
 

 

 

 

 

 

 

ネクストベーシック・アカデミー
幼児部・小学部・中学部・高校部 

授業料について



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

入校時の費用・教材費

■ 学習塾カリキュラム　教材費

■ 入校金・諸費用

・入校金：10,000円 
・冷暖房費：[前期 4月～9月] 3,000円 
　　　　　　[後期 10月～3月] 3,000円

● 小学部  学習塾カリキュラム 

　　・算数教室  テキスト代：1,700円/教科 (通年で使用するテキスト) 
　　・国語教室  テキスト代：1,700円/教科 (通年で使用するテキスト) 
　　・英語教室  テキスト代：[中級クラス] 650円～ /冊 (1級進級するごとに、テキストを購入) 
　　　　　　　　　　　  　　[初級クラス] 1,500円/月 (映像教材アカウント代・自宅学習も可能) 

● 中学部  学習塾カリキュラム 

　　・テキスト代：12,000円 (通年で使用する5教科テキスト+管理手帳　年度初めに必要) 
　　・受験対策用 テキスト代(3年生のみ)：10,000円 (9月にご請求) 
　　・iPad購入負担金(購入希望者のみ)：19,000円 
 

● 高校部  学習塾カリキュラム 

　　・テキスト代：800円/講座 + 2,000円(管理手帳代として、年度初めに必要) 
　　・iPad購入負担金(購入希望者のみ)：19,000円 
 

・保険代：800円 /年度
※ 学童カリキュラム在籍生、送迎バス利用生は、

※ iPadを購入しない場合：月額1,000円でレンタル可能です。
※ iPadを購入する場合：iPad購入負担金は、入校時のみ必要な費用となります。 
　　　　　　　　　　　この負担金は、月々の授業料から24ヶ月間値引きされ、実質無料となります。

　保険の加入が必須となります。



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■ 検定カリキュラム　教材費

● 英語検定対策講座 

　　・アプリ教材代：[5級] 3,900円/ 1年間有効 
　　　　　　　　　　[4級] 3,900円/ 1年間有効 
　　　　　　　　　　[3級] 4,000円/ 1年間有効 
　　　　　　　　　　[準2級] 4,200円/ 1年間有効 
　　　　　　　　　　[2級] 4,200円/ 1年間有効 

