
子供たちに生き抜く力を子供たちに生き抜く力を

20232023 入塾案内入塾案内
的確な指導でみなさんの学力を大きく伸ばします。

■ 小学部■ 小学部
■ 中学部■ 中学部
■ 高校部 東進衛星予備校■ 高校部 東進衛星予備校

未来へつながる真の実力をつける未来へつながる真の実力をつける

若竹塾若竹塾東福山校東福山校
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指導方針

若竹塾の諸活動・行事

１

習熟度別クラスがあります。

公開実力テスト・実力診断テストを実施しています。

保護者懇談会を年2回実施しています。

季節講習会があります。

オープン模試を実施しています。

　年間の授業を次のような学期割の中で行い、期末テストを実施することで、
生徒一人一人の理解度をチェックしています。
　小学部：1期・春期・2期・3期・夏期・4期・5期・冬期・6期の9学期
　中学部：1期・春期・2期・夏期・3期・4期・冬期・5期の8学期

　習熟度別クラスを設けているコースでは、毎学期の終わりの期末テストの
結果で来期のクラスの再編成を行います。これにより、生徒各人にあったク
ラスで勉強でき、勉学の向上の励みとなり、また学習意欲の低下を防ぎます。

　夏期と冬期の講習前に、小学生対象の公開実力テストを実施し、若竹塾生
以外の方へも参加を呼びかけています。中学生には塾生を対象とした実力テ
ストと、若竹塾生以外の方を対象とした診断テストを実施しています。

　保護者懇談会を年2回実施し、塾や学校、ご家庭での学習や進学について
担当講師に直接ご相談いただけます。もちろん懇談実施期間以外でも、ご相
談があればいつでも応じておりますのでご安心ください。

　学校が長期休みの時期には春期講習会、夏期講習会、冬期講習会を開講し
ています。特別なカリキュラムと指導内容で実力養成を図ります。

　若竹塾主催のオープン模試として、小5、小6、中3対象の附属オープン模試、
中3対象の誠之館対策模試、小4対象のジュニアオープン模試を行います。実
際の形式・内容・レベルに近づけたオリジナル模試で合格判定を行います。

学期制をとっています。

２

３

４

５

６
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小学部　３・４年

小学部　５・６年

附属クラス　３年 中学部 ３年（受験）中学部 ３年（一貫）

中学受験

附属クラス １・２年 中学部 １・２年（一貫/受験クラス）

高校受験高校部　東進衛星予備校　冬期招待講習

東進 新年度招待講習

高校部　東進衛星予備校　１・2・３年

■小学部
　小学校で指導されるレベルよりもレベルの高い教材を使って指導を進めていきます。
中学受験に必要な学習内容は、中学校の学習でも軸となっていきます。受験を通じて中
学校の学習に必要な技量を身につけていきます。

■中学部
附属クラス
　指導科目を英語と数学にしぼり、独自カリキュラムによって中学履修内容を中３の
10月までに終えます。中３の11月からは、東進衛星予備校の冬期招待講習を経て東
進衛星予備校へ移行します。中高一貫校のメリットを生かし、一足早く大学受験へのス
テップへと移行できるようにします。

一貫校クラス
　中学３年生から受験クラスと分離し、中学履修内容を中３の10月までに終えます。
中３の11月からは、東進衛星予備校の冬期招待講習を経て東進衛星予備校へ移行して
いきます。中高一貫校のメリットを生かし、一足早く大学受験へのステップへと移行で
きるようにします。

受験クラス
　大学進学実績の高い附属高校や公立高校への合格を目指して指導を進めていきます。
各種テストで到達度を確認しながら来るべき高校受験に備えます。さまざまな中学校に
在籍する生徒同士が学校とは別の尺度で競争できる学習環境がここにあります。

大学受験

大学入試大学入試までをまでを

完全サポート完全サポート
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　小５からは、中学受験を突破するために必要な重要な単元が多く出てきま
す。また、カリキュラムの難度が一気に上がっていくため、つまずきやすい
時期といえます。そのため、入試を突破するためにも、遅くとも５年生から
の受講をお勧めします。通常講座（国算理社）に加えて、選択講座（算数基礎・
算数特訓・英語）もご用意しております。

