
【授業料】

消費税10％

月 7:20～9:30（数理）

水 7:20～9:30（英社）

水 7:20～9:30（数理）

金 7:20～9:30（英社）

火 7:20～9:30（英社）

金 7:20～9:30（数理）

9,000 900 木 7:00～8:20（英語）

9,000 900 土 8:10～9:30（数学）

9,000 900 火 8:30～9:50（数学）

9,000 900 木 8:30～9:50（英語）

9,000 900 火 7:00～8:20（数学）

9,000 900 土 8:10～9:30（英語）

【兄弟姉妹特典（クラスを受講）】

兄弟姉妹が入塾される場合は、下記の特典があります。

１．入塾金(\11,000)免除

２．授業料割引（低料金の生徒の方に適用となります。個別指導の生徒は下の表を参考にして下さい）

¥4,400 ¥5,500 ¥7,700 ¥11,000

　　　※上記金額には、消費税（10％）を含みます

¥5,500 ￥6,600・￥7,700 \9,900・\11,000 \14,300・\17,600
↓ ↓ ↓ ↓

※１：小学５年生と６年生の英語は，クラスと併用受講のみです。英語のみの受講はできません。

※２：中学３年生の入試対策講座は標準クラスとの併用受講のみです。４月以降、希望者のみ行います。

　　　国語：2:50～3:35　理科：3:35～4:20　社会：4:25～5:10　英語：5:20～6:05　数学：6:05～6:50 となっております。

※３：高校生の講座で，英語・数学の両方を受講される方は，２教科で１８，７００円（消費税込み）となります。

　　 １教科のみの受講も申し込めます。 (授業料は１教科分の価格です)

高校３年
※３

標準クラス
数学 ８０分×週１回 ¥9,900

英語 ８０分×週１回 ¥9,900

高校２年
※３

標準クラス
数学 ８０分×週１回 ¥9,900

英語 ８０分×週１回 ¥9,900

高校１年
※３ 標準クラス

数学 ８０分×週１回 ¥9,900

英語 ８０分×週１回 ¥9,900

４５分×週１回 2,000 ¥2,200 200 土 2:50～6:50

1,600

中学３年
 ※２

標準クラス 英語・数学・理科・社会（国語） １３０分×週２回 16,000 ¥17,600 1,600

入試対策講座 英語・数学・理科・社会・国語

中学２年 標準クラス 英語・数学・理科・社会（国語） １３０分×週２回 16,000 ¥17,600

4:40～6:10（国語）

6:15～6:45（英語）

中学１年 標準クラス 英語・数学・理科・社会（国語） １３０分×週２回 16,000 ¥17,600 1,600

英語 ３０分×週１回 3,000 ¥3,300 300 水

300 火 6:15～6:45（英語）

小学６年
※１

標準クラス

算数または国語（１科） ９０分×週１回 6,000 ¥6,600 600

小学５年
※１

標準クラス

英語 ３０分×週１回 3,000 ¥3,300

月 4:40～6:10（算数）

算数・国語（２科） ９０分×週２回 10,000 ¥11,000 1,000 水

算数・国語（２科） ９０分×週２回 10,000 ¥11,000 1,000 金 4:40～6:10（算数）

算数または国語（１科） ９０分×週１回 6,000 ¥6,600

4:40～6:10（国語）

算数・国語（２科） ９０分×週２回 10,000 ¥11,000 1,000

600 火 4:40～6:10（国語）

水 4:40～6:10（算数）

６０分×週１回 5,000 ¥5,500 500 木 4:40～5:40（算・国）

小学２年 標準クラス 算数・国語 ６０分×週１回 5,000 ¥5,500 500 金

小学４年 標準クラス
算数または国語（１科） ９０分×週１回 6,000 ¥6,600 600 月

塾 費 明 細 表 水呑教室
令和４年２月改定

学年 クラス 科目 時間 税抜価格
授業料

曜日 時間
税込価格

4:40～5:40（算・国）

小学３年 標準クラス 算数・国語



【個別指導（完全個別）】

税抜価格 消費税10％

※個別指導は月に４回の授業となります。また、講習会の時期などに曜日や時間を変更させていただく場合があります。

　その際は事前に相談させていただきますのでよろしくお願いします。

【兄弟姉妹特典(個別指導）】

兄弟姉妹が入塾される場合は、下記の特典があります。

１．入塾金(\11,000)免除

２．授業料割引（低料金の生徒の方に適用となります。表は割引価格です。）

【授業料以外の諸経費】

消費税10％

10,000 1,000

10,000 1,000

5,000 500

5,000 500

10,000 1,000

2,000 200

5,000 500

10,000 1,000

5,000 500

入塾金 一律 入塾時 ¥11,000

教材費

小学生（算数・国語２科目受講） 　１年分(￥11,000) を一括納入 （毎年春） ¥11,000

小学生（１科目受講）

入試対策講座（中３） ※１ 　半期分￥2,200×2回 （毎年春・秋）

※１： 入試対策講座（中３）の教材費は、１教科につき\2,200となっております。

※２： ６月・８月と１０月・１月の年４回を予定しております。志望校判定ができるテストです。

※３： 中学１年生と高校１年生の前期教材費は４月末に引き落としをさせていただきます。

　表は令和４年の４月以降の予定となっております。

高校生（２教科） 　半期分￥11,000×2回 （毎年春・秋） ¥11,000

テスト費用※２ 中学３年生 　半期分￥5,500×2回 （毎年春・秋） ¥5,500

¥2,200

高校生（１教科） 　半期分￥5,500×2回 （毎年春・秋） ¥5,500

　１年分(￥5,500) を一括納入 （毎年春） ¥5,500

小学生（英語受講） 　１年分(￥5,500) を一括納入 （毎年春） ¥5,500

中学生 　半期分￥11,000×2回 （毎年春・秋） ¥11,000

小学生 中学生・高校生

¥1,100 ¥2,200

　　　※上記金額には、消費税（10％）を含みます

学年 納入方法・納入時期 税抜価格
諸費用

税込価格

¥22,000 2,000

高校生 個別指導
４０分×週１回 12,000 ¥13,200 1,200

６０分×週１回 18,000 ¥19,800 1,800

中学生 個別指導

４０分×週１回 10,000 ¥11,000 1,000

小学生 個別指導

４０分×週１回 10,000

８０分×週１回 20,000 ¥22,000 2,000

学年 クラス 時間・回数 消費税改定後授業料

¥11,000 1,000

６０分×週１回 15,000 ¥16,500 1,500

６０分×週１回 15,000 ¥16,500 1,500

８０分×週１回 20,000


