
※英語，数学には，それぞれ復習用教材（映像講座）が付随します。
※講座番号に☆印があるものは，オンラインゼミです。
※担当講師は，変更になることがあります。
※担当講師が変更となった場合，日時も変更となることがあります。

理科

2022年ゼミ　大学受験コース　高１　開講講座一覧
英語

国語

数学

【１４１S】高１スーパー英語総合（担当：黒沼）金曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]英語が得意な人のための講座です。東大・京大・早慶・国公立大医学部医学科に合格できる力を養ってい
きます。この講座では，長文読解，英文法，リスニングを対策していきます。 

 

【１４１T】高１ハイレベル英語総合α（担当：大下）金曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]高校英語の根幹となる「英文法」を体系的に学習し，その英文法が実際の英文中でどの様に扱われるかを
体感する「英文読解」も学びます。この講座は，文法力および読解力を総合的に養成するのに役立ちます。 

 

【１１１S】高１スーパー数学（担当：武田）土曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]東大，国公立大医学部医学科を目指す人向けの講座。精選された問題の演習と解説で思考力を養い，大学
受験の基礎を作ります。 

【１１１T】高１ハイレベル数学α（担当：阿部）土曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]東北大，筑波大を目指し，定着するまで基礎固めを行い，応用問題へと発展させていきます。 

【１１２T】高１ハイレベル数学β（担当：酒井）土曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]基本事項の確認⇒応用・発展レベルに到達するための「解法の原則」の習得！さぁ，数学を得意科目にしよ
う！ 

【１Ｐ１Ａ】高１スタンダード物理基礎（担当：武田）土曜日１７：５０～１９：１０ 
 [講座案内]この講座では，教科書レベルの問題を丁寧に解説し暗記に頼らず理解しながら学習を進めることを目指し

ます。 

【１４２Ｔ】高１ハイレベル英語総合β（担当：岡本）金曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]1４1Tクラスと同内容を扱いますが，若干，英語に苦手意識がある人向けの講座です。1４1Tクラスより
も，ゆっくり進めていきます。 

【☆１４AN】高１スタンダード英語総合（担当：嶋村）土曜日１９：４０～２１：４０ 

 [講座案内] ※オンラインゼミになります。詳しくは，P.4を参照ください。 

【１１１A】高１スタンダード数学（担当：梁島）水曜日１９：２０～２１：２０ 

 [講座案内]この講座では，教科書から共通テストレベルの問題を丁寧に解説し，暗記に頼らず理解しながら学習を進

【１７１Ｔ】高１ハイレベル国語総合（担当：森野）月曜日２０：００～２１：２０ 
 [講座案内] ～中学「国語」から高校「国語総合」へ  ～  高校の国語は中学校の国語とはレベルが違います。やること，
覚えることがいっぱいです。この講座では，高校国語主要三分野（現代文・古文・漢文）のうち，古典を中心に１年生
でやっておくべき内容について，その全てを扱います。 
※ご自宅から参加するオンラインゼミ（火曜日開講）でのお申し込みも可能です。 