※ iPadを持っていない場合は、月額1,000円でレンタル可能です。

● 漢字検定・数学検定対策講座　アプリ教材で対策を希望する場合 

　　・アプリ教材代：800円～/ 1年間有効 
 

■ 学びカリキュラム　教材費

● ロボット教室 ヒューマンアカデミー 

  　・キット代 (入校時)：28,500円 
  　・教材代：500円 /月 ※ ミドルコース、アドプロコースに進級する際、追加キットの購入が必要です。

● 硬筆教室  
  　・教材代：500円 /月

● ピアノ教室  
  　・教材代：カリキュラムにより異なります。

■ グローバルカリキュラム　教材費

● 小学部  英会話教室 

 
　　・テキスト代：[スタートクラス] 500円 /月 
 

▶︎ その他のクラスの教材費は、授業料に含まれています。



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

学習塾カリキュラム 授業料

■ 小学部

■ 幼児部

※ 学習塾カリキュラムの開講は、現在ありません。

● 国語教室 

  　[週1回コース/週1コマ]   
　　・1～3年：3,000円 /月 
　　・4～5年：5,000円 /月 
　　・6年　  ：6,000円 /月 
 
 
　  [週2回コース/週2コマ] 
　　・1～3年：5,400円 /月 
　　・4～5年：9,000円 /月 
　　・6年　  ：10,800円 /月

● 算数教室 

  　[週1回コース/週1コマ]   
　　・1～3年：3,000円 /月 
　　・4～5年：5,000円 /月 
　　・6年　  ：6,000円 /月 
 
 
　  [週2回コース/週2コマ] 
　　・1～3年：5,400円 /月 
　　・4～5年：9,000円 /月 
　　・6年　  ：10,800円 /月

● 国語教室＋算数教室 

  　[週1回コース/週2コマ]   
　　・1～3年：6,000円 /月 
　　・4～5年：8,000円 /月 
　　・6年　  ：10,500円 /月 
 
 
　  [週2回コース/週4コマ] 
　　・1～3年：10,800円 /月 
　　・4～5年：14,400円 /月 
　　・6年　  ：18,900円 /月

※ 別途、学習管理費が2,000円/月 及び、4～6年生は映像教材費として450円/月が必要になります。

● 英語教室 ライティング・リーディング重視 

 
  　[初級クラス]   
　　・週1コース：7,000円 /月 
　　・週2コース：9,000円 /月 
 
 
　  [中級クラス] 
　　・月2回コース：ー 
　　・週1コース：8,000円 /月 
　　・週2コース：9,500円 /月

※ 会話重視で学びたい方は、グローバルカリキュラムの英会話 
　教室で学ぶことができます。

● 国語・算数・英語の３教室受講の場合  
　　3教科セットでの受講が、一番お得に学習できます 
 
      [週1コース(週3コマ)] 
　　・1～3年：10,000円 /月 
　　・4～5年：12,000円 /月 
　　・6年　  ：14,500円 /月 
 
      [週2コース(週6コマ)] 
　　・1～3年：17,000円 /月 
　　・4～5年：20,400円 /月 
　　・6年　  ：24,650円 /月 



 
 

 
 

 

 

 

■ 中学部

■ 高校部  進学クラス・スタンダードクラス共通

● スタンダードクラス 
 
　　・1年：9,500円 /月 
　　・2年：12,000円 /月 
　　・3年：14,500円 /月

● 総合進学クラス 
 
　　・1年：20,500円 /月 
　　・2年：22,000円 /月 
　　・3年：24,500円 /月

● 進学クラス 
 
　　・1年：22,000円 /月 
　　・2年：22,000円 /月 
　　・3年：24,500円 /月

　　・1教科受講：[1年生] 21,000円 /月 　[2年生] 21,000円 /月 　[3年生] 35,000円 /月　 
　　・2教科受講：[1年生] 23,000円 /月 　[2年生] 23,000円 /月 　[3年生] 35,000円 /月　 
　　・3教科受講：[1年生] 29,000円 /月 　[2年生] 29,000円 /月 　[3年生] 35,000円 /月　 
　　・4教科受講：[1年生] 37,000円 /月 　[2年生] 37,000円 /月　 [3年生] 45,000円 /月　 
　　・5教科受講：[1年生] 44,000円 /月 　[2年生] 44,000円 /月 　[3年生] 45,000円 /月　　

　　・AO推薦入試対策講座 ：20,000円 /月　 
　　・小論文対策講座：22,000円 /月 
　　・個別指導：1,900円(50分間)

　　・医歯薬学部 小論・面接対策講座 ：38,000円 /ターム　 

※ 自宅でも、映像授業を受講する場合、2,000円/月が必要となります。



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

グローバルカリキュラム 授業料

■ 小学部

■ 中学・高校部

■ 幼児部

● 英会話教室 

  　[週1コース]  3歳児～5歳児：10,000円 /月

● 英会話教室 スピーキング・リスニング重視 
 
  ・スタートクラス (週1回)：4,000円 /月 (0円 /月) 
 
　・ベーシッククラス (週1回)：9,000円 /月 (2,500円 /月) 
 
　・ミドルクラス (週1回)：11,000円 /月 (4,500円 /月) 
 
　・アドバンスクラス (週1回)：13,000円 /月 (9,000円 /月)

● 英会話教室 スピーキング・リスニング重視・英検対策 
 
　  [アドバンスクラス] 
　　・進学クラス在籍生：500円 /月 
　　・他カリキュラム併用：7,000円 /月 
　　・グローバルカリキュラム受講生：13,000円 /月

