
英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650 ¥2,200

4/2（金）～
4/3（土）

新小5・6生
ＬＥＡＦクラブ春レク

in SEED＆レオマワールド
授業とセット参加の方のみ

※塾生は別紙申込書にてお申し込みください。講習生はお申し込みの際にお申し出ください。　

個別 選択 ¥9,900 ¥12,100 実費 ¥2,200

3/28（日） 新中３生

料金

¥13,200

◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（入校金・年間テスト代・年間教材費を収めていただいた方）
が対象となります。春期講習から入校される方も対象となります。

◆講習生料金…春期講習のみ受講の方が対象となります。

◆オプション企画…原則として、春期講習とセットでお申し込みください。
　ただし、中３入試対策春特訓は、企画のみでもご参加いただけます。職員までご相談ください。

◆※の発展クラス…理科・社会の確認も行います。

◆※テスト代について
新小2生～新中3生で講習生および講習から入校の方は、講習前テストを受験していただきます。
その際、テスト代を納入していただきます。
0000000000000000
【減免について】
上記のコースは「兄弟減免」「母子減免」の対象となっています。講習料金が￥11,000以上の場合、受講料金より￥2,200減免さ
せていただきます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。なお、「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が春期講習を受講されない
場合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。また、オプション企画料金は対象外です。

¥6,600高校入試対策春特訓

※各企画とも定員になり次第受付を終了いたしますので、お早めにお申込みください。

¥13,200 ¥13,200 ¥1,650 ¥2,200

90分授業×3回

新中１～３生 個別 選択 ¥12,100 ¥14,300 実費 ¥2,200 90分授業×3回

新小３～６生

新中２生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650 ¥2,200

新中３生 S・F

算・国・英※新小５・６生

発展 栗林校のみ

新中１生

講習生

50分授業×4回

¥1,650 ¥2,200¥13,200

¥1,100

¥11,000 ¥13,200 ¥1,100 ¥2,200

¥11,000

テスト代※

算・国 ¥3,300 ¥5,500

S・F 英・数・理・社

新小３～６生

新小３・４生

標準 算・国・英 ¥9,900 ¥12,100 ¥1,100 ¥2,200

算・国・英
能力開発

　2021年度　　　　春期講習　小中学部【料金一覧】　　　香川地区

※料金はすべて消費税込の表示となっております。

実施日 対象学年 企画名

【　オプション企画　】
●これらの企画は、上記の授業と併用でご利用ください。（※中３入試対策春特訓を除く）
●これらの企画は、「兄弟減免」「母子減免」の対象外です。ご了承ください。

学年 クラス／コース 科目
受講料

テキスト代 備考
塾生

50分授業×4回

新小１生 個別 算・国 ¥3,300 ¥5,500

新小２生 個別 ¥1,100 ¥2,200



※塾生は別紙申込書にてお申し込みください。講習生はお申し込みの際にお申し出ください。　

新小１～３生 少人数個別 算・国 ¥1,100

4/2（金）～
4/3（土）

新小5・6生
ＬＥＡＦクラブ春レク

in SEED＆レオマワールド
¥13,200 授業とセット参加の方のみ

※各企画とも定員になり次第受付を終了いたしますので、お早めにお申込みください。

3/28（日） 新中３生 高校入試対策春特訓 ¥6,600

実施日 対象学年 企画名 料金

新中１～３生 個別 選択 ¥12,100 ¥14,300 実費 ¥2,200 90分授業×3回

◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（入校金・年間テスト代・年間教材費を収めていただいた方）
が対象となります。春期講習から入校される方も対象となります。

◆講習生料金…春期講習のみ受講の方が対象となります。

◆オプション企画…原則として、春期講習とセットでお申し込みください。
　ただし、中３入試対策春特訓は、企画のみでもご参加いただけます。職員までご相談ください。

◆※テスト代について
新小2生～新中3生で講習生および講習から入校の方は、講習前テストを受験していただきます。
その際、テスト代を納入していただきます。
0000000000000000
【減免について】
上記のコースは「兄弟減免」「母子減免」の対象となっています。講習料金が￥11,000以上の場合、受講料金より￥2,200減免させ
ていただきます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。なお、「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が春期講習を受講されない場
合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。また、オプション企画料金は対象外です。

【　オプション企画　】
●これらの企画は、上記の授業と併用でご利用ください。（※中３入試対策春特訓を除く）
●これらの企画は、「兄弟減免」「母子減免」の対象外です。ご了承ください。

