインカウンターが見られます。

入館時には、TraceTogetherかトークンによるチェックインが必要です。
また、12歳以下のワクチン未接種の方は、モール入館時にIDによる年齢確認が必要です。
13歳以上のワクチン未接種の方は、モールに入館できないため、ZOOMでご受講下さい。



職員室前には、Safe Entry Gatewayを
設置していますので、TraceTogether-
only SafeEntryを使った携帯電話や
トークンをかざすとチェックインできます。
各教室にもTraceTogether-only SafeEntry
のポスターを掲示しています。

体調がすぐれない場合や、体温が37.5度
以上ある場合は、ZOOMでのご受講か
むりせずご欠席下さい。ご欠席の場合も、
授業後に録画をお送りいたします。

自分の教室に、一人ずつ並んで入ります。
座席表がありますので、決められた席に
着席してください。

入室する時 退出する時

授業が終わったら、Safe Entry Gatewayで
チェックインした方は、そのままお帰り
いただけます。教室で TraceTogether-only 
SafeEntry をスキャンした方は、携帯電話で
チェックアウトしてからお帰り下さい。
帰宅バス利用の方は、講師と一緒に乗車位置
まで行きます。
お迎えの方は、待合室が使えないため、
授業終了時刻に合わせてお越しください。

自習は学年の入り混じりを防ぐため
小６受験科と中3コース以外受付できません。
ご質問などは休み時間が３０分ありますので、
そこで講師までお声がけください。

××

生徒の学年ごとの入り混じりを防ぐため、休
み時間は、教室で過ごします。飲料水の提供
ができませんので、水筒は各自お持ちくださ
い。トイレに行く時は、連れ立って行かず一
人ずつどうぞ。

×



冬期講習会は、２学期内容の復習と来年度の先取り学習をするため設けられた講座です。
これまでの内容を短期間で身につけたい方と、新年度の準備を考えている方に適しています。
「早稲アカ・インター校」の冬期講習会は以下のような特徴があります。
①対象学年は小学1年生～高校２年生で、季節講習会は日本人学校の生徒さんも受講可能です。
②基本的に教室のキャパシティに合わせZOOM併用による対面型授業を提供します。

申し込みは全てオンラインによる先着順で、キャンセル待ちなどはございません。
ZOOM（遠隔授業）希望でも、教室での対面授業の場合でも値段は変わりませんが、
授業は、教室にお越し頂く生徒さんを優先させていただきます。
12歳以下のワクチン未接種の方は、モール入館時にIDによる年齢確認が必要です。
13歳以上のワクチン未接種の方は、モールに入館できないため、ZOOMでご受講下さい。

③１コマ8０分で、学年により4日間か８日間完成のプログラムです。
④小３以上の学年は、国算（数）どちらかの単科受講や、

ターム前半、後半ごとの受講が選択できます。
⑤昨今の情勢を踏まえ、当局の指導により万一教室での対面授業が出来ない場合は、

全てZOOMによるオンライン授業に切り替え、塾バス代は課金いたしません。
⑥病欠などでご欠席の場合は、ネット障害等がない限り後日録画を配信する予定です。
⑦朝9:30-夜18:30まで開館し、自習は受験学年のみ受け付けることが可能です。

在校生学年の方は、科目間の休み時間を30分取っていますので、質問はこの時間にどうぞ。
⑧講習会のみご参加の生徒さんは、入塾テストや親子面談は必要ありません。

通常授業からのご入塾をご検討されている方は、テストとご面談が必要です。
講習会にご参加頂いた後、２週間以内にご入塾手続きをされた方は、
入学金250ドルが免除になる特典がございます。

⑨ご参加されない方は、高校生を除き冬期講習会テキストだけご購入いただくこともできます。
⑩居残りやご父母の待機ができませんので、授業後は速やかにお帰り頂きます。

待合室が使えないため、お迎えの方は恐れ入りますが、授業終了時にお越しください。

早稲アカ・インター校では、新年度の説明会を行います。
2022年1月 7日（金）13:00-14:30 新小１－新中３対象
2022年1月11日（火）13:00-14:30 新小１－新中３対象
2022年1月14日（金）13:00-14:30 高校生/IB数学、IB日本語
2022年1月15日（土）13:30-16:30 新小１入塾テスト・モデルレッスン
新学年スタート予定 2022年1月24日（月）
ご予約方法:弊社ウェブサイトからご予約下さい。参加は無料です。
「2022年度新入生説明会」では、新しい学年の時間割、教材、カリキュラムなどに
ついてお話します。新しく早稲アカにご入塾頂く方はぜひご参加ください。 4