※ スタートクラスは、別途教材費(500円 /月)が必要となります。

※ 文法重視で学びたい方は、学習塾カリキュラムの英語教室で 
　学ぶことができます。



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

学びカリキュラム 授業料

■ 小学部

■ 中学部

■ 幼児部

● ロボット教室 ヒューマンアカデミー 

  　・プライマリーコース：9,000円 /月

● ロボット教室 ヒューマンアカデミー 
  　・ベーシックコース：9,000円 /月 
  　・ミドルコース：9,000円 /月 
  　・アドバンスコース：9,000円 /月

● 家づくり教室  
  　・通年クラス：3,000円 /月

● ピアノ教室  
  　・通年クラス：5,000円 /月

● 硬筆教室 
  　・他カリキュラム併用：500円 /月 
  　・硬筆教室受講：4,000円 /月

● ロボット教室 ヒューマンアカデミー 

  　・ミドルコース：9,000円 /月 
  　・アドバンスコース：9,000円 /月

■ 高校部

※ 学びカリキュラムの開講は、現在ありません。

● 陶芸教室 

  　・月1回コース：2,500円 /月



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

学童カリキュラム 授業料

■ 小学部

● 利用料金：[1月ー5月の期間に入校した場合] 16,000円 
　　　　　　 [上記以外の期間に入校した場合]  19,000円

※ 利用料には、おやつ代、教材代、指導料を含みます。 

※ 年間一律の料金になります。

検定カリキュラム 授業料

● 漢字検定対策講座 

 
  　[5・6・7・8・9・10級]   
　　・他カリキュラム受講：2,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月 

  　[2・準2級]   
　　・他カリキュラム受講：3,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月 

● 英語検定対策講座 
 
  　[5級]   
　　・他カリキュラム受講：2,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月 
 
  　[3・4級]   
　　・他カリキュラム受講：2,500円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月

● 算数・数学検定対策講座 
 
  　[6・7・8・9・10級]   
　　・他カリキュラム受講：2,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月 

  　[2・準2級]   
　　・他カリキュラム受講：3,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月 

  　[3・4・5級]   
　　・他カリキュラム受講：2,500円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月 
 
 

 
　　・英検映像講座：12,000円 /月 
　　・２次面接対策：16,500円 /ターム 
 

  　[2・準2級]   
　　・他カリキュラム受講：3,000円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月 

  　[3・4級]   
　　・他カリキュラム受講：2,500円 /月 
　　・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

季節講習について

■ 小学部

■ 中学部

▶︎「小学部 進学コース」「中学部 進学クラス」「高校部 進学コース」に在籍の生徒は、 
　  季節講習の受講が年間カリキュラムに含まれていますので、受講が必須となります。

● 進学コース選択者 
 
  　[春期講習 算数・国語]   
　　・1～2年：0円 （3日程） 
　　・3～5年：0円 （3日程） 
　　・6年　  ：0円 （3日程） 
 
 
　  [夏期講習 算数・国語] 
　　・1～2年：7,500円 （5日程） 
　　・3～4年：10,000円（5日程） 
　　・5～6年：14,000円（10日程） 
 
 
　  [冬期講習 算数・国語] 
　　・1～2年：6,500円（3日程） 
　　・3～5年：9,500円（4日程） 
　　・6年　  ：12,000円（5日程）

※ 2020年度は、全ての講習で、英語(英会話)講座も開講予定です。

※ 講習料は、参考価格です。授業時間数等が変更となる場合、若干の講習料変更がある場合があります。

● 左記に該当しない方・一般受講生の方 
 
  　[春期講習 算数・国語]   
　　・1～2年：2,000円 （3日程） 
　　・3～5年：2,000円 （3日程） 
　　・6年　  ：3,500円 （3日程） 
 
