
1 

◆受講料冊⼦・年間予定表 
   ２０１８年３⽉２６⽇〜２０１９年３⽉２５⽇ 
  
                                

■全学年・全クラス共通 
・         下記に表記される１ヶ⽉とはすべて３週間とします。 
・         中学部⼀⻫授業の受講料について：１ヶ⽉でも、通常の受講料のお⽀払いがなかった場合（休塾
した場合等）、または講習の参加がなかった場合、または、講習の部分参加の場合で、退塾届けの
提出のなかった場合は、翌⽉から⾃動的に通常受講料での⼝座引き落しとなります。 

・         すべての受講料・テキスト代（プリント代）・諸経費・⽣徒管理費は、受領後（⾃動振替後）、
理由を問わず⼀切返⾦できませんので予めご了承ください。 

・         平常授業にこられる⽅は、⾃動引落しとなります。その際の⼿続きに必要となる⾃動振り替え申
し込み⽤紙、およびその記⼊例は、当予備校でお渡ししますのでご連絡ください。 

・         当塾では、受講料等の現⾦での取り扱いは⼀切⾏っておりません。 
・         記載の受講料、その他の費⽤はすべて税別になります。 
・         個別授業・⼀⻫授業についての補習は、原則として⼩・中・⾼とも有料となります。 
・         ⽋席フォローは⼀⻫授業・個別授業とも原則有料となります。個別授業の場合のみ例外あります
ので、冊⼦の個別⽋席規定のところをご覧ください。 

・         ⽣徒管理費の「懇談なし」のタイプを選ばれていて、懇談を希望される場合は、１回６０００円
（税別）となります（２０分〜３０分）。但し、直前のお申し出の場合、予定がとれないこともご
ざいます。 

・         電話の応答や懇談は対応品質向上等のため録⾳させていただく場合があります。 
・         ⽣授業の⼀⻫授業については、講師の⾵邪・⾝内の不幸・出張・都合等の理由で、学期につき３
回まで（講習期間は各講習につき２回まで）は録⾳授業やビデオ授業にかわる場合がございますの
で予めご了承ください。その場合でも受講料に変更はございません。また台⾵警報等の⾃然災害や
不可抗⼒によって授業ができない場合は、上記の回数には含まれません。台⾵等の不可抗⼒以外の
理由で万⼀、学期につき１科⽬につき５回以上（各講習につき１科⽬につき３回以上）⼀⻫授業に
おいて⽣授業ができない場合においては（昨年度は１度もございませんでした）、受講料をその分
だけ返⾦させていただきます。なお、事情により講師がかわる場合、ライブビデオ（ライブ⾳声授
業）になる場合はございますが、それは⽣授業ができなかった場合には含みませんので予めご了承
ください。 

・         当社の従業員を直接雇⽤したり、その勧誘をしたり、他社へ勧誘する⾏為は禁⽌しております。
もし、そのような⾏為が⾒受けられたら、退塾となり、その際、受講料やその他の料⾦の返⾦はで
きないのと、それにより⽣じた損害を賠償させていただきますので、あらかじめご了承ください。 

・ 当社においての⼩テストについての成績上位者は、当社内において事前のお知らせがなくはりだす
ことがありますので、あらかじめご了承ください。 

・ 当社に在校された⽅の合格実績や定期テスト・偏差値について、学校名と学年については、事前の
お知らせがなく広告に載せる場合がございます。あらかじめご了承ください。なお、苗字等の個⼈
名を載せる場合は、この限りではありません。 

・ お電話は、サービス向上と契約内容確認のため録⾳させていただいておりますので、予めご了承く
ださい。 
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◆年間予定表  
◆注意事項 
①   表に「休み」とない場合は、⽇曜、⼟曜、祝祭⽇であっても、授業のある曜⽇は、授業を⾏いま
す。例えば、数学が⽔曜⽇にあって、その⽇が祝⽇にあたっていても、通常通りの授業がありま
す。 

②   事情により以下の予定、時間割の変更をする場合があります。予めご了承ください。 
③   懇談の際には、中間テスト、期末テストは、５教科はもちろん、副教科もなくさず塾にもってくる
ようにしてください。 

④   個評（中間テスト、期末テストの点数がすべてかかれている表のこと）は、懇談のときに必要とな
りますので、もし、学校に返却する必要がある場合でも、コピーをとるか、書き写すかして、懇談
のときに必ず持参してください。 

⑤   定期テストの⽇程がわかったら、すぐに（定期テストの時間割プリントが配られるまえでも）、事
務員さん、および、担当講師に伝えてください。 

⑥   補習の必要がある場合は、定期テストの2週間以上前に担当講師に伝えてください。予定をとりや
すいので、はやめにお願いします。 

⑦    塾をでるのが１０：３０を超える場合は、必ず家に電話するようにしてください。 講師が授業を延
⻑しているときでも担当の講師に申し出てもらってかまいません。親御さんが⼼配なさいます。 

⑧   当塾は、基本的に休⽇でも、ありますので、注意してください。休みは、年間予定表に記載してあ
ります。それ以外は、休⽇、祝⽇でも授業はあります。ただし、平常授業平⽇はPM４：００時点で
当校区域周辺に警報がでている場合は、休校となりますので、ご了承ください。それ以外はライン
を登録してくただいている場合は、ラインにてご連絡をさしあげます。 

⑨   特に年末年始にインフルエンザが流⾏する場合があります。この時期は特に、体の調⼦の悪いとき
はすぐに医者にいって診察してもらうようにしてください。そして、インフルエンザだと診断され
た場合は、塾は休み、完全に回復してから登塾するようにしてください。まず、⾃分の体を守るこ
とと、蔓延をふせぐためにお願いします。そして、休んだ場合、先⽣にすすんだところのプリント
等は、必ずもらいにいって、おいつくために何をすればよいか聞きに⾏くようにしてください。補
習の必要がある場合は、担当の講師と予定をあわせて補習をするように要望してください。もし担
当講師と都合があわない場合は、あいている講師を⼿配してみますので、例外宛にメールをくださ
い。 

⑩   正⽉休み（１２⽉３０⽇〜１⽉３⽇）については、塾はお休みになります。⾃習室も解放しており
ません。 
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◆２０１８年 
◆３⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

３⽉１⽇ ⽊   平常授業３５回⽬   

３⽉２⽇ ⾦   平常授業３５回⽬   

３⽉３⽇ ⼟   平常授業３５回⽬   

３⽉４⽇ ⽇   平常授業３５回⽬   

３⽉５⽇ ⽉   平常授業３５回⽬   

３⽉６⽇ ⽕   平常授業３５回⽬   

３⽉７⽇ ⽔   平常授業３６回⽬   

３⽉８⽇ ⽊   平常授業３６回⽬   

３⽉９⽇ ⾦   平常授業３６回⽬   

３⽉１０⽇ ⼟   平常授業３６回⽬   

３⽉１１⽇ ⽇   平常授業３６回⽬   

３⽉１２⽇ ⽉   平常授業３６回⽬   

３⽉１３⽇ ⽕   平常授業３６回⽬   

３⽉１４⽇ ⽔      

３⽉１５⽇ ⽊       

３⽉１６⽇ ⾦       

３⽉１７⽇ ⼟       

３⽉１８⽇ ⽇       

３⽉１９⽇ ⽉       

３⽉２０⽇ ⽕       

３⽉２１⽇ ⽔     

３⽉２２⽇ ⽊      

３⽉２３⽇ ⾦      

３⽉２４⽇ ⼟      

３⽉２５⽇ ⽇      

３⽉２６⽇ ⽉      

３⽉２７⽇ ⽕      

３⽉２８⽇ ⽔  春期講習開始 春期講習   

３⽉２９⽇ ⽊   春期講習   

３⽉３０⽇ ⾦   春期講習   

３⽉３１⽇ ⼟   春期講習   
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◆４⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

４⽉１⽇ ⽇   春期講習    

４⽉２⽇ ⽉   春期講習   

４⽉３⽇ ⽕   春期講習   

４⽉４⽇ ⽔   春期講習    

４⽉５⽇ ⽊   春期講習   

４⽉６⽇ ⾦   春期講習   

４⽉７⽇ ⼟   春期講習   

４⽉８⽇ ⽇   春期講習   

４⽉９⽇ ⽉   春期講習   

４⽉１０⽇ ⽕   春期講習   

４⽉１１⽇ ⽔   春期講習   

４⽉１２⽇ ⽊   春期講習   

４⽉１３⽇ ⾦   春期講習   

４⽉１４⽇ ⼟   春期講習   

４⽉１５⽇ ⽇   春期講習   

４⽉１６⽇ ⽉   春期講習   

４⽉１７⽇ ⽕   春期講習   

４⽉１８⽇ ⽔ ４⽉分授業開始 平常授業１回⽬  

４⽉１９⽇ ⽊   平常授業１回⽬   

４⽉２０⽇ ⾦   平常授業１回⽬   

４⽉２１⽇ ⼟   平常授業１回⽬   

４⽉２２⽇ ⽇   平常授業１回⽬   

４⽉２３⽇ ⽉   平常授業１回⽬   

４⽉２４⽇ ⽕   平常授業１回⽬   

４⽉２５⽇ ⽔   平常授業２回⽬   

４⽉２６⽇ ⽊   平常授業２回⽬   

４⽉２７⽇ ⾦   平常授業２回⽬   

４⽉２８⽇ ⼟   平常授業２回⽬   

４⽉２９⽇ ⽇   平常授業２回⽬   

４⽉３０⽇ ⽉   平常授業２回⽬   
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◆５⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