¥2,200

新小４～６生 個別 選択 ¥9,900 ¥12,100 実費 ¥2,200 90分授業×3回

新中３生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650

¥2,200

新中２生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650 ¥2,200

新中１生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥13,200 ¥1,650

新小４～６生 標準 算・国・英 ¥9,900 ¥12,100

¥6,600 ¥8,800
※小1生除く

50分授業×8回

¥2,200¥1,100

　2021年度　　　　春期講習　小中学部【料金一覧】　　　木太校
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

学年 クラス／コース 科目
受講料

テキスト代 備考
塾生 講習生

テスト代※

¥3,300 ¥5,500
¥2,200

50分授業×4回



※塾生は別紙申込書にてお申し込みください。講習生はお申し込みの際にお申し出ください。　

4/2（金）～
4/3（土）

新小5・6生
ＬＥＡＦクラブ春レク

in SEED＆レオマワールド
¥13,200 授業とセット参加の方のみ

※各企画とも定員になり次第受付を終了いたしますので、お早めにお申込みください。

3/28（日） 新中３生 高校入試対策春特訓 ¥6,600

¥2,200 90分授業×3回

◆塾生料金…現在通っている方対象、またはこれからご入校される方（入校金・年間テスト代・年間教材費を収めていただいた方）
が対象となります。春期講習から入校される方も対象となります。

◆講習生料金…春期講習のみ受講の方が対象となります。

◆オプション企画…原則として、春期講習とセットでお申し込みください。
　ただし、中３入試対策春特訓は、企画のみでもご参加いただけます。職員までご相談ください。

◆※附属クラス…理科・社会の確認も行います。

◆※テスト代について
新小2生～新中3生で講習生および講習から入校の方は、講習前テストを受験していただきます。
その際、テスト代を納入していただきます。
0000000000000000
【減免について】
上記のコースは「兄弟減免」「母子減免」の対象となっています。講習料金が￥11,000以上の場合、受講料金より￥2,200減免させ
ていただきます。お申込みの際に、職員までお申し出ください。なお、「兄弟減免」に関しては、ご兄弟が春期講習を受講されない場
合は、適用されませんのであらかじめご了承ください。また、オプション企画料金は対象外です。

【　オプション企画　】
●これらの企画は、上記の授業と併用でご利用ください。（※中３入試対策春特訓を除く）
●これらの企画は、「兄弟減免」「母子減免」の対象外です。ご了承ください。

実施日 対象学年 企画名 料金

新中１～３生 個別 選択 ¥12,100 ¥14,300 実費

¥2,200

新小３～６生 個別 選択 ¥9,900 ¥12,100 実費 ¥2,200 90分授業×3回

新中３生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650

¥2,200

新中２生 S・F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥15,400 ¥1,650 ¥2,200

新中１生 F 英・数・理・社 ¥13,200 ¥13,200 ¥1,650

新小３・４生

附属

算・国・英※ ¥11,000 ¥13,200 ¥1,650

¥2,200新小３～６生 標準 算・国・英 ¥9,900 ¥12,100 ¥1,100

¥2,200

新小５・６生 算・国※ ¥11,000 ¥13,200 ¥1,650 ¥2,200

　2021年度　　　　春期講習　小中学部【料金一覧】　　　紫雲校
※料金はすべて消費税込の表示となっております。

学年 クラス／コース 科目
受講料

テキスト代 備考
塾生 講習生

テスト代※

算・国個別新小２生

50分授業×4回¥1,100¥5,500¥3,300算・国個別新小１生

50分授業×4回¥2,200¥1,100¥5,500¥3,300



※講習生で映像授業を受講する際は、登録料として\3,300が必要です。

※講習生で映像授業を受講する際は、登録料として\3,300が必要です。

2021年度　春期講習◆高校部本校
■料金一覧 料金は、税込金額です。

一斉授業 映像授業(ウイングネット)

