
2021年度2021年度

10月・11月 入学のご案内10月・11月 入学のご案内
駿台 高校生・中学生クラスの特典

駿台にご入学いただいた方は、授業はもちろん、志望校合格に向けた
各種の特典を受けられます！

入学説明会のご案内〈 事前申込制・無料 〉

入学診断テストのご案内〈事前申込制・無料〉

現役フロンティアの入学説明会を下記の日程にて実施いたします。学習ポイントなどもおり込んだ進学講演も同時に実施
いたしますので、保護者の方もどうぞご参加ください。
参加者特典 ご入学の際、入学金（30,000円）より15,000円を免除いたします。

全学年（中3～高3）対象入学説明会 ※各回とも全体説明、個別相談あわせ1時間程度の予定です。

※上記以外にも随時個別相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。（受付時間）10：00～19：00（日・祝は10：00～17：00）

実施会場 駿台予備学校　福岡校

※受験教科は、受講希望講座に合わせて受験してください。（理科のレベル認定は数学で行います。）

■地下鉄空港線「天神駅」・「赤坂駅」より徒歩5分
　（JR「博多駅」より「天神駅」まで地下鉄空港線で5分）
■西鉄天神大牟田線「西鉄福岡（天神）駅」より徒歩8分
■西鉄バス「舞鶴一丁目」バス停前

交通案内

〒810-0073福岡市中央区舞鶴 1-2-5 ※フリーダイヤルは非通知設定ではお受けできません。
　恐れ入りますが、番号の前に「186」をつけておかけください。

ニューシ トッパ

駿台ホームページ 駿台予備学校公式アカウ
ントで各種イベントや最新
の入試情報などを配信し
ています!

入学説明会・入学診断テストのお申込みは、駿台ホームページよりお申込ください

	駿台模試の無料受験
	講習の受講特典
	自習室の利用
	「オンデマンド欠席フォローシステム」の利用
	atama+ の利用
	質問アプリ「manabo	-マナボ -」の利用
	進学相談（個別相談）・学習コーチング
	「駿台生マイページ」
	医学部進学「解体新書」
	「駿台生eラーニングシステム
『PLATON』」の利用

	保護者会の実施

	保護者面談・三者面談の実施

	医学部入試対策指導

	総合型選抜・学校推薦型選抜対策指導

	受験情報誌の無料配布

	大学・入試情報資料の閲覧

学習サポート 入試情報提供

回 日程 試験開始時間
数学 英語 国語

1 9/22（水）18：00 19：00 20：00

2 9/25（土）14：30 15：30 16：30

3 9/29（水）18：00 19：00 20：00

4 10/2（土）14：30 15：30 16：30

回 日程 試験開始時間
数学 英語 国語

5 10/6（水）18：00 19：00 20：00

6 10/9（土）14：30 15：30 16：30

7 10/16（土）14：30 15：30 16：30

8 10/23（土）14：30 15：30 16：30

回 日程 試験開始時間
数学 英語 国語

9 10/27（水）18：00 19：00 20：00

10 10/30（土）14：30 15：30 16：30

11 11/6（土）14：30 15：30 16：30

回 実施日 時間
1 9/20（月・祝） 13：30〜
2 9/25（土） 13：30〜
3 10/2（土） 13：30〜

回 実施日 時間
4 10/9（土） 13：30〜
5 10/16（土） 13：30〜
6 10/23（土） 13：30〜

回 実施日 時間
7 10/30（土） 13：30〜
8 11/6（土） 13：30〜



■入学金一部免除のご案内
駿台在籍（関連教育機関含む） 免除対象となる在籍年度 免除額2021年 2020年 2019年 2018年

駿台中学部・高校部生 ● ● ● ●

● ● ● －

30,000円
（全額）

「駿台・浜学園」生
駿台現役フロンティア生
駿台個別教育センター生（短期生は除く）

講習・模試・特設単科等の受講生（受験者） 免除対象となる在籍年度 免除額2021年 2020年

● ●
15,000円

★家族紹介割引制度
併用の場合

30,000円

● －

※入学金免除の対象となる方は、それぞれ証明となるものを必ずご持参ください。
※重複して該当される場合でも、いずれか一つの最大免除額が適用されます。
※★に該当する方は家族紹介割引制度と併用できます。