５⽉１⽇ ⽕   平常授業２回⽬   

５⽉２⽇ ⽔   平常授業３回⽬   

５⽉３⽇ ⽊   平常授業３回⽬   

５⽉４⽇ ⾦   平常授業３回⽬   

５⽉５⽇ ⼟   平常授業３回⽬   

５⽉６⽇ ⽇   平常授業３回⽬   

５⽉７⽇ ⽉   平常授業３回⽬   

５⽉８⽇ ⽕ ４⽉分授業終了 平常授業３回⽬   

５⽉９⽇ ⽔ ５⽉分授業開始 平常授業４回⽬   

５⽉１０⽇ ⽊   平常授業４回⽬   

５⽉１１⽇ ⾦   平常授業４回⽬   

５⽉１２⽇ ⼟   平常授業４回⽬   

５⽉１３⽇ ⽇   平常授業４回⽬   

５⽉１４⽇ ⽉   平常授業４回⽬   

５⽉１５⽇ ⽕   平常授業４回⽬   

５⽉１６⽇ ⽔   平常授業５回⽬   

５⽉１７⽇ ⽊   平常授業５回⽬   

５⽉１８⽇ ⾦   平常授業５回⽬   

５⽉１９⽇ ⼟   平常授業５回⽬   

５⽉２０⽇ ⽇   平常授業５回⽬   

５⽉２１⽇ ⽉   平常授業５回⽬   

５⽉２２⽇ ⽕   平常授業５回⽬   

５⽉２３⽇ ⽔   平常授業６回⽬   

５⽉２４⽇ ⽊   平常授業６回⽬   

５⽉２５⽇ ⾦   平常授業６回⽬   

５⽉２６⽇ ⼟   平常授業６回⽬   

５⽉２７⽇ ⽇   平常授業６回⽬   

５⽉２８⽇ ⽉   平常授業６回⽬   

５⽉２９⽇ ⽕ ５⽉分授業終了 平常授業６回⽬  

５⽉３０⽇ ⽔ ６⽉分授業開始 平常授業７回⽬   

５⽉３１⽇ ⽊   平常授業７回⽬   
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◆６⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

６⽉１⽇ ⾦   平常授業７回⽬   

６⽉２⽇ ⼟   平常授業７回⽬   

６⽉３⽇ ⽇   平常授業７回⽬  ★英検1次試験 

６⽉４⽇ ⽉   平常授業７回⽬  

６⽉５⽇ ⽕   平常授業７回⽬   

６⽉６⽇ ⽔   平常授業８回⽬   

６⽉７⽇ ⽊   平常授業８回⽬   

６⽉８⽇ ⾦   平常授業８回⽬   

６⽉９⽇ ⼟   平常授業８回⽬   

６⽉１０⽇ ⽇   平常授業８回⽬   

６⽉１１⽇ ⽉   平常授業８回⽬   

６⽉１２⽇ ⽕   平常授業８回⽬   

６⽉１３⽇ ⽔   平常授業９回⽬   

６⽉１４⽇ ⽊   平常授業９回⽬   

６⽉１５⽇ ⾦   平常授業９回⽬   

６⽉１６⽇ ⼟   平常授業９回⽬   

６⽉１７⽇ ⽇   平常授業９回⽬   

６⽉１８⽇ ⽉   平常授業９回⽬   

６⽉１９⽇ ⽕ ６⽉分授業終了 平常授業９回⽬   

６⽉２０⽇ ⽔ ７⽉分授業開始 平常授業１０回⽬   

６⽉２１⽇ ⽊   平常授業１０回⽬   

６⽉２２⽇ ⾦   平常授業１０回⽬   

６⽉２３⽇ ⼟   平常授業１０回⽬   

６⽉２４⽇ ⽇   平常授業１０回⽬   

６⽉２５⽇ ⽉   平常授業１０回⽬   

６⽉２６⽇ ⽕   平常授業１０回⽬   

６⽉２７⽇ ⽔   平常授業１１回⽬   

６⽉２８⽇ ⽊   平常授業１１回⽬   

６⽉２９⽇ ⾦   平常授業１１回⽬   

６⽉３０⽇ ⼟   平常授業１１回⽬   
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◆７⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

７⽉１⽇ ⽇   平常授業１１回⽬ 夏期講習前懇談希望者 
懇談予約受付開始→7⽉８⽇まで 
（PM７：００〰１０：００） 
 
英検⼆次試験・A⽇程 

７⽉２⽇ ⽉   平常授業１１回⽬   

７⽉３⽇ ⽕   平常授業１１回⽬   

７⽉４⽇ ⽔   平常授業１２回⽬   

７⽉５⽇ ⽊   平常授業１２回⽬   

７⽉６⽇ ⾦   平常授業１２回⽬   

７⽉７⽇ ⼟   平常授業１２回⽬   

７⽉８⽇ ⽇   平常授業１２回⽬  ・英検⼆次試験・B⽇程 

７⽉９⽇ ⽉   平常授業１２回⽬   

７⽉１０⽇ ⽕ １学期最終⽇ 平常授業１２回⽬   

７⽉１１⽇ ⽔       

７⽉１２⽇ ⽊       

７⽉１３⽇ ⾦       

７⽉１４⽇ ⼟       

７⽉１５⽇ ⽇       

７⽉１６⽇ ⽉       

７⽉１７⽇ ⽕       

７⽉１８⽇ ⽔       

７⽉１９⽇ ⽊       

７⽉２０⽇ ⾦       

７⽉２１⽇ ⼟       

７⽉２２⽇ ⽇ 夏期講習開始 夏期講習１週⽬    

７⽉２３⽇ ⽉   夏期講習１週⽬    

７⽉２４⽇ ⽕   夏期講習１週⽬    

７⽉２５⽇ ⽔   夏期講習１週⽬    

７⽉２６⽇ ⽊   夏期講習１週⽬    

７⽉２７⽇ ⾦   夏期講習１週⽬    

７⽉２８⽇ ⼟   夏期講習１週⽬    

７⽉２９⽇ ⽇   夏期講習２週⽬    

７⽉３０⽇ ⽉   夏期講習２週⽬    

７⽉３１⽇ ⽕   夏期講習２週⽬    

  
 



8 

  
 
 

◆８⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

８⽉１⽇ ⽔   夏期講習２週⽬    

８⽉２⽇ ⽊   夏期講習２週⽬    

８⽉３⽇ ⾦   夏期講習２週⽬    

８⽉４⽇ ⼟   夏期講習２週⽬    

８⽉５⽇ ⽇   夏期講習３週⽬   

８⽉６⽇ ⽉   夏期講習３週⽬    

８⽉７⽇ ⽕   夏期講習３週⽬    

８⽉８⽇ ⽔   夏期講習３週⽬    

８⽉９⽇ ⽊   夏期講習３週⽬    

８⽉１０⽇ ⾦   夏期講習３週⽬    

８⽉１１⽇ ⼟   夏期講習３週⽬    

８⽉１２⽇ ⽇   夏期講習４週⽬    

８⽉１３⽇ ⽉   夏期講習４週⽬    

８⽉１４⽇ ⽕   夏期講習４週⽬    

８⽉１５⽇ ⽔   夏期講習４週⽬    

８⽉１６⽇ ⽊   夏期講習４週⽬    

８⽉１７⽇ ⾦   夏期講習４週⽬    

８⽉１８⽇ ⼟   夏期講習４週⽬    

８⽉１９⽇ ⽇   夏期講習５週⽬    

８⽉２０⽇ ⽉   夏期講習５週⽬    

８⽉２１⽇ ⽕   夏期講習５週⽬    

８⽉２２⽇ ⽔   夏期講習５週⽬    

８⽉２３⽇ ⽊   夏期講習５週⽬    

８⽉２４⽇ ⾦   夏期講習５週⽬    

８⽉２５⽇ ⼟ 夏期講習終了 夏期講習５週⽬    

８⽉２６⽇ ⽇ ８⽉分授業開始 平常授業１３回⽬    

８⽉２７⽇ ⽉   平常授業１３回⽬    

８⽉２８⽇ ⽕   平常授業１３回⽬    

８⽉２９⽇ ⽔   平常授業１３回⽬    

８⽉３０⽇ ⽊   平常授業１３回⽬   

８⽉３１⽇ ⾦   平常授業１３回⽬   
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◆９⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

９⽉１⽇ ⼟   平常授業１３回⽬   

９⽉２⽇ ⽇   平常授業１４回⽬   

９⽉３⽇ ⽉   平常授業１４回⽬   

９⽉４⽇ ⽕   平常授業１４回⽬   

９⽉５⽇ ⽔   平常授業１４回⽬   

９⽉６⽇ ⽊   平常授業１４回⽬   

９⽉７⽇ ⾦   平常授業１４回⽬   

９⽉８⽇ ⼟   平常授業１４回⽬   

９⽉ ９⽇ ⽇   平常授業１５回⽬   

９⽉１０⽇ ⽉   平常授業１５回⽬   

９⽉１１⽇ ⽕   平常授業１５回⽬   

９⽉１２⽇ ⽔   平常授業１５回⽬   

９⽉１３⽇ ⽊   平常授業１５回⽬   

９⽉１４⽇ ⾦   平常授業１５回⽬   

９⽉１５⽇ ⼟ ８⽉分授業終了 平常授業１５回⽬  

９⽉１６⽇ ⽇ ９⽉分授業開始 平常授業１６回⽬   

９⽉１７⽇ ⽉   平常授業１６回⽬   

９⽉１８⽇ ⽕   平常授業１６回⽬   

９⽉１９⽇ ⽔   平常授業１６回⽬   

９⽉２０⽇ ⽊   平常授業１６回⽬   

９⽉２１⽇ ⾦   平常授業１６回⽬   

９⽉２２⽇ ⼟   平常授業１６回⽬   

９⽉２３⽇ ⽇   平常授業１７回⽬   

９⽉２４⽇ ⽉   平常授業１７回⽬   

９⽉２５⽇ ⽕   平常授業１７回⽬   

９⽉２６⽇ ⽔   平常授業１７回⽬   

９⽉２７⽇ ⽊   平常授業１７回⽬   

９⽉２８⽇ ⾦   平常授業１７回⽬   

９⽉２９⽇ ⼟   平常授業１７回⽬   

９⽉３０⽇ ⽇   平常授業１８回⽬   
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◆１０⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

