
⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科6,300×2＝23,700円

・中学１年⽣通常授業時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語 社会 理科

19：00〜20：00  19：00〜20：00 19：00〜20：00

英語 数学

20：10〜22：10 20：10〜22：10

・中学２年⽣通常授業時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語 社会 理科

19：00〜20：00  19：00〜20：00 19：00〜20：00

英語 数学

20：10〜22：10 20：10〜22：10

・中学１・２年⽣通常授業授業料

兵庫いぶき塾 2021年度中学⽣授業料・時間割表

教科

6,300円

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

兵庫県公⽴⾼校対策コース

国語・理科・社会から1教科

英語または数学から1教科+英数演習

英語と数学の2教科+英数演習英・数2教科

英・数単科

英語・数学・国語・理科・社会の5教科

国・理・社単科 

20,700円

11,100円

31,740円

コース

〜中学1年⽣・2年⽣〜

●通常授業



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科5,100×2＝21,300円

・中学１年⽣春期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 社会 数学 英数演習

16：20〜18：20 18：30〜20：00 16：20〜18：20 16：20〜18：20

国語 理科

18：30〜20：00 18：30〜20：00

・中学２年⽣春期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語 社会 理科 英数演習

18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00 16：20〜18：20

英語 数学

20：10〜22：10 20：10〜22：10

・中学１・２年⽣春期講習授業料

コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科 24,180円

英・数2教科 英語と数学の2教科+英数演習

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

15,900円

英・数単科 英語または数学から1教科+英数演習 11,100円

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 5,100円

●春期講習→3⽉25⽇から4⽉7⽇

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科25,500円＋国・理単科10,500×2＝36,500円

・中学１年⽣夏期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英数演習 理科 国語

18：30〜20：30 18：30〜20：00 18：00〜19：30

英語 数学 社会

20：10〜22：10 20：10〜22：10 19：40〜21：10

・中学２年⽣夏期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英数演習 理科 国語

18：30〜20：30 18：30〜20：00 18：00〜19：30

英語 数学 社会

20：10〜22：10 20：10〜22：10 19：40〜21：10

・中学１・２年⽣夏期講習授業料

国・理・社単科 

58,200円

コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科

●夏期講習→7⽉21⽇から8⽉30⽇

英・数2教科 英語と数学の2教科+英数演習 37,500円

英・数単科 英語または数学から1教科+英数演習 25,500円

国語・理科・社会から1教科 10,500円

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科5,100×2＝21,300円

・中学１年⽣冬期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英数演習 理科 国語

18：30〜20：30 18：30〜20：00 18：00〜19：30

英語 数学 社会

20：10〜22：10 20：10〜22：10 19：40〜21：10

・中学２年⽣冬期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英数演習 理科 国語

18：30〜20：30 18：30〜20：00 18：00〜19：30

英語 数学 社会

20：10〜22：10 20：10〜22：10 19：40〜21：10

・中学１・２年⽣冬期講習授業料

コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科 24,180円

英・数2教科

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 5,100円

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

●冬期講習→12⽉24⽇から1⽉10⽇

英語と数学の2教科+英数演習 15,900円

英・数単科 英語または数学から1教科+英数演習 11,100円

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科6,300×2＝23,700円

・中学３年⽣時間割(１学期)

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語 理科 社会

20：10〜21：10 19：00〜20：00 19：00〜20：00

数学 英語

20：10〜22：10 20：10〜22：10

⼊試が近づき、かつ多くの⽣徒がクラブを引退し時間の余裕ができる中学3年⽣の2学期以降
は、理科・社会・国語の3教科を90分授業といたします。
それに伴い、2学期開始となる9⽉分のお⽉謝より料⾦が変更になります。
詳しくは次のページをご覧ください。

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円

20,700円

31,740円英語・数学・国語・理科・社会の5教科

英語と数学の2教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース

英・数2教科

・中学３年⽣授業料(１学期)

コース

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 6,300円

教科

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

〜中学3年⽣〜

●1学期通常授業



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科8,700×2＝28,500円

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語 理科 社会

20：10〜21：10 18：30〜20：00 18：30〜20：00

数学 英語

20：10〜22：10 20：10〜22：10

教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科 36,180円

英・数2教科 20,700円

・中学３年⽣時間割(２学期・３学期)

英語と数学の2教科

英・数単科

コース

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

・中学３年⽣授業料(２学期・３学期)

英語または数学から1教科 11,100円

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 8,700円

●2学期・3学期通常授業



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科5,100×2＝21,300円

・中学３年⽣春期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

理科 社会 国語

18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00

英語 数学 英語 数学

20：10〜22：10 20：10〜22：10 20：10〜22：10 20：10〜22：10

20,700円

28,500円

英・数2教科 英語と数学の2教科

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 5,100円

・中学３年⽣春期講習授業料

コース

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円

兵庫県公⽴⾼校対策コース

教科

英語・数学・国語・理科・社会の5教科

●春期講習→3⽉25⽇から4⽉7⽇

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科25,500円＋国・理単科19,500×2＝64,500円

・中学３年⽣夏期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

理科 国語 社会 国語 社会

14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10

数学 英語 理科 英語 数学

16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20

・中学３年⽣春期講習授業料

コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 19,500円

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

93,300円

英・数2教科 英語と数学の2教科 49,500円

英・数単科 英語または数学から1教科 25,500円

●夏期講習→7⽉21⽇から8⽉30⽇

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。



⾦額

(例)数学・国語・理科を受講した場合：数学単科11,100円＋国・理単科5,100×2＝21,300円

・中学３年⽣冬期講習時間割

⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

理科 国語 社会 国語 社会

14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10 14：40〜16：10

数学 英語 理科 英語 数学

16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20 16：20〜18：20

46,860円

・中学３年⽣冬期講習授業料

※クラブなどで参加が難しい部分は別⽇に補講を⾏ないますのでお申し付けください。

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 8,700円

＊表⽰価格はすべて税抜き価格です

●冬期講習→12⽉24⽇から1⽉10⽇

英・数2教科 英語と数学の2教科 30,300円

英・数単科 英語または数学から1教科 15,900円

コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・国語・理科・社会の5教科