■1人1回入学初回時のみ
■家族紹介割引制度については、入学要項P.5をご参照ください。

入学金（30,000円）は初回学費支払の際、授業
料とともにお支払いください。
ただし、右記に該当する場合、入学金から所定の
金額を免除いたします。

講座一覧・学費

■中３クラス
教科 レベル 申込

方法 講　座 講師 曜日 時間 1回あたりの
納入額

1回あたりの
納入額

1回あたりの
納入額

英語
Ｓα・S 認定制

スーパー英語Ｓα・Ｓ 津田 金 19：30～21：20 14,200円
数学 スーパー数学Ｓα・Ｓ（ⅠA）安田（信） 土 16：00～17：50 14,200円

■高１クラス

■高2クラス

教科 レベル 申込
方法 講　座 講師 曜日 時間

英語

Ｓα

認定制

スーパー英語Ｓα　
植葉 木 18：30～21：20

15,900円
スーパー英語Ｓα
〈東大添削プラス〉 17,400円

Ｓ スーパー英語Ｓ 鹿谷 土 15：30～18：20 15,500円

Ａ 英語Ａ
（寺子屋TIMEプラス） 西村 土 15：30～18：20 15,000円

Ｓ
申込順

スーパー英語[映像] 佐山 ODS 個別視聴 15,500円
B ベーシック英語［映像］ 神坂 ODS 個別視聴 14,200円

数学

Ｓα

認定制

スーパー数学Ｓα（ⅠＡⅡＢ） 吉田 月 18：30～21：20 15,900円
Ｓ スーパー数学Ｓ（ⅠＡⅡＢ） 西 金 18：50～21：40 15,500円

数学Ａ（ⅠＡ）
（寺子屋TIMEプラス）

安田
（信） 土 18：50～21：40 15,000円Ａ

Ｓ
申込順

スーパー数学
（ⅠＡⅡ）[映像]

山本
（崇） ODS 個別視聴 15,500円

B ベーシック数学ⅠA[映像] 清 ODS 個別視聴 14,200円

国語

Ａ 認定制 国語A 橋立・
下司 火 19：30～21：20 14,200円

Ｓα・Ｓ
申込順

スーパー国語
（映像）

霜・
松井 ODS 個別視聴 14,200円

B ベーシック国語
（現代文・古文）［映像］

多田・
鳥光 ODS 個別視聴 14,200円

理科 Ｓα・Ｓ 認定制 スーパー物理 吉田 金 19：30～21：20 14,200円

教科 レベル 申込
方法 講　座 講師 曜日 時間

英語

Ｓα
認定制

スーパー英語Ｓα
鍋谷 土 １５：３０～１８：２０

15,900円
スーパー英語Ｓα
〈東大添削プラス〉 17,400円

Ｓ スーパー英語Ｓ 津田 月 18：50～21：40 15,500円
Ａ 英語Ａ 植葉 土 15：30～18：20 15,500円
Ｓ

申込順
スーパー英語[映像]　 佐山 ODS 個別視聴 15,500円

B 英語[映像] 齊藤 ODS 個別視聴 15,500円
ベーシック英語[映像] 神坂 ODS 個別視聴 14,200円

数学

Ｓα

認定制

スーパー理系数学Ｓα 吉田 土 18：50～21：40 15,900円

Ｓ
スーパー数学Ｓ
（ⅠＡⅡＢ） 西 土 18：50～21：40 15,500円

スーパー数学Ｓ
（Ⅲ）～ⅡＢからの攻略 五藤 水 18：50～21：40 15,500円

Ａ 数学Ａ（ⅠＡⅡＢ）　 西 木 18：50～21：40 15,500円

B
ベーシック数学
ⅡＢ[映像] 清 ODS 個別視聴 14,200円

Ｓ
申込順

スーパー数学
（ⅡＢⅢ）[映像]

山本
（崇） ODS 個別視聴 15,500円

国語

Ａ 認定制 国語A 橋立・
下司 火 19：30～21：20 14,200円

Ｓα・Ｓ
申込順

スーパー国語
（映像）

霜・
松井 ODS 個別視聴 14,200円

B ベーシック国語
（現代文・古文）[映像]

