【英才コース】・・英才ジュニア（小１～小３）

【小禄教室】

【英才コース・通常授業】
コース

学年

小1～小3

【開講曜日・時間帯】
受講講座

月額受講料

週1コマ

3,500 円

（1コマ50分*週1）

（税込3,850円）

時間帯

①FLENS算数特訓
②ことばの学校
③新速解力講座”TERRACE”

週2コマ

7,000 円

（1コマ50分*週2）

（税込7,700円）

※①～③の講座を選択できます。
※1コマにつき1講座となります。

週3コマ

10,500 円

（1コマの中で複数講座の受講はできません）

（1コマ50分*週3）

（税込11,550円）

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

9：40～10：30

○

10：50～11：40

○

16：00～16：50

○

○

○

○

※小4生以上も上記講座の受講は可能です。詳細は担当までご相談ください。

※ 各時間割枠の定員は教員1名につき6名です。曜日・時間帯は定員に空きがある場合は自由に選択が可能です。週1コマより受講可能です。
（受講例） 週2コマ・・・火曜日の16：00～の枠と土曜日の9：40～の枠で受講 週2コマ・・・土曜日の9：40～と10：50～の枠を連続で受講等
※ 小4生以上の受講の場合は、原則生徒自身で学ぶ形式となります。慣れるまでは担当にてサポート致します。また曜日・時間帯も上記一覧表の枠ではなく、個別に相談の上決定致します。
※ 季節講習会期間（春季（3/26～4/5）・冬季（12/26～1/4））は、上記通常授業はございません。夏季（7/21～8/31）については講習会特別期間の時間割で予定しています。

【指導関連費】

【テキスト・定例テスト】

指導関連費

区分

指導関連費 内訳

講座名

週1コマ
アプリ管理費

（前期）

月額330円（税込）×5ケ月（3～7月）

1,650円（税込）

週2コマ
週3コマ

3,300円（税込）
受講管理費

1,650円（税込）

共通

（後期）

1,980円（税込）

定例テストはございません。
別途テスト代は不要となります。

テキスト

テキスト代（※）は別途必要です。
学習進度により、テキスト購入のタイミングは異なります。
※グレードにより異なります。税込880円もしくは1,320円

定例
テスト

年2回の「読書力診断」は必須受験となります。
テスト代（税込2,200円）が別途必要です。
＜第1回＞3月 ＜第2回＞9月 実施予定

テキスト

テキストは使用しません。
別途テキスト代は不要となります。

定例
テスト

年2回の「速解力検定」は必須受験となります。
テスト代（税込3,300円）が別途必要です。
＜第1回＞5～6月 ＜第2回＞10～11月 実施予定

※週2コマ以上受講特典として、
アプリ管理費の追加費用はございません。

週3コマ

受講管理費

定例
テスト

ことばの学校
月額330円（税込）×6ケ月（9～2月）

週2コマ

3,960円（税込）

テキスト

月額330円（税込）×5ケ月（3～7月）

週1コマ
アプリ管理費

FLENS
算数特訓

※週2コマ以上受講特典として、
アプリ管理費の追加費用はございません。

概要
テキスト代（※）は別途必要です。
学習進度により、テキスト購入のタイミングは異なります。
※全グレード 税込1,650円

1,980円（税込）

共通

新速解力講座
TERRACE

月額330円（税込）×6ケ月（9～2月）

※ 指導関連費（テキスト代+アプリ管理費＋受講管理費）は半期ごとに別途必要です。→なお受講管理費とは施設管理費・冷房費・タブレット管理費など指導サポート全般に関する費用となります。
※ 週1コマ～週3コマのアプリ管理費は同額となっています。週2コマ以上受講特典として、アプリ管理費の追加費用が不要となっています。

【特別コース】
”プログラミング講座”
（小3～小6生対象）
プログラミングクラウド（プロクラ）

（開講教室）

プロクラ安里教室にて開講

（時間割）

1回60分の講座です。時間割は個別設定です。
プロクラ担当とご相談ください

（受講料）

月額12,000円（税込13,200円）

（指導関連費）

詳細は各コース資料にてご確認ください

（時間）

新都心・浦添・中部教室にて開講

（小2～小6生対象）

（時間割）

（土）10：00～11：40
※ネイティブ指導と日本人英語講座を交互に指導

（シェーン英会話監修）
ネイティブレッスン+日本人英語講座

（受講料）

月額7,000円（税込7,700円）

（指導関連費）

詳細は各コース資料にてご確認ください

”ネイティブ英語講座”