＜高校１年生＞ 能開センター宇都宮校高校部

◆お支払方法

月　納 毎月１日に口座振替（１日が金融機関休業日の場合は翌営業日）

○受講費用は，「授業料・施設等教育関連諸費・オンラインシステム利用料・テキスト費」の合計となります。

○高１生の講座については，入会期～12期（３月）までが契約期間となります。

○期
　　期ごとのスケジュールでの運営となります。各講座において，１期あたり２～３回の授業を実施いたします。

　　※４期，９期，11期は，期に2回の授業実施となります。

○「季節講習」について
　　春期講習・夏期講習・冬期講習は必須受講となり，費用については別途ご案内いたします。

▼授業料 以下の費用を組み合わせた合計金額になります。

9月以降定額

※受講講座の合計時間数分の費用となります。 ※受講講座の合計時間数分の費用となります。

▼施設等教育関連諸費
※教室・設備の維持管理や補助プリント等の費用です。受講生全員にかかります。

▼オンラインシステム利用料 １期あたり　1,650円（税込）
※オンラインゼミを受講する方にかかります。

▼河合塾主催全統模試費用（希望者のみ）

※詳細は別途ご案内いたします。（第１回 ６月  第２回 11月  第３回 ２月）

▼入会金 ※新たに入会される方が対象となります。

※以下の条件のいずれかに該当する方は免除となります。

　　・ご兄弟，ご姉妹が，現在会員生である場合。または，過去３年以内に会員生であった場合。

　　・ご本人が，以前に会員生であった場合。

教科

国語 ※※

2,310円

新演習スタンダード古典Ⅰ

新演習スタンダード現代文Ⅰ

1,760円

1,650円

1,760円

【111A】

【171Ｔ】／オンラインゼミ【17TN】

【111S】【111T】【112T】
数学ⅠＡⅡＢVol.1／数学ⅠＡⅡＢVol.2

実力養成数学ⅠＡ／実力養成数学ⅡＢ 4,510円

1,650円

※※

実力養成数学ⅠＡ／実力養成数学ⅡＢ 3,410円 4,510円（１月）

【141S】【141T】【142T】
英文法Ⅰ／英文法Ⅱ

2,750円

数学

DUOセレクト

Reading for Speed and Fluency 2

オンラインゼミ
【14AN】

英語構文Ⅰ／英語構文Ⅱ

新演習スタンダード英語Ⅰ／新演習スタンダード英語Ⅱ

Reading for Speed and Fluency 1

3,410円

1,760円

2,310円 ※※

1,650円 1,650円

1,254円 ※※

1,650円 2,200円

2022年ゼミ　大学受験コース　高１　費用のお支払いについて

80分の講座

120分の講座

ライブゼミ

9,900円／期

14,850円／期

オンラインゼミ

1週あたりの
授業時間数

１講座あたりの
授業料（税込）

80分の講座

１講座あたりの
授業料（税込）

8,800円／期

1週あたりの
授業時間数

ライブゼミの英語と数学の授業料には，付随する映像講座の費用も含まれます。

120分の講座 13,200円／期

４月 １０月テキスト名

2022年ゼミ　大学受験コース　高１　テキスト費一覧　　※（税込）　

１期あたり　2,750円（税込）

講座番号

入会時　22,000円（税込）



2022年ゼミ　大学受験コース　高２開講講座
英語

数学

国語

【２１１S】高２スーパー数学α（担当：長滝）水曜日１８：３０～２１：２０ 
 [講座案内]東大・京大・国公立医学部をはじめとする最難関大学を目指します。精選された問題の演習と解説で思考力を養い，大学受験
の基礎を作ります。 

【２１２S】高２スーパー数学β（担当：武田）水曜日１８：３０～２１：２０ 
 [講座案内]上位国公立～最難関大を目指し，数学を得意とする人向けの講座。精選された問題の演習と解説で思考力を養い，大学受験の
基礎を作ります。 

【２１１T】高２ハイレベル数学α（担当：長滝）火曜日１８：３０～２１：２０ 
 [講座案内]数学ⅠAⅡBの既習範囲の理解を深め，基本知識の典型的な使い方を徹底的に学び，東北大，筑波大などを目指していきます。 

【２１２T】高２ハイレベル数学β（担当：酒井）水曜日１８：３０～２１：２０ 
 [講座案内]２１１Tと同内容の講座ですが，若干ベーシックなレベルになります。主に，横国大，千葉大などを目指していきます。 

【２７１T】高２ハイレベル国語総合（担当：倉持）土曜日１７：００～１８：２０ 
 [講座案内]～高校国語の基本から難関大入試レベルへの橋渡し～学校で学んだ高校国語の基礎的内容と入試レベルの内容とを橋渡しする講座です。大学
受験の現代文では「初見（その場で初めて読む）」の問題に対応できる骨太な知識力と論理力，そして問題を限られた時間内で処理する力が必要です。こ
の点において学校の現代国語と受験現代文は，その性質上大きく異なっています。模試や実力試験で結果を出して現代文を得意科目にするために，一年間
でたくさんの経験を積み，受験に向けて最善の準備をしていきましょう（１年生で習った内容が不安な人も安心して参加してください。しっかりフォロー

【２４１S】高２スーパー英語α読解（担当：大下）木曜日２０：００～２１：２０ 
 [講座案内]英文読解問題の真の目的は俯瞰力だ。本講座では、英文に対して常にクリティカルな姿勢で臨み、最終的に最難関
大学の合格を勝ち取る。 

【２５１S】高２スーパー英語α文法&リスニング（担当：大下）木曜日１８：３０～１９：５０ 
 [講座案内]難関～最難関までの問題の講義と演習を通して、暗記すべき個所は暗記してもらい、思考すべき個所は徹底的に考
えてもらうことで、問題の初見対応力を身に着ける。 

