
⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

英語 数学
19：00〜20：30 19：00〜20：30

国語社会 理科
20：40〜22：10 20：40〜22：10

5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科
（3教科以上でお得） 33,330円

2教科 英語・数学・理科・国語・社会から2教科選択 23,000円

兵庫いぶき塾　2023年度中学⽣コース授業料・時間割
中学1年⽣

中学1年⽣通常授業
・授業料

コース 教科

兵庫いぶき塾では無料体験授業を実施しています。
２週間分の授業を体験していただけるのでじっくりとご検討いただけます。
ホームページまたはお電話（0797-26-7600）でお申し込みください。

1教科 英語・数学・理科・国語・社会から1教科選択 13,530円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。

月曜日･火曜日･木曜日の17：00〜22：10は管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。
「管理⾃習」とは、⾃習スペースでの学習時間をあらかじめお約束させて頂く⾃習制度です。
より集中しやすい環境での学習時間を確保することで、成績アップを目指します。
参加は強制ではございませんが、学習習慣を身につけ結果を出したい方におすすめです。
「フリー⾃習」とは、⾃由に塾に来て学習する従来型の⾃習制度です。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

数学 理科 英語
18：00〜19：30 18：00〜19：30 18：00〜19：30

英語 国語社会 数学
19：40〜21：40 19：40〜21：40 19：40〜21：40

⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

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

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

中学1年⽣春期講習→3⽉25日から4⽉7日
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（3教科以上でお得） 29,370円

国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 7,590円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。

英・数2教科 英語と数学の2教科 26,590円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 15,510円

英・数2教科 英語と数学の2教科 59,400円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 36,300円

中学1年⽣夏期講習→7⽉20日から8⽉29日(8⽉11日から16日はお盆休み)
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（3教科以上でお得） 70,950円

国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 11,550円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

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

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

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
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（3教科以上でお得） 29,370円

国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 7,590円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。

英・数2教科 英語と数学の2教科 26,590円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 15,510円



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

英語 数学
19：00〜20：30 19：00〜20：30

国語社会 理科
20：40〜22：10 20：40〜22：10

2教科 英語・数学・理科・国語・社会から2教科選択 23,000円
1教科 英語・数学・理科・国語・社会から1教科選択 13,530円

中学2年⽣

中学2年⽣通常授業
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（3教科以上でお得） 33,330円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。

月曜日･火曜日･木曜日の17：00〜22：10は管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。
「管理⾃習」とは、⾃習スペースでの学習時間をあらかじめお約束させて頂く⾃習制度です。
より集中しやすい環境での学習時間を確保することで、成績アップを目指します。
参加は強制ではございませんが、学習習慣を身につけ結果を出したい方におすすめです。
「フリー⾃習」とは、⾃由に塾に来て学習する従来型の⾃習制度です。

兵庫いぶき塾では無料体験授業を実施しています。
２週間分の授業を体験していただけるのでじっくりとご検討いただけます。
ホームページまたはお電話（0797-26-7600）でお申し込みください。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

数学 理科 英語
18：00〜19：30 18：00〜19：30 18：00〜19：30

英語 国語社会 数学
19：40〜21：40 19：40〜21：40 19：40〜21：40

⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

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

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

5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科
（3教科以上でお得） 29,370円

英・数2教科 英語と数学の2教科 26,590円

中学2年⽣春期講習→3⽉25日から4⽉7日
・授業料

コース 教科

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。
中学2年⽣夏期講習→7⽉20日から8⽉29日(8⽉11日から16日はお盆休み)
・授業料

コース 教科

英・数単科 英語・数学から1教科選択 15,510円
国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 7,590円

英・数単科 英語・数学から1教科選択 36,300円
国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 11,550円

5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科
（3教科以上でお得） 70,950円

英・数2教科 英語と数学の2教科 59,400円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

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

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

コース 教科

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。

英・数単科 英語・数学から1教科選択 15,510円
国・理・社単科 理科･国語社会から1つ選択 7,590円

5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科
（3教科以上でお得） 29,370円

英・数2教科 英語と数学の2教科 26,590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



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

社会 英語 数学
19：00〜20：30 19：00〜20：30 19：00〜20：30

国語 理科
20：40〜22：10 20：40〜22：10

中学3年⽣

中学3年⽣通常授業

兵庫いぶき塾では無料体験授業を実施しています。
２週間分の授業を体験していただけるのでじっくりとご検討いただけます。
ホームページまたはお電話（0797-26-7600）でお申し込みください。

英・数2教科 英語と数学の2教科 33,330円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 23,000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
（4教科以上でお得） 41,250円

国・理・社単科 国語･理科･社会から1教科選択 13,530円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。

月曜日･火曜日･木曜日は管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。
「管理⾃習」とは、⾃習スペースでの学習時間をあらかじめお約束させて頂く⾃習制度です。
より集中しやすい環境での学習時間を確保することで、成績アップを目指します。
参加は強制ではございませんが、学習習慣を身につけ結果を出したい方におすすめです。
「フリー⾃習」とは、⾃由に塾に来て学習する従来型の⾃習制度です。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

国語 社会
16：00〜17：30 16：30〜18：00

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

英語 社会 数学 理科
20：10〜22：10 19：40〜21：10 20：10〜22：10 20：40〜22：10

⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

理科 国語 社会
16：00〜17：30 16：00〜17：30 16：30〜18：00

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

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

中学3年⽣春期講習→3⽉25日から4⽉7日
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（4教科以上でお得） 46,530円

国・理・社単科 国語･理科･社会から1教科選択 13,530円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。

英・数2教科 英語と数学の2教科 30,160円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 17,490円

英・数2教科 英語と数学の2教科 72,930円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 41,250円

中学3年⽣夏期講習→7⽉20日から8⽉29日(8⽉11日から16日はお盆休み)
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（4教科以上でお得） 94,050円

国・理・社単科 国語･理科･社会から1教科選択 21,450円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。



⾦額(税込)

・時間割
月 火 水 木 ⾦ 土

理科 国語 社会
16：00〜17：30 16：00〜17：30 16：30〜18：00

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

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

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)
・授業料

コース 教科
5教科 英語・数学・理科・国語・社会の5教科

（4教科以上でお得） 46,530円

国・理・社単科 国語･理科･社会から1教科選択 13,530円

※都合が合わない場合は別日程に振替も可能ですのでご相談ください。
月曜日から土曜日の13：30から22：10までは管理⾃習・フリー⾃習での教室利⽤が可能です。

英・数2教科 英語と数学の2教科 30,160円
英・数単科 英語・数学から1教科選択 17,490円


