
  

■2020 年度 小中学部（本科）授業料・教室運営費（税別） 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
■2020 年度 小中学部（本科）通年用テキスト教材費 
 

 

 

 

 

 

 

 

※季節の特別講習で使用する教材、中 3 の夏期講習以降で使用する受験対策教材の費用は上記に含まれておりません。 

※紛失などにより再購入をご希望の場合は、その都度ご連絡ください。（単品発注となるため別途送料がかかる場合があります。） 

※小学部の「進級式小学漢字練習」は、一度購入していただければ小学校卒業まで使用できます。紛失や激しい劣化など再購入希望の場合を除

き、次年度以降は新たに購入する必要はございません。（ご希望の場合はご連絡をお願いいたします。） 

 

 

■英語コース・愛教大附属岡崎中受験コース・中学部徹底個別コース・高校部個別コースの教材費 

・英語ジュニアクラスは、レベル別（1 級～40 級／易～難）に分かれています。

初回はレベル診断を行い何級から始めるかを決めていきます。それ以降 

は、学習の進行状況に応じて都度ご購入いただきます。また、英語音声を聴く

ための専用タッチペンを初回にご購入いただきます。 

・愛教大附属岡崎中受験コースは通年用教材を使用いたします。 

・中学部徹底個別コース、高校部個別コースは受講者の目的、課題等に応じて使

用する教材が異なりますので、担当者と相談して決定していただきます。 

 

 

兄弟姉妹同時通塾割引

同時通塾される一番上のお子さん

は通常料金。

弟さん妹さんの

授業料は2割引きになります。

★割引後（弟・妹さんの授業料）

　　　小1 ：8,000円

　　　小2 ：9,600円

　　　小3 ：9,600円

　　　小4 ：12,640円

　　　小5 ：12,800円

　　　小6 ：13,600円

　　　中1 ：21,600円

　　　中2 ：21,600円

　　　中3 ：21,600円

注：教室運営費に割引の適用はありません。

 
小・中共通！ 

学年 授業料 教室運営費 指導教科

小1 10,000円 3,000円

小2 12,000円 3,000円

小3 12,000円 3,000円

小4 15,800円 3,000円 国語・算数・理科

小5 16,000円 3,000円

小6 17,000円 3,000円

中1 27,000円 3,000円

中2 27,000円 3,000円

中3 27,000円 3,000円

国語・算数／作文

小

学

部

国語・算数・理科・社会

中

学

部

国語・理科・社会（一斉）

英語・数学（個別）

教材費（税別）

8,729円
中学入試の攻略（国算理社）

私国立中学入試  計算完成300日

愛教大附属岡崎中受験コース

教材費（税別）

7,950円

各620円

各690円

各720円

英語ジュニアクラス

タッチペン（microSDカード含む）

あい・キャン 英語（33級～40級）

あい・キャン 英語（1級～24級）

あい・キャン 英語（25級～32級）

学習塾カレッジ・小中学部本科 料金表（税別表記） 

教材費（税別） 教材費（税別） 教材費（税別）

共通 授業／宿題／個別演習 10,580円 共通 授業／宿題／個別演習 9,900円 共通 授業／宿題／個別演習 9,500円

新入生or再購入 進級式漢字練習 680円 新入生or再購入 進級式漢字練習 680円

教材費（税別） 教材費（税別） 教材費（税別）

共通 授業／宿題／個別演習 10,920円 共通 授業／宿題／個別演習 12,340円 共通 授業／宿題／個別演習 12,340円

新入生or再購入 進級式漢字練習 680円 新入生or再購入 進級式漢字練習 680円 新入生or再購入 進級式漢字練習 680円

教材費（税別） 教材費（税別） 教材費（税別）

共通 授業／宿題 10,182円 共通 授業／宿題 10,182円 共通 授業／宿題 9,527円

新中3からの入塾生 歴Ⅲ 200円

【中1】通年用教材 【中2】通年用教材 【中3】通年用教材

【小4】通年用教材 【小5】通年用教材 【小6】通年用教材

【小1】通年用教材 【小2】通年用教材 【小3】通年用教材



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別コースの受講料について（税別表記） 

※「みんなの速読」と「英語コース」は同一料金で受講していただけま

す。各コースを組み合わせて複数コマを割引受講していただくことも可

能です。 

※「みんなの速読」の「思考力オプション」は選択制（コマ数にかかわ

らず左記料金）となります。 

※英検前の期間限定増コマ受講も可能です。（月単位でのお申込みとな

ります。） 

※附属中対策コースのみ生も自習室の利用ができます。 

※季節の講習は必修受講となります。（費用別途） 

※通年用教材費は別途ご購入いただきます。また、必要に応じて個別

に教材をご購入いただく場合がございます。 

※中学部徹底個別コースのみ生も自習室の利用ができます。 

※2コマ単位での受講申込となります。 

※コマ数＝受講科目数ですが、2コマで重点的に 1科目を受講してい

ただくことも可能です。 

※教材は、必要に応じて実費にてご購入いただきます。 

※季節の講習における増コマは希望制となります。 

※高校部個別コース生も自習室の利用ができます。 

※自習室での質問は原則的に受講科目のみとなりますが、テスト前は

その限りではありません。 

※2コマ単位での受講申込となります。 

※コマ数＝受講科目数ですが、2コマで重点的に 1科目を受講してい

ただくことも可能です。 

※教材は、必要に応じて実費にてご購入いただきます。 

※季節の講習における増コマは希望制となります。 

月謝単位（4週/月） 中学部塾生 コースのみ生

入塾金（初回のみ） － 15,000

教室運営費 － 3,000

週 1日（2コマ） 17,000 19,000

週 2日（4コマ） 33,000 37,000

週 3日（6コマ） 49,000 55,000

週 4日（8コマ） － 73,000

週 5日（10コマ） － 91,000

テスト前の増コマ２につき － 4,000

※通常授業に通う塾生は、入塾金・教室運営費はいただきません。

※２コマ単位での受講となります。

月謝単位（4週/月） 卒塾生・兄弟姉妹塾生 高校部からの入塾生

入塾金（初回のみ） － 15,000

教室運営費 3,000 3,000

週 1日（2コマ）

週 2日（4コマ）

週 3日（6コマ）

週 4日（8コマ）

週 5日（10コマ）

テスト前の増コマ２につき

※中学部卒塾生・兄弟姉妹通塾生・再入塾生は、入塾金はいただきません。

※２コマ単位での受講となります。

111,000

5,500

45,000

67,000

89,000

23,000

月謝単位（3週/月） 小中学部・高校部塾生 コースのみ生

週 1コマ 7,000 8,000

週 2コマ 13,000 15,000

週 3コマ 19,000 22,000

週 4コマ 25,000 29,000

週 5コマ 31,000 36,000

みん速思考力ｵﾌﾟｼｮﾝ ＋1,200 ＋1,500

月謝単位（4週/月） 小学部塾生 コースのみ生

入塾金（初回のみ） － 15,000

教室運営費 － 3,000

週１日（2コマ） 17,000 20,000

週２日（4コマ） 34,000 40,000

※通常授業に通う塾生は、入塾金・教室運営費はいただきません。