 
　  [夏期講習 算数・国語] 
　　・1～2年：8,500円 （5日程） 
　　・3～4年：12,000円（5日程） 
　　・5～6年：17,000円（10日程） 
 
 
　  [冬期講習 算数・国語] 
　　・1～2年：7,500円（3日程） 
　　・3～5年：11,500円（4日程） 
　　・6年　  ：14,000円（5日程）

● 進学クラス選択者 
 
  　[春期講習 数学・英語]   
　　・1～2年：0円 
　　・3年：0円 
 
 
　  [夏期講習 ５教科対策] 
　　・1～2年：0円 
　　・3年：27,000円 
 
　  [冬期講習 ５教科対策] 
　　・1～2年：0円 
　　・3年：25,000円

● 左記に該当しない方・一般受講生の方 
 
  　[春期講習 数学・英語]   
　　・1～2年：0円 
　　・3年：0円 
 
 
　  [夏期講習 ５教科対策] 
　　・1～2年：0円 
　　・3年：30,000円 
 
　  [冬期講習 ５教科対策] 
　　・1～2年：14,000円 
　　・3年：35,000円

※ 春期講習日程：3/20頃～4/30 　 夏期講習日程：7/20頃～8/31 　 冬期講習日程：1/20頃～1/31



 

 

 

 

 

 

■ 高校部

● 進学コース選択者 

 
  　[春期講習 ５教科対策]   
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科 
 
 
　  [夏期講習 ５教科対策] 
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科 
 
 
　  [冬期講習 ５教科対策] 
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科

※ 春期講習日程：3/20頃～4/30 　 夏期講習日程：7/20頃～8/31 　 冬期講習日程：1/20頃～1/31

● 左記に該当しない方・一般受講生の方 

 
  　[春期講習 ５教科対策]   
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科 
 
 
　  [夏期講習 ５教科対策] 
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科 
 
 
　  [冬期講習 ５教科対策] 
　　・基礎講座：10,000円/1教科 
　　・入試対策講座：14,000円/1教科

■ 検定対策講座　英語検定・漢字検定・算数検定・数学検定

● 一般受講生の方 
 
  　[春期・夏期・冬期  30日間]   
　　・英検対策(演習講座)：10,000円 
　　　　　　　(映像授業)：12,000円 
　　　　　　　(二次対策)：レッスン回数による 
 
　　・漢検対策(演習講座)：10,000円 
 
　　・算／数検対策(演習講座)：12,000円 ※ 在籍生は、通常の検定対策講座の受講がお得に受講できます。



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

きょうだい割引制度について

■ 学童カリキュラム

■ 学習塾・グローバルカリキュラム

ご兄弟でアカデミーに入校すると、きょうだい割引制度を利用できます。 
なお、他のお教室からアカデミーへ入校する場合にかかる費用をアカデミーが負担させて頂く、 
『イイトコドリstyle応援制度』もあります。お気軽にお問い合わせ下さい。

▶︎ 小学生・中学生対象　学習カリキュラムの授業料に適用される制度について

▶︎ 小学生対象　学童カリキュラムの利用料に適用される制度について

※ ご兄弟全員が小学生の場合は、３人目の授業料が無料になります。 

※ 授業料総額の多い順に、1人目・2人目...と割引を適用いたします。 

※ 【対象外となるもの】 
　　・中学部スタンダードクラスとの組み合わせの場合。 
　　・英会話教室（スタートクラス）の場合。 
　　・英会話教室を、他の割引で受講している場合。