　広大附属福山中、市立福山中および近隣の私立中学の入試に合格するた
めに、考え抜かれたカリキュラムで授業を行っていきます。

■小３　受験準備コース　Ｓクラス
　中学受験準備期間として位置づけます。中学入試の柱となる国語・算数２
教科の基礎力養成に的をしぼって、塾で学ぶことの楽しさを存分に味わって
いただきます。自分から進んで学ぶ姿勢と、多少の困難にもめげない心の回
復力を身につけながら，中学入試に欠かすことのできない主体的学習習慣を、
この時期で確立させてしまうことを目指します。

■小４　受験基礎コース　SS ／ SLクラス
　中学受験基礎力養成期間として位置づけます。まず３月から７月にかけて
は、国語・算数の２教科で、入試突破に不可欠な文章読解力や算数思考力な
どの基礎学力の確立をはかります。夏期講習以降、国語・算数に理科・社会
も加えて４教科体制へと移行し、本格的に中学入試にむけてのスタートを切
ります。

■小５　受験コース　S ／ SS ／ SLクラス

小学部

■小６　受験コース　S1 ／ S2 ／ S3クラス
　夏期講習終了時点までに、中学入試に不可欠な重要単元の学習をほぼ終了
します。秋以降は通常授業でも、入試問題に取り組み、学力を入試レベルに
高めていきます。さらに、10月からは毎週土曜日には、広大附属福山中学の
過去入試問題十数年分を本番と同じ時間で解いていく土曜模試を実施いたし
ます。
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　英語は小学校での教科化が始まり、通知表の評価の対象になりま
した。４技能を総合的に活用した基本的な英語能力を身につける必
要があり、今後英語の重要性はますます高くなっていきます。「聞く・
話す」から「読む・書く」へ段階的に学んでいき、基礎を前倒しし
て勉強することにより本格的な英語学習に備えます。

選　

択　

講　

座

●小５　英語（週１回60分・4月開講）

●小６　適性検査対策講座　市立福山中対応
（週２回100分・4月開講）

　市立福山中をはじめとした公立一貫校の対策を行います。市立福
山中の入試問題を中心に扱い、適性検査型の問題に慣れていきます。

●小５　算数基礎　（週１回60分・4月開講）

　算数の苦手な方を対象とした講座です。小５で学習する分数計算、
割合、速さなどの単元を基礎からていねいに指導していきます。通
常授業でも学習しますが、くり返し学習することにより理解度を高
めていきます。

●小４　算数特訓　（週１回60分・4月開講）

　前半は、論理的な思考の訓練として、パズルを題材にして、順序
立ててものを考える土台を作っていきます。後半では、本格的な算
数の問題を解いていきます。「規則性」や「数列」といった広大附属
中入試でも頻出の単元を扱っていきます。

●小４　英語　（週１回50分・4月開講）

　小４の外国語活動は「話す」「聞く」が中心ですが、簡単な単語の
読み書きも取り入れていきます。早めに文字に触れておけば、小５
から始まる読み書きの英語学習にスムーズに繋がります。定期的に
英語に触れることで、英語に慣れ親しみ、基礎づくりをします。

●小５　算数特訓　（週１回60分・4月開講）

　広大附属福山中合格を目指す方を対象とした講座です。広大附属
福山中入試で頻出の規則性などの問題や、小５レベルで解ける入試
問題に取り組みます。生徒一人一人にじっくり考える時間を与え、
考えることの楽しさや、粘り強さを養う講座です。

NEW

NEW
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科目 時間 月 火 水 木 金 土
国語／算数 17:05 ～ 18:55 ○

小3

小4

科目 時間 月 火 水 木 金 土
国語／算数 16:45 ～ 18:45 ○ ○
理科／社会 17:00 ～ 19:00 ○
算数特訓 15:10 ～ 16:10 ○

英語 14:10 ～ 15:00 ○

小5

科目 時間 月 火 水 木 金 土
国語／算数 16:45 ～ 18:45 ○ ○
理科／社会 17:00 ～ 19:00 ○
算数基礎 14:00 ～ 15:00 ○
算数特訓 18:50 ～ 19:50 ○