12月25日（土）-12月26日（日）ならびに
新年1月1日（土）-1月2日（日）休校日です。
新年の通常授業は、１月３日（月）からスタートし、
新学年への移行は１月２４日（月）からとなります。
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コース名
授業日時

12/22（水）-12/24（金）
12/27（月） 12/28（火）-12/31（金）

小１スーパーキッズ 16:50-18:10 国算
小２スーパーキッズ 16:50-18:10 国算

小３ジュニア 13:10-14:30 国算
小４受験/ライト

合同コース 13:10-14:30 国算

小5受験コース 9:30-12:40 国算

小６受験コース 9:30-12:40 国算
13:10-14:30 算数

9:30-12:40 国算

小5ライトコース 9:30-12:40 国算

小６ライトコース
（中学準備コース） 9:30-12:40 国算

中１コース 15:00-18:10 国数
中２コース 15:00-18:10 国数

中３コース 15:00-18:10 国数
13:10-14:30 数学
15:00-18:10 国数

IB日本語
（G9-G11対象） 13:10-14:30 IB日本語

G10（高1）数学 15:00-16:20 数学

G11（高２）IB数学 15:00-16:20 数学
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9:30-10:50（80分）
12/22（水） 12/23（木） 12/24（金） 12/25（土）-12/26（日） 12/27（月）
小５受験算数 小５受験算数 小５受験算数

休校日
12/25（土・祝）

-12/26（日）

小５受験算数
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

小５ライト算数 小５ライト算数 小５ライト算数 小５ライト算数
松井 松井 松井 松井

小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語
阿部 阿部 阿部 阿部

11:20-12:40（80分）
小５受験国語 小５受験国語 小５受験国語

休校日
12/25（土・祝）

-12/26（日）

小５受験国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

小５ライト国語 小５ライト国語 小５ライト国語 小５ライト国語
阿部 阿部 阿部 阿部

小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数
松井 松井 松井 松井

13:10-14:30（80分）
小４合同国語 小４合同算数 小４合同国語

休校日
12/25（土・祝）

-12/26（日）

小４合同算数
阿部 松井 阿部 松井

小３ジュニア算数 小３ジュニア国語 小３ジュニア算数 小３ジュニア国語
松井 阿部 松井 阿部

IB日本語 IB日本語 IB日本語 IB日本語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

15:00-16:20（80分）
中１コース国語 中１コース国語 中１コース国語

休校日
12/25（土・祝）

-12/26（日）

中１コース国語
阿部 阿部 阿部 阿部

中２国語 中２国語 中２国語 中２国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

中３数学 中３数学 中３数学 中３数学
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

G10（高1）数学 G10（高1）数学 G10（高1）数学 G10（高1）数学
松井 松井 松井 松井

16:50-18:10（80分）
中１コース数学 中１コース数学 中１コース数学

休校日
12/25（土・祝）

-12/26（日）

中１コース数学
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

中２数学 中２数学 中２数学 中２数学
松井 松井 松井 松井

中３国語 中３国語 中３国語 中３国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

小１スーパーキッズ 小１スーパーキッズ 小１スーパーキッズ 小１スーパーキッズ

阿部 阿部 阿部 阿部

12/22-12/24,12/27 開館時間 9:00-18:30



12/28-12/31 開館時間 9:00-18:30
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9:30-10:50（80分）
12/28（火） 12/29（水） 12/30（木） 12/31（金） 1/1（土）
小５受験算数 小５受験算数 小５受験算数 小５受験算数 1月2日（日）

まで
年末年始休校

齋藤 齋藤 齋藤 齋藤
小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語 小６受験国語

五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐
小５ライト算数 小５ライト算数 小５ライト算数 小５ライト算数

