
コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金 コース名 教科数 月学料金

９６００円 １教科 １３０００円

６５００円 ２教科 ２００００円

１９０００円 ３教科 ２８０００円

４教科 ３５０００円

コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

火曜 算・算・国・理 １７：３０～２１：００

金曜 算・社・理・国 １７：３０～２１：００

コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金 土曜 テストと解説 １４：３０～１８：００

水曜 数・理 19:00～21:００ 火曜 算・算・国・理 １７：３０～２１：００

土曜 国・英・数 10:00～12:00or19:00～21:00 金曜 算・社・理・国 １７：３０～２１：００

土曜 テストと解説 １４：３０～１８：００

日曜 志望校別特訓 １４：００～１７：３０

コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金 ◎他の曜日受講（振替）や一部受講もお受付します。

水曜 国・英・数 18:00～21:00 ◎中学入試は１月初旬で終わります。従って、あと３ヶ月少々の時間しかありません。これからが

金曜 数・理・社 19:00～22:00 　本当の追い上げです。中学入試エキスパートと呼ばれる当塾のパワーを最大限発揮いたします。

土曜 テストと解説 9:30～12:30 or 19:00～22:00

水曜 国・英・数 18:00～21:00 コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

金曜 数・理・社 19:00～22:00 木曜 算・国 １６：３０～１８：００

土曜 テストと解説 9:30～12:30 or 19:00～22:00 金曜 算・国 １７：００～１９：００

土曜 個別特訓 13:30～16:30 ※補習が必要な場合はご提案します。※他の曜日への振替も可能な限りいたします。　

水曜 国・英・数 18:00～21:00 コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

金曜 数・理・社 19:00～22:00 木曜 算・国 １８:００～２０：００

土曜 テストと解説 9:30～12:30 or 19:00～22:00 土曜 算・国・理 ９：００～１１：００

日曜 志望校別特訓 9:00～12:30 ※補習が必要な場合はご提案します。※他の曜日への振替も可能な限りいたします。　

水曜 国・英・数 18:00～21:00 コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

金曜 数・理・社 19:00～22:00 火曜 数・理 19:30～21:3０

土曜 テストと解説 9:30～12:30 or 19:00～22:00 木曜 国・英・数 19:30～21:3０

土曜 個別特訓 13:30～16:30 

日曜 志望校別特訓 9:00～12:30 　
　ご不明な点はお気軽にお問合せください。

市進予備校の
ウイングネット

&
質問受け・補充授業

◎基本的には休塾日以外は
毎日受講可能。個別に

「最低限来ていただく曜日」
を設定します。

少数授業
週２日

１６０００円

※他の曜日受講（振替）もお受け付けできます。各学校トップ層続々輩出中！

17000円

※上記、「個別指導スタンダード」の
料金×３

個別指導
スタンダード

①週に１日・２Hの個別指導

②週に１日・８０分の個別指導

③週に２日・４Hの個別指導

個別指導
１対１

※上記、「個別指導スタンダード」の
料金×２

※土曜の受講は午前か夜かを予め決めてください。（やむを得ない場合は週によっての変更も可能です。）

１６０００円
少数授業
週２日

３２０００円

個別指導１対１
教師指定コース

少数授業
週４日Ⅰ

※当塾では、１月中旬の私立高校入試（特別奨学生や推薦受験者向けの入試ではありますが、中学からの指導で
全員受験になります。）で最高の結果を出すことに主眼をおいております。ここで良い結果を出すと、希望する
県立高校への受験ができますが、悪ければ中学の担任の先生から却下されます。つまり思い通りの県立高校に
行けるかどうかの、クライマックスがこの時点であります。実質、入試はこの時点に至るまで、つまり２学期中
の指導が最も重要です。今年も最大の結果を出していきます。ご理解いただければ幸いです。

少数授業
週４日Ⅱ

36000円

43000円

中学受験

中学受験

16000円

中学受験
週３日

４２０００円
中学受験
週４日

36000円
少数授業
週３日Ⅱ

少数授業
週３日Ⅰ

27000円

※各学年、設定した時間割通りの通塾が無理であれば可能な限り振替 
 授業を実施します。 
 また、上記に無い他の方法をご希望される方もお気軽にご相談ください。   
※ご友人等をご紹介いただいた方には、お礼として商品券 3000円分を 
 差し上げております。    
※無料体験授業を随時受け付けております。 



コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金 コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

９６００円 火曜 算・算・国・理 １７：３０～２０：００

６５００円 木曜 算・社・理・国 １７：３０～２０：００

１９０００円 土曜 テストと解説 １４：３０～１８：００

火曜 算・算・国・理 １７：３０～２０：００

木曜 算・社・理・国 １７：３０～２０：００

土曜 テストと解説 １４：３０～１８：００

日曜 志望校別特訓 １４：００～１７：３０

※他の曜日・時間受講（振替）や一部補習もお受け付けします。

コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金 ◎中学入試は１月初旬で終わります。従って、あと３ヶ月少々の時間しかありません。これからが

水曜 国・英・数 18:00～21:00 　本当の追い上げです。中学入試エキスパートと呼ばれる当塾のパワーを最大限発揮いたします。

金曜 数・理・社 19:00～22:00

土曜 テストと解説 9:30～12:3０or19:00～22:００ コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

水曜 国・英・数 18:00～21:00 火曜 数・理 19:３0～21:３０

金曜 数・理・社 19:00～22:00 木曜 国・英・数 19:３0～21:３０

土曜 テストと解説 9:30～12:3０or19:00～22:００

土曜 個別特訓 13:30～16:30

水曜 国・英・数 18:00～21:00 コース名 教科数 月学料金

金曜 数・理・社 19:00～22:00 １教科 １３０００円

土曜 テストと解説 9:30～12:3０or19:00～22:００ ２教科 ２００００円

日曜 志望校別特訓 9:00～12:30 ３教科 ２８０００円

水曜 国・英・数 18:00～21:00 ４教科 ３５０００円

金曜 数・理・社 19:00～22:00

土曜 テストと解説 9:30～12:3０or19:00～22:００ コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

土曜 個別特訓 13:30～16:30 火曜 算・国 １６：３０～１８：００

日曜 志望校別特訓 9:00～12:30 木曜 算・国 １６：３０～１８：３０

※補習が必要な場合はご提案します。※他の曜日への振替も可能な限りいたします。　

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

コース名 曜日 内容 時間帯 月額料金

土曜 英・数 １７:３０～１９:３０

※２日間とも個別指導にすることもできます。（料金は同じ）

１６０００円

27000円

１６０００円

※２日間とも個別指導にすることもできます。（料金は同じ）

上記以外の曜日･時間帯で週に２時間の個別指導

◎基本的には休塾日以外は
毎日受講可能。個別に

「最低限来ていただく曜日」
を設定します。

※教材費…月額１０００円

２９０００円②週に１日・８０分の個別指導

③週に２日・４Hの個別指導

中学受験 16000円

※上記、「個別指導スタンダード」の
料金×３

少数授業
週４日Ⅱ

36000円

43000円

市進予備校の
ウイングネット
&

質問受け・補充授業

少数授業
週２日

個別指導
スタンダード

①週に１日・２Hの個別指導

個別指導
１対１

※上記、「個別指導スタンダード」の
料金×２

個別指導１対１
教師指定コース

中学受験
週３日

３８０００円
中学受験
週４日

36000円
少数授業
週３日Ⅱ

少数授業
週３日Ⅰ

少数授業
週２日

少数授業
週４日Ⅰ

※当塾では、１月中旬の私立高校入試（特別奨学生や推薦受験者向けの入試ではありますが、中学からの指導で
全員受験になります。）で最高の結果を出すことに主眼をおいております。ここで良い結果を出すと、希望する
県立高校への受験ができますが、悪ければ中学の担任の先生から却下されます。つまり思い通りの県立高校に
行けるかどうかの、クライマックスがこの時点であります。実質、入試はこの時点に至るまで、つまり２学期中
の指導が最も重要です。今年も最大の結果を出していきます。ご理解いただければ幸いです。

※各学年、設定した時間割通りの通塾が無理であれば可能な限り振替授業を実施します。また、上記に無い他の方法を 

 ご希望される方もお気軽にご相談ください。  ※ご友人等をご紹介いただいた方には、お礼として商品券3000円分を 

 差し上げております。   ※無料体験授業を随時受け付けております。 
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