詳細は入塾ガイドP10をご覧ください。

詳細は入塾ガイドP10をご覧ください。

【高校受験コース】・・Self Coach Course（セルフコーチコース）（中１～中３）
【中学部・通常授業】

中1～中3

中1～中3

【開講曜日・時間帯】

コース

月額受講料

週1コマ（80分*週1）

3,500 円（税込3,850円）

週2コマ（80分*週2）

7,000 円（税込7,700円）

週3コマ（80分*週3）

10,500 円（税込11,550円）

週1コマ（120分*週1）

4,000 円（税込4,400円）

週2コマ（120分*週2）

8,000 円（税込8,800円）

週3コマ（120分*週3）

12,000 円（税込13,200円）

学年

【個別型】

時間帯

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

19：40～21：00
20：20～21：40
より選択

○

○

○

○

○

19：40～21：40

○

○

○

※土曜日の9：40～14：30の枠は自習が可能です。。自習可能日程については、担任まで確認してください。

※
※
※
※
※

指導指針
※定期テスト対策、受験対策を中心
とした直接指導と自立学習に基づい
たセルフコーチ指導を効果的に組み
合わせた指導となります。
※セルフコーチタイムでは豊富な教育
アプリを用いて、さまざまな知識の定
着や能力向上を実現します。

志望校合格をサポート

曜日は自由に選択が可能です。週1コマより受講可能です。
月により授業コマ数の増減がありますが、月額受講料の調整等はございません。
季節講習会期間（春季（3/26～4/5）・夏季（7/21～8/31）・冬季（12/26～1/4））は、講習会特別の時間割となります。また講習会期間は重要テーマを集団指導形態で指導します。
中3生は、9/5（土）～1/16（土）の期間にて、「受験特訓」を実施いたします。 【概要】 （曜日） 土曜日 （費用） 23,400円（税込25,740円） ＜全18回・各回120分＞
中3生は、1/23（土）～2/27（土）の期間にて、「入試直前ゼミ」を実施いたします。 【概要】 （曜日） 土曜日 （費用） 15,000円（税込16,500円） ＜全6回・各回240分＞

【指導関連費】
学年・コース
中1～中2 セルフコーチコース

【定例テスト】
区分
（通年）

指導関連費
7,260円（税込）

指導関連費 内訳
テキスト代

7,260円（税込）
通常講座で使用します。年間使用のため、前期で請求致します。
（季節講習会及び特別講座テキストは別途必要です。）

中3 セルフコーチコース

（通年）

6,490円（税込）

（前期）

8,250円（税込）

全学年・全コース
共通
（後期）

テキスト代

6,490円（税込）

アプリ管理費

5,500円（税込）

月額1,100円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

2,750円（税込）

月額550円（税込）×5ケ月（3～7月）

アプリ管理費

6,600円（税込）

月額1,100円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

3,300円（税込）

月額550円（税込）×6ケ月（9～2月）

9,900円（税込）

テスト名称
塾内テスト

プレ入試

概要
＜対象＞中1～中2生 ＜原則受験となります＞
→テスト代（税込2,750円）が別途必要です。
→塾内テスト（中1・中2）は、講習会のまとめテストの位置づけです。
→上記テストは、夏季講習会と冬季講習会にて実施致します。
＜第1回＞ 8月 ＜第2回＞ 1月
＜対象＞中3生 ＜原則受験となります＞
→テスト代が別途必要です。外部模試のため決定次第案内致します。
→プレ入試（中3）は、県内入試傾向に基づいた総合模試となります。
→中3生は進路相談資料として必要なため必須受験となります。
＜第1回＞ 9月 ＜第2回＞ 11月 ＜第3回＞ 1月
※クラスにより、中3生は県模試も案内する場合もございます。

明日の
学力診断

＜対象＞中1～中2生 ＜中1・中2希望制＞
→テスト代（税込2,750円）が別途必要です。
→「思考力・判断力・表現力」等の入試につながる力を測定します。
＜第1回＞ 5月 ＜第2回＞ 9月

※ 指導関連費（テキスト代＋アプリ管理費＋受講管理費）は半期ごとに別途必要です。→なお受講管理費とは施設管理費・冷房費・タブレット管理費など指導サポート全般に関する費用となります。
※ 週1コマ～週3コマのアプリ管理費・受講管理費は同額となっています。週2コマ以上受講特典として、アプリ管理費・受講管理費の追加費用が不要となっています。