【２４２Ｓ】高２スーパー英語β読解（担当：嶋村）月曜日２０：００～２１：２０ 
 [講座案内]難関国立大学・難関私立大学・医学部を目指す人のためのハイレベルなクラスです。入試英語長文を読解するための重要構文
から、英文の読み解き方、正解の導き方を伝授していきます。扱う英文は難関大学入試レベルです。また、語彙力強化のための単語テスト
を毎週実施します。英語が得意で、友達に差をつけたい人大歓迎！※2４2Tよりもハイレベルになります。 

【２５２Ｓ】高２スーパー英語β文法＆リスニング（担当：嶋村）月曜日１８：３０～１９：５０ 
 [講座案内]難関国立大学・難関私立大学・医学部を目指す人のためのハイレベルなクラスです。入試レベルのハイレベルな文法を扱いま
す。1人だと後回しにしがちなイディオムや、英作文も多く扱います。語彙力強化のための単語テストを毎週実施します。また共通テスト
はもちろん、個別入試でリスニングを課す大学もあるので、リスニングの対策も行います。英語が得意で、友達に差をつけたい人のため
のクラスです！※252Tよりもハイレベルになります。 

【２４1Ｔ】高２ハイレベル英語α読解（担当：嶋村）金曜日２０：００～２１：２０ 
 [講座案内]入試英語長文を読むための基本的な構文から，長文の読み方，正解の導き方を習得していきます。長文を読むの
が楽しくなっていく講座です。 

【２５1Ｔ】高２ハイレベル英語α文法＆リスニング（担当：嶋村）金曜日１８：３０～１９：５０ 
 [講座案内]文法を分野別に基礎から丁寧に解説し，さらに1年生の時とは違って入試問題演習までレベルを上げる講座です。
なかなか手がまわらないイディオムや英作文も扱います。英語が苦手な人も受講することでレベルアップできるクラスなの
で，遠慮なく参加してください。リスニングも毎回対策していきます！ 

【２１1A】高２スタンダード数学（担当：梁島）火曜日１９：２０～２１：２０ 
 [講座案内]高校教科書レベルの問題から，共通テストレベルの問題までを体系的に学習していきます。基本から説明し，じっくり解説し
ていきますので，数学が苦手な人も安心して受講してください。 

【２４２T】高２ハイレベル英語β読解（担当：黒沼）木曜日２０：００～２１：２０ 
 [講座案内]難関大の２次試験を見据えて、構文力を付けつつ、 基礎から応用までの長文読解を着実にマスターしていくクラスです。共通
テストに向けたリスニング対策も行います。この１年で、「長文が苦手」から「長文が得意」「長文が得点源」にしていきましょう。学校
の勉強と並行してがんばりたい方のご参加をお待ちしております。 

【２５２T】高２ハイレベル英語β文法＆リスニング（担当：黒沼）木曜日１８：３０～１９：５０ 
 [講座案内]難関大の２次試験を見据えて、単語・文法・構文を基礎から応用まで着実にマスターしていくクラスです。適宜、文法の復習
や定期試験対策も行いますので、英語が苦手な方もぜひご参加ください。 