松井 松井 松井 松井
小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語 小６ライト国語

阿部 阿部 阿部 阿部

11:20-12:40（80分）
小５受験国語 小５受験国語 小５受験国語 小５受験国語

五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐
小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数 小６受験算数

齋藤 齋藤 齋藤 齋藤
小５ライト国語 小５ライト国語 小５ライト国語 小５ライト国語

阿部 阿部 阿部 阿部
小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数 小６ライト算数

松井 松井 松井 松井

13:10-14:30（80分）
小４合同国語 小４合同算数 小４合同国語 小４合同算数

阿部 松井 阿部 松井
小３ジュニア算数 小３ジュニア国語 小３ジュニア算数 小３ジュニア国語

松井 阿部 松井 阿部
IB日本語 IB日本語 IB日本語 IB日本語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

中３受験数学 中３受験数学 中３受験数学 中３受験数学
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

15:00-16:20（80分）
中１コース国語 中１コース国語 中１コース国語 中１コース国語

阿部 阿部 阿部 阿部
中２国語 中２国語 中２国語 中２国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

中３数学 中３数学 中３数学 中３数学
齋藤 齋藤 齋藤 齋藤

G11（高２）IB数学 G11（高２）IB数学 G11（高２）IB数学 G11（高２）IB数学
松井 松井 松井 松井

16:50-18:10（80分）
中１コース数学 中１コース数学 中１コース数学 中１コース数学

齋藤 齋藤 齋藤 齋藤
中２数学 中２数学 中２数学 中２数学

松井 松井 松井 松井
中３国語 中３国語 中３国語 中３国語
五十嵐 五十嵐 五十嵐 五十嵐

小２スーパーキッズ 小２スーパーキッズ 小２スーパーキッズ 小２スーパーキッズ
阿部 阿部 阿部 阿部



名称 内容

①授業料
学年や講座によって異なりますので次ページをご覧ください。小３以上の学年
では単科でも受講可能です。変更最終日の12月12日以降、病欠等の急なキャ
ンセルについては、払い戻ししかねますのでご了承下さい。

②テキスト代 受講する講座にかかるテキスト代です。テキストのみの申込みも可能です。
③バス代 帰りの便のみご用意しています。一回ごとに＄20かかります。

④テスト代
講習会に参加した中学生は、＄40でCTテストを受験可能です。
講習会のみ参加の小学生は、テストは特にございません。
小学生・中学生の塾生のテスト代は通常月と変わりません。

万一、教室での対面型授業が出来ない場合、スクールバスの運行は休止させて頂きます。
スクールバス運休の場合は、費用はかかりません。
・講習会期間中のスクールバスは、お申込み頂いた方のみ1回＄20でご利用になれます。
・早稲田アカデミーインター校では、授業後の帰りのバスのみ運行しています。
・乗車場所はロチェスターモール1階で、基本的には講師が誘導します。
・塾バスが発車する時間は、授業終了後20分程度です（生徒誘導、乗車確認を含みます）
・バスはワゴンタイプ（定員11～13名ほど）か乗用車（定員1-4名）で運行します。
・バスの運行は安全第一を旨として行っておりますが、万が一交通事故により

被害があった場合は、バス会社加入の保険に準じた対応をさせて頂きます。
・バスの未着等のトラブル時は、帰宅バスにかかわる緊急時:8139-8644までご連絡下さい。
■バスご利用の規則について
バス送迎中の安全の確保のため、以下のルールを生徒は必ず守ってください。
もし守れない場合、バスの乗車を拒否させていただく場合がございます。
１:シートベルトは、必ず、正しく、着用してください。
２:運転中は、絶対に立ち歩かないでください。
３:座席以外のところには座らないでください。
４:低学年の生徒は安全のため、助手席か運転手のすぐ後ろのシートに座ってください。
５:大声でしゃべったり、歌を歌ったりしないでください。ドライバーの運転に支障があります。
６:バスの中での飲食は禁止されています。
７:降りるときは、忘れ物に注意してください。
８:バスの乗り降りの際は、ドライバーに挨拶をしましょう。
■スクールバス登録・変更と費用の諸注意
・座席をご用意している関係上、病欠などのキャンセルの場合は

