
国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40

英数
18:30～20:40

国理社
18:30～21:20

国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40

英数
18:30～20:40

国理社
18:30～21:20

国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40

木 金

国理社　50分×3コマ
¥3,600

¥3,600

国理社　50分×3コマ
¥3,600

英数　60分×2コマ

1112

1096

2021年度　春期講習講座番号一覧 長町教室

●受講に際しての注意事項

（1）同学年・同クラス講座を複数設置している場合があります。履修内容は全て同じですので、ご都合のよい日程・時間帯をお選びください。同学年・同クラス講座を複数お申し込みすることはできません。

（2）コースの詳細につきましては、別紙・カラー刷りの春期講習パンフレットをご覧ください。

4/5

講座番号 講座名 受講教室 受講開始日 授業日数 授業時間コマ
料金

（税込・諸経費込）
火 水

3/30 3/31

（3）別添の講習申込書に、表中の「講座番号」「講座名」「受講開始日」をご記入の上、窓口までご提出ください。

第1ターム

水

新中2～新中3対象

（4）受講クラス・受講日程についてお悩みの場合は、各教室へお気軽にご相談ください。

◎教室別　総合コース 3/23

中3エクシード2･3ターム夕方 長町 3/28 6日間
英数　60分×2コマ

¥3,600
国理社　50分×3コマ

英数　60分×2コマ
¥3,600

国理社　50分×3コマ1098 中3トップ1・2ターム夕方 長町 3/24 6日間

国理社　50分×3コマ
¥3,6001103 中3ハイ2・3ターム夕方 長町 3/28 6日間

英数　60分×2コマ

1102 中3ハイ1・2ターム夕方 長町 3/24 6日間
英数　60分×2コマ

1100 中3トップ2・3ターム夕方 長町 3/28 6日間

1107 中2エクシード2･3ターム夕方 長町 3/28 6日間

¥3,6001110 中2トップ2・3ターム夕方 長町 3/28 6日間
英数　60分×2コマ

国理社　50分×3コマ

国理社　50分×3コマ
¥3,600

英数　60分×2コマ

¥3,6001108 中2トップ1・2ターム夕方 長町 3/24 6日間
英数　60分×2コマ

国理社　50分×3コマ

中2ハイ1・2ターム夕方 長町 3/24 6日間
英数　60分×2コマ

国理社　50分×3コマ

1113 中2ハイ3・4ターム夕方 長町 3/28 6日間 ¥3,600
英数　60分×2コマ

国理社　50分×3コマ

テスト

3/27 3/28

土 日 月 火

第2ターム

木 金 土 日 月

4/1 4/2 4/3 4/4

第3ターム

3/24 3/25 3/26 3/29

テスト

国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40

英数
18:30～20:40

国理社
18:30～21:20

国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40

英数
18:30～20:40

国理社
18:30～21:20

国理社
18:30～21:20

英数
18:30～20:40



英算国
14:00～16:50

算国
14:00～15:50

算国
10:00～11:50

英算国
10:00～12:50

英算国
14:00～16:50

英算国
14:00～16:50

英算国
10:00～12:50

講座名

1125 中1ハイ3ターム午前 長町 4/1 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600

土 日

1122 中1トップ3ターム午後 長町

英数国
10:00～12:50

受講教室 受講開始日 授業日数 授業時間コマ

4/1 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600

水 木 金

長町教室

●受講に際しての注意事項

（1）同学年・同クラス講座を複数設置している場合があります。履修内容は全て同じですので、ご都合のよい日程・時間帯をお選びください。同学年・同クラス講座を複数お申し込みすることはできません。

（2）コースの詳細につきましては、別紙・カラー刷りの春期講習パンフレットをご覧ください。

講座番号

¥3,600 　英数国　1114 中1エクシード1ターム午前 長町 3/23 3日間 英数国　50分×3コマ
英数国

10:00～12:50

2021年度　春期講習講座番号一覧

料金
（税込・諸経費込）

火

1104 中1エクシード1ターム午後 長町 3/23 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600 　英数国　