＜高校２年生＞ 能開センター宇都宮校高校部

◆お支払方法

月　納 毎月１日に口座振替（１日が金融機関休業日の場合は翌営業日）

○受講費用は，「授業料・施設等教育関連諸費・テスト費・テキスト費」の合計となります。

○入会期～12期（３月）までが契約期間となります。

○期

　　期ごとのスケジュールでの運営となります。各講座において，１期あたり２～３回の授業を実施いたします。

　　※４期，９期，11期は，期に2回の授業実施となります。

○「季節ゼミ」について
　　春期講習・夏期講習・冬期講習は必須受講となり，費用については別途ご案内いたします。

○その他，お盆などに，特訓講座を開講いたします。
　※季節ゼミ，特訓講座につきましては，別途ご案内いたします。

▼授業料 以下の費用を組み合わせた合計金額になります。

◇定額費用制度について◇

▼施設等教育関連諸費
※教室・設備の維持管理や補助プリント等の費用です。受講生全員にかかります。

▼オンラインシステム利用料 １期あたり　1,650円（税込）

※オンラインゼミを受講する方にかかります。

▼河合塾主催全統模試費用（高２生の希望者のみ）

※詳細は別途ご案内いたしますが，費用が変動する可能性もあります。（第１回 ６月  第２回 11月  第３回 ２月）

▼テキスト費
※別紙をご参照ください。

▼入会金 ※新たに入会される方が対象となります。

※以下の条件のいずれかに該当する方は免除となります。

　　・ご兄弟，ご姉妹が，現在会員生である場合。

　　・ご兄弟，ご姉妹が，過去３年以内に会員生であった場合。

　　・ご本人が，以前に会員生であった場合。

2022年ゼミ　大学受験コース　費用のお支払いについて

400分

80分
160分

 ※数学講座について

  5期（8月），10期（1月）以降の数学講座については，改めてご案内いたします。

  【211T／212T／211A】については10期（1月）より，文理共通クラス，理系クラスに分化します。

  【211S／212S】については5期（8月）より，文理共通クラス，理系クラスに分化します。

31,350円 210分

80分／回の講座 90分・120分／回の講座 オンラインゼミ

1週あたりの
授業時間数

１期あたりの
授業料
（税込）

80分

入会時　22,000円（税込）

１期あたり　2,750円（税込）

1週あたりの
授業時間数

240分
320分

15,675円

１期あたりの
授業料
（税込）

1週あたりの
授業時間数

１期あたりの
授業料
（税込）

27,431円
41,800円
52,250円

9,900円
120分 14,850円

10,450円 90分 11,756円
20,900円 120分

1期当たりの授業料の総額が下記の金額を超えた場合「定額費用制度」が適用され， 
それ以降の授業料がかかりません。ぜひ，有効にご活用ください。 
★高2生／1期当たりの授業料の総額が 41,800円（税込）以上★ 



2022年ゼミ　大学受験コース　高３開講講座
英語
【３４１S】高３スーパー英語読解（担当：野澤）火曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]①直読直解方式：速読・多読演習／目標大学の入試問題に挑戦。②知の地平線の拡大：出題トピックを基にした関連知識の連

鎖化。③語彙力増強講座：英単語力，熟語力強化→毎回無料特別講座で実施。

【３５１S】高３スーパー英語文法&リスニング（担当：野澤）火曜日２０：００～２１：２０
[講座案内]①入試頻出文法問題演習：自信の領域に引き上げる。②難問英作演習：柔軟な発想法の訓練→別解の嵐！③聴解演習：難問聴

解対策→お盆・秋・正月特訓で実施。

【３４１Ｋ】高３共通テスト英語（担当：嶋村）土曜日１６：３０～１９：１０
[講座案内]共通テストで80％以上を取るための講座です。この講座では，まず語彙力をつけ，読解に必要な基本的な文法・

構文をおさえ，文章を正しく読めるようにし，素早く正解を導く方法を身につけていきます。配点が高くなるリスニングも
毎回対策していきます。中堅私大にも対応しますので，英語が苦手だけど成績を上げたいと思っている人におすすめの講座

【３４１T】高３ハイレベル英語α読解（担当：嶋村）火曜日２０：００～２１：２０
[講座案内]一橋大・東工大・東北大・北海道大・筑波大など、難関国公立大志望者のための講座です。難関大レベルの英文を扱い、長文
の読み解き方、素早く正確に解答を作るアプローチの方法を講義していきます。自己流でうまくいっていない人に効果的な勉強の仕方を
教えます！また、語彙力強化のために毎週単語テストを実施します。

【３５１T】高３ハイレベル英語α文法&リスニング（担当：嶋村）火曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]一橋大・東工大・東北大・北海道大・筑波大など、難関大志望者のための講座です。文法は実践的にランダムに演習し、一人
では後回しにしがちなイディオムや英作文も多く扱っていきます。また、共通テストはもちろん、個別入試でリスニングを課す大学もあ
るので、リスニングの対策も行います。さらに語彙力強化のために毎週単語テストを実施します。

【３４２T】高３ハイレベル英語β読解（担当：吉川）水曜日２０：００～２１：２０
[講座案内]横国大・千葉大・埼玉大・都立大など，国公立大志望者のための講座。入試問題を扱い，長文をどう読んでいけ
ばいいか，どうしたら素早く正解にたどり着けるかそのアプローチ方法を講義していきます。自己流でうまくいっていない
人におすすめの講座です。

【３５２T】高３ハイレベル英語β文法&リスニング（担当：吉川）水曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]横国大・千葉大・埼玉大・都立大など，国公立大志望者のための講座。実践的に文法事項がランダムになった入
試問題演習を行い，そこから各分野に戻った解説を行っていきます。語法・イディオム・英作文など一人ではなかなか進め
られないものを扱い，大学入試に対応できる知識や応用力を身につけていく講座です。

