
第一志望校合格に向けて、週3回5科目受講必須！ / 成績上位者・上昇者多数！理求館玉藻校HPをご覧ください。

※T-PASSのみの受講も可能

〒760-0080

特徴③小１・２⇒２科目徹底指導（算国）

2023
通常講習 理求館玉藻校

夢の実現に向けて、猛勉強始めませんか！

小学部 玉藻校に通塾中の生徒の学校名（2023年1月現在）
高松第一学園/木太北部/木太/中央/古高松南　　※その他の学校の生徒さんもお待ちしております！

特徴①曜日選択制導入/火～土曜日（週１～３回選択）

特徴②小３～６⇒５科目徹底指導（算国理社英）
英語は中学校の教科書の単語を暗記・本文暗唱 / 百ます計算実施⇒24のミッションにチャレンジ！ / 受講科目選択可

勉強に取り組む姿勢から指導 / 記憶力・計算力・語彙力など基礎学力を強化！ / 百ます計算実施 / 受講科目選択可　　　　　　

中学部 過去3年間の国公立高校合格実績（理求館玉藻校） 高松20名/丸亀1名/高松第一16名/基町（広島県）1名
高松桜井9名/高松西7名/高松商業5名（英実1名・商業9名）/高松北11名/高松南1名（看護）/高松東2名/香川高専2名

※玉藻校に通塾中の生徒の学校名（2023年1月現在）⇒高松第一学園・玉藻中学校・古高松中学校・香川誠陵

特徴①５科目徹底指導（英数理社国）

特徴②全学年３クラス編成 生徒数増加にともない、クラス増設＋担当増員！
能力別クラス編成で、第一志望校合格を全力サポート！

特徴③無料自習室（火～土）完備 定期テスト期間中は月曜日・日曜日もOPEN！
テスト期間中の土日祝1日平均使用時間⇒約8時間

特徴④T-PASS（会員制自習室）
日曜日（月3回）13:00～22:00 OPEN
T-PASS受講者はウイングネット（映像授業）受講可
英検パスコース・数検トレーニングゼミ受講可

高校部
過去2年間の大学合格実績（理求館玉藻校）　※高校部1期生7名＋2期生3名の合格実績です！
岡山大学（経済）/岡山大学（教育）/香川大学（経済）2名/岡山県立大学（保健福祉）2名/県立広島大学（地域創生）
同志社大学2名/立命館大学2名/専修大学/同志社女子大学2名/京都女子大学2名/ノートルダム清心女子大学2名/大阪経済大学

志望校により、今やるべきことが異なります。電話では詳細をご説明しきれません。
お手数ですが面談日程を電話予約の上、校舎までご来塾ください。

特徴③月謝料金制（セット受講割引有） セット受講割引の詳細は、校舎担当に
ご確認ください。

特徴④高１～高３・既卒生対応 ウイングネット（映像授業）＋T-PASS（会員制自習室）を
フル活用して、来春の合格を目指して猛勉強開始！

※玉藻校に通塾中の生徒の学校名（2023年1月現在）⇒高松・高松第一・高松桜井・高松西・高松商業・高松北・香川高専・英明

ケイシングループネットワーク

理求館玉藻校 高松市木太町2292-1
TEL 087-834-6036 （責任者：野口）

特徴①ウイングネットで現役合格
ベーシックウイング（教科書完全理解/5科目）
アドバンスウイング（国公立大・私大対策/5科目）
共通テスト対策コース（5科目）・英検対策コース