¥3,6001115 中1エクシード2ターム午前 長町 3/28 3日間 英数国　50分×3コマ

1116 中1エクシード3ターム午前 長町 4/1 3日間 英数国　50分×3コマ

¥3,6001117 中1エクシード3ターム午後 長町 4/1 3日間 英数国　50分×3コマ

¥3,600

英数国　50分×3コマ ¥3,600

1118 中1トップ1ターム午前 長町 3/23 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600

3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,6001119 中1トップ1ターム午後 長町 3/21

1121 中1トップ3ターム午前 長町 4/1 3日間

1120 中1トップ2ターム午前 長町 3/28 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600

1105 中1トップ2ターム午後 長町 3/28 3日間 英数国　50分×3コマ ¥3,600

長町 3/23 ¥3,600 　英数国　

¥3,600
英数国

10:00～12:50
　英数国　

1124 中1ハイ1ターム午後 3日間

1123 中1ハイ1ターム午前 長町 3/23 3日間 英数国　50分×3コマ

英数国　50分×3コマ

1130 小6トップ　2ターム午後 長町 3/28 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1129 小6トップ　2ターム午前 長町 3/28 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1131 小6トップ　3ターム午後 長町 4/1 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1132 小5トップ　2ターム午前 長町 3/28 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1134 小5トップ　3ターム午後 長町 4/1 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1133 小5トップ　2ターム午後 長町 3/28 3日間 英算国　50分×3コマ ¥3,100

1136 小4トップ　3ターム午前 長町 4/1

（3）別添の講習申込書に、表中の「講座番号」「講座名」「受講開始日」をご記入の上、窓口までご提出ください。

（4）受講クラス・受講日程についてお悩みの場合は、各教室へお気軽にご相談ください。

水 木 金

英数国
14:00～16:50

　英数国　

英数国
14:00～16:50

月 火

◎教室別　総合コース 3/23 3/24 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30

新小4～新中1対象

4/5

土 日 月

第1ターム

テスト

英数国
14:00～16:50

英数国
10:00～12:50

英数国
14:00～16:50

英数国
10:00～12:50

英数国
14:00～16:50

英数国
10:00～12:50

4/3 4/44/23/31 4/1

英数国
10:00～12:50

テスト

第2ターム 第3ターム

英数国
14:00～16:50

　英数国　
英数国

10:00～12:50

英算国
14:00～16:50

3日間 算国　50分×2コマ ¥2,100

1135 小4トップ　2ターム午後 長町 3/28 3日間 算国　50分×2コマ ¥2,100



小4個別　1講座長町 長町 180分 ¥15,300

0571 小4個別　2講座長町

0555 中3個別　1講座長町 長町 180分 ¥15,300

0556 中3個別　2講座長町 長町 360分 ¥30,600

長町 540分 ¥45,900

0561

0558 中2個別　1講座長町 長町 180分

0557 中3個別　3講座長町 長町 540分 ¥45,900

¥15,300

0559 中2個別　2講座長町 長町 360分 ¥30,600

0560 中2個別　3講座長町

◎個別指導　コード表　（1講座180分）

講座番号 講座名称 受講教室
授業分数
合計

料金

中1個別　1講座長町 長町 180分 ¥15,300

0562 中1個別　2講座長町 長町 360分 ¥30,600

0563 中1個別　3講座長町 長町 540分 ¥45,900

0564 小6個別　1講座長町 長町 180分 ¥15,300

0565 小6個別　2講座長町 長町 360分 ¥30,600

0566 小6個別　3講座長町 長町 540分 ¥45,900

長町 360分 ¥30,600

0572 小4個別　3講座長町 長町 540分 ¥45,900

0567 小5個別　1講座長町 長町 180分 ¥15,300

0568 小5個別　2講座長町 長町 360分 ¥30,600

0569 小5個別　3講座長町 長町 540分 ¥45,900

0570