【３４１Ａ】高３スタンダード英語読解（担当：大下）水曜日２０：００～２１：２０
[講座案内]有名私大・中堅国公立2次試験レベルの長文読解に対応する力をつけます。基礎からスタートし，入試問題を演習
して経験を積んでいきます！

【３５１Ａ】高３スタンダード英語文法&リスニング（担当：大下）水曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]有名私大・中堅国公立2次試験に必須の英文法を基礎から復習し，入試問題を演習していきます。文法，語法，語
彙力を徹底して身につけます！



数学

【３２１T】高３ハイレベル数学αⅢ（担当：長滝）木曜日１７：４０～１９：１０
[講座案内]数学Ⅲの内容を扱います。理系数学の中心となるこの分野は”計算力”と”基本例題の復習”が基本です。典型例題を精選し

て発想や考え方を身につけていきます。

【３１２T】高３ハイレベル数学βⅠAⅡB（担当：酒井）木曜日１９：２０～２１：２０
[講座案内]３１１Ｔと同内容の講座です。３１１Ｔよりは、基本問題を多く扱います。

【３２２T】高３ハイレベル数学βⅢ（担当：酒井）木曜日１７：４０～１９：１０
[講座案内]３２１Ｔと同内容の講座です。３２１Ｔよりは、基本問題を多く扱います。

【３１１T】高３ハイレベル数学αⅠAⅡB（担当：長滝）木曜日１９：２０～２１：２０
[講座案内]数学ⅠAⅡBの内容を扱います。基本を常に確認しながら，典型問題を研究し，問題の分析の仕方・考え方を深めていきます。

【３１１S】高３スーパー数学αⅠAⅡB（担当：長滝）金曜日１９：２０～２１：２０
[講座案内]東大・京大・国公立医学部をはじめとする最難関大学向けの数学ⅠAⅡBの講座。数学的理論を構築し，思考力を磨いていき

ます。※理系の方は，３２１Ｓとのセット受講推奨。

【３１２S】高３スーパー数学βⅠAⅡB（担当：武田）金曜日１９：２０～２１：２０
[講座案内]国公立・私立難関大学向けの数学ⅠAⅡBの講座。数学的理論を構築し，思考力を磨いていきます。※理系の方は，３２２Sと

のセット受講推奨。

【３２２S】高３スーパー数学βⅢ（担当：武田）金曜日１７：４０～１９：１０
[講座案内]国公立・私立難関大学向けの数学Ⅲの講座。数学的理論を構築し，思考力を磨いていきます。※理系の方は，３１２Sとの

セット受講推奨。

【３２１S】高３スーパー数学αⅢ（担当：長滝）金曜日１７：４０～１９：１０
[講座案内]東大・京大・国公立医学部をはじめとする最難関大学向けの数学Ⅲの講座。数学的理論を構築し，思考力を磨いていきます。

※理系の方は，３１１Ｓとのセット受講推奨。

【３１１A】高３スタンダード数学ⅠAⅡB（担当：阿部）木曜日１９：２０～２１：２０
[講座案内]大学入試に頻出する「数学ⅠＡⅡＢの重要テーマ」を完全網羅します。標準レベルの良問を徹底演習し，志望大学合格のため

の真の実力を身に付けます。共通テスト対策にも対応しています。

【３２１A】高３スタンダード数学Ⅲ（担当：酒井）金曜日１７：４０～１９：１０
[講座案内]「数学Ⅲの重要テーマ」を基礎から扱います。標準レベルの問題演習を徹底的に行い，理系数学力を向上させます。



地歴

国語

理科

【３７１Ｓ】高３スーパー国語総合（担当：森野）月曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]国公立大２次試験の記述対策に特化し，東大，京大，一橋大，東北大などをターゲットとする講座です。

【３７１Ｋ】高３共通テスト国語（担当：森野）注）２学期開講 月曜日１７：００～１８：２０予定
[講座案内]～実戦的戦略や設問解法をマスターし，難関大への合格力を身につける～共通テストや難関私立大（いわゆるＭＡＲＣＨ大など）合格レベル

の実力を養成するための講座です。緊張感ある雰囲気のもと，厳選された良問を解きまくり，本番で通用する実力をつけていきます。しかし，ただ問題を
解くわけではありません。本番の入試問題を解く際に必要となる実戦的戦略や解法を，余すところなく伝授します。皆さんはこれらを徹底的にマスターし
ていくのです。また現代文頻出語句やテーマなど，知識面においてのインプットもきちんと行います。実力を伸ばすには，とにかく本気でやり込むしかな
いのです。 ※夏講からの受講をお勧めします。

