
【小学生】 【中学生】 ※料金は全て税込価格です。

学年 コース 科目 曜日 時間 月割学費 教材費 学年 コース 科目 曜日 時間 月割学費 教材費

算数 金 16:45～18:00 7,700円 月 20:10～21:05

国語・英語 水 16:45～18:15 8,800円 木 19:10～20:35

３科セット 14,300円 英語・社会 木 20:40～22:05 12,100円

算数・理科 水 16:45～18:15 8,800円 ４科セット 23,650円

国語・社会 金 16:20～17:50 8,800円 国語 月 19:10～20:05 7,700円

英語① 水 18:20～19:00 5,500円 ５科セット 28,600円

英語② 月 17:50～18:30 5,500円 月 19:10～20:05

英語セット 8,800円 水 19:10～20:35

４科セット 15,400円 英語・社会 水 20:40～22:05 12,100円

５科セット 22,000円 ４科セット 23,650円

算数・理科 木 16:45～18:15 8,800円 国語 月 20:10～21:05 7,700円

国語・社会 火 16:45～18:15 8,800円 ５科セット 28,600円

英語① 火 18:20～19:00 5,500円 火 20:40～22:05

英語② 木 18:20～19:00 5,500円 金 19:10～20:05

英語セット 8,800円 英語 火 19:10～20:35 12,100円

４科セット 15,400円 国語 金 20:10～21:05 7,700円

５科セット 22,000円 社会 金 18:00～18:55 7,700円

４科セット 30,800円

【高校生】(※オンライン授業) ５科セット 34,100円

学年 科目 内容 曜日 時間 月割学費 教材費

英語 文法 金 21:10～22:35 13,750円 【備考】

数学 数Ⅰ・Ａ 月 21:10～22:35 13,750円 ※【小】は小学生，【中】は中学生，【高】は高校生，【速】は速読英語，【個】は個別指導，【全】全員についてです。※

25,850円 【全】毎月諸費(口座振替明細ハガキ郵送、塾内模試など)がかかります。詳細は、下記をご覧ください。

古典 私大・共通テスト 金 20:05～21:05 12,100円 学年 小4～中2 中3～高3

英語 文法・読解(精読) 月 21:10～22:35 13,750円 諸費／月額(税込) 1,430円／月額 550円／月額

数学 数Ⅱ・B 金 21:10～22:35 13,750円 ●科目数、受講講座に関係なく一律同じ料金になります。中3の塾外模試は諸費には含まれません。8月の諸費のお支払いはございません。

25,850円 ●個別生は、受講料の口座振替と同月のお支払いとなります。(例：4月個別受講→5月末日に4月受講料+諸費の口座振替)

古典 私大・共通テスト 金 20:05～21:05 12,100円 ●ご兄弟で通塾されている場合は、割引がございます。学年に関係なく 2人通塾で550円、3人通塾で1100円の割引になります。

高3 古典 私大・共通テスト 金 20:05～21:05 12,100円

高校生 日本史・世界史 私大・共通テスト 個別料金+3,300円 【小・中・高】所有している教材の教材費は必要ありません。

【小】小４英語のテキストは進度により途中で追加されます。その際は別途ご連絡致します。

【個別指導(中学生・高校生)】 【小】「算数・理科」「国語・社会」の時間配分は，指導単元によって変更します。

講座名 科目 実施時間 回数 学費(専科生) 学費(併用生) 【小】「理科」「社会」は中学校の定期テスト，高校受験を見据えたカリキュラムです。

月1回 6,600円 5,500円 【小】 英語①は、「音声と単語を中心とした」授業を実施し、英語②は「文章、書くことを中心とした」授業を実施します。

月2回 12,100円 9,900円 【高】 高校生の古文は、高1～高3で同じ授業となります。

月3回 16,500円 13,200円 【高】 高1～高3 古文は月3回の授業になります。日程の詳細はお問合せください。授業の振替はございません。

月4回 19,800円 15,400円 【速】速読英語は、週1回単語テストを実施します。

月5回以降 1回につき　+2,750円1回につき　+1,650円 【速】速読の併用生とは，通常授業もしくは、個別指導を受講されている方を指します。

【速】ご希望の曜日・時間帯からお選びいただきます。

【速読多読英語(中学生・高校生)※小学生の受講はご相談ください。】 【速】ご自宅での復習(宿題)をスマートフォンにて実施いただきます。

講座名 内容 実施時間 回数 月割学費(専科生) 月割学費(併用生) 教材費 【個】個別の併用生とは、速読を除くその他のクラス指導の授業を受講されている方を指します。

週1回 9,900円 6,600円 【個】毎月、指導前月の20日以降に指導可能日を配布し、指導日時、回数を決定します。

週2回 16,500円 11,000円 【個】授業料は、授業翌月の月末に引き落としとなります。

週3回 20,900円 13,200円

週4回 23,100円 15,400円

週5回以降 1回につき、+1,100円1回につき、+1,100円

中学生
1,078円

高校生
1,100円

要相談

要相談

要相談

※別途参照

中学生・高校生

個別指導

(1：1 or 1：2)

英語・数学・理科
国語・社会

※担当教員によって
指導科目は異なりま

す。

月～金

19:10～20:35

20:40～22:05

速読多読英語
リーディング
リスニング
単語

月・21:10～22:05
水・19:10～20:05
水・20:10～21:05
水・21:10～22:05
金・21:10～22:05

高１
２科セット ※上記参照(英数)

高2
２科セット ※上記参照(英数)

13,750円

※上記参照(英語①②)

※上記参照(算国理社)

※上記参照(算国理社英)

※上記参照(英数国理or英数理社)

小6 発展

※上記参照(英数国理社)

中3 進学

数学・理科

※上記参照(英数国理社)

13,750円
※上記参照(英語①②)

※上記参照(算国理社)

※上記参照(算国理社英) ※上記参照(英数理社)

13,750円

※上記参照(算国英)

小5 発展

※上記参照(英数理社)

※上記参照(英数国理社)

中2 進学

数学・理科

2022年度　智学堂　＜時間割・料金＞　【２月度】 
営業時間

月～金　13:30～22:05
℡：0798-53-8639

自習室(自習専用教室) 利用時間
月～金　13:30～22:05
※無料Wi-Fi利用可能

小4 発展

中1 進学

数学・理科


