
⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語・社会 理科
19：00〜20：00 19：00〜20：00

英語 数学
20：10〜22：10 20：10〜22：10

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 数学 理科
14：00〜15：30 14：00〜15：30 17：20〜18：50

数学 英語 国語・社会
15：40〜17：40 15：40〜17：40 19：00〜20：30

理科または国語・社会から1教科 6,300円
(税込6,930円)

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 5,100円
(税込5,610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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 18,300円
(税込20,130円)

英・数単科 英語または数学から1教科 9,900円
(税込10,890円)

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 30,300円
(税込33,330円)

英・数2教科 英語と数学の2教科 20,700円
(税込22,770円)

兵庫いぶき塾 2022年度中学⽣授業料・時間割表
中学1年⽣

・授業料
コース 教科

中学1年⽣通常授業

中学1年⽣春期講習→3⽉26⽇から4⽉8⽇

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 25,500円
(税込28,050円)

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円
(税込12,210円)

国・理・社単科 



⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 数学 国語・社会
18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00

数学 英語 理科
20：10〜22：10 20：10〜22：10 20：10〜21：40

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 数学 国語・社会
18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00

数学 英語 理科
20：10〜22：10 20：10〜22：10 20：10〜21：40

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 5,100円
(税込5,610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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 18,300円
(税込20,130円)

英・数単科 英語または数学から1教科 9,900円
(税込10,890円)

中学1年⽣冬期講習→12⽉23⽇から1⽉10⽇(12⽉30⽇から1⽉3⽇はお正⽉休み)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 25,500円
(税込28,050円)

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 10,500円
(税込11,500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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 43,500円
(税込47,850円)

英・数単科 英語または数学から1教科 22,500円
(税込24,750円)

中学1年⽣夏期講習→7⽉21⽇から8⽉29⽇(8⽉11⽇から15⽇はお盆休み)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 61,500円
(税込67,650円)



⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語・社会 理科
19：00〜20：00 19：00〜20：00

英語 数学
20：10〜22：10 20：10〜22：10

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 国語・社会 数学
18：30〜20：00 19：00〜20：30 18：30〜20：00

数学 理科 英語
20：10〜22：10 20：40〜22：10 20：10〜22：10

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 5,100円
(税込5,610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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 18,300円
(税込20,130円)

英・数単科 英語または数学から1教科 9,900円
(税込10,890円)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 25,500円
(税込28,050円)

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円
(税込12,210円)

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 6,300円
(税込6,930円)

英語・数学・理科・国語・社会の5教科 30,300円
(税込33,330円)

英・数2教科 英語と数学の2教科 20,700円
(税込22,770円)

中学2年⽣春期講習→3⽉26⽇から4⽉8⽇

中学2年⽣
中学2年⽣通常授業

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース



⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 理科 数学
18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00

数学 国語・社会 英語
20：10〜22：10 20：10〜21：40 20：10〜22：10

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 理科 数学
18：30〜20：00 18：30〜20：00 18：30〜20：00

数学 国語・社会 英語
20：10〜22：10 20：10〜21：40 20：10〜22：10

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 5,100円
(税込5,610円)

英・数2教科 英語と数学の2教科 18,300円
(税込20,130円)

英・数単科 英語または数学から1教科 9,900円
(税込10,890円)

中学2年⽣冬期講習→12⽉23⽇から1⽉10⽇(12⽉30⽇から1⽉3⽇はお正⽉休み)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 25,500円
(税込28,050円)

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 10,500円
(税込11,500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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 43,500円
(税込47,850円)

英・数単科 英語または数学から1教科 22,500円
(税込24,750円)

中学2年⽣夏期講習→7⽉21⽇から8⽉29⽇(8⽉11⽇から15⽇はお盆休み)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 61,500円
(税込67,650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。



⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

理科 英語
18：30〜20：00 18：30〜20：30

数学 国語・社会
20：10〜22：10 20：40〜22：10

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

国語
16：50〜18：20

理科 英語
18：30〜20：00 18：30〜20：30

数学 社会
20：10〜22：10 20：40〜22：10

国・理・社単科 理科または国語または社会から1教科 8,700円
(税込9,570円)

英・数2教科 英語と数学の2教科 20,700円
(税込22,770円)

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円
(税込12,210円)

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 42,300円
(税込46,530円)

国・理・社単科 理科または国語・社会から1教科 8,700円
(税込9,570円)

中学3年⽣の2学期以降は、国語と社会の授業を分けます。
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。

中学3年⽣2学期・3学期通常授業

英・数2教科 英語と数学の2教科 20,700円
(税込22,770円)

英・数単科 英語または数学から1教科 11,100円
(税込12,210円)

中学3年⽣
中学3年⽣1学期通常授業

・授業料
コース 教科

兵庫県公⽴⾼校対策コース 英語・数学・理科・国語・社会の5教科 35,100円
(税込38,610円)



⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽔ ⾦ ⼟

英語 国語 数学 理科
18：30〜20：00 19：00〜20：30 18：30〜20：00 14：00〜15：30

数学 英語 社会
20：10〜22：10 20：10〜22：10 15：40〜17：10

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 社会 数学 理科
14：20〜15：50 14：00〜16：00 14：20〜15：50 14：00〜16：00

数学 英語 国語
16：00〜18：00 16：00〜18：00 16：10〜18：10

英語と数学の2教科 39,900円
(税込43,890円)

英・数単科 英語または数学から1教科 20,700円
(税込22,770円)

・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 73,500円
(税込80,850円)

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 5,100円
(税込5,610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。

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 14,300円
(税込15,730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。

英・数2教科

中学3年⽣夏期講習→7⽉21⽇から8⽉29⽇(8⽉11⽇から15⽇はお盆休み)

英・数2教科 英語と数学の2教科 18,300円
(税込20,130円)

英・数単科 英語または数学から1教科 9,900円
(税込10,890円)

・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 29,100円
(税込32,010円)

中学3年⽣春期講習→3⽉26⽇から4⽉8⽇



中学3年⽣冬期講習→12⽉23⽇から1⽉10⽇(12⽉30⽇から1⽉3⽇はお正⽉休み)

⾦額

・時間割
⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟

英語 社会 数学 理科
14：20〜15：50 14：00〜16：00 14：20〜15：50 14：00〜16：00

数学 英語 国語
16：00〜18：00 16：00〜18：00 16：10〜18：10

国・理・社単科 国語・理科・社会から1教科 5,800円
(税込6,380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。

英・数2教科 英語と数学の2教科 22,700円
(税込24,970円)

英・数単科 英語または数学から1教科 12,000円
(税込13,200円)

・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 33,100円
(税込36,410円)