●新高３生 ●新高３生

講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金 講座数 時間×日数
講習料

学校準拠コース アドバンスコース

1講座 90分×4回 ¥11,000 ¥12,100 1講座 120分×4回 ¥14,300 ¥14,300

2講座 90分×8回 ¥22,000 ¥24,200 2講座 120分×8回 ¥26,400 ¥26,400

3講座 90分×12回 ¥30,250 ¥33,550 3講座 120分×12回 ¥38,500 ¥38,500

4講座 90分×16回 ¥38,500 ¥42,900 4講座 120分×16回 ¥38,500 ¥46,200

5講座 90分×20回 ¥44,000 ¥49,500 5講座 120分×20回 ¥38,500 ¥53,900

※一斉授業、個別指導、少人数総合クラスとの併用は１講座あたり¥7,700の
セット価格が適用になります。

●新高２生 ●新高２生

講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金 講座数 時間×日数
講習料

学校準拠コース アドバンスコース

1講座 90分×4回 ¥11,000 ¥12,100 1講座 90分×4回 ¥12,100 ¥12,100

2講座 90分×8回 ¥22,000 ¥24,200 2講座 90分×8回 ¥22,000 ¥22,000

3講座 90分×12回 ¥31,900 ¥31,900

●新高１生
4講座 90分×16回 ¥31,900 ¥38,500

春期講習　受講料
5講座 90分×20回 ¥31,900 ¥45,100

無料

※一斉授業、個別指導、少人数総合クラスとの併用は１講座あたり¥7,700の
セット価格が適用になります。

¥13,200

個別指導 少人数総合クラス

●新高２・３生 ●新高２・３生

講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金 講座数 塾生料金 講習生料金

1科目 90分×3回 ¥14,300 ¥15,400 1科目 90分×3回 ¥12,100

時間×日数

※入校が前提（入校金・年間テスト代・教材費をお納めいただいた方）の場合は、塾生料金が適用されます。

※入校金は\16,500（小中学部卒塾生は\5,500）です。※一部の高校を除いて、新高2生で講習から参加の方
は、テスト代2,200円が必要です。

※兄弟減免・母子減免の規定があります。講習代が\11,000を超える場合に\2,200の減額が適用されます。
ただし映像授業のみの受講は対象外です。

2科目 90分×6回 ¥28,600 ¥30,800 2科目 90分×6回 ¥24,200 ¥26,400



2科目 90分×6回 ¥24,200 ¥26,400

●新高２・３生（少人数総合クラス）

講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

1科目 90分×3回 ¥12,100 ¥13,200

4講座 90分×16回 ¥38,500 ¥42,900 春期講習　受講料

5講座 90分×20回 ¥44,000 ¥49,500 無料

3講座 90分×12回 ¥30,250 ¥33,550 ●新高１生

2講座 90分×8回 ¥22,000 ¥24,200 2講座 90分×8回

1講座 90分×4回 ¥11,000 ¥12,100 1講座 90分×4回 ¥11,000 ¥12,100

¥22,000 ¥24,200

4/2(金)

■料金一覧　※料金は、税込金額です。
●新高３生（一斉授業） ●新高２生（一斉授業）

講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金 講座数 時間×日数 塾生料金 講習生料金

20:30～22:00 3/26(金)

代ゼミサテライン 時間帯、日程は相談の上、決定させていただきます。

高３

受験英語 18:50～22:00 3/27(土)・4/3(土)

受験数学ⅠＡ 18:50～20:20
3/23(火)・3/30(火)

受験数学ⅡB

少人数総合　数学
18:50～20:20 3/23(火)・3/30(火)

20:30～22:00 3/26(金)

代ゼミサテライン 時間帯、日程は相談の上、決定させていただきます。

20:30～22:00

少人数総合　英語
18:50～20:20 3/26(金)・4/2(金)

20:30～22:00

高松桜井高　標準英語② 18:50～22:00 3/23(火)・3/30(火)

高松桜井高　理系数学 18:50～22:00 3/26(金)・4/2(金)高２

高松桜井高　標準英語① 18:50～20:20

3/22(月)・3/25(木)・3/29(月)・4/1(木)
高松桜井高　発展英語 18:50～20:20

高松桜井高　文系発展数学 20:30～22:00

高松桜井高　文系標準数学 20:30～22:00

少人数総合　英語
18:50～20:20 3/26(金)・4/2(金)
20:30～22:00 4/2(金)

少人数総合　数学
18:50～20:20 3/23(火)・3/30(火)

2021年度　春期講習◆高校部南本校
■スケジュール＆開講講座

学年 講座名 時間 日程

高１

高松桜井高　英語① 14:10～15:20

3/23(火)・24(水)・25(木)・
26(金)・29(月)・30(火)

高松桜井高　英語② 15:20～16:30

高松桜井高　数学① 15:20～16:30

高松桜井高　数学② 14:10～15:20

※入校が前提（入校金・年間テスト代・教材費をお納めいただいた方）の場合は、塾生料金が適用されます。

※入校金は¥16,500（小中学部卒塾生は¥5,500）です。

※兄弟減免・母子減免の規定があります。講習代が¥11,000を超える場合に¥2,200の減額が適用されます。ただし映像授業の

みの受講は対象外です。※一部の高校を除いて、新高2生で講習から参加の方は、テスト代2,200円が必要です。

※代ゼミサテラインの講座をお申し込みの場合は、専用の申込書に記入してください。

※代ゼミサテラインの講座は授業によって料金が異なります。別紙を参照してください。

※代ゼミサテラインの講座の授業料は、お支払方法が他の講座と異なります。別途、担当職員からご案内差し上げます。
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