【３７１Ｔ】高３ハイレベル国語総合（担当：倉持）土曜日１８：３０～１９：５０
[講座案内]おもに私立文系の難関から最難関大学をターゲットとした講座です。ＭＡＲＣＨ以上，早慶上レベルまでに対応できる現代文
の常識や，古文，漢文分野における単語や文法の知識を養っていきます。

【３７１Ａ】高３スタンダード国語総合（担当：倉持）土曜日２０：００～２１：２０
[講座案内]おもに私立文系の中堅から難関大学をターゲットとした講座です。現代文，古典の文法・句形・単語といった基礎の確認に加

え，豊富な過去問の演習によって本番に強い実力を身に付け，日東駒専から明学，成城，成蹊，ＭＡＲＣＨレベルまで対応できる実戦演
習を行っていきます。※マーク式対策中心

【３C1T】高３ハイレベル化学（担当：長滝）火曜日１７：００～１８：２０
[講座案内]問題の解法だけを習得するのではなく，化学法則の背景・理論的裏づけを踏まえ応用力をつけていきます。国公立大学２次試
験や難関私立大レベルの対策を行います。

【３Ｇ１Ｋ】高３共通テスト地理（担当：梁島）注）２学期開講 月曜日１８：３０～１９：５０予定
[講座案内]内容を共通テスト対策にしぼり，本試験で８割超えを目指します。テーマとして，対策の取りやすい自然環境，資源・産業，

生活・文化を扱います。授業は，それぞれのポイントを講義し，テーマごとに徹底演習していく形で進みます。地理まで勉強の手が回ら
ない皆さん，奮ってご参加ください。※夏講からの受講をお勧めします。注意！）３Ｇ１Ｋは９期（１２月）までの契約となります。



＜高校３年生＞ 能開センター宇都宮校高校部

◆お支払方法

月　納 毎月１日に口座振替（１日が金融機関休業日の場合は翌営業日）

○受講費用は，「授業料・施設等教育関連諸費・テキスト費」の合計となります。

○高３生は，入会期～10期（１月）までが契約期間となります。

　　※371Kは５期（８月）～10期（１月）まで，3G1Kは５期（８月）～９期（12月）までの契約となります。

　　（共通テスト対応クラスを予定しております。)

○「季節ゼミ」について
　　春期講習・夏期講習・冬期講習は必須受講となり，費用については別途ご案内いたします。

○その他，お盆，秋，正月，入試直前期などに，特訓講座を開講いたします。
　※季節ゼミ，特訓講座につきましては，別途ご案内いたします。

▼授業料 以下の費用を組み合わせた合計金額になります。

◇定額費用制度について◇

▼施設等教育関連諸費
※教室・設備の維持管理や補助プリント等の費用です。受講生全員にかかります。

▼オンラインシステム利用料 １期あたり　1,650円（税込）

※オンラインゼミを受講する方にかかります。

▼テキスト費
※別紙をご参照ください。

▼入会金 ※新たに入会される方が対象となります。

※以下の条件のいずれかに該当する方は免除となります。

　　・ご兄弟，ご姉妹が，現在会員生である場合。

　　・ご兄弟，ご姉妹が，過去３年以内に会員生であった場合。

　　・ご本人が，以前に会員生であった場合。

11,000円
120分 16,500円
160分 22,000円

入会時　22,000円（税込）

１期あたり　2,750円（税込）

30,318円
120分 17,325円23,100円160分

57,750円

240分 34,650円 210分
320分 46,200円
400分

2022年ゼミ　大学受験コース　費用のお支払いについて

1週あたりの
授業時間数

１期あたりの
授業料
（税込）

　　講座によっては，10期（１月）ゼミを９期（12月）に繰り上げて実施いたします。
　　その場合，費用の口座振替は１月になりますので，ご了承ください。

80分

80分／回の講座

１期あたりの
授業料
（税込）

90分 12,993円11,550円

90分・120分／回の講座

1週あたりの
授業時間数

オンラインゼミ

1週あたりの
授業時間数

１期あたりの
授業料
（税込）

80分

1期当たりの授業料の総額が下記の金額を超えた場合「定額費用制度」が適用され， 
それ以降の授業料がかかりません。ぜひ，有効にご活用ください。 
★高3生／1期当たりの授業料の総額が 57,750円（税込）以上★ 