【１人目】 通常の授業料 
【２人目】 10%引 
【３人目】 15%引 
【４人目】 20%引

【１人目】 通常の利用料 
【２人目】 10%引 
【３人目】 20%引 
【４人目】 30%引

無料送迎について

無料送迎は、小学部・中学部・高校部のすべてのカリキュラムで通っている生徒が無料で利用できます。 
おうちの方の送迎負担の軽減と、子どもたちの安全の観点から、今後も充実させていく計画です。 
乗り降りの場所など、お気軽にご相談下さい。
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	■ 学びカリキュラム 教材費
	● ロボット教室 ヒューマンアカデミー    ・キット代 (入校時)：28,500円    ・教材代：500円 /月
	※ ミドルコース、アドプロコースに進級する際、追加キットの購入が必要です。
	● 硬筆教室     ・教材代：500円 /月
	● ピアノ教室     ・教材代：カリキュラムにより異なります。
	■ グローバルカリキュラム 教材費
	● 小学部  英会話教室   ・テキスト代：[スタートクラス] 500円 /月
	▶︎ その他のクラスの教材費は、授業料に含まれています。
	■ 検定カリキュラム 教材費
	※ iPadを持っていない場合は、月額1,000円でレンタル可能です。
	● 英語検定対策講座
	・アプリ教材代：[5級] 3,900円/ 1年間有効           [4級] 3,900円/ 1年間有効           [3級] 4,000円/ 1年間有効           [準2級] 4,200円/ 1年間有効           [2級] 4,200円/ 1年間有効
	● 漢字検定・数学検定対策講座 アプリ教材で対策を希望する場合
	・アプリ教材代：800円〜/ 1年間有効
	学習塾カリキュラム 授業料
	■ 幼児部
	※ 学習塾カリキュラムの開講は、現在ありません。
	■ 小学部
	● 国語教室    [週1回コース/週1コマ]     ・1〜3年：3,000円 /月   ・4〜5年：5,000円 /月   ・6年   ：6,000円 /月    [週2回コース/週2コマ]   ・1〜3年：5,400円 /月   ・4〜5年：9,000円 /月   ・6年   ：10,800円 /月
	● 算数教室    [週1回コース/週1コマ]     ・1〜3年：3,000円 /月   ・4〜5年：5,000円 /月   ・6年   ：6,000円 /月    [週2回コース/週2コマ]   ・1〜3年：5,400円 /月   ・4〜5年：9,000円 /月   ・6年   ：10,800円 /月
	● 国語教室＋算数教室    [週1回コース/週2コマ]     ・1〜3年：6,000円 /月   ・4〜5年：8,000円 /月   ・6年   ：10,500円 /月    [週2回コース/週4コマ]   ・1〜3年：10,800円 /月   ・4〜5年：14,400円 /月   ・6年   ：18,900円 /月
	※ 別途、学習管理費が2,000円/月 及び、4〜6年生は映像教材費として450円/月が必要になります。
	● 英語教室 ライティング・リーディング重視    [初級クラス]     ・週1コース：7,000円 /月   ・週2コース：9,000円 /月    [中級クラス]   ・月2回コース：ー   ・週1コース：8,000円 /月   ・週2コース：9,500円 /月
	● 国語・算数・英語の３教室受講の場合    3教科セットでの受講が、一番お得に学習できます       [週1コース(週3コマ)]   ・1〜3年：10,000円 /月
	・4〜5年：12,000円 /月   ・6年   ：14,500円 /月
	[週2コース(週6コマ)]   ・1〜3年：17,000円 /月
	・4〜5年：20,400円 /月   ・6年   ：24,650円 /月
	※ 会話重視で学びたい方は、グローバルカリキュラムの英会話  教室で学ぶことができます。
	■ 中学部
	● 総合進学クラス   ・1年：20,500円 /月   ・2年：22,000円 /月   ・3年：24,500円 /月
	● 進学クラス   ・1年：22,000円 /月   ・2年：22,000円 /月   ・3年：24,500円 /月
	● スタンダードクラス   ・1年：9,500円 /月   ・2年：12,000円 /月   ・3年：14,500円 /月
	■ 高校部  進学クラス・スタンダードクラス共通
	・1教科受講：[1年生] 21,000円 /月  [2年生] 21,000円 /月  [3年生] 35,000円 /月    ・2教科受講：[1年生] 23,000円 /月  [2年生] 23,000円 /月  [3年生] 35,000円 /月    ・3教科受講：[1年生] 29,000円 /月  [2年生] 29,000円 /月  [3年生] 35,000円 /月    ・4教科受講：[1年生] 37,000円 /月  [2年生] 37,000円 /月  [3年生] 45,000円 /月