英語 15:10 ～ 16:10 ○

小6

科目 時間 月 火 水 木 金 土

2科＋演習
国算(火)：17:00 ～ 19:00
国算(土)：17:15 ～ 19:15 ○ ○

演習：15:05 ～ 17:00 ○

4科＋演習

国算(火)：17:00 ～ 19:00
国算(土)：17:15 ～ 19:15 ○ ○

理社：17:00 ～ 19:00 ○ ○
演習：14:20 ～ 17:00 ○

適性検査対策 19:10 ～ 20:00 ○ ○

自由な発想を重んじ子どもの可能性を引き出します。

基礎から応用まで徹底学習。受験に対応できる力をつけます。

学習習慣の確立と学習方法の獲得を目指します。

※理科／社会は、夏期講習から開講します。
※算数特訓・英語は４月から開講します。

※Sクラスは国算理社が必修です。SS/SLクラスは理科/社会は選択制です。
※算数基礎・算数特訓・英語は４月から開講します。

中学入試突破と中学への飛躍のために。

※S1クラスは国算理社が必修です。S2/S3クラスは理科/社会は選択制です。
※適性検査対策は4月から開講します。
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　高校入試を見据えた受験コースと、広大附属福山中、市立福山中などの
中高一貫校に通われている方を対象としたコースを開講しています。受験
コースでは高校入試突破を第一に考え、中高一貫コースでは、大学入試ま
での６年間をトータルで考えて指導を行います。

中学部

■中１　受験コース・一貫コース
　中学から本格的に始まる英語と数学の基礎から固めていきます。学校進度
よりは少し先取りして授業を進めて、スムーズに中学生活をスタートできる
ようにします。学習習慣の確立を目標とし、自ら定期試験対策ができるよう
にサポートします。入試で差がつく国語・理科・社会のオプション講座も用
意しています。

■中２　受験コース・一貫コース
　中１の学習内容から格段に難しくなっていくのが中学２年生です。新学習
指導要領による難化の影響もありますので、授業でしっかりと対応できるよ
うにしていきます。また、国語・理科・社会のオプション講座により、定期
テスト範囲の先取りや入試対策への基本を学習することもできます。

■中３　中高一貫クラス
　一貫校では公立中学校よりも早い進度で学習が進み、高校単元にも少し手
を伸ばしていく学校が多いのが現状です。それに伴い、週２回の授業により、
安心して高校の学習に入っていけるようにします。中学内容を早く終わらせ、
中３の11月には東進衛星予備校へとスムーズに接続できるように学習してい
きます。

■中３　受験コース
　広大附属福山高、誠之館高や大門高などの公立高校上位合格を見据えて、
授業を展開していきます。夏期講習までに中学内容の重要単元をほぼ終わら
せ、秋以降は、実践的な入試対策を行っていきます。英語・数学だけでなく、
国語・理科・社会の講座も完備し、５科目指導体制を整えています。入試は
総合力の勝負ですので、５科目の受講をお勧めします。

■中1・中2・中３　広大附属福山クラス
　学校の授業進度や様子を随時確認しながら授業を進めていきます。定期テ
ストでは英語・数学以外の科目もアドバイスいたします。大学入試を見据えて、
中学内容を早く終わらせ、中３の11月には東進衛星予備校へとスムーズに接
続できるように進めていきます。
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科目 時間 月 火 水 木 金 土
英語／数学 19:15 ～ 21:35 ○ ○

国語 18:20 ～ 19:15 ○
理科／社会 19:25 ～ 21:35 ○

中1受験・一貫

科目 時間 月 火 水 木 金 土
英語／数学 19:15 ～ 21:35 ○ ○

国語 18:20 ～ 19:15 ○
理科／社会 19:25 ～ 21:35 ○

科目 時間 月 火 水 木 金 土
英語／数学 19:15 ～ 21:45 ○ ○

理社 19:15 ～ 21:45 ○ ○
国語 18:05 ～ 19:05 ○

学習習慣の確立と基礎の徹底

※国語、理科／社会は選択制です。

※国語、理科／社会は、4月から開講です（選択制）。

中2受験・一貫 確立した学習習慣の継続と効率的な学習

中3受験 第一志望校合格と夢へのステップ

科目 時間 月 火 水 木 金 土
中1附属福山 18:00 ～ 20:20 ○ ○
中２附属福山 18:00 ～ 20:20 ○ ○
中3附属福山 18:00 ～ 20:20 ○ ○
中3一貫校 19:25 ～ 21:35 ○ ○