１０⽉１⽇ ⽉   平常授業１８回⽬   

１０⽉２⽇ ⽕   平常授業１８回⽬   

１０⽉３⽇ ⽔   平常授業１８回⽬   

１０⽉４⽇ ⽊   平常授業１８回⽬   

１０⽉５⽇ ⾦   平常授業１８回⽬   

１０⽉６⽇ ⼟ ９⽉分授業終了 平常授業１８回⽬   

１０⽉７⽇ ⽇ １０⽉分授業開始 平常授業１９回⽬  ★英検1次試験 

１０⽉８⽇ ⽉   平常授業１９回⽬  

１０⽉９⽇ ⽕   平常授業１９回⽬   

１０⽉１０⽇ ⽔   平常授業１９回⽬   

１０⽉１１⽇ ⽊   平常授業１９回⽬   

１０⽉１２⽇ ⾦   平常授業１９回⽬   

１０⽉１３⽇ ⼟   平常授業１９回⽬   

１０⽉１４⽇ ⽇   平常授業２０回⽬   

１０⽉１５⽇ ⽉   平常授業２０回⽬   

１０⽉１６⽇ ⽕   平常授業２０回⽬   

１０⽉１７⽇ ⽔   平常授業２０回⽬   

１０⽉１８⽇ ⽊   平常授業２０回⽬   

１０⽉１９⽇ ⾦   平常授業２０回⽬   

１０⽉２０⽇ ⼟   平常授業２０回⽬   

１０⽉２１⽇ ⽇   平常授業２１回⽬   

１０⽉２２⽇ ⽉   平常授業２１回⽬   

１０⽉２３⽇ ⽕   平常授業２１回⽬   

１０⽉２４⽇ ⽔   平常授業２１回⽬   

１０⽉２５⽇ ⽊   平常授業２１回⽬   

１０⽉２６⽇ ⾦   平常授業２１回⽬   

１０⽉２７⽇ ⼟ １０⽉分授業終了 平常授業２１回⽬   

１０⽉２８⽇ ⽇ １１⽉分授業開始 平常授業２２回⽬   

１０⽉２９⽇ ⽉   平常授業２２回⽬   

１０⽉３０⽇ ⽕   平常授業２２回⽬   

１０⽉３１⽇ ⽔   平常授業２２回⽬   
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◆１１⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

１１⽉１⽇ ⽊   平常授業２２回⽬   

１１⽉２⽇ ⾦   平常授業２２回⽬   

１１⽉３⽇ ⼟   平常授業２２回⽬   

１１⽉４⽇ ⽇   平常授業２３回⽬  英検⼆次試験 A⽇程 

１１⽉５⽇ ⽉   平常授業２３回⽬   

１１⽉６⽇ ⽕   平常授業２３回⽬   

１１⽉７⽇ ⽔   平常授業２３回⽬   

１１⽉８⽇ ⽊   平常授業２３回⽬   

１１⽉９⽇ ⾦   平常授業２３回⽬   

１１⽉１０⽇ ⼟   平常授業２３回⽬   

１１⽉１１⽇ ⽇   平常授業２４回⽬   英検⼆次試験 B⽇程 

１１⽉１２⽇ ⽉   平常授業２４回⽬   

１１⽉１３⽇ ⽕   平常授業２４回⽬   

１１⽉１４⽇ ⽔   平常授業２４回⽬   

１１⽉１５⽇ ⽊   平常授業２４回⽬   

１１⽉１６⽇ ⾦   平常授業２４回⽬   

１１⽉１７⽇ ⼟ １１⽉分授業終了 平常授業２４回⽬   

１１⽉１８⽇ ⽇ １２⽉分授業開始 平常授業２５回⽬  

１１⽉１９⽇ ⽉   平常授業２５回⽬   

１１⽉２０⽇ ⽕   平常授業２５回⽬   

１１⽉２１⽇ ⽔   平常授業２５回⽬   

１１⽉２２⽇ ⽊   平常授業２５回⽬   

１１⽉２３⽇ ⾦   平常授業２５回⽬   

１１⽉２４⽇ ⼟   平常授業２５回⽬   

１１⽉２５⽇ ⽇   平常授業２６回⽬   

１１⽉２６⽇ ⽉   平常授業２６回⽬   

１１⽉２７⽇ ⽕   平常授業２６回⽬   

１１⽉２８⽇ ⽔   平常授業２６回⽬   

１１⽉２９⽇ ⽊   平常授業２６回⽬   

１１⽉３０⽇ ⾦   平常授業２６回⽬   
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◆１２⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

１２⽉１⽇ ⼟   平常授業２６回⽬ ・冬期講習前 懇談希望者 
 懇談予約受付開始→12⽉７⽇まで 
 （PM７：００〜１０：００ 

１２⽉２⽇ ⽇   平常授業２７回⽬   

１２⽉３⽇ ⽉   平常授業２７回⽬   

１２⽉４⽇ ⽕   平常授業２７回⽬   

１２⽉５⽇ ⽔   平常授業２７回⽬   

１２⽉６⽇ ⽊   平常授業２７回⽬   

１２⽉７⽇ ⾦   平常授業２７回⽬   

１２⽉８⽇ ⼟ １２⽉分授業終了 平常授業２７回⽬   

１２⽉９⽇ ⽇   休み   

１２⽉１０⽇ ⽉   休み   

１２⽉１１⽇ ⽕   休み   

１２⽉１２⽇ ⽔   休み   

１２⽉１３⽇ ⽊   休み   

１２⽉１４⽇ ⾦   休み   

１２⽉１５⽇ ⼟   休み   

１２⽉１６⽇ ⽇ 冬期講習開始 冬期講習１週⽬    

１２⽉１７⽇ ⽉   冬期講習１週⽬    

１２⽉１８⽇ ⽕   冬期講習１週⽬    

１２⽉１９⽇ ⽔   冬期講習１週⽬    

１２⽉２０⽇ ⽊   冬期講習１週⽬    

１２⽉２１⽇ ⾦   冬期講習１週⽬    

１２⽉２２⽇ ⼟   冬期講習１週⽬    

１２⽉２３⽇ ⽇   冬期講習２週⽬    

１２⽉２４⽇ ⽉   冬期講習２週⽬    

１２⽉２５⽇ ⽕   冬期講習２週⽬    

１２⽉２６⽇ ⽔   冬期講習２週⽬    

１２⽉２７⽇ ⽊   冬期講習２週⽬    

１２⽉２８⽇ ⾦   冬期講習２週⽬    

１２⽉２９⽇ ⼟   冬期講習２週⽬    

１２⽉３０⽇ ⽇   休み    

１２⽉３１⽇ ⽉   休み    
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★２０１９年 
◆１⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

１⽉１⽇ ⽕   休み    

１⽉２⽇ ⽔   休み    

１⽉３⽇ ⽊   休み    

１⽉４⽇ ⾦   冬期講習３週⽬    

１⽉５⽇ ⼟   冬期講習３週⽬    

１⽉６⽇ ⽇   冬期講習３週⽬    

１⽉７⽇ ⽉   冬期講習３週⽬    

１⽉８⽇ ⽕   冬期講習３週⽬    

１⽉９⽇ ⽔   冬期講習３週⽬    

１⽉１０⽇ ⽊ 冬期講習終了 冬期講習３週⽬  

１⽉１１⽇ ⾦ １⽉分授業開始 平常授業２８回⽬   

１⽉１２⽇ ⼟   平常授業２８回⽬   

１⽉１３⽇ ⽇   平常授業２８回⽬   

１⽉１４⽇ ⽉   平常授業２８回⽬   

１⽉１５⽇ ⽕   平常授業２８回⽬   

１⽉１６⽇ ⽔   平常授業２８回⽬   

１⽉１７⽇ ⽊   平常授業２８回⽬   

１⽉１８⽇ ⾦   平常授業２９回⽬   

１⽉１９⽇ ⼟   平常授業２９回⽬   

１⽉２０⽇ ⽇   平常授業２９回⽬   

１⽉２１⽇ ⽉   平常授業２９回⽬  

１⽉２２⽇ ⽕   平常授業２９回⽬   

１⽉２３⽇ ⽔   平常授業２９回⽬   

１⽉２４⽇ ⽊   平常授業２９回⽬   

１⽉２５⽇ ⾦   平常授業３０回⽬   

１⽉２６⽇ ⼟   平常授業３０回⽬   

１⽉２７⽇ ⽇   平常授業３０回⽬  ★英検 1次試験 

１⽉２８⽇ ⽉   平常授業３０回⽬   

１⽉２９⽇ ⽕   平常授業３０回⽬   

１⽉３０⽇ ⽔   平常授業３０回⽬   

１⽉３１⽇ ⽊   平常授業３０回⽬   
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◆２⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