特徴②T-PASS（会員制自習室）
火～金14:00～22:30/土13:00～22:00
日13:00～22:00（月3回）
専用自習ブース・ロッカー完備

映像授業

校舎受付時間

火～金 14:00～22:30

土・日 13:00～22:00

※電話連絡の上、ご来塾してください。

各種キャンペーン実施中！
※詳細は、理求館玉藻校HPに掲載中！

無料体験授業実施中！
※ 詳細は、校舎担当にご確認ください。

◆啓真館（香川県）
木太校・栗林校・屋島校・高松東部校・太田校・仏生山校・紫雲校・国分寺校

三木校・高校部本校・高校部南本校・瓦町フラッグ校・スタディプラザ木太校

◆啓真館（徳島県）
徳島校

スタディプラザ加茂名校

◆理求館（香川県）
玉藻校

提携塾

●代ゼミサテライン予備校カレッジ
瓦町本校・レインボー南校・栗林校

●パスカル数理ゼミ（岡山県・広島県）

●明修塾（岡山県）

大元教室・妹尾南教室・庭瀬教室・倉田教室

倉敷本部教室・笹沖教室・西阿知駅前校・連島教室

倉敷東教室・庄教室・茶屋町教室・八浜教室

カレッジ倉敷

●スぺリア（岡山県）

●TERAKOYA  GROUP                                       
（愛媛県・香川県・徳島県）

◆啓真館（愛媛県）
三津校

余戸校



料金は税10%込み価格です。

種別 学年 クラス コース 科目 月謝 教材費 年間テスト代

中学生

1科目 ¥6,050

2科目 ¥12,100

3科目 ¥17,050

4科目 ¥22,000

5科目 ¥26,950

¥17,050

¥17,050

¥22,000

¥30,800

高校生 ¥14,300

中学生 ¥12,100

小学生 ¥9,900

※入校金⇒小中学部￥11,000/高校部￥16,500       ※減免規定（兄弟減免・母子減免）の詳細は、校舎担当にご確認ください。

中学生
小5・6受験生

T-PASS（会員制自習室）
日

（月3回）

13:00～22:00
上記時間帯、何時間でも利用可

ウイングネット受講可
¥4,950

小・中学生は一斉or映像授業との併用受講と
なります。T-PASSのみの受講はできません。

一斉に準ずる

自
習
室

高校生 T-PASS（会員制自習室）
火～金 14:00～22:30

¥13,200
映像授業との併用受講の場合⇒￥11,000
高校生はT-PASSのみの受講可 ※日曜日は月3回

専用自習ブース・ロッカー完備土・日 13:00～22:00

個
別

個別指導 5科目対応 週1回80分 相談の上、決定 実費

¥3,300

一斉に準ずる

② 14:00～14:50

③ 15:00～15:50

④ 16:00～16:50

⑤ 17:00～17:50

数検トレーニングゼミ
（3級・準2級）

⑥ 18:00～18:50
¥3,300

⑦ 19:00～19:50

実費
⑨ 21:00～21:50

 公立中進学コース（小4～6） 　※①の時間帯は土・日のみ開講

実費
 高松北中受験コース（小6） 　※授業曜日は火～土で選択

 大手前・誠陵受験コース（小5・6）

実費

¥25,300

実費 希望者のみ実施

土・日 13:00～22:00

2科目
　※日曜日は月3回・月曜日は休塾日

¥37,400
　※授業曜日は火～日で選択

3科目以上 ¥49,500
  ☆月額料金制（一部対象外の講座有）

1科目 教科書内容理解の定期テスト対策から、最難
関大学入試までの全科目に対応できるコンテ
ンツを準備しています。また、変化する大学
入試に備え、各科目とも特化したコンテンツ
も準備しています。先取り学習で内容をどん
どん進めることも、前学年の復習から追い上
げることも、志望校合格に向けたあなただけ
の学習プランを準備することができます。

¥17,050

2科目 ¥23,100

3科目以上 ¥28,050映
像
授
業

高3

ウイングネット
＋

T-PASS
(会員制自習室)

1科目
火～金 14:00～22:30

  ※月何回でも何時間でも受講可

 附属中受験コース（小5・6）   ☆月額料金制（一部対象外の講座有）

高1・2

ウイングネット
＋

T-PASS
(会員制自習室)

中学生

ウイングネット
火～日

（月は休塾日）
※日曜日は
T-PASS

受講者のみ

① 13:00～13:50

  ※月何回でも何時間でも受講可

小5～中3
英検パスコース
（5級～準2級）

⑧ 20:00～20:50

小学生

小1・2

週1回

本科 算・国
※受講科目選択可

火～土 17:00～18:50

実力テスト3回分
\6,600（小3～小6）

週2回 　※授業曜日は火～土で選択 ¥14,300
ぜんけん模試2回分
\5,500（小4～小6）週3回   ※上記時間帯で1回1時間50分 ¥21,450

¥7,150

¥11,000

小2実力テスト3回分
\6,600

週2回 　※授業曜日は火～土で選択 ¥14,300
小1実力テスト2回分

\4,400週3回   ※上記時間帯で1回1時間50分 ¥21,450

一斉授業と映像授業（ウイングネット/5科目）を併用受講の場合 上記一斉授業月謝＋￥6,050

小3～6

週1回

本科
算・国・英
(理・社)

※受講科目選択可

火～土 17:00～18:50 ¥7,150

¥13,200

実力テスト3回分
\6,600

土（月3回）
※曜日変更要相談

19:20～21:30
香統模試2回分

￥7,100
第1回￥2,900/第2回￥4,200

中1 本科 5科目

木・金から1日選択

 （月7回）

※第1回終了後にご入校の
方には1回￥4,200を回数分
納入していただきます。

土（月3回）

入試演習
13:00～18:00

後期より、通常教材に
追加して購入していた
だきます。後期開始時
に納入してください。

火・木
（月7回）

土（月3回）
※曜日変更要相談

19:20～21:30
香統模試2回分

￥7,100
第1回￥2,900/第2回￥4,200

木・金から1日選択

 （月7回）

¥7,700

　
6回分一括価格

￥23,000
（香統模試）

2023年度　理求館玉藻校　時間割＆料金表 玉藻校℡(087)834-6036

曜日 時間帯

一
斉
授
業

中3

本科前期
3月～7月

5科目

19:20～22:00

火・水から1日選択

木・金から1日選択

 （月7回）

中2 本科 5科目

火・水から1日選択

19:20～22:00

¥26,950

本科後期
9月～2月

5科目

火・水から1日選択

¥34,100

¥15,400

実力テスト3回分
\6,600

◆中学生（3クラス制） ⇒ Aクラス（難関一斉授業クラス） / Bクラス（標準一斉授業クラス） / Cクラス（少人数授業クラス）

A・B・C

A・B・C

A・B・C

※Aクラス⇒水・金
※Cクラス⇒火～金から2日選択

19:20～22:00
※Aクラス⇒水・金
※Cクラス⇒火～金から2日選択

※Cクラス⇒火～金から2日選択

※Cクラス⇒火～金から2日選択

19:20～22:00

¥26,950 ¥19,800

土（月3回）
※曜日変更要相談

19:20～21:30

¥26,950 ¥15,400