多田・
鳥光 ODS 個別視聴 14,200円

理科
Ｓα・Ｓ

認定制
スーパー物理 森川 火 18：30～21：20 15,500円

Ａ
物理A 吉田 金 19：30～21：20 14,200円
化学A 富永 水 19：30～21：20 14,200円

教科 レベル 申込
方法 講　座 講師 曜日 時間

数学

英・数

認定制Ａ

B

入試標準理系数学Ａ
吉田 金 18：50～21：40

16,300円
西 土 15：30～18：20

入試標準文系数学Ａ　　
吉田 金 18：50～20：40

14,800円
西

森

土 15：30～17：20

申込順 ベーシック数学
ⅠＡⅡＢ[映像] ODS 個別視聴 14,800円

国語

Ｓα・Ｓ
認定制

スーパー国語 松波・
青木 木 18：30～21：20 16,300円

Ａ 国語A 松波・
青木 木 18：30～21：20 16,300円

B 申込順 ベーシック国語
（現代文・古文）[映像]

多田・
鳥光 ODS 個別視聴 14,800円

A 申込順 共通テスト対策
（英・数）

津田・
西 火 19：00～21：45 16,300円

理科

Ｓα・S 認定制
申込順
認定制
申込順

スーパー物理 森川 水 18：30～21：20 16,300円
A・B 物理Ａ 森川 木 18：30～21：20 16,300円
Ｓα・S スーパー化学 山下 月 18：30～21：20 16,300円
A・B 化学Ａ 富永 月 18：50～21：40 16,300円

A.入学金（税込）

10月・11月 入学手続時に必要な学費は、
  A.入学金  +  B.授業料  の合計となります。

■高３クラス
教科 レベル 申込

方法 講　座 講師 曜日 時間 1回あたりの
納入額

1回あたりの
納入額

英語

Ｓα

認定制

スーパー英語Ｓα
鹿谷 火 18：30～21：20

16,500円
スーパー英語Ｓα
〈東大添削プラス〉 18,000円

Ｓ
スーパー英語Ｓ 鍋谷 土 18：50～21：40 16,300円
スーパー九大英語 植葉 土 18：50～21：40 16,300円

Ａ
国公立大英語Ａ

鍋谷 火 18：50～21：40
16,300円

西村 土 18：50～21：40
私大英語総合Ａ 植葉 金 18：30～21：20 16,300円

B 申込順 ベーシック英語
[映像] ODS 個別視聴 14,800円

数学

Ｓα

認定制

スーパー理系数学Ｓα 中井 土 15：20～18：20 16,500円
特別選抜 エクストラ数学α 中井 土 18：50～21：40 16,500円

Ｓ

Ｓα・Ｓ

スーパー理系数学Ｓ
五藤 木 18：50～21：40

16,300円
山門 土 15：30～18：20

スーパー九大理系数学 吉田 火 18：50～21：40 16,300円

スーパー文系数学 山門 金 18：30～21：20 16,300円

武富・
塚越

※授業料は、申込講座に応じてお支払いいただきます。２講座以上
お申込みの際には、申込講座それぞれの授業料合計額をお支払い
いただきます。

※ベーシック講座、オンデマンド・サテネット講座は、学期制となっています。視聴開始月が異なっても授業料は同額です。
※学費の支払方法は「一括納入」・「分割納入」のいずれかをお選びいただけます。（どちらも総額は同じです。）

※学費の支払方法は「一括納入」・「分割納入」のいずれかをお選びいただけます。（どちらも総額は同じです。）

★駿台講習会受講者（春期・夏期・冬期・直前）
★駿台模試受験者(共催模試を含む)
★駿台特設単科、オンデマンド・サテネット講座受講生
★駿台個別教育センター生（短期生）
★新学年プレセミナー生
★ I-SUM生
★入学説明会・体験授業等イベント参加者
★診断テスト受験者

10月入学：3分割　11月入学：2分割

10月入学：5分割　11月入学：4分割10月入学：5分割　11月入学：4分割

10月入学：3分割　11月入学：2分割

10月入学：5分割　11月入学：4分割