２⽉１⽇ ⾦ ２⽉分授業開始 平常授業３１回⽬   

２⽉２⽇ ⼟   平常授業３１回⽬   

２⽉３⽇ ⽇   平常授業３１回⽬   

２⽉４⽇ ⽉   平常授業３１回⽬   

２⽉５⽇ ⽕   平常授業３１回⽬   

２⽉６⽇ ⽔   平常授業３１回⽬   

２⽉７⽇ ⽊   平常授業３１回⽬   

２⽉８⽇ ⾦   平常授業３２回⽬   

２⽉９⽇ ⼟   平常授業３２回⽬   

２⽉１０⽇ ⽇   平常授業３２回⽬   

２⽉１１⽇ ⽉   平常授業３２回⽬   

２⽉１２⽇ ⽕   平常授業３２回⽬   

２⽉１３⽇ ⽔   平常授業３２回⽬   

２⽉１４⽇ ⽊   平常授業３２回⽬   

２⽉１５⽇ ⾦   平常授業３３回⽬   

２⽉１６⽇ ⼟   平常授業３３回⽬   

２⽉１７⽇ ⽇   平常授業３３回⽬   

２⽉１８⽇ ⽉   平常授業３３回⽬   

２⽉１９⽇ ⽕   平常授業３３回⽬   

２⽉２０⽇ ⽔   平常授業３３回⽬   

２⽉２１⽇ ⽊   平常授業３３回⽬   

２⽉２２⽇ ⾦ ３⽉分授業開始 平常授業３４回⽬   

２⽉２３⽇ ⼟   平常授業３４回⽬   

２⽉２４⽇ ⽇   平常授業３４回⽬  英検⼆次試験 A⽇程 

２⽉２５⽇ ⽉   平常授業３４回⽬   

２⽉２６⽇ ⽕   平常授業３４回⽬   

２⽉２７⽇ ⽔   平常授業３４回⽬   

２⽉２８⽇ ⽊   平常授業３４回⽬   
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◆３⽉ 曜⽇ 特記事項 授業回数   

３⽉１⽇ ⾦   平常授業３５回⽬   

３⽉２⽇ ⼟   平常授業３５回⽬   

３⽉３⽇ ⽇   平常授業３５回⽬  英検⼆次試験 A⽇程 

３⽉４⽇ ⽉   平常授業３５回⽬   

３⽉５⽇ ⽕   平常授業３５回⽬   

３⽉６⽇ ⽔   平常授業３５回⽬   

３⽉７⽇ ⽊   平常授業３５回⽬   

３⽉８⽇ ⾦   平常授業３６回⽬   

３⽉９⽇ ⼟   平常授業３６回⽬   

３⽉１０⽇ ⽇   平常授業３６回⽬   

３⽉１１⽇ ⽉   平常授業３６回⽬   

３⽉１２⽇ ⽕   平常授業３６回⽬   

３⽉１３⽇ ⽔   平常授業３６回⽬   

３⽉１４⽇ ⽊   平常授業３６回⽬   

３⽉１５⽇ ⾦ 以下未定     

３⽉１６⽇ ⼟       

３⽉１７⽇ ⽇       

３⽉１８⽇ ⽉       

３⽉１９⽇ ⽕       

３⽉２０⽇ ⽔       

３⽉２１⽇ ⽊       

３⽉２２⽇ ⾦       

３⽉２３⽇ ⼟       

３⽉２４⽇ ⽇       

３⽉２５⽇ ⽉       

３⽉２６⽇ ⽕       

３⽉２７⽇ ⽔       

３⽉２８⽇ ⽊       

３⽉２９⽇ ⾦       

３⽉３０⽇ ⼟       

３⽉３１⽇ ⽇       
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●⼊校費等（全学年・個別・⼀⻫共通） 
  

◆⼊校費  ３００００円（税別） 
（⼊塾時のみ ・ ２ヶ⽉以上塾をお休みされる場合は再度必要となります） 

  

  ◆⽣徒管理費 （年１回・４⽉に・途中⼊塾の場合は初⽉に） 
  ・以下の種類の中から１つお選びください・最終ページに選択欄がございますので、そちらでチェックを 
   お願いします。 
  ・電話対応は、原則として⽉〜⼟のPM７：００〜PM１０：００となります。それ以外の時間はメールで 
   受付しております。 
  ・電話番号は、０７４５−７３−０５０５のみとなります。 
  ・成績管理・テストの採点・電話連絡・コピー代・⾃習室利⽤料・郵送の事務費⽤等 
  
  ●Aタイプ 
   ２０９００円（税別）（郵送なし） 

 ・受講料明細等の連絡はメール⼜はラインでのお知らせとなります。 
 ・懇談は希望される場合、夏期講習前と冬期講習前にさせていただいております。それ以外の懇談は原則として有料となります。 
 ・ 昨年９割以上の⽅が選択されています。 

  
●Bタイプ 
  ２３９００円（税別）（郵送あり） 
    ・明細を毎⽉郵送いたします。 

  
●ライン登録割引 
・⽣徒さんが登録される場合➡⽣徒管理費が ５００円引き になります。 
・親御さんが登録される場合➡⽣徒管理費がさらに ５００円引き になります。 
・連絡のやりとりは主にラインになります。⽋席遅刻連絡等もラインでしてくださって⼤丈夫です。 
・ライン登録は、当予備校のラインアットに登録いただくとともに、当予備校の通常のラインでやりとりできるように設
定をしていただきます。 
・ライン登録されば場合は、当校で実施したテストの結果、当校のサービスやその他のサービス、お知らせがメールやラ
インで配信される場合もございますので予めご了承ください。 
  
●合格体験記・定期テストUP体験記・英検合格体験記・TOEIC点数UP体験記割引➡ １０００円引き    
 広告に名前（苗字のみで⼤丈夫です）と学校名と合格内容・点数アップの内容を載せさせていただいても⼤丈夫な場合
は、 ⽣徒管理費が１０００円引き になります。 
 

  ・出⽋・遅刻の連絡⽤ renraku01@googlegroups.com   
  
・例外連絡⽤      reigai01@googlegroups.com 
   
⽋席遅刻の連絡の際、必ず①お名前②学年③所属校（例えば⻄⼤寺校）④⽋席か遅刻か⑤理由を明記してください。 
  
・ライン登録をされている場合はラインで上記の情報をいただいても⼤丈夫です。 
・個別・⼀⻫授業の受講料明細は、メール⼜はラインで送信いたします。 
・当校で実施したテストの結果、当校のサービスやその他のサービス、お知らせがメールやラインで配信される場合もご
ざいますので予めご了承ください。 
・当校を退会した場合は、当該メールアドレスは１ヶ⽉経つと使⽤できなくなりますので、当予備校とのやりとり以外で
使⽤なさらないようにお願いします。また必要な情報はメールアドレスが使えなくなる前に印刷して保存くださいますよ
うお願いします。 

◆メールについての注意 
・割り当てられたメールアドレスは、あくまで当社が保持するメールアドレスを受講期間内のみお貸しするものでありま
すので、当社以外とのやり取りには使⽤なさらないようにお願いいたします。また、設定を⾏ったり、連絡事項が届いて
いるかを確認したりするために、当社がそのメールアドレスのアカウントに無断でサイインインすることがございます。
また、当社との契約を解約された場合には、解除後１週間で、メールアドレスのアカウントは利⽤できなくなりますの
で、重要な情報はその都度印刷等で残していただきますようにお願いいたします。 
・割り当てられたメールアドレスのパスワードは、絶対に変更しないようにお願いいたします。  
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●松本英検教室 
 
 
◆通常コース（６週間の総費⽤） 
コース 通常受講料 プリント代 

３級合格コース ２００００円 ５０００円 

準２級合格コース ２３０００円 ５０００円 

２級合格コース ２７０００円 ５０００円 

準１級合格コース ２９０００円 ５０００円 

１級合格コース ３９０００円 ５０００円 
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◆継続コース（解約可）（英検教室のみの受講者） 
 
・解約期間 
 １回⽬（７⽉２１⽇〜７⽉２７⽇） 
 ２回⽬（１２⽉１⽇〜１２⽉７⽇） 
 ３回➡⾃動終了となります。 
  
 当教室に登録されているラインかお電話にて上記の期間に解約の旨のご連絡をいただきましたら、解約
させていただきます。上記解約期間に解約の申し出がない場合は、次の回（さらに６週間）のお申込みが
あったとみなします。６週間の授業は途中解約や部分受講はできません。 
・⽣授業は、６回（英作⽂対策５回・2次⾯接対策１回）となります。残りは、⾳声⼜は映像授業となります（⽣授業のう
ち１回は事情により⾳声授業⼜は映像授業にかわることがございます。２回⽬以降からそのようになる場合は、１コマに
つき９００円受講料を減額させていただきます。） 
・２次⾯接対策（１回）は、先⽣１⼈につき⽣徒１⼈〜４⼈で⾏いますが予定が講師とあわない場合は、⾯接オリエン
テーション⾳声での対応となります。その場合でも受講料の変更はございません。 
・当教室で、英検の試験の申込や、申し込みの仲介は⼀切⾏っておりませんので、各⾃、受験する級を⾃分でお申し込み
くださいますようお願いします。 
・１級合格コースのみ、英作⽂⽣授業５回（１対４）、⾯接対策⽣授業３回（マンツーマン）のみの授業となり、⾳声や
映像の授業はございません。 
 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

３級合格 コース 
 
 

受講料 １６９００円 
テキスト代   ０円 
 
・３級の録⾳授業１２回分 
・３級の英作⽂対策５回 
・３級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★３級に合格した場合 
➡準２級合格コース 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・準２級の英作⽂対策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★３級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・３級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★準２級に合格した場合 
➡２級合格コース 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
★準２級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・準２級⼜は２級の英作⽂対 
策５回 
・２級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
 
★３級に合格の場合 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
★３級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・３級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 
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コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

準２級合格 コース 受講料 １７９００円 
テキスト代   ０円 
 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・準２級の英作⽂対策５回 
・準２の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★準２級に合格した場合 
➡２級合格コース 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★準２級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・準２級⼜は２級の英作⽂対 
策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★２級に合格した場合 
➡準１級合格コース 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
★２級に不合格の場合 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・２級⼜は準１級の英作⽂対策
５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
★準２級に合格の場合 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
★準２級に不合格の場合 
・準２級⼜は２級の英作⽂対策
５回 
・２級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
 

 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

２級合格 コース 受講料 １８９００円 
テキスト代   ０円 
 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★２級に合格した場合 
➡準１級合格コース 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
★２級に不合格の場合 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・２級⼜は準１級の英作⽂対 
策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★準１級に合格した場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 
 
