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スクール 21 鶴瀬教室

０４９－２７５－１２２１

【　中３　】

学年 ｺｰｽ 教科

日程・時間帯

［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/25,27,29,30,31 8/1,3,4,5,6 8/17,19,21,22,24 8/26,28,29,31,9/2

各期授業料

［税別］

講習ﾃｷｽﾄ代

［税別］

模擬ﾃｽﾄ代

［税別］

中３

SU 国数英
Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期 …１９：０５～２１：４０　　Ⅱ期…１４：１５～１６：５０

但し上記赤字日…１４：１５～１６：５０
16,700 円 4,800 円 5 科:3,700 円

SB 理社
Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期…１７：００～１８：４０　　Ⅱ期…１２：３５～１４：０５

但し上記赤字日…１２：３５～１４：０５
8,600 円 3,430 円 -

SG 国数英
Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期 …１９：０５～２１：４０　　Ⅱ期…１４：１５～１６：５０

但し上記赤字日…１４：１５～１６：５０
16,700 円 4,890 円 5 科:3,700 円

SP 国数英
Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期 …１９：０５～２１：４０　　Ⅱ期…１４：１５～１６：５０

但し上記赤字日…１４：１５～１６：５０
16,200 円 4,670 円 5 科:3,700 円

A 理社
Ⅰ期・Ⅲ期・Ⅳ期…１７：００～１８：４０　　Ⅱ期…１２：３５～１４：０５

但し上記赤字日…１２：３５～１４：０５
8,100 円 2,760 円 -

【　中２・中１　】

学年 ｺｰｽ 教科
［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/25,28,31,8/1 8/3,4,5,6 8/18,20,22,25 8/27,29,9/1,3

各期授業料

［税別］

講習ﾃｷｽﾄ代

［税別］

模擬ﾃｽﾄ代

［税別］

中２
V 国数英 Ⅰ期・Ⅱ期…１９：０５～２１：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期… １９：０５～２１：４０ 15,300 円 2,760 円 5 科:3,600 円

SP 国数英 Ⅰ期・Ⅱ期…１９：０５～２１：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期… １９：０５～２１：４０ 14,800 円 2,930 円 5 科:3,600 円

中１
V 国数英 Ⅰ期・Ⅱ期…１９：０５～２１：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期… １９：０５～２１：４０ 15,300 円 2,650 円 3 科:2,900 円

SP 国数英 Ⅰ期・Ⅱ期…１９：０５～２１：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期… １９：０５～２１：４０ 14,800 円 2,720 円 3 科:2,900 円

　※Ⅰ期～Ⅳ期の学習内容は異なります。

　※授業料…Ⅰ期～Ⅳ期それぞれの税別価格となります。授業料の割引制度は別途ご案内いたします。

　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。

　※模擬テスト…学習成果確認のためにも受験をお勧めします（夏期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

《　中学部：特訓講座①　》　日程：８月７日（金）～８月 11 日（火）　※休講日：８月９日（日）

学年 対象 教科 講座名 設置教室 時間帯
授業料

［税別］

講習ﾃｷｽﾄ代

［税別］

中３ SU・SG・SP 理社 北辰対策 48 時間特訓①（理社） 鶴瀬 １０：３０～１７：４０ 27,700 円 1,690 円

中２ V･SP 理社 短期理社完成特訓 鶴瀬 １８：１０～２１：３０ 13,850 円 920 円

中１ V･SP 理社 短期理社完成特訓 鶴瀬 １８：１０～２１：３０ 13,850 円 1,000 円

《　中学部：特訓講座②　》　日程：８月 12 日（水）～８月 15 日（土）

学年 対象 教科 講座名 設置教室 時間帯
授業料

［税別］

講習ﾃｷｽﾄ代

［税別］

中３ SU・SG・SP 国数英 北辰対策 48 時間特訓②（英数国） 鶴瀬 １０：３０～１７：４０ 27,700 円 3,250 円

　※中３の特訓講座は、①②両方を受講することで 48 時間となります。



◇◇◇　スクール 21 鶴瀬教室　2020 夏期講習のご案内（小学生）　◇◇◇

スクール 21 鶴瀬教室

０４９－２７５－１２２１

【　小学部フロンティアコース　】

学年 ｺｰｽ 教科

日程・時間帯

［Ⅰ期］ ［Ⅱ期］ ［Ⅲ期］ ［Ⅳ期］

7/25,28,31,8/1 8/3,4,5,6 8/18,20,22,25 8/27,29,9/1,3

各期授業料

［税別］

講習ﾃｷｽﾄ代

［税別］

小６ RXR
Ⅰ・Ⅲ期：算国

Ⅱ・Ⅳ期：算英
Ⅰ期・Ⅱ期…１７：００～１８：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期…  １７：００～１８：４０ 6,700 円 2,400 円

小５ RXR
Ⅰ・Ⅲ期：算国

Ⅱ・Ⅳ期：算英
Ⅰ期・Ⅱ期…１７：００～１８：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期…  １７：００～１８：４０ 6,700 円 2,400 円

小４ RXR
Ⅰ・Ⅲ期：算国

Ⅱ・Ⅳ期：算英
Ⅰ期・Ⅱ期…１７：００～１８：４０　　Ⅲ期・Ⅳ期…  １７：００～１８：４０ 6,700 円 2,400 円

　※Ⅰ期～Ⅳ期の学習内容は異なります。

　※授業料…Ⅰ期～Ⅳ期それぞれの税別価格となります。授業料の割引制度は別途ご案内いたします。

　※講習テキスト代…一部コースを除きⅠ期～Ⅳ期で共通のものを使用します。入塾される場合は別途通年テキスト代が必要となります。

　※模擬テスト…学習成果確認のためにも受験をお勧めします（夏期講習から入塾される場合は必修受験となります）。

【　玉井式国語的算数教室　】

学年 ｺｰｽ ［前期（ⅠⅡ期）］ ［後期（ⅢⅣ期）］ 各期授業料［税別］

小３ TM 日程…7/28,31,8/4 １７：００～１７：４５ 日程…8/18,25,9/1 １７：００～１７：４５ 8,000 円

小２ TM 日程…調整中 日程…調整中 8,000 円

小１ TM 日程…調整中 日程…調整中 8,000 円

【　玉井式　図形の極　】

全学年　…　7/28（火）　7/31（金）　8/4（火）　8/18（火）　8/25（火）　１６：０５～１６：５０　