払い戻しはできませんのでご了承下さい。
・ご家庭の方のお迎えなどで、バスをキャンセルされる場合は、必ず講師にご連絡下さい。

乗車確認ができないため、他の生徒さんをお待たせしてしまうためです。

早稲アカ・インター校は、ロチェスターモールというショッピングセンター内にあり、様々な人
が訪れますので、貴重品の管理は各自気をつけるようお願いします。特に席を離れる際には、財
布、携帯電話などは席に置かずに必ずお持ち下さい。防犯カメラは設置しておりますが、万一盗
難があった場合の補償には応じかねますので何卒ご了承下さい。
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小1スーパーキッズコース
テキスト:早稲アカオリジナルテキスト＋冬期練成ゼミ国語/算数（合本）
国語:文しょうをよむ／ひらがな、かたかなでかくことば／かんじのよみかき／「の・に」などのつか
いかた／とき・ばしょをあらわすことば/かぎかっこのつかいかた／「なにが－なにを～」の文／よう
すをあわらすことば/なかまのことば
算数:20までのかず/たしざん・ひきざん/ながさくらべ/３つのかずのけいさん/くりあがりのたしざん
/くりさがりのひきざん/ぶんしょうだい/なんじ・なんじはん／大きさくらべ

小2スーパーキッズコース
テキスト:早稲アカオリジナルテキスト＋冬期練成ゼミ国語/算数(合本)
国語:ものがたりを読む／せつめい文を読む／かん字の読み書き／かん字の書きじゅん・ぶぶんから考
えたかん字／音やようすを表すことば・数えることば/かぎかっこ／かたかなで書くことば・手紙の書
き方／つなぎことば・ていねいなことば
算数:時こくと時間/10000までの数/かさ/2けたのたし算・ひき算/いろいろなひっ算/⾧さ(cmと
mm)/100cmをこえる⾧さ/三角形と四角形/かけ算

小３ジュニアコース
テキスト:COMPASS冬期講習会（国算）+早稲アカオリジナルテキスト
国語:物語文を読もう/説明文を読もう
算数:さまざまな文章題/平面図形・立体図形

小４受験科/ライト合同コース
テキスト:四谷大塚冬期講習テキスト（国算）＋中学受験新演習冬期テキスト（国算）
国語:説明文（１）-説明文（２）/小説（１）-（２）/慣用句、ことわざ、主語・述語・修飾語、名詞
・動詞・形容詞、敬語
算数:速さ/平面図形・立体図形/倍数と約数/割合

小5受験科コース
テキスト:四谷大塚冬期講習テキスト（国算）＋中学受験新演習冬期テキスト（国算）
国語:説明文/論説文/物語・小説/随筆文/品詞の分類/助動詞/助詞/敬語
算数:割合と比/速さと比/図形と比/数と規則

小5ライトコース
テキスト:中学受験新演習冬期テキスト（国算）
国語:説明文/論説文/物語・小説/随筆文/品詞の分類/助動詞/助詞/敬語
算数:割合と比/速さと比/図形と比/数と規則

小６受験科コース
テキスト:中学受験新演習冬期テキスト（国算）
国語/算数:直前期につき、受験校の過去問演習と解説を中心に行います。

*生徒の到達度によって内容を調整する場合があります。
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小6ライトコース
テキスト: （国語）冬期練成ゼミ発展編+早稲アカ・オリジナルプリント

（数学）初歩講座数学+冬期練成ゼミ
国語:物語（1）-（2）/ことばのきまり/論説文/随筆/詩・短歌・俳句/総合問題/漢字・語句

文法（言葉の単位・文節相互の関係）、古典（歴史的仮名遣い、重要古語の意味）
算数:分数の計算/平面図形/立体・体積/平均・単位量当たり/速さ/比・拡大図と縮図/比例・反比例/場
合の数/正負の数/文字式