 
★２級に合格した場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
★２級に不合格の場合 
・２級⼜は準１の英作⽂対 策
５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 
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コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

準１級合格 コース 受講料 １９９００円 
テキスト代   ０円 
 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★準１級に合格した場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
 
 
 
 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 
 

受講料  １３９００円 
テキスト代 ０円 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策２回 
 
 
★準１級に合格の場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 

 
 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

１級合格 コース 受講料 ２９９００円 
テキスト代   ０円 
 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 

受講料  ２７０００円 
テキスト代 ０円 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
 

受講料  ２７０００円 
テキスト代 ０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
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◆継続コース（解約可）（予備校部⼜は個別教室の受講者） 
 
・解約期間 
 １回⽬（７⽉２１⽇〜７⽉２７⽇） 
 ２回⽬（１２⽉１⽇〜１２⽉７⽇） 
 ３回➡⾃動終了となります。 
  
 当教室に登録されているラインかお電話にて上記の期間に解約の旨のご連絡をいただきましたら、解約
させていただきます。上記解約期間に解約の申し出がない場合は、次の回（さらに６週間）のお申込みが
あったとみなします。６週間の授業は途中解約や部分受講はできません。 
・⽣授業は、６回（英作⽂対策５回・2次⾯接対策１回）となります。残りは、⾳声⼜は映像授業となります（⽣授業のう
ち１回は事情により⾳声授業⼜は映像授業にかわることがございます。２回⽬以降からそのようになる場合は、１コマに
つき９００円受講料を減額させていただきます。） 
・２次⾯接対策（１回）は、先⽣１⼈につき⽣徒１⼈〜４⼈で⾏いますが予定が講師とあわない場合は、⾯接オリエン
テーション⾳声での対応となります。その場合でも受講料の変更はございません。 
・当教室で、英検の試験の申込や、申し込みの仲介は⼀切⾏っておりませんので、各⾃、受験する級を⾃分でお申し込み
くださいますようお願いします。 
・１級合格コースのみ、英作⽂⽣授業５回（１対４）、⾯接対策⽣授業３回（マンツーマン）のみの授業となり、⾳声や
映像の授業はございません。 
 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

３級合格コース 
 
 

受講料   ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
・３級の録⾳授業１２回分 
・３級の英作⽂対策５回 
・３級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★３級に合格した場合 
➡準２級合格コース 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・準２級の英作⽂対策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★３級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・３級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★準２級に合格した場合 
➡２級合格コース 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
★準２級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・準２級⼜は２級の英作⽂対 
策５回 
・２級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
 
★３級に合格の場合 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
 
★３級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・３級⼜は準２級の英作⽂対 
策５回 
・３級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 
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コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

準２級合格 コース 受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
・準２級の録⾳授業１２回分 
・準２級の英作⽂対策５回 
・準２の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★準２級に合格した場合 
➡２級合格コース 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★準２級に不合格の場合 
 ⼜は未受験の場合 
・２級の録⾳授業１２回分 
・準２級⼜は２級の英作⽂対 
策５回 
・準２級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★２級に合格した場合 
➡準１級合格コース 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
★２級に不合格の場合 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・２級⼜は準１級の英作⽂対策
５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
 
★準２級に合格の場合 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 
 
 
★準２級に不合格の場合 
・準２級⼜は２級の英作⽂対策
５回 
・２級の⾯接対策１回 
・準２級の⾯接対策１回 

 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

２級合格 コース 受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
・２級の録⾳授業１２回分 
・２級の英作⽂対策５回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★２級に合格した場合 
➡準１級合格コース 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
 
 
 
 
 
 
 
★２級に不合格の場合 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・２級⼜は準１級の英作⽂対 
策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★準１級に合格した場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 
 
 
★２級に合格した場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 
 
 
★２級に不合格の場合 
・２級⼜は準１の英作⽂対 策
５回 
・準１級の⾯接対策１回 
・２級の⾯接対策１回 
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コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

準１級合格 コース 受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
・準１級の録⾳授業１２回分 
・準１の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策１回 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★準１級に合格した場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
 
 
 
 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 
 

受講料  ９７００円 
テキスト代 ９００円 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策２回 
 
 
★準１級に合格の場合 
➡１級合格コース 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
（この場合のみ受講料は、 
２７０００円となります。） 
 
★準１級に不合格の場合 
・準１級の英作⽂対策５回 
・準１級の⾯接対策２回 

 
 

コース １回⽬（６週間） ２回⽬（６週間） ３回⽬（６週間） 

１級合格コース 受講料 ２９９００円 
テキスト代   ０円 
 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 

受講料  ２７０００円 
テキスト代 ０円 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
 

受講料  ２７０００円 
テキスト代 ０円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
★１級に合格した場合 
➡英検の授業は終了となりま
す。上記の受講料はかかりませ
ん。 
 もしよければ松本英検教室の
講師採⽤に応募してください。 
 
★１級に不合格の場合 
・１級の英作⽂対策５回 
・１級の⾯接対策３回 
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◆英検 個別授業（６週間の総費⽤） 

コース 通常受講料 特別受講料 プリント代 

３級合格コース ４５０００円 なし ５０００円 

準２級合格コース ４６０００円 なし ５０００円 

２級合格コース ４７０００円 なし ５０００円 

準１級合格コース ４９０００円 なし ５０００円 

１級合格コース ５９０００円 なし ５０００円 

12回の⾳声授業が１・１の個別授業になります。英作⽂、⾯接対策については、通常授業と同じです。 
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●松本TOEIC教室 
  

◆個別授業（６週間の総費⽤） 

コース 通常受講料 割引受講料 プリント代 

６００点突破コース 
７００点突破コース 
８００点突破コース 
９００点突破コース 

  
   ５９０００円 
  

  
  ３９０００円 
  

  
    ５０００円 
  

  
・１１回のマンツーマンの⽣授業となります。 
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◆平常授業料 ⾼校部・⾼卒部 
           
◆受講料 平常授業１ヶ⽉（平常授業３回分）の受講料（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位のお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉単位のお申し込み） 

⾼１〜⾼卒 講習に参加さ
れる場合 

１科⽬につき ３９００円 
  

７９００円 

講習に参加さ
れない場合 

１科⽬につき 
  

７９００円 ９９００円 

  
  
◆諸費⽤（テキスト･プリント代・教室維持費等）  年３回    （税別） 

  諸費⽤１学期分  諸費⽤２学期分  諸費⽤３学期分  

◆１科⽬につき ３９００円 ４９００円 ３９００円 

  
・    ⼊塾の初学期は割引受講料となります。 
・    ２学期以降は、⼀⻫授業４科⽬以上受講されている場合で、講習に参加される場合、かつ、学期単位の申し込みの場合のみ、１科⽬あたり３９

００円（税別）となります。 
・    ２学期以降は、講習に参加される場合、かつ、学期単位の申し込みの場合は１科⽬５９００円になります。 
・    ２学期以降は、３科⽬申し込みで、講習に参加される場合、かつ、学期単位の申し込みの場合は受講料の合計は１５６００円になります。 
・    ４⽉１８⽇〜４⽉２４⽇の間の⼀⻫授業は何科⽬きても無料体験として受講料はかかりませんが、２週⽬もくる場合はその科⽬については、４

⽉１８⽇からの受講料（すなわち４⽉分は満額）かかります。 
・    夏期講習の１週⽬（７⽉２２⽇〜７⽉２８⽇）の間の⼀⻫授業は何科⽬きても無料体験として受講料はかかりませんが、２週⽬もくる場合はそ

の科⽬については、夏期講習の１週⽬からの受講料（すなわち夏期講習分は満額）かかります。 
・    冬期講習の１週⽬（７⽉２２⽇〜７⽉２８⽇）の間の⼀⻫授業は何科⽬きても無料体験として受講料はかかりませんが、２週⽬もくる場合はそ

の科⽬については、冬期講習の１週⽬からの受講料（すなわち冬期講習分は満額）かかります。 
・    学期の途中⼊塾の場合でも、上記学期の諸費⽤全額がかかります。 
・    講習不参加の場合、講習部分参加の場合、１ヶ⽉でも休塾された場合、８⽉分を受講されない場合、ひと⽉の授業を部分参加の場合は、その翌

⽉の受講料から割り引き料⾦ではなく、通常料⾦となります。上記いずれかの場合で、続けて受講される際は、通常料⾦を⼝座から引き落とし
となりますのであらかじめご了承ください。 

・    学期の途中で科⽬を減らされても、その分の受講料は減額されません。変更期間のときに科⽬を減らされる場合に限り、減額いたします。 
・    学期に１⽇でも参加されると、その学期分の諸費⽤が全額かかります。 
・    諸費⽤・⽣徒管理費につきましては、納⼊後、退塾もしくは休塾されても返還できませんので予めご了承ください。また、この費⽤には塾外の

模擬テストの費⽤は含まれません。また、受講科⽬により、別途市販のテキストを必要とする場合がございますが、その分の費⽤は含まれてお
りません。 

・    テキストは、学年・科⽬によって冊⼦になっている場合もあればプリントになっている場合もございます。 
・    ひと⽉毎のお⽀払いの場合でも、⽉の１回⽬の授業を1科⽬でも受講されると、その⽉の⽉謝が全額かかります。予めご了承ください。 
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◆ 講習授業料 ⾼校部・⾼卒部（⼀⻫授業） 
    ・講習につきましては、諸費⽤（テキスト代プリント代等）はございません。 
    ・科⽬により、別途市販のテキストや参考書を購⼊していただく必要がある場合がございます。 

