
※テキスト代が別途必要となります。
(テスト代は、受験される場合必要となります。)

※入塾金、維持費等はかかりません。

・本科

学年 通塾日数

・英数国(3科目)コース

学年 通塾日数

・テキスト代・テスト代 ※テスト代は受験しない場合、かかりません。

科目 科目

※3科目(小5、6）の場合のテキスト代は、12,960円です。

・先取り英語コース

学年 通塾日数

※テキスト代が別途必要です。1科目：5,000円、2科目：8,000円
(テスト代は、受験される場合必要となります。)

※入塾金、維持費等はかかりません。

・高校生：東工大・早大・慶大数学対策講座/中学生：学校選択問題・難関私立高対策講座

対象 通塾日数

小2 本科 国算 7,560円 国算 8,640円 8,640円

小3 本科 国算 7,560円 国算 8,640円 8,640円

中1～高3

週1日
19:20～21:20

(曜日・時間変更可)
20,000円

週２日
19:20～21:20

(曜日・時間変更可)
35,000円

数学(英語)

中学生 英語 週1日
19:20～21:20

15,000円
1日:50分×2コマ

進学塾Wit・ハイレベル講座(中・高)

時間帯 授業料(月額)

コース名 時間帯 授業料(月額)

小学生 英語 週1日
17:00～18:50

10,000円
1日:50分×2コマ

小4 本科 国算 8,640円 国算 8,640円 8,640円

小5 本科 国算 8,640円 国算 8,640円 8,640円

学年 コース名
テキスト代 テスト代

テキスト代 上期 下期

小1 本科 国算 7,560円 国算 8,640円 8,640円

小5 英・国・算 3科 週3日
17:00～18:50

24,000円
1日:50分×2コマ

小6 英・国・算 3科 週3日
17:00～18:50

24,000円
1日:50分×2コマ

小6 英・算 ２科 週２日
17:00～18:50

16,000円
1日:50分×2コマ

コース名 時間帯 授業料(月額)

小4 国・算 ２科 週２日
17:30～18:30

7,560円
1日:60分

小5 英・算 ２科 週２日
17:00～18:50

16,000円
1日:50分×2コマ

進学塾Wit・小学部

コース名 時間帯 授業料(月額)

小3 国・算 ２科 週２日
17:30～18:30

7,560円
1日:60分

小1 国・算 ２科 週２日
16:30～17:30

7,560円
1日:60分

小2 国・算 ２科 週２日
16:30～17:30

7,560円
1日:60分

※科目を選択して単科等でのご受講や、時間帯の変更については、お問い合わせください。

小6 本科 国算 8,640円 国算 8,640円 8,640円



※テキスト代・テスト代が別途必要となります。
(テスト代は、受験される場合に必要となります。)

※入塾金、維持費等はかかりません。

・本科
学年 通塾日数

※理社の授業曜日は土曜日です。

・英・数コース
学年 通塾日数

・単科コース(英数国のうち1科目を選択)
学年 通塾日数

・テキスト代・テスト代

科目 科目

※後期テキスト代は10月分授業料お支払い時にお願い致します。

※テキスト代が別途必要となります。
(テスト代は、受験される場合必要となります。)

※入塾金、維持費等はかかりません。

・本科

学年 通塾日数

・テキスト代・テスト代

科目 科目

※英数コース、単科コースのテキスト代はお問い合わせください。
※テスト代は受験しない場合、かかりません。

学年

高校生

コース名

数学・英数コース

テキスト代
テキスト代

5,000円数学

テキスト代

英数 8,000円

英語・数学 週２日 35,000円

19:20～21:20

高校生

19:20～21:20

進学塾Wit・高等部

コース名 時間帯 授業料(月額)

数学 週1日 20,000円

テキスト代 前期 後期

英数国
10,800円 10,800円

英数国 英数国
10,800円 10,800円

前期 21,600円
後期 10,800円

進学塾Wit・中学部

５科 英数国理社
19,440円

10,800円
３科 英数国

15,120円
英数国

10,800円

学年 コース名
テキスト代 テスト代

中３ 単科 週1日 19:20～21:20 17,000円

週2日 19:20～21:20 28,000円

中１ 英語・数学

12,960円 12,960円

中１

中２
３科 英数国

15,120円

12,960円12,960円
英数国理社

５科(入試対策教材,公立高校入試過去問を含む) 英数国理社 英数国理社
前期 25,920円
後期 15,120円

中3
３科(入試対策教材,公立高校入試過去問を含む)

中２ 単科 週1日 19:20～21:20 16,000円

中１ 単科 週1日 19:20～21:20 15,000円

中２ 英語・数学 週2日 19:20～21:20 26,000円

中３ 英語・数学

中１

週2日 19:20～21:20 23,000円

中３
英・数・国 ３科 週３日 19:20～21:20 37,000円

英・数・国・理・社 ５科 週４日
英数国: 19:20～21:20
理社: 15:00～17:10 44,000円

中２
英・数・国 ３科 週３日 19:20～21:20 35,000円

英・数・国・理・社 ５科 週４日
英数国: 19:20～21:20
理社: 15:00～17:10 40,000円

コース名 時間帯 授業料(月額)

コース名 時間帯 授業料(月額)

コース名 時間帯 授業料(月額)

英・数・国 ３科 週３日 19:20～21:20 28,000円