中1コース
テキスト:冬期練成ゼミ発展編+標準編（国語）、発展新演習春期テキスト中2数学

+春期練成ゼミ標準編中2数学（宿題用）
国語:漢字・語句・文法/小説（1）-（2）/論説文/随筆/詩/古典/総合問題
数学:正負の数・文字式/1次方程式/平面図形・空間図形/比例と反比例・資料の活用/式の計算（１）

/式の計算（2）/総合問題①・②

中2コース
テキスト:冬期練成ゼミ発展編+標準編（国語）、発展新演習春期テキスト中3数学

+春期練成ゼミ標準編中3数学(宿題用)
国語:漢字・語句/小説/論説文/文法/随筆/詩・短歌/古典/総合問題
数学:式の計算・連立方程式/1次関数とグラフ/図形の性質/確率/多項式の計算（1）/

多項式の計算（２） /総合問題①・②

中３コース
テキスト:冬期練成ゼミ発展編（国数）
国語/数学:直前期につき、受験校の過去問演習と解説を中心に行います。

生徒の進学状況によっては、国語/数学共に高校生内容を取り上げます。

G10数学コース（現高１、G10向け）
テキスト:高校新演習高2冬期テキスト
数学:三角関数（1）/三角関数（２）/指数関数/対数関数/微分法1-3/積分法1-2

G11（高２）IB数学
テキスト:オリジナルプリント*こちらでテキストは用意します。
数学:微分/積分/ベクトル（トピック３とトピック５予定）

IB日本語（G9-G11対象）
テキスト:夏目漱石『こころ』*こちらでテキストは用意します。
計８コマで、近代小説の読み方と作品の特徴、主題までを分析します。
実力のある方は高校生ではない生徒さんも歓迎します。

*生徒の到達度によって内容を調整する場合があります。
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①冬期講習会申込サイトで、必要事項をご入力の上、１２月５日（日）までにお申込ください。
②塾生ではない方は、「個人情報取扱同意書」「受講同意書」の入力が必要です。
③お申込完了後、自動返信メールが届きますので、申込内容の確認をお願いします。
④もし、申込内容に変更やキャンセルがある場合は、１２月１２日（日）までに、
inter@waseaca.com.sgにご連絡ください。頂いた内容を確認の上で、ご返信差し上げます。
⑤WEB申込を元に、合計料金を計算し１２月２２日（水）に請求書をメールで送信いたします。

*お申込みはオンラインからお願いいたします。

・講習会初日の１２月２２日（水）に、ご請求書をメールで送付いたします。
お支払いは、ご請求書が発行されてからで結構です。

・１２月１２日（日） 以降の病欠等のキャンセルについては、
払い戻ししかねますのでご了承下さい。

・塾生の方はGIROがそのまま使用可能で、引き落とし日は１月１７日（月）です。
・講習会のみ参加される方や、塾生でGIRO未承認の方は、PayNowをお使い頂き、

１月１７日（月）までにお振込みをお願いいたします。

・「PayNow」をお使いの方は、右のQRコードをお使いください。
QRコードをスキャンできなかった方は、各種銀行のアプリから「PayNow」を選択し、
早稲田アカデミーのDBS銀行PayNow用UEN（Unique Entity Number ）番号

「198304140ZNEW」をご入力いただき、ご請求書の合計額をお支払いください。
その際「Bill Reference No.」や「Nickname」には、生徒さんのお名前をローマ字で
ご入力ください。

・現金や小切手は現在取り扱いしておりませんので、
どうぞご了承ください。

ウェブサイト公開は１１月１５日（月）13:00予定です。
教室の定員がありますので、
全て先着順の受付とさせていただきます。
お申込サイトはこちらのQRコードからお入りください。
昨今の情勢を鑑み、変更やキャンセルは
inter@waseaca.com.sg宛のメールで
１２月１２日（日） まで承ります。
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月 火 水 木 金 土 日

16:50
-

18:40

新小３
ジュニア

国語

新小５
受験科
算数

新小５
受験科
国語

新小３
ジュニア

算数

新小１
スーパー
キッズ
国算

小学生テスト
（9:30）

小５・小６
組分け/月例

テスト
（9:30）

新小４
受験科
算数

新小５
ライト
算数

新小５
ライト
国語

新小４
受験科
国語

新小２
スーパー
キッズ
国算

新小４
ライト
算数

新小６
受験科
国語

新小６
受験科
算数

新小４
ライト
国語

IB日本語
UWC DOVER
（G10:後期開講）

NEW!

