
藤原学園実験教育研究所 今里本部校

〒537-0013 大阪市東成区大今里南 3-4-24

TEL 06-6981-8935 ／ FAX 06-6981-8956



【はじめに必ずお読み下さい。】

《入塾・退塾について》
●無料体験期間終了後、お子自身が「この学園で勉強をするんだ！」という決意を持って入塾して下さい。

最後まで責任を持ってお預かり致します。

●体験期間中および入塾後に、『向学心に欠ける、他の生徒に迷惑をかける、理科実験において危険である』など、

学習に支障があると判断した場合は入塾をお断り、または、退塾して頂くこともございます。予めご了承下さい。

●授業料等の未払い・滞納が３ヶ月を過ぎますと、休学または退塾して頂く可能性がございます。予めご了承下さい。

《本科コース》
●学年に応じて設定された時間割を全て受講頂くコースです。（※小学生の英語は追加オプションとなります。）

●中学生については、設定された時間割に加えて定期テスト前に開講致します。

《単科コース》
●本科生と一緒に集団クラスの中で受講します。

●実力テスト（塾内）の受験は行いません。実力テストをご希望される場合は本科生と同費用をご納入下さい。

《初回費用について》
●入塾金 …15,000 円を納入頂きます。親、兄弟姉妹が藤原学園の卒業生または在校生の場合、半額の 7,500 円となります。

●初回費用…入塾金＋授業料(当月分：入塾時期によって日割計算)+授業料(翌月分)+年間教材費+テスト関連費の合計です。

《授業料（月額）について》
●毎月の授業料は、年間授業費を１１分割（８月分除く）したものとなっておりますので、月により授業回数が変わります

が、授業料は１ヶ月分となります。特に中３の３月は短いですが、卒業式までの間の授業料は１ヶ月分となります。

●８月は通常授業料はございません。夏期講習・夏合宿に参加された場合、参加費を別途頂きます。費用詳細は７月初旬頃に

発表させて頂きます。なお、講習・合宿は藤原学園の教育活動の一部として、それぞれに重要な位置づけとなっており、

原則として全員参加とさせて頂いております。特別な事情の無い限り、お申し込み下さいます様お願い致します。

《年間教材費について》
●通年で１回の費用となります。入塾時にご納入頂きます。入塾時期によっては、割引もございます。

《テスト関連費について》
●テスト関連費…前期／後期に分けてご納入頂いております。入塾時期によって、受験出来ないテストの分は割引致します。

また、中３生は９月頃より、受験高校を決める為の高校判定テスト（塾内テスト）を受験して頂きます。

●五ツ木模擬テスト…中３生は五ツ木模擬テスト費用が別途必要です。（1回 4,320 円を５回受験します。合計 21,600 円）

《費用納入方法について》
①口座お引落し：毎月 26 日(土日の場合は翌営業日)に、指定口座より翌月分授業料をお引落し致します。(別途申込み必要)

②月謝袋 ：入塾後、月謝袋をお渡しします。大金ですので、生徒本人による現金輸送はくれぐれもお気をつけ下さい。

③銀行振込み：下記のいずれかの口座へ生徒氏名でお振込み下さい。また、お振込み手数料は各自ご負担をお願いします。

銀行名 支店名 口座 口座番号 口座名義

三井住友銀行 若江岩田支店 普通 １２７１３９５ (株)藤原学園実験教育研究所

関西みらい銀行 今里支店 普通 ８６７７９４ (株)藤原学園実験教育研究所 代表取締役 藤原眞也

三菱東京ＵＦＪ銀行 上本町支店 普通 ４６３２５８０ (株)藤原学園実験教育研究所 代表取締役 藤原眞也

《大阪市塾代助成事業について》
藤原学園は、大阪市塾代助成事業に参画しております。大阪市在住の中学生が一定条件を満たせば助成金を受ける事が可能

です。助成カードをお持ちの方で当学園で利用される場合はお申し出下さい。その際は、上限 10,000 円の中から利用金額をご

指定下さい。その他、大阪市塾代助成に関してご不明な点などありましたら、お気軽にお問合せ下さい。



【中学部 本科コース】

学年 週回数（教科） ・ 授業時間
授業料

（月額）
年間教材費
※通年で初回のみ

テスト関連費

前期／後期

中１
週３回（数／英／理（実験含む））

《前期》各 100 分 《後期》各 120 分

前期 20,000 円

後期 22,000 円
12,000 円

前期 6,200 円

後期 3,100 円

中２
週３回（数／英／理（実験含む））

各 120 分
22,000 円 12,000 円

前期 6,200 円

後期 3,100 円

中３
週４回（数／英／理（実験含む）／国・社）

各 120 分
27,500 円 18,000 円

前期 8,700 円

後期 10,000 円

五ツ木 22,000 円
※五ツ木は５回分です。

※料金は全て税込み表記です。

【中学部 単科コース】 ※全て月額での費用です。

学年 数学 英語 国語・社会 理科（実験含む） 年間教材費 テスト関連費

中１
前期 7,000 円

後期 8,000 円

前期 7,000 円

後期 8,000 円
－ 10,000 円 4,000 円/1 教科 －

中２ 8,000 円 8,000 円 － 10,000 円 4,000 円/1 教科 －

中３ 8,000 円 8,000 円 8,000 円 10,000 円 4,000 円/1 教科

前期 500 円/1 教科×

1回受験=500 円

後期 500 円/1 教科×

4回受験=2,000 円

※料金は全て税込み表記です。

【マンツーマン個別指導コース】

学年 受講曜日・時間帯 ／ 授業時間 授業料 教材費

中学１年～高校２年
ご希望に応じて曜日・時間を設定

１回 70分
１回 3,300 円

授業料に含む
※必要な教材があれば実費

《費用納入の方法・タイミングについて》
●個別指導を行った回数分を後払いで納入頂きます。他のコース同様、お引落し、月謝袋、お振込みから選んで頂けます。

月謝袋での現金納入の場合は、当月の月末か、翌月の月初に納入下さい。

●初回費用は入塾金＋個別指導回数分の合計となります。

※料金は全て税込み表記です。



【小学部 本科コース】

学年 授業コマ数（教科） ・ 授業時間 授業料（月額） 年間教材費
※通年で初回のみ

テスト関連費

前期／後期

小３

小４

小５

小６

国語 60分 × 週１コマ

算数 60分 × 週１コマ

理科実験 80分 【開講日指定】

13,000 円 12,000 円
前期 6,200 円

後期 5,100 円

国語 60分 × 週２コマ

算数 60分 × 週２コマ

理科実験 80分 【開講日指定】

19,000 円 22,000 円
前期 6,200 円

後期 5,100 円

単科コース
国語 ／ 算数

各１コマ 60 分

１教科あたり

4,500 円

１教科あたり

6,000 円
―

※料金は全て税込み表記です。

【ジュニアサイエンス（小学生 理科実験）コース】

学年 年間回数 ／ 授業時間 授業料 教材費

小学１年～小学６年

年間１６回 【開講日指定】

１回 80分

１回 3,500 円 授業料に含む

《費用納入の方法・タイミングについて》
●他のコース同様、お引落し、月謝袋、お振込みから選んで頂けます。

お引落し・お振込みの場合は、実験に参加された回数分を後払いで納入頂きます。

月謝袋での現金納入の場合は、実験当日にその日の授業料を都度月謝袋に入れて納入下さい。

●初回費用は入塾金＋実験参加回数分の合計となります。

※料金は全て税込み表記です。