	・5教科受講：[1年生] 44,000円 /月  [2年生] 44,000円 /月  [3年生] 45,000円 /月
	・医歯薬学部 小論・面接対策講座 ：38,000円 /ターム
	・AO推薦入試対策講座 ：20,000円 /月    ・小論文対策講座：22,000円 /月   ・個別指導：1,900円(50分間)
	※ 自宅でも、映像授業を受講する場合、2,000円/月が必要となります。
	グローバルカリキュラム 授業料
	■ 幼児部
	● 英会話教室    [週1コース]  3歳児〜5歳児：10,000円 /月
	■ 小学部
	● 英会話教室 スピーキング・リスニング重視   ・スタートクラス (週1回)：4,000円 /月 (0円 /月)  ・ベーシッククラス (週1回)：9,000円 /月 (2,500円 /月)
	・ミドルクラス (週1回)：11,000円 /月 (4,500円 /月)  ・アドバンスクラス (週1回)：13,000円 /月 (9,000円 /月)
	※ スタートクラスは、別途教材費(500円 /月)が必要となります。
	※ 文法重視で学びたい方は、学習塾カリキュラムの英語教室で  学ぶことができます。
	■ 中学・高校部
	● 英会話教室 スピーキング・リスニング重視・英検対策    [アドバンスクラス]   ・進学クラス在籍生：500円 /月   ・他カリキュラム併用：7,000円 /月   ・グローバルカリキュラム受講生：13,000円 /月
	学びカリキュラム 授業料
	■ 幼児部
	● ロボット教室 ヒューマンアカデミー    ・プライマリーコース：9,000円 /月
	● 陶芸教室    ・月1回コース：2,500円 /月
	■ 小学部
	● ロボット教室 ヒューマンアカデミー    ・ベーシックコース：9,000円 /月    ・ミドルコース：9,000円 /月    ・アドバンスコース：9,000円 /月
	● 硬筆教室    ・他カリキュラム併用：500円 /月    ・硬筆教室受講：4,000円 /月
	● 家づくり教室     ・通年クラス：3,000円 /月
	● ピアノ教室     ・通年クラス：5,000円 /月
	■ 中学部
	● ロボット教室 ヒューマンアカデミー    ・ミドルコース：9,000円 /月    ・アドバンスコース：9,000円 /月
	■ 高校部
	※ 学びカリキュラムの開講は、現在ありません。
	学童カリキュラム 授業料
	■ 小学部
	※ 利用料には、おやつ代、教材代、指導料を含みます。 ※ 年間一律の料金になります。
	● 利用料金：[1月ー5月の期間に入校した場合] 16,000円        [上記以外の期間に入校した場合]  19,000円
	検定カリキュラム 授業料
	● 漢字検定対策講座    [5・6・7・8・9・10級]     ・他カリキュラム受講：2,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月
	[2・準2級]     ・他カリキュラム受講：3,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月
	[3・4級]     ・他カリキュラム受講：2,500円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月
	[3・4・5級]     ・他カリキュラム受講：2,500円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月
	● 算数・数学検定対策講座    [6・7・8・9・10級]     ・他カリキュラム受講：2,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月
	[2・準2級]     ・他カリキュラム受講：3,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月
	● 英語検定対策講座    [5級]     ・他カリキュラム受講：2,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：5,000円 /月    [3・4級]     ・他カリキュラム受講：2,500円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：6,000円 /月
	[2・準2級]     ・他カリキュラム受講：3,000円 /月   ・検定カリキュラムのみ受講：7,000円 /月
	・英検映像講座：12,000円 /月   ・２次面接対策：16,500円 /ターム
	季節講習について
	▶︎「小学部 進学コース」「中学部 進学クラス」「高校部 進学コース」に在籍の生徒は、    季節講習の受講が年間カリキュラムに含まれていますので、受講が必須となります。