中高一貫 大学入試へのファーストステップ
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・高校部
・東進中学NET

高校部

1. 先手必勝の先取り学習

2. 確認テスト・修了判定テスト

3. 基礎・基本の徹底

　授業の時間割は決まっておらず、個々の都合に合わせてカリキュラムを組
むことができます。毎日登校・毎日受講すれば、学校で1か月かけて学習す
る内容を1週間程度で習得することも可能になります。他よりも先に学習を
進めて演習により多くの時間を費やすことで理解度を深め、知識の定着をは
かります。そうすることでライバルたちに差をつけ、受験を有利に進めるこ
とができます。

　毎講の受講後には確認テストがあり、これに合格しなければ次の授業に進
めません。わからないところをわからないままで授業だけが先に進むことの
ないよう、ひとつひとつしっかりと習得していくためのテストです。また、
ひととおり授業を終えたらまとめの修了判定テストがあります。これに合格
し、成果を積み重ねていくことで自信につながります。

　授業を受けて知識を増やし、概念を理解したとしても、それだけで身につ
いたとは言えません。見るだけ、聞くだけで本番で発揮しうる力にはなりえ
ないのです。しっかりと身につけるには基礎の反復トレーニングが必要不可
欠です。
　東進では高速マスター基礎力養成講座とあわせて学習することにより、英
語でいえば英単語等の学力の土台となる基礎の早期習得を推奨しています。

　東進では質の高い授業による知識・概念のインプット、高速マスターに
よる基礎力強化、テストや模試によるアウトプットの演習をバランスよく
行うことで、本当の意味での学力向上を目指します。
また、週に1度は面談を実施し、週ごとにスケジューリングを行います。
個々の目標を設定するとともに進行状況をチェックしながらアドバイスを
おくり、生徒のモチベーション向上をはかります。
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東進中学NET

4. 模試の高速フィードバック
　定期的に実施する東進オリジナル
の模試は、マーク模試なら1週間、
記述模試なら10日間で成績表を返
却します。また、マーク模試なら実
施翌日から解説授業を受講でき、内
容をまだ覚えているうちにしっかり
と復習することで弱点を補っていく
ことができます。
　成績表返却時には個別に面談を実
施し、これまでの反省点と課題点を
洗い出すことで今後の学習の指針と
して活用します。

　東福山駅前校では、中学生も東進衛星予備校と同様のシステムで学習を進
めることができます。およそ2年間で中学の履修範囲の学習を終え、いち早
く高校の学習をはじめることができるので、特に中高一貫生に有効です。も
ちろん、高校入試を控えた公立中学校生も、映像授業を活用した高速学習に
よって受験をより優位に進めることができます。
　「とにかくたくさん勉強したい！」という学習意欲の高い中学生にはオスス
メです。

東進衛星予備校 東福山駅前校 ☎0120-104-525
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授業外学習のご案内

速読講座

自習室

※利用には別途料金がかかります。

■小１～中３　速読講座（週１回　約40分間）
「時間内に読める文章量を飛躍的に増やす」
　目標は読書力と学習力の向上です。パソコンの画面を見ながらトレーニン
グをします。通常の人なら１分間に400 ～ 500字の読む速さを、その３～４
倍になるようにします。速く読めれば読書が楽しくなります。また国語など
の試験では、速く読んだ分の時間を問題を解くことに使えて、有利なことこ
の上ないでしょう。トレーニングでは速く読むだけでなくちゃんと理解した
かどうかチェックも行います。また、定期的に「速解力検定」や「スピード
マスターズ」などのコンテストがあり、自分の力がどれだけ伸びているか確
認できます。

※利用は無料です。
　授業前や授業後、授業がない時でも自習室を利用できます。自習室は職員
室のすぐ隣にあり、自習中にわからないことがあったときも、すぐに質問が
できます。また、自習スペースは個別ブースに分かれており、落ち着いた環
境で集中して勉強できます。
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年間スケジュール（東福山校）

高
校
部
3/1
(水)

5/14
(日)

第
１
期

5/15
(月)

7/20
(木)

第
２
期

7/22
(土)

8/28
(月)