  
     ◆通常春期講習・通常夏期講習・通常冬期講習の受講料（税別） 

学年 春期講習 
（各科⽬４回） 

夏期講習 
（各科⽬５回） 
（英・数のみ１０回） 

冬期講習 
（各科⽬３回） 
（英・数のみ１０回） 

⾼１〜⾼３・
⾼卒 

１科⽬ 
７９００円 

英語・数学系科⽬ 
➡１科⽬ １７０００円 
（録⾳授業を含めた授業
時間が他の科⽬の２倍と
なるため） 
 
他の科⽬ １科⽬ 

９７００円 

英語・数学系科⽬ 
➡１科⽬ １１０００円 
（録⾳授業を含めた授業
時間が他の科⽬の２倍と
なるため） 
 
他の科⽬ １科⽬ 

６７００円 

・    講習時に科⽬を減らされて、その後平常授業で再び受講される場合、その科⽬については次の学期から通常
受講料となります。 

・    平常授業を科⽬セットで受講されていて、講習時に科⽬を減らされる場合、次の学期以降はセット割引が適
⽤されず、かつ、講習を受講しなかった場合の受講料となります。 

・    社会は⼩テスト対応となる場合がございます。 

  
  
  
 

★平常授業科⽬数セット割引 
 ４科⽬以上受講者は、１科⽬あたり３９００円で受講できます。テキスト代は通常どおりとなります。 
・例 ３科⽬受講 ５９００×３＝１７７００円（通常） ➡１５６００円 
・例 ４科⽬受講 ５９００×４＝２３６００円（通常） ➡ ３９００×４＝１５６００円 
・例 ５科⽬受講 ５９００×５＝２９５００円（通常） ➡ ３９００×５＝１９５００円 
・通常の⽣授業は１科⽬とカウントします。１科⽬５９００円未満の授業は０.５科⽬とカウントします。 
・受講料は毎⽉かかります。 
・３科⽬受講の場合も、１５６００円となります。 
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◆個別授業料 ⼩学部・中学部 
           
◆受講料（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位でのお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉毎のお申し込み） 

  
  
  
  
⼩４〜⼩６ 
中１〜中３ 
  

  
  
講習に参加される場合 

  
  
１科⽬ 

  
１・２  ５９００円 
  
１・１  ８７００円 
  

  
１・２ ７９００円 
  
１・１ １０７００円 

  
  
講習に参加されない場合 

  
  
１科⽬ 
  

  
１・２  ７９００円 
  
１・１  １０７００円 
  

  
１・２ ９９００円 
  
１・１ １１９００円 

  
  
◆諸費⽤（税別）（テキスト･プリント代・教室維持費等）  年３回    

  諸費⽤１学期分  諸費⽤２学期分  諸費⽤３学期分  

◆１科⽬につき ４９００円 ５９００円 ４９００円 

  

・    ⼊塾の初学期は割引受講料となります。 
・    同じ科⽬であってもそれを週２時間される場合、諸経費は２科⽬扱いとなります。週３時間以上の場合も諸

経費はその分加算されます。 
・    学期の途中⼊塾の場合でも、上記学期の諸費⽤全額がかかります。 
・    講習不参加の場合、講習部分参加の場合、１ヶ⽉でも休塾された場合、８⽉分を受講されない場合、ひと⽉

の授業を部分参加の場合は、その翌⽉の受講料から、割引き料⾦ではなく、通常料⾦となります。上記いず
れかの場合で、続けて受講される際は、通常料⾦を⼝座から引き落としとなりますのであらかじめご了承く
ださい。 

・    学期の途中で科⽬を減らされても、その分の受講料は減額されません。変更期間のときに科⽬を減らされる
場合に限り、減額いたします。 

・    ⼀度決まった授業の曜⽇・時間は、その学期中には変更できません。来られなくなっても通常どおりの受講
料がかかります。 

・    やむを得ない事情で⼀度きまった授業の曜⽇・時間を変更する場合には、変更⼿数料として１回２０００円
がかかります。 

・    諸費⽤・⽣徒管理費につきましては、納⼊後、退塾もしくは休塾されても返還できませんので予めご了承く
ださい。また、この費⽤には塾外の模擬テストの費⽤は含まれません。また、別途市販のテキストを必要と
する場合がございます。 

・    テキストは、学年・科⽬によって冊⼦になっている場合もあればプリントになっている場合もございます。 
・    ひと⽉毎のお⽀払いの場合でも、⽉の１回⽬の授業を1科⽬でも受講されると、その⽉の⽉謝が全額かかりま

す。予めご了承ください。 
・    振り替えを希望する場合は、個別担当の講師に直接お申し出ください。そして、講師と予定をあわせて授業

を受講してください。ただし、振り替えが可能かどうか、有料か無料かは別記の個別授業規定に準じます。 
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★個別５科⽬セット割引（対象 中１〜中３） 
  

科⽬数 内容・平常授業 平常授業１ヶ⽉ 
（平常授業各科⽬３回分） 
の受講料 

諸経費 
  

５科⽬セット 英語（個別１・２ １ヶ⽉ ５９００円）×２ 
数学（個別１・２ １ヶ⽉ ５９００円）×２ 
国語（個別１・１ １ヶ⽉ ８７００円）×１ 
理科（個別１・２ １ヶ⽉ ５９００円）×１ 
社会（個別対応 １ヶ⽉ ３９００円）×１ 
（社会につきましては、⽇時がある程度指定
されます。社会は授業をするのではなく、勉
強のやり⽅を指導し毎回オリジナルテキスト
から覚える宿題を出し、⼩テストを⾏いま
す。また社会のみ２⼈以上になる場合がござ
います） 

通常 ４２１００円 
➡３４９００円 
（７２００円引） 

➡１９０００円 
 （学期に１回） 
  
  
  

・学期単位のお申し込みの場合のみの適⽤となります。 
・ひと⽉単位のお申し込みの場合は、セットのお申し込みをされても割引はございません。 
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◆個別講習授業料 ⼩学部・中学部 
  
  講習につきましては、原則として、諸費⽤込み（テキスト代プリント代等）の受講料となります。但し、科⽬により別途市
販のテキストや参考書を購⼊していただく必要がある場合がございます。 
  
    （税別） 

学年 春期講習（１科⽬につき４回） 夏期講習（１科⽬につき５回） 冬期講習（１科⽬につき３回） 

⼩４〜⼩６ 
 
中１〜中３ 

１科⽬ 
 １・２     ９３００円 
 １・１    １１９００円 
 社会（⾃習補助）４９００円 

 

１科⽬ 
 １・２    １２０００円 
 １・１    １５０００円 
 社会（⾃習補助）６５００円 

１科⽬ 
 １・２     ７０００円 
 １・１     ９０００円 
 社会（⾃習補助）３９００円 

５科⽬セット
割 

  

４９０００円 ５９０００円 ３９０００円 

・    講習時に科⽬を減らされて、その後平常授業でその科⽬を受講される場合はその科⽬については通常受講料とな
ります。 
・    社会は⾃習補助となります。授業を⾏うのではなく、勉強の仕⽅を教え、覚える宿題を指定し、毎回⼩テストで
習熟度を確認していく講座となります。２⼈以上になる場合がございます。また⽇時の指定があります。 
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◆個別授業料 ⾼校部・⾼卒部 
  

◆平常受講料 ⾼校部①（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位でのお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉毎のお申し込み） 

⾼１〜⾼卒 
  

  
  
講習に参加される場合 

  
  
１科⽬ 

  
１・２  ７３００円 
  
１・１  ９３００円 
  

  
１・２ ９９００円 
  
１・１ １３３００円 

  
  
講習に参加されない場合 

  
  
１科⽬ 
  

  
１・２  ９９００円 
  
１・１  １３３００円 
  

  
１・２ １４９００円 
  
１・１ １８３００円 

  
  
◆平常受講料 ⾼校部②（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位でのお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉単位のお申し込み） 

  
  
  
  
⾼１〜⾼卒 
  

  
  
講習に参加される場合 
  
  

  
  
１科⽬ 

  
１・２  ９０００円 
  
１・１  １１０００円 

  
１・２ １１９００円 
  
１・１ １３９００円 

  
  
講習に参加されない場合 
  
  

  
  
１科⽬ 
  

  
１・２  １１９００円 
  
１・１  １３９００円 

  
１・２ １５９００円 
  
１・１ １７９００円 
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◆平常受講料 ⾼校部③（特別指名講師）（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位でのお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉単位のお申し込み） 

  
  
  
  
⾼１〜⾼卒 
  

  
  
講習に参加される場合 
  
  

  
  
１科⽬ 

  
１・２  ９９００円 
  
１・１  １２９００円 

  
１・２ １２９００円 
  
１・１ １４９００円 

  
  
講習に参加されない場合 
  
  

  
  
１科⽬ 
  

  
１・２  １２９００円 
  
１・１  １４９００円 

  
１・２ １５９００円 
  
１・１ １７９００円 

  
 
◆平常受講料 ⾼校部④（⼩論⽂・現代⽂記述対策）（税別） 

学年 講習参加 科⽬ 割引受講料 
（学期単位でのお申し込み） 

通常受講料 
（ひと⽉単位のお申し込み） 

  
  
  
  
⾼１〜⾼卒 
  

  
  
講習に参加される場合 
  
  

  
  
１科⽬ 

  
１・２  １１０００円 
  
１・１  １３９００円 

  
１・２ １３０００円 
  
１・１ １５９００円 

  
  
講習に参加されない場合 
  
  

  
  
１科⽬ 
  

  
１・２  １３０００円 
  
１・１  １５９００円 

  
１・２ １７９００円 
  
１・１ １９９００円 
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◆⾼校個別諸費⽤（税別）（テキスト･プリント代・教室維持費等）  年３回    

  諸費⽤１学期分  諸費⽤２学期分  諸費⽤３学期分  

◆１科⽬につき ５９００円 ６９００円 ５９００円 

  
・    ⼊塾の初学期は割引受講料となります。 
・    同じ科⽬であってもそれを週２時間される場合、諸経費は２科⽬扱いとなります。週３時間以上の場合も諸経費はその分加算されます。 
・    学期の途中⼊塾の場合でも、上記学期の諸費⽤全額がかかります。 
・    講習不参加の場合、講習部分参加の場合、１ヶ⽉でも休塾された場合、８⽉分を受講されない場合、ひと⽉の授業を部分参加の場合は、その翌