	※ 講習料は、参考価格です。授業時間数等が変更となる場合、若干の講習料変更がある場合があります。
	■ 小学部
	※ 2020年度は、全ての講習で、英語(英会話)講座も開講予定です。
	● 進学コース選択者    [春期講習 算数・国語]     ・1〜2年：0円 （3日程）   ・3〜5年：0円 （3日程）   ・6年   ：0円 （3日程）    [夏期講習 算数・国語]   ・1〜2年：7,500円 （5日程）   ・3〜4年：10,000円（5日程）   ・5〜6年：14,000円（10日程）    [冬期講習 算数・国語]   ・1〜2年：6,500円（3日程）   ・3〜5年：9,500円（4日程）   ・6年   ：12,000円（5日程）
	● 左記に該当しない方・一般受講生の方    [春期講習 算数・国語]     ・1〜2年：2,000円 （3日程）   ・3〜5年：2,000円 （3日程）   ・6年   ：3,500円 （3日程）    [夏期講習 算数・国語]   ・1〜2年：8,500円 （5日程）   ・3〜4年：12,000円（5日程）   ・5〜6年：17,000円（10日程）    [冬期講習 算数・国語]   ・1〜2年：7,500円（3日程）   ・3〜5年：11,500円（4日程）   ・6年   ：14,000円（5日程）
	■ 中学部
	※ 春期講習日程：3/20頃〜4/30   夏期講習日程：7/20頃〜8/31   冬期講習日程：1/20頃〜1/31
	● 左記に該当しない方・一般受講生の方    [春期講習 数学・英語]     ・1〜2年：0円   ・3年：0円    [夏期講習 ５教科対策]   ・1〜2年：0円   ・3年：30,000円    [冬期講習 ５教科対策]   ・1〜2年：14,000円   ・3年：35,000円
	● 進学クラス選択者    [春期講習 数学・英語]     ・1〜2年：0円   ・3年：0円    [夏期講習 ５教科対策]   ・1〜2年：0円   ・3年：27,000円    [冬期講習 ５教科対策]   ・1〜2年：0円   ・3年：25,000円
	■ 高校部
	※ 春期講習日程：3/20頃〜4/30   夏期講習日程：7/20頃〜8/31   冬期講習日程：1/20頃〜1/31
	● 進学コース選択者    [春期講習 ５教科対策]     ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科    [夏期講習 ５教科対策]   ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科    [冬期講習 ５教科対策]   ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科
	● 左記に該当しない方・一般受講生の方    [春期講習 ５教科対策]     ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科    [夏期講習 ５教科対策]   ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科    [冬期講習 ５教科対策]   ・基礎講座：10,000円/1教科   ・入試対策講座：14,000円/1教科
	■ 検定対策講座 英語検定・漢字検定・算数検定・数学検定
	● 一般受講生の方    [春期・夏期・冬期  30日間]     ・英検対策(演習講座)：10,000円        (映像授業)：12,000円        (二次対策)：レッスン回数による   ・漢検対策(演習講座)：10,000円   ・算／数検対策(演習講座)：12,000円
	※ 在籍生は、通常の検定対策講座の受講がお得に受講できます。
	きょうだい割引制度について
	ご兄弟でアカデミーに入校すると、きょうだい割引制度を利用できます。
	■ 学習塾・グローバルカリキュラム
	▶︎ 小学生・中学生対象 学習カリキュラムの授業料に適用される制度について
	【１人目】 通常の授業料 【２人目】 10%引 【３人目】 15%引 【４人目】 20%引
	※ 【対象外となるもの】   ・中学部スタンダードクラスとの組み合わせの場合。
	・英会話教室（スタートクラス）の場合。   ・英会話教室を、他の割引で受講している場合。
	■ 学童カリキュラム
	▶︎ 小学生対象 学童カリキュラムの利用料に適用される制度について
	【１人目】 通常の利用料 【２人目】 10%引 【３人目】 20%引 【４人目】 30%引
	無料送迎について
	無料送迎は、小学部・中学部・高校部のすべてのカリキュラムで通っている生徒が無料で利用できます。 おうちの方の送迎負担の軽減と、子どもたちの安全の観点から、今後も充実させていく計画です。 乗り降りの場所など、お気軽にご相談下さい。