夏
期

・各学校の内部進学者や、季節講習の
み若竹塾に在籍した生徒は合格者数
には含まれておりません。

2022年度授業最終日

【休講】新年度授業準備日
2023年度授業開始
春分の日(授業あり)

【休講】春期講習会準備日
春期講習会

【休講】新学期授業準備日
【ゴールデンウィーク休暇】

実力テスト(中1 ～中3)
広大附属オープン模試①
　(小5･小6･中3)

第117回公開実力テスト
　(小3 ～小6) 
夏期実力診断テスト
　(中1 ～中3の一般生)
海の日(授業あり)

【休講】夏期講習会準備日
夏期講習会授業開始

夏期講習会最終日

3/1
(水)

4/16
(日)

第
１
期

4/17
(月)

6/4
(日)

第
２
期

6/5
(月)

7/20
(木)

第
３
期

7/22
(土)

8/28
(月)

夏
期

小
学
部

中
学
部

●2022年度入試合格実績

3/1
(水)

5/14
(日)

第
１
期

5/15
(月)

7/20
(木)

第
２
期

7/22
(土)

8/28
(月)

夏
期

広大附属福山中
広大附属三原中
福山市立福山中
広大附属広島中
広島県立広島中
広島叡智学園中
近大附広島中福山
　うち難関
盈進中
銀河学院中
英数学館中

52名
30名
65名
1名
5名
4名

119名
94名
37名
35名
3名

福山暁の星女子中
広島学院中
修道中
広島女学院中
AICJ中
金光学園中
岡山中
蒼明学院中
ほか

10名
1名
1名
1名
2名

10名
1名
3名

中
学
入
試

・最新の 2023 年度入試結果は、若竹
塾 WEB サイトにて順次公開いたし
ます。

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・

・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

2023年2月
25(土)

3月
1(水)
2(木)
21(火)
26(日)
27(月) ～ 4/1(土)

4月
2(日) ～ 7(金)
29(土) ～ 5/6(土)

6月
5(月)・6(火) 
11(日)

7月
2(日) 

8(土)・15(土)

17(月)
21(金)
22(土)

8月
28(月)
29(火)は台風休講等の振替授業の可能性があります。

振替授業がない場合はお休みとなります。

・4校舎(福山校・東福山校・駅家校・
尾道校)の実績(抜粋)です。
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9/4
(月)

10/24
(火)

第
３
期

10/30
(月)

12/21
(木)

第
４
期

12/23
(土)

1/6
(土)

冬
期

1/7
(日)

2/26
(月)

第
５
期

【休講】後期授業準備期間
後期授業開始

【休講】敬老の日
【休講】秋分の日

【休講】スポーツの日
【休講】職員研修会

【休講】文化の日
実力テスト(中1 ～中3)
広大附属オープン模試②
　(小5･小6･中3)

【休講】勤労感謝の日

第118回公開実力テスト
　(小3 ～小6)
冬期実力診断テスト
　(中1 ～中3の一般生)
誠之館対策模試（中3）

【休講】冬期講習会準備日
冬期講習会授業開始

冬期講習会最終日
成人の日(授業あり)
広大附属ジュニアオープン模試
　(小4)

【休講】建国記念の日
天皇誕生日（授業あり）
2023年度授業最終日

9月
8/29(火) ～ 9/3(日)
4(月)
18(月)
23(土)

10月
9(月)
25(水) ～ 29(日)

11月
3(金)
6(月)・7(火)
12(日)

23(木)

12月
3(日)

9(土)・16(土)

10(日)
22(金)
23(土)

2024年1月
6(土)
8(月)
28(日)

2月
12(月)
23(金)
26(月)

9/4
(月)

10/24
(火)

第
４
期

10/30
(月)

12/21
(木)

第
５
期

12/23
(土)

1/6
(土)

冬
期

1/7
(日)

2/26
(月)

第
６
期

9/4
(月)

10/24
(火)

第
３
期

10/30
(月)

12/21
(木)

第
４
期

12/23
(土)

1/6
(土)

冬
期

1/7
(日)

2/26
(月)