⽉の受講料から割り引き料⾦ではなく、通常料⾦となります。上記いずれかの場合で、続けて受講される際は、通常料⾦を⼝座から引き落とし
となりますのであらかじめご了承ください。 

・    学期の途中で科⽬を減らされても、その分の受講料は減額されません。変更期間のときに科⽬を減らされる場合に限り、減額いたします。 
・    諸費⽤・⽣徒管理費につきましては、納⼊後、退塾もしくは休塾されても返還できませんので予めご了承ください。また、この費⽤には塾外の

模擬テストの費⽤は含まれません。また、別途市販のテキストを必要とする場合がございます。 
・    テキストは、学年・科⽬によって冊⼦になっている場合もあればプリントになっている場合もございます。 
・    途中で退塾されましても、諸費⽤は返還できませんので予めご了承ください。 
・    ひと⽉毎のお⽀払いの場合でも、⽉の１回⽬の授業を1科⽬でも受講されると、その⽉の⽉謝が全額かかります。予めご了承ください。 
・    ８⽉授業の受講料は、平常受講料と同⼀となります。 
・    ⼀旦納⼊された受講料は、途中退塾でも返⾦できませんので予めご了承ください。 
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◆個別 講習授業料 ⾼校部・⾼卒部 
  
  講習につきましては、原則として、諸費⽤（テキスト代プリント代等）はございません。 
  別途市販のテキストや参考書を購⼊していただく必要がある場合がございます。 

  
    （税別） 

学年 春期講習 
（１科⽬につき４コマ） 

夏期講習 
（１科⽬につき５コマ） 

冬期講習 
（１科⽬につき３コマ） 

⾼校① １科⽬ 
１・２ ９９００円 
１・１ １３２００円 

１科⽬ 
１・２ １３０００円 
１・１ １７０００円 

１科⽬ 
１・２ ７９００円 
１・１ ９９００円 

⾼校② １科⽬ 
１・２ １１９００円 
１・１ １５９００円 

１科⽬ 
１・２ １５０００円 
１・１ １９０００円 

１科⽬ 
１・２ ９９００円 
１・１ １１９００円 

⾼校③ １科⽬ 
１・２ １３９００円 
１・１ １７９００円 

１科⽬ 
１・２ １７０００円 
１・１ ２１０００円 

１科⽬ 
１・２ １１９００円 
１・１ １３９００円 

⾼校④ １科⽬ 
１・２ １６９００円 
１・１ １９９００円 

１科⽬ 
１・２ １９０００円 
１・１ ２３０００円 

１科⽬ 
１・２ １３９００円 
１・１ １５９００円 

・    講習時に科⽬を減らされて、その後平常授業でその科⽬を受講される場合は、その科⽬については通常受講料となります。 
・    上記は１科⽬につき３回（３時間）での受講料となります（夏期講習については１科⽬につき５回セットの受講料です）。 

  
⾼校①とは河合の偏差値で６０未満の⾼校の中間期末対策およびセンター試験レベルです。 
⾼校②とは河合の偏差値で６０以上の⾼校の中間期末対策および、国公⽴２次対策、関関同⽴対策、その他⾼校①に含まれないレベル科⽬となります。 
原則として数学以外の科⽬は１・１となりますが、数ⅢCや⽣徒のレベル、内容によって、数学でも１・１での⼿配となる場合はございます。懇談時に打
ち合わせをさせていただきます。 
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◆⽋席される場合の振り替え授業規定について（１学期につき） 
場合 内容 

◆１回⽬と２回⽬ 振り替え  
  ２時間前連絡あり 
 （メール登録済みの場合はメー
ルで連絡をお願いいたします。） 

無料で振り替え。こちらの指定時間となります。予定があわない等、
どうしても振り替えが不可能な場合は、１コマの受講料を差し引かせ
ていただきます。連絡があった場合でも原則として振り替えのご要望
があった場合のみ振り替えとなります。３学期は無料振替は１回のみ
となります。 

◆１回⽬と２回⽬ 振り替え  
  ２時間前連絡なし 
 

別⽇に振り替える場合は、別記の追加料⾦を申し受けます。なお、⽋
席分の通常授業料はかかります。 

◆３回⽬以降  
  ２時間前連絡あり 

別⽇の振り替えをご希望の場合は、別記の追加料⾦を申し受けます。
⽋席分の通常授業料はかかります。どうしても振り替えが不可能な場
合は、１コマの受講料を差し引かせていただきます。 

◆2回⽬以降  
  ２時間前連絡なし 

別⽇に振り替える場合は、別記の追加料⾦を申し受けます。なお、⽋
席分の通常授業料はかかります。 

※ 
・    連絡については、授業開始２時間前までにお願いします。それ以降に連絡をいただいた場合は、上記の連絡ありとはみなされませんので予めご

了承ください。２時間前を過ぎますと、⽋席連絡を伝える前に担当講師が塾に到着してしまい、所定の⼈件費が発⽣してしまいますのでご了承
願います。メール登録済みの場合は所定のメールアドレスにメールをくださいますようにお願いいたします。メール登録済みでない場合は、お
電話での受付となります。 

・    講習の場合は、２時間まえの事前連絡ありの場合、１回のみ無料振替ができます。 
・    途中⼊校の場合で、残りの学期のコマ数が８コマ以下の場合は、振替る場合は１回⽬であっても有料となります。 
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◆引き落とし⽇・内容  （学期単位でお申し込みの場合） 

引き落とし⽇ ⼀⻫授業 個別授業 

３⽉２６⽇ ①春期講習費⽤ 
②⽣徒管理費（内部⽣特典分） 

①春期講習費 
②⽣徒管理費（内部⽣特典分） 
⼀⻫授業を受講されている場合は、個別分の⽣徒管理費はかか
りません。⼀⻫授業の⽣徒管理費のみの請求となります。 

４⽉２７⽇ ①４⽉分（平常授業１回〜３回分） 
②５⽉分（平常授業４回〜６回分） 
③諸費⽤ 
④⽣徒管理費 
（先⽉の引き落とし⽇に内部⽣特典分として⽣徒管理費を⽀
払われている場合には請求はありません。） 
⑤英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

①４⽉分（平常授業１回〜３回分） 
②５⽉分（平常授業４回〜６回分） 
③諸費⽤ 
④⽣徒管理費 
（先⽉の引き落とし⽇に内部⽣特典分として⽣徒管理費を⽀払
われている場合には請求はありません。） 
⑤英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

５⽉２５⽇ 
  

①６⽉分（平常授業７回〜９回分） 
②７⽉分（平常授業１０回〜１２回分） 

①６⽉分（平常授業７回〜９回分） 
②７⽉分（平常授業１０回〜１２回分） 

６⽉２６⽇ 
  

なし なし 

７⽉２７⽇ 
  

①夏期講習費 ①夏期講習費 

８⽉２７⽇ 
  

①夏期講習プラス（受講された場合のみ） 
②８⽉分（平常授業１３回〜１５回分） 
③９⽉分（平常授業１６回〜１８回分） 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

①夏期講習プラス（受講された場合のみ） 
②８⽉分（平常授業１３回〜１５回分） 
③９⽉分（平常授業１６回〜１８回分） 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

９⽉２６⽇ 
  

①１０⽉分（１９回〜２１回分） 
②諸費⽤ 

①１０⽉分（１９回〜２１回分） 
②諸費⽤ 

１０⽉２６⽇ 
  

①１１⽉分（平常授業２２回〜２４回分） 
②１２⽉分（平常授業２５回〜２７回分） 

①１１⽉分（平常授業２２回〜２４回分） 
②１２⽉分（平常授業２５回〜２７回分） 

１１⽉２６⽇ 
  

なし なし 

１２⽉２５⽇ 
  

①冬期講習費 
②１⽉分（平常授業２８回〜３０回分） 
③諸費⽤ 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

①冬期講習費 
②１⽉分（平常授業２８回〜３０回分） 
③諸費⽤ 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

１⽉２５⽇ 
  

①冬期講習プラス（受講された場合のみ） 
②２⽉分（平常授業３１回〜３３回分） 
③３⽉分（平常授業３４回〜３６回分） 

①冬期講習プラス（受講された場合のみ） 
①２⽉分（平常授業３１回〜３３回分） 
②３⽉分（平常授業３４回〜３６回分） 

２⽉２５⽇ 
  

なし なし 
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◆引き落とし⽇・内容 （ひと⽉ごとのお申し込みの場合） 

引き落とし⽇ ⼀⻫授業 個別授業 

３⽉２６⽇ ①春期講習費⽤ 
②⽣徒管理費（内部⽣特典分） 

①春期講習費⽤ 
②⽣徒管理費（内部⽣特典分） 
⼀⻫授業を受講されている場合は、個別分の⽣徒管理費
はかかりません。⼀⻫授業の⽣徒管理費のみの請求とな
ります。 

４⽉２７⽇ ①４⽉分（平常授業１回〜３回分） 
②５⽉分（平常授業４回〜６回分） 
③諸費⽤ 
④⽣徒管理費 
（先⽉の引き落とし⽇に内部⽣特典分として⽣徒管理費
を⽀払われている場合には請求はありません。） 
⑤英検・TOEIC受講料・プリント代 
 （受講される場合のみ） 

①４⽉分（平常授業１回〜３回分） 
②５⽉分（平常授業４回〜６回分） 
③諸費⽤ 
④⽣徒管理費 
（先⽉の引き落とし⽇に内部⽣特典分として⽣徒管理費
を⽀払われている場合には請求はありません。） 
⑤英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

