
学年 曜日 時間帯 科目 担当講師 月謝 年間教材費

１６：３０－１７：１５ 英語 山本

１６：３０－１７：１５ 国語 上野

１７：１５－１８：００ 算数 上野・伊東

１６：３０ー１７：１５ 国語 上野

１６：３０ー１７：１５ 英語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野・安部

１５：１５－１６：００ 英語 山本

１６：００－１６：４５ 算数 上野

１６：３０ー１７：１５ 国語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野・安部

１６：３０－１７：１５ 英語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野

１６：３０－１７：１５ 英語 山本

１６：３０－１７：１５ 国語 上野

１７：１５－１８：００ 算数 上野・伊東

１６：３０ー１７：１５ 国語 上野

１６：３０ー１７：１５ 英語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野・安部

１５：１５－１６：００ 英語 山本

１６：００－１６：４５ 算数 上野

１６：３０ー１７：１５ 国語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野・安部

１６：３０－１７：１５ 英語 安部

１７：１５－１８：００ 算数 上野

１７：００－１８：００ 英語 山本

１８：００－１９：００ 数学 上野

１６：００－１７：００ 英語 山本

１７：００－１８：００ 数学 上野

１６：００－１７：００ 英語 山本

１７：００－１８：００ 数学 上野

１８：００－１９：００ 英語 山本

１９：００－２０：００ 数学 上野

１９：００－２０：００ 英語 安部

２０：００－２１：００ 数学 上野

１９：００－２０：００ 英語 安部

２０：００－２１：００ 数学 上野

１８：００－１９：００ 英語 山本

１９：００－２０：００ 数学 上野

１７：００－１８：００ 英語 山本

１８：００－１９：００ 数学 上野

１９：００－２０：００ 英語 山本

２０：００－２１：００ 数学 上野

１９：００－２０：００ 英語 山本

２０：００－２１：００ 数学 上野

国語

理科

社会

１コマ　 ６，６００円

２コマ　１３，２００円

１コマ　 ７，７００円

２コマ　１５，４００円

月 ２１：００－２３：００ 英語 山本

水 ２１：００－２３：００ 数学 伊東

月 ２１：００－２３：００ 数学 伊東

土 １９：００－２１：００ 英語 山本

火 ２１：００－２３：００ 数学 上野

土 ２１：００－２３：００ 英語 山本

水 ２１：００－２３：００ 英語 山本

金 ２１：００－２３：００ 数学 伊東

１コマ　８，８００円

２コマ　１７，６００円

１コマ　９，９００円

２コマ　１９，８００円

月謝 年間教材費・管理費

１コマ　 ７，７００円

２コマ　１５，４００円

１コマ　 ７，７００円

２コマ　１５，４００円

１コマ　 ８，８００円

２コマ　１７，６００円

１コマ　９，９００円

２コマ　１９，８００円

１コマ　１１，０００円

２コマ　２２，０００円

火

水

木

金

高３生オンライン授業 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目７，７００円
２科目１５，４００円

1科目１０，４５０円
２科目２０，３００円

1科目１０，４５０円
２科目２０，３００円

木

小学６年生

クラス授業

月

１科目５，５００円
※週２回（２コマ)

２科目９，９００円
※週２回(４コマ)

１科目５，５００円
２科目９，９００円

中３生オンライン授業 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目　６，６００円
２科目１３，２００円

高１，２生
オンライン授業

週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目　６，６００円
２科目１３，２００円

小学生・中１，２生
オンライン授業

週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目　５，５００円
２科目１１，０００円

小学生（中学受験）
オンライン授業

週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目　６，６００円
２科目１３，２００円

各学年の教材費

高３生個別 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目１０，４５０円
２科目２０，３１０円

　■オンライン授業

学年 時間帯　・　科目

高１，２生個別 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

高校３年生
クラス授業

高校１年生
クラス授業

1科目　９，３５０円
２科目１６，５００円

1科目　９，３５０円
２科目１６，５００円高校２年生

上野・舞鶴・
鶴見丘クラス

高校２年生
杵築・翔青クラス

1科目　９，９００円
２科目１８，７００円

1科目　９，９００円
２科目１８，７００円

小学生・中１，２生個別 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

各学年の教材費

中３生個別 週１コマ（６０分）～
※科目・時間はご相談の上で決定します

1科目　８，８００円
２科目１５，４００円

1科目　８，８００円
２科目１５，４００円

３科目以降
１科目につき３，３００円

土

中学３年生

スタンダード
クラス

月

水

中学３年生
理社国クラス

９月開講予定

中学２年生

スタンダード
クラス

火

金

中学３年生

アドバンス
クラス

水

1科目　８，８００円
２科目１５，４００円

３科目以降
１科目につき４，４００円

中学1年生

クラス授業

水

1科目　７，７００円
２科目１４，３００円

1科目　７，７００円
２科目１４，３００円

土

中学2年生

アドバンス
クラス

水

1科目　８，８００円
２科目１５，４００円

1科目　８，８００円
２科目１５，４００円

土

日出校舎　２０２２年度（令和４年度）一斉授業時間割　月謝・教材費料金表

小学
１～５年生

クラス授業

月

１科目４，４００円
※週２回（２コマ)

２科目７，７００円
※週２回(４コマ)

１科目４，４００円
２科目７，７００円

火

水

金