第
５
期

広大附属福山高 
福山誠之館高
尾道北高
府中高
大門高
神辺旭高
福山市立福山高
近大附広島高福山
ほか

42名
49名
11名
8名
7名
2名
1名

76名

高
校
入
試

東京大
京都大
大阪大
九州大
神戸大
広島大
岡山大
早稲田大
慶應義塾大
医医合計
ほか

3名
1名

11名
7名
3名
6名
8名
5名
3名
5名

大
学
入
試

・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
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１．入塾金　11,000円（新規入塾時に１回のみ）

２．年間諸費（半年毎の年２回）

　小３～小５・中１～中２ … 9,240円を２回
　小６・中３ … 11,220円を２回

３．実力テスト費（年2回）

　小３・小４（２科）… 2,200円　　小５・小６（４科）… 5,500円
　中１・中２・中３（２科）… 4,400円

４．教材費
　実費（通年教材、季節講習の教材、各種模試代、その他の教材など）

※在塾生の小学から中学への進学時、また退塾者や休塾者の復学時には、
入塾金は不要です。

※年度途中での入塾の場合、年間諸費・実力テスト費の消化分は、上記の
金額から減額します。

５．各種割引制度
①兄弟割引：ご兄弟で通塾される場合、ご兄弟の月額授業料の合計額

から授業料を減額します。
ア）合計額が30,000円以上40,000円未満のとき … 3,000円引き
イ）合計額が40,000円以上50,000円未満のとき … 4,000円引き
ウ）合計額が50,000円以上60,000円未満のとき … 5,000円引き
エ）合計額が60,000円以上のとき … 6,000円引き

②東進併用割引：ご兄弟が若竹塾運営の東進衛星予備校〈福山霞校・
福山駅家校・東福山駅前校〉に在籍されている場合、
兄弟の有無、受講料に応じて減額します。

ア）若竹＆東進兄弟割引
　東進受講生で若竹塾に在塾のご兄弟がいる場合、東進に納入
された金額の１割をご兄弟の方から減額します。（ただし、ご兄
弟が若竹塾に６ヶ月以上在籍されている本科生に限ります。）

イ）東進＆福山ライブ授業併用割引
若竹塾が運営する東進衛星予備校に通い、かつ福山校高校部

の授業（ライブ授業）を受講される場合、年間の購入額により
次の通り福山校のライブ授業料から減額します。

□20万円以上 … 10％引き　　□30万円以上 … 15％引き
□40万円以上 … 20％引き

＊注１　「東進＆福山ライブ授業併用割」の適用期間は、東進の
講座の購入月から、その年度の11月までです。

＊注２　①の兄弟割引は、②イ）のライブ併用割引の割引後の
金額で適用します。

＊注３　東進併用割引のア）とイ）は併用できます。

学費・諸経費（東福山校・2023年度）
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６．中途退塾
　入塾時に納入された費用は、契約撤回(クーリングオフ)の場合は全
額お返ししますが、契約解約（中途退塾）の場合は退塾違約金として
処理させていただきます。

７．その他
　当塾のカリキュラムは１年間の授業で十分効果の表れるように考え
られた年間カリキュラムです。よって、月額の授業料は、月によって
授業日数のばらつきがありましても、年間料金を平均したものとお考
えください。

学年/コース/科目等 科目 授業料（税込）

小３ 本科生[S] ２科 国算 6,000円

小４
本科生

[SS/SL]

２科 国算 13,750円
４科 国算・理社 19,750円
選択
講座

算数特訓 3,850円
英語 3,190円

小５
本科生

[S/SS/SL]

２科 国算 16,500円
４科 国算・理社 23,100円

選択
講座

算数基礎 3,850円
算数特訓 3,850円

英語 3,850円

小６

本科生
[S1/S2/S3]

２科 国算＋演 22,000円
４科 国算・理社＋演 33,000円
選択
講座

適性検査対策 5,600円
附属過去問模試 1,760円

講座生 適性検査対策 6,600円
附属模試コース 11,000円

小４注…国算は必修、理社は選択制です。

　　　　選択講座を２講座受講する場合、以下の金額となります。
　　　　国算＋２講座で6,750円、国算・理社＋２講座で6,250円

小５注…国算は必修、理社は選択制です。ただし、Ｓクラスは４科必修です。

　　　　算数基礎/算数特訓はどちらかを選択してください。

　　　　選択講座を２講座受講する場合、以下の金額となります。
　　　　国算＋２講座で7,400円、国算・理社＋２講座で6,900円

小６注…国算は必修、理社は選択制です。ただし、S1クラスは４科必修です。

その他…本科生の「選択講座」のみの受講はできません。

　　　　春期・夏期・冬期の季節講習会の受講料は別途お知らせします。
８月は夏期講習会の授業料を８月分の月謝に充当します。
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学年/コース/科目等 科目 授業料（税込）