５⽉２５⽇ 
  

①６⽉分（平常授業７回〜９回分） ①６⽉分（平常授業７回〜９回分） 

６⽉２６⽇ 
  

①７⽉分（１０回〜１２回分） ①７⽉分（１０回〜１２回分） 

７⽉２７⽇ 
  

①夏期講習費 ①夏期講習費 

８⽉２７⽇ 
  

①夏期講習プラス（受講された場合のみ） 
②８⽉分（平常授業１３回〜１５回分） 
③９⽉分（平常授業１６回〜１８回分） 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

①夏期講習プラス（受講された場合のみ） 
②８⽉分（平常授業１３回〜１５回分） 
③９⽉分（平常授業１６回〜１８回分） 
④英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

９⽉２６⽇ 
  

①１０⽉分（１９回〜２１回分） 
②諸費⽤ 

①１０⽉分（１９回〜２１回分） 
②諸費⽤ 

１０⽉２６⽇ 
  

１１⽉分（平常授業２２回〜２４回分） １１⽉分（平常授業２２回〜２４回分） 

１１⽉２６⽇ 
  

１２⽉分（平常授業２５回〜２７回分） １２⽉分（平常授業２５回〜２７回分） 

１２⽉２５⽇ ①冬期講習費 
②１⽉分（平常授業２８回〜３０回分） 
③英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

①冬期講習費 
②１⽉分（平常授業２８回〜３０回分） 
③英検・TOEIC受講料・プリント代 
（受講される場合のみ） 

１⽉２５⽇ ①冬期講習プラス（受講された場合のみ） 
②２⽉分（平常授業３１回〜３３回分） 
③諸費⽤ 

①冬期講習プラス（受講された場合のみ） 
②２⽉分（平常授業３１回〜３３回分） 
③諸費⽤ 

２⽉２５⽇ ①３⽉分（平常授業３４回〜３６回分） ①３⽉分（平常授業３４回〜３６回分） 
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・平常授業３回分をひと⽉の受講料としております。 
・上記の受講料・諸費⽤・⽣徒管理費・講習費等の納⼊後は返⾦できませんので、あらかじめご了承ください。 
・諸費⽤は、通常のテキスト代プリント代・光熱費・塾内統⼀テスト代・確認テスト代等を含みます。（ただし学年科⽬によって統⼀テス
ト・確認テスト等のない場合もございます。また、⽣徒さん個別の要望による過去問題やテキスト印刷の場合は別途印刷費を申し受けます） 
・振替⽇が早まることはございませんが、当校の設定や⾦融機関の都合等によって、 振替⽇が１〜４⽇遅れる場合もございます のであらかじ
めご了承くださいますようお願いいたします。 
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◆受講科⽬ 
  受講される科⽬にお名前を記⼊してください。 

◆⼩学部 

●⽣授業 
◆⼀⻫ 
授業 

⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ ◆個別 
授業 

⼩３ ⼩４ ⼩５ ⼩６ 

国語         国語         

英語         英語         

算数         算数         

理科         理科         

社会         社会         

英検 
    級 

        英検 
    級 

        

その他         その他         

  
◆中学部 

●⽣授業 
◆⼀⻫授業 中１ 中２ 中３ ◆個別授業 中１ 中２ 中３ 

５科⽬ 
セット 

      ５科⽬ 
セット 

      

英数 
セット 

      英数 
セット 

      

国語       国語       

英語       英語       

数学       数学       

理科       理科       

社会       社会       

⾳楽       ⾳楽       

保健体育       保健体育       

技術       技術       

美術       美術       

英検    級       英検    級       

TOEIC       TOEIC       

その他       その他       
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◆⾼校部（⾼１〜⾼３・⾼卒） 
受講される科⽬にお名前を記⼊してください 

●⽣授業 
  ⼀⻫授業 個別授業 

★英語     

英語超基礎⽂法     

英語基礎⽂法     

英語超基礎⻑⽂     

英語基礎⻑⽂     

関関同⽴英語      

早慶英語     

市神阪英語     

京⼤英語     

センター英語     

★国語     

現代⽂基礎     

市神阪現代⽂     

古典基礎     

古典応⽤     

センター漢⽂     

⼩論⽂   

★数学     

センター数ⅠA 基礎     

センター数ⅠA 応⽤     

センター数ⅡB 基礎     

センター数ⅡB 応⽤     

市神阪⽂系 数学     

市神阪理系 数学     

関関同⽴理系数学   

★理科     

センター⽣物     

センター⽣物 基礎     

センター化学     

センター化学 基礎     

センター物理     

センター物理 基礎     
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市神阪化学     

市神阪物理     

★社会     

センター⽇本史     

関関同⽴⽇本史     

センター政治経済     

センター政治経済倫理     

関関同⽴政治経済     

センター地理     

★英検      級     
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◆お⽀払い⽅法 
  以下のお⽀払い⽅法をお選びいただけます。ご希望のお⽀払い⽅法を選び□にサインをしてください。 
  
  

▭ 学期単位でのお申し込み 
  （昨年度、９割以上の⽅がこの⽅法でのお申し込みです） 
   このお⽀払いの場合は、⼝座引き落としとなり、割引受講料適⽤となります。但し、 学期の途中で塾に来られなくなってもその学期の
終わりまでは受講料が通常どおりかかります。 なお、引越しや⽣徒本⼈の⻑期⼊院の場合のみ、今まで受講された分をひと⽉毎のお⽀払い扱
いに変更させていただきます。それ以外の理由につきましては、通常通り、学期の終了⽇までの受講料がかかりますので、あらかじめご了承
ください。 
 中３⽣の特例 
  私⽴を専願で合格された場合で、合格後２⽇以内に解約の連絡があった場合は２⽉分の受講料は２分の１返⾦となります（合格発表後の
受講はできなくなります。） 
 特⾊を合格された場合で、合格後２⽇以内に解約の連絡があった場合は、３⽉分の受講料は２分の１返⾦となります（合格発表後の受講は
できなくなります）。⽣徒管理費や諸費⽤当の返⾦はございませんので予めご了承ください。 
 ⾼校３年⽣・⾼卒の特例 
  国公⽴志望の場合は、⼀⻫・個別とも２⽉分（２⽉２１⽇まで）が学期単位での申し込みとなります（諸費⽤も２⽉２１⽇まで分しかか
かりません）。 
  私⽴志望の場合は、⼀⻫・個別とも１⽉分（１⽉末⽇まで）が学期単位での申し込みとなります（諸費⽤も２⽉２１⽇まで分しかかかり
ません）。 
 
  
 ◆変更・解約期間 
  下記の変更・解約期間にお申し出のない限り、次回解約期間まで同じ科⽬同じコマ数（講習と平常授業も含む）での⾃動更新となります。 
 こちらからは連絡がございませんので、次回講習を受講されない場合、科⽬の変更・解約のある場合は必ず下記の⽇時にお願いいたしま
す。 
  下記の期間にメールがない場合は、その期間につづく講習と次の学期のお申し込みがあるとみなされますので予めご了承ください。 
   １学期末で終了する場合（ ７⽉ ４⽇ 〜 ７⽉１０⽇） 
   ２学期末で終了する場合（１１⽉２６⽇ 〜 １２⽉２⽇） 
   ３学期末で終了する場合➡すべての受講は⼀旦終了しますので、特に連絡は必要ありません。 
  
以下のメールアドレスにその旨をメールを頂くか、お電話（０７４５－７３－０５０５ 
 PM７：００から１０：００）ください。 

  
 reigai01@googlegroups.com 
  
  
 
  

▭ 年間⼀括払い （２０１８年４⽉平常授業から２０１９年３⽉平常授業分） 

★５％の割引となります。 
・お電話でご連絡いただいた場合、⼜は懇談時にお伝えしてくださいましたら、お⾒積もりをさせていただきます。 
・このお⽀払いの場合はお振込となります（振込⼿数料５００円は当校が負担いたします）。 
・上記のお振込は４⽉３⽇までに指定⼝座にお振込となります。 
  
  
  

▭ ひと⽉単位のお申し込み 

   通常の受講料の適⽤となります。途中で来られなくなった場合、まだ１⽇も出席していない⽉の受講料はかかりません。⽉に１⽇でも
こられた場合は、その⽉の受講料はかかります。  
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★⽣徒管理費 （下記のいずれかのタイプにサインをいれてください） 

▭ Aタイプ 
      年１回 ２０９００円（税別）（明細郵送なし➡メールまたはラインでお知らせ） 

▭ Bタイプ 
     年１回  ２３９００円（税別）（明細郵送あり） 
     この受講料冊⼦のすべての記述を了承した上で、上記の □ にチェック（⼜はサイン）をいれたお⽀払い⽅法で松本予備校（王寺校
：株式会社松塾・⻄⼤寺校：レッスンバンク株式会社・⼋⽊校：タカコンサルティング合同会社）の授業を申し込みます。 
  

▭ ライン引 １０００円引き （⽣徒様・親御様両⽅登録）  

▭ ライン引  ５００円引き（⽣徒様・親御様⽚⽅登録） 

  

▭ 体験記引   １０００円引き 
 

▭ 内部⽣徒割引 （春期講習を受講されて春期講習費と同時に⽣徒管理費をお⽀払いの場合）
   

     ➡ ３０００円引き   

  

★該当するものに○をつけてください。 
 ◆所属校     王寺駅前校  ・  ⻄⼤寺校  ・ ⼋⽊駅前校 

（ふりが
な） 
⽣徒⽒名 

  ⽣年⽉⽇ （⻄暦）       年   
              
     ⽉    ⽇ 

学校名 
学年 

          
             

電話番号 
（⾃宅） 

  住所 〒 
  
  
  

保護者⽒名   

携帯番号 
  

  塾内の友
達知合い 

  備考   

・懇談⽇       ２０１８年   ⽉    ⽇ 
・受講料冊⼦提出期限（キャンペーン適⽤期限）   
           ➡２０１８年  ⽉    ⽇ 