小５-６年生
英語

【上級】

新小６
ライト
国語

新小６
ライト
算数

G11-IB数学
(Analysis & 

Approaches）

トフル英語
（中学生
-高校生）

NEW!

19:10
-

21:00

新中１
数学T

新小５
受験科
算数

新小５
受験科
国語

新中１
国語T

新中３
数学T

中３土曜特訓

テストの
ない

日曜日は
休校日です。

13:30-
16:00

新中１
数学R

新小６
受験科
国語

新小６
受験科
算数

新中１
国語R

新中３
数学R

中学生テスト

（13:30か
ら）

新中３
国語

IB日本語
プレゼミ

(後期からUWC 
EAST G10対応)

ＮＥＷ!

新中２
国語

新中２
数学

IB日本語
ACS

IB日本語
UWC DOVER

（現G11）
*前期は
かわらず
G10含む

新高１(G9)
数学

NEW!

G12-IB数学
(Analysis & 

Approaches）

新高2(G10)
数学

英語個別指導
【1:3まで】

NEW!

中学１-３年
英語

【上級】
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*合計金額はテキスト代を含み、授業に全て出席した場合の金額です。
欠席予定がある方はタームごとに計算させて頂きます。

*IB日本語のセット受講料金は、数学を受講している方に適用されます。
*テキストのみのお申込みを除き、ご兄弟が講習会を受講される場合は、兄弟割引が適用されます。

兄弟割引は、合計金額が高い生徒さんから順番に、1人目が通常料金、2人目が30％オフ、
3人目からは50％オフとなります。(いずれも１桁台の金額は四捨五入しています）

*テキストのみの申込の場合は、「テキスト代」の欄をご覧ください。

コース コマ数
通常料金

合計
（1人目）

兄弟割引
合計

（２人目）

兄弟割引
合計

（３人目）
テキスト代

小１スーパーキッズ（国算セット） 80分×４コマ $320 $220 $160 $40 

小２スーパーキッズ（国算セット） 80分×４コマ $340 $240 $170 $40 

小３ジュニア（国算） 80分×8コマ $400 $280 $200 $40 

小３ジュニア（単科） 80分×4コマ $340 $240 $170 $20 

小4受験/ライト合同(国算) 80分×8コマ $480 $340 $240 $60 

小4受験/ライト合同（単科) 80分×4コマ $360 $250 $180 $30 

小5受験コース(国算) 80分×16コマ $780 $550 $390 $60 

小5受験コース(単科) 80分×8コマ $500 $350 $250 $30 

小5ライト(国算) 80分×16コマ $580 $410 $290 $40 

小5ライト(単科) 80分×8コマ $460 $320 $230 $20 

小6受験コース(国算) 80分×20コマ $980 $690 $490 $40 

小6受験コース(算数単科) 80分×12コマ $680 $480 $340 $20 

小6受験コース(国語単科) 80分×8コマ $540 $380 $270 $20 

小6ライトコース(国算) 80分×16コマ $600 $420 $300 $60 

小6ライトコース(単科) 80分×8コマ $480 $340 $240 $30 

中1コース（国数） 80分×16コマ $620 $430 $310 $60 

中1コース（単科） 80分×8コマ $480 $340 $240 $30 

中2コース（国数） 80分×16コマ $640 $450 $320 $60 

中2コース（単科） 80分×8コマ $500 $350 $250 $30 

中3コース（国数） 80分×20コマ $1,000 $700 $500 $40 

中3コース（数学単科） 80分×12コマ $700 $490 $350 $20 

中3コース（国語単科） 80分×8コマ $560 $390 $280 $20 

G10（高1）数学 80分×4コマ $440 $310 $220 $30 

G11（高２）IB数学 80分×4コマ $480 $340 $240 $0 

IB日本語（G9-G11対象） 80分×8コマ $600 $420 $300 $0 
IB日本語（G9-G11対象）
数学とのセット価格 80分×8コマ $360 $250 $180 $0 