中１

受験
一貫
[S]

本科生

２科 英数 18,700円
３科 英数・国 21,910円
４科 英数・理社 25,850円
５科 英数・国・理社 28,160円

講座生 国 3,520円
理社 7,830円

附属
[ZK] 本科生 １科 英または数 11,330円

２科 英数 19,800円

中２

受験
一貫
[S]

本科生

２科 英数 18,700円
３科 英数・国 21,910円
４科 英数・理社 25,850円
５科 英数・国・理社 28,160円

講座生 国 3,520円
理社 7,830円

附属
[ZK] 本科生 １科 英または数 11,330円

２科 英数 19,800円

中３

受験
[S]

本科生

２科 英数 19,800円
３科 英数・国 23,100円
４科 英数・理社 33,000円
５科 英数・国・理社 35,300円

講座生 国 3,630円
理社 20,870円

一貫
[M] 本科生 ２科 英数 17,600円

附属
[ZK] 本科生 １科 英または数 11,330円

２科 英数 19,800円 
注…講座生は国理社の３科受講もできます。
　　春期・夏期・冬期の季節講習会の受講料は別途お知らせします。８月

は夏期講習会の授業料を８月分の月謝に充当します。

初期登録費 5,500円
受講料 5,940円 週１回（月４回）分です。
諸費 550円 月ごとに納入していただきます。

■速読（全学年）　金額は税込みです。

入学金 22,000円

受講料 講座単位での購入になります。詳細は東進のパンフレット
をご覧いただくか、お問い合わせください。

■東進中学NET　金額は税込みです。

入学金 33,000円
担任指導費 高3…66,000円　高2・高1・高0…44,000円

模試費 高3…29,700円　高2…14,850円　高1・高0…12,650円

受講料 講座単位での購入になります。詳細は東進のパンフレットを
ご覧いただくか、お問い合せください。

■東進衛星予備校　金額は税込みです。
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東福山校への入塾お申し込み

　入塾を希望される方は、まず入塾テストをお受けください。テストの成
績が規定の点数以上であれば、入塾していただくことができます。

① お電話もしくは若竹塾WEBサイトからお申し込みください。
② 入塾テストを受けていただきます。当日、筆記用具と受験料1,000

円をお持ちください。
③ 後日、テストの結果と入塾される場合の手続きについて、お電話で

お知らせします。
④ 書類を郵送します。必要事項をご記入の上、所定の費用を郵便振込

みでお支払いください。

● この入塾テストは、今後若竹塾で勉強を続けていく上で必要な基礎学力が
あるかどうかを見させていただくものです。今まで塾に通ったことがない
方でも、毎日の学校の勉強が分かっていれば、それだけで十分合格できま
す。

● 公開実力テストや広大附属オープン模試の結果でも、中途での入塾判定を
いたします。

● 受講されるコースや講座によって、入塾テストが免除で面接のみの場合や
入塾テスト不要の場合があります。詳しくはお問い合わせください。

お電話またはWEB
サイトから、入塾テ
ストをお申し込み
ください。

1.1.
入塾テスト当日は、
筆記用具とテスト
代1,000円をお持
ちください。

2.2.

後日、入塾テストの
結果と手続きにつ
いて、お電話でお知
らせします。

3.3.
入塾書類を郵送し
ます。内容をご確認
の上お手続きくだ
さい。

4.4.

お手続きお手続き
完了完了！！



http://www.wakatakejuku.com/
　　　　　　　　　　　　24時間お問い合わせ可能です。若竹塾 で　　　　　　　　　　　　検 索検 索検 索　　　　　　　　　　　　検 索　　　　　　　　　　　　検 索　　　　　　　　　　　　検 索　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〒721-0973
福山市南蔵王町6-20-16

☎ 084-940-5752
※電話受付時間：月～土 14:00 ～ 21:00

未来へつながる真の実力をつける

若竹塾東福山校

ウエルシア


