
☆　2017 年度 設置コースのご案内　《中学部》　《大学受験部ＢｅＥＸ》　☆

スクール 21 浦和教室

TEL：０４８－８３０－１１９１

《　中学部　》　費用は別途消費税が必要です。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

中３

ＳＵ

（県立御三家）
国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：１５－２１：３５ ２４，３００円

９月～12 月 １８：５５－２１：３５ ２７，３００円

ＳＢ

（ＳＵ理社）
理･社

３月～７月 金 １９：１５－２１：３５ 　７，２００円

９月～12 月
金

土

１８：５５－２１：３５

１５：５０－１８：３０
１２，６００円

ＳＧ

（難関県公立）
国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：１５－２１：３５ ２３，４００円

９月～12 月 １８：５５－２１：３５ ２６，４００円

Ｒ

（公立私立合格）
国･数･英

３月～７月
火･木･土

１９：１５－２１：３５ ２３，４００円

９月～12 月 １８：５５－２１：３５ ２６，４００円

Ａ

（ＳＧ／Ｒ理社）
理･社

３月～７月
水

１９：１５－２１：３５ 　７，２００円

９月～12 月 １８：５５－２１：３５ 　８，１００円

中２

Ｖ

（選抜クラス）
国･数･英 ３月～２月 月･水･金 １９：１５－２１：１５ ２２，５００円

Ｒ 国･数･英 ３月～２月 月･水･金 １９：１５－２１：１５ ２０，４００円

Ａ 理･社 ９月～２月 土 １９：１５－２１：１５ 　６，６００円

中１

Ｖ

（選抜クラス）
国･数･英

３月
月･水･金

１７：００－１９：００
２０，１００円

４月～２月 １９：１５－２１：１５

Ｒ 国･数･英
３月

月･水･金
１７：００－１９：００

１８，０００円
４月～２月 １９：１５－２１：１５

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。

※コースの詳細は『中学部入塾のご案内』をご覧ください。

※中３の１月･２月は入試直前ゼミとなります。別途ご案内致します。

※中１は７月までの期間は２教科を選択して受講することもできます。

※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　大学受験部ＢｅＥＸ　》　費用は別途消費税が必要です。

学年 コース 略称 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

卒生

高３
大学受験総合コース

ＢＸ１ ※１ ３月～１月 週１日（80 分×１コマ） ※２ 　１６，９８１円　

ＢＸ２ ※１ ３月～１月 週２日（80 分×２コマ） ※２ 　３３，９６２円　

ＢＸ３ ※１ ３月～１月 無制限 ※２ 　５０，９４４円　

高２

高１
大学受験総合コース

ＢＸ１ ※１ ３月～２月 週１日（80 分×１コマ） ※２ 　１１，１１１円　

ＢＸ２ ※１ ３月～２月 週２日（80 分×２コマ） ※２ 　１８，５１８円　

ＢＸ３ ※１ ３月～２月 無制限 ※２ 　２７，７７７円　

高１
早慶ＭＡＲＣＨ

英数準備コース

ＫＭＥ 英･数 ３月～２月 木：数　土：英 １９：５０－２１：４０ 　１９，２００円　

ＫＥ 英 ３月～２月 土 １９：５０－２１：４０ 　１２，０００円　

ＫＭ 数 ３月～２月 木 １９：５０－２１：４０ 　１２，０００円　

※１　大学受験総合コースは『大学受験総合コース・プラン一覧』より受講科目を選択します。

※２　学期、季節講習ごとに発信される教室ごとの『大学受験総合コース・時間割』を確認してください。

※費用の詳細（維持費・割引制度）は、お問い合わせください。

※コースの詳細は『大学受験部ＢｅＥＸのご案内』をご覧ください。

※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《小学部》　《中学受験》　《個別指導》　は裏面をご覧ください。



☆　2017 年度設置 コースのご案内　《小学部》　《中学受験部》　《個別指導》☆

スクール 21 浦和教室

TEL：０４８－８３０－１１９１

《　小学部　》　費用は別途消費税が必要です。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

小６ ＲＭＪ
算･国 ３月～１月 水：算　月：国

１７：１０－１８：５０
　　９，５００円　

国・数・英 ２月 水：数　月：国　金：英 １１，４００円

小５ ＲＭＪ 算･国 ３月～２月 木：算　火：国 １７：１０－１８：５０ 　　９，５００円　

小４ ＲＭＪ 算･国 ３月～２月 火：算　木：国 １７：１０－１８：５０ 　　９，５００円　

小３ ＪＭＪ 算･国 ３月～２月 木：算　火：国 １７：１０－１８：５０ 　　９，５００円　

小２ ＪＭＪ 算･国 ３月～２月 木：算　火：国 １７：１０－１８：５０ 　　９，５００円　

小１ ＪＭＪ 算･国 ３月～２月 木：算　火：国 １７：１０－１８：５０ 　　９，５００円　

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。

※コースの詳細は『小学部入塾のご案内』をご覧ください。

※１教科での受講も可能です。ご相談ください。

※ベネッセこども英語教室については別途ご案内します。

※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　中学受験部　》　費用は別途消費税が必要です。

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯 授業料（月額）

小６

ＹＴ

（四谷大塚）
算・国・理・社 ２月～１月

火・木

土

１７：１０－２０：５５

１５：２０－１８：５０
３１，２００円

ＳＴ

（埼大附属）

算・国・理・社 ３月～１月 未定 １７：１０－１８：５０ １８，０００円

国・数・英 ２月 水：数　月：国　金：英 １７：１０－１８：５０ １１，４００円

小５

ＹＴ

（四谷大塚）
算・国・理・社 ２月～１月

水

月・金

１７：１０－１８：５０

１７：１０－２０：５５
２７，６００円

UW

（市立浦和）

（大宮西中等教育）

算・国・理・社 ２月～１月 未定 １７：１０－１８：５０ 　５，０００円

小４
ＹＴ

（四谷大塚）
算・国・理・社 ２月～１月 月・水・金 １７：１０－１８：５０ １８，０００円

※費用の詳細（維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。

※コースの詳細は『中学受験コースのご案内』をご覧ください。

※小５ UW コースは、2017 年度のみの開講記念特別価格となります。

※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

《　個別指導　》　

学年 コース 教科 指導月 曜日 時間帯

高校生

中学生

小学生

１：１コース

１：２コース

国語

数学（算数）

英語

社会

理科

３月～２月 月～土

１４：２０－１５：４０

１５：５０－１７：１０

１７：２０－１８：４０

１８：５０－２０：１０

２０：２０－２１：４０

※費用の詳細（授業料・維持費・テキスト代・テスト代・割引制度）は、お問い合わせください。

※コースの詳細は『個別指導のご案内』をご覧ください。

※中学受験コースの指導月は２月～１月となります。

※春期講習／夏期講習／冬期講習／各種特訓講座については別途ご案内いたします。

※１講座＝１教科（80 分×月４回）となります。コース・指導可能教科は、学年により異なります。

《中学部》　《大学受験部ＢｅＥＸ》　は裏面をご覧ください。


