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トップ・エデュケーション㈱

弘前トップゼミナール
トップの

スタディ
ぷらす

＋

東進衛星予備校弘前みたけ校



　学校の授業がある平常時（つまり前期，後期とか1学期，2

学期，3学期）に週毎に実施している授業を「通常授業」とい

います。

　これに対して、弘前トップゼミナールでは、夏季，冬季，

春季といった各小中学校の長期休暇を利用して集中的に行う

授業をそれぞれ「夏期講習会」「冬期講習会」「春期講習

会」といいます。

　

　また講習会ではないですが、通常授業の他に、週末を利用

して実施する授業を「ゼミ」といっています。

　この冊子では主に「通常授業」について述べています。

　「講習会」「ゼミ」については詳細が決まり次第その都度

お知らせしますので、そちらをご覧下さい。
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学年ごとの学習の移り変わり

小学生
 

リアルタイムでの学習

［通常授業］ 受験対策
先取り学習

国語 算数 理科・社会 英語 算数・数学

3年生 小学英語

4年生
ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数
小学英語 S-TOP_4算数

5年生 国語
ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数

(1月より)

理社
小学英語 S-TOP_5算数

6年生

(~12月)

国語
ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数
理社

(6月より)

小6土日

附中入試ｺｰｽ

小学

英語

阿部の

附中英語

弘大附属中入試（12月）

(12月~) 新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

国語

新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

数学

新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

理社

新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

英語

阿部の

附中英語

新中1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

数学

(1学年先行)

※注意　6年生1月からの〔新中1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ〕英数3学期は冬期講習会のつづきの内容なので、冬期講習会に

不参加の場合は、3学期は受講出来なくなります。
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中学生

リアルタイムでの学習

［通常授業］
受験対策 先取り学習

弘大附中生

対象

新中1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

から接続

1年生
英語トップクラス

英語ハイレベルクラス

英語スタンダードクラス

数学トップクラス

数学ハイレベルクラス

数学スタンダードクラス

理科

社会

国語

［各科自由選択］

S-TOP_1英語

S-TOP_1数学

2年生

S-TOP_2英語

S-TOP_2数学

3年生

(9月~2月)

中 3受験対策ｺｰｽ

東進衛星予備校

弘前みたけ校

に入校

高校内容の

学習へ高校入試

高校進学

準備

東進衛星予備校弘前みたけ校

春の特別招待講習「1学期先取り特訓」
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小学4年生，5年生，6年生

国語，算数，理科/社会

電子教材[ NEW eドリル ]

※算数，国語，理科/社会のクラスについて
「ハイレベルクラス」(算数のみ)

　附中上位合格・県外私立中学入試レベルの応用力を養成し、全国規模の学力テス

トで“都市部の子に負けない”学力(市内上位 3％)を目指す最上位者のためのクラ

ス。

（主に都市部の中堅私立中入試レベルの問題を取り扱います。）

「受験クラス」

附属中入試に対応できる程度の学力修得を目的とした上位者向けのクラス。

基本から“教科書の応用問題”よりさらに難しい問題まで取り扱います。

●開講クラスは

　　◎4年生4月より「算数」（ﾊｲﾚﾍﾞﾙｸﾗｽ，受験ｸﾗｽ）

　　◎5年生4月より「国語」　　◎5年生1月より「理科/社会」

　と順次開講していきます。

●基本的に、次学年へ進級しても各科目の曜日は変わりません。

　（時間帯は変更になることがあります。）

●算数，国語または理科/社会を受講されますと、PCやﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ｽﾏﾎなどを使用す

る電子教材「NEW eドリル」のｱｶｳﾝﾄが自動的に付与されます。

　(ｱｶｳﾝﾄの費用は「国・算・理社_教材費」に含まれています。)

●「NEW eドリル」(国算理社)を受講される方は、「e ﾄﾞﾘﾙ day」で本部事務局内

「東進衛星予備校弘前みたけ校」にて講師のアドバイスを受けながら受講する

ことができます。「e ﾄﾞﾘﾙ day」とは、みんなで集中的にe ﾄﾞﾘﾙに取り組む集ま

りです。
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週１講♦ (１教科)から受講できます。ご希望の科目を選択して下さい。

各クラスは定員となり次第、申し込みを締め切らせていただくことがあります♦ 。

全小学校合同のクラスになっております。♦

　（中学校進学後のライブ授業は、弘大附中生専用クラスになります。）

小♦ 6〜小4は1講80分の授業です。

　（およそ小学校での短縮授業2時間分と同じくらいです。）

　（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）

時間割
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曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月
火 18 :0 0~19 :2 0
水
木 国語 18 :0 0~19 :2 0

金
算数 18 :0 0~19 :2 0
算数 18 :0 0~19 :2 0

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月 算数 18 :0 0~19 :2 0
火 18 :0 0~19 :2 0
水

木
算数 18 :0 0~19 :2 0
算数 18 :0 0~19 :2 0

金 国語 18 :0 0~19 :2 0

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月 算数 18 :0 0~19 :2 0
火
水
木 国語

金
算数 16 :3 0~17 :5 0 ※

算数 16 :3 0~17 :5 0 ※

理/社 小6受験 本部3 -3

小6受験 本部1 -1
小6受験 本部3 -3
小6ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3 -5

小学S-TOP_5 本部1 -1
理/社 小5受験 本部3 -5

小5受験 本部1 -2
小5ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1 -3
小5受験 本部1 -1

※)5年生1月より理科/社会㈫が追加されます。

小学S-TOP_4 本部1 -2
理/社 ※5年生1月より開講

※5年生4月より開講
小4受験 本部3 -4
小4ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3 -5

※)小5進級時に高学年の時間帯(18 :0 0~1 9 :20)に変更になります。



小学S-TOPコース

※小学S-TOPコースとは
　小学5年生12月（冬期講習会）の時点から、1つ上の学年と一緒に『新中1ス

タートゼミ』『中学S-TOPコース』を受講することを目的とした早期育成クラス。

　小学4年生〜6年生の3年間の算数学習内容を独自に再編成したテキストを使用。

4年生4月から5年生12月までの21か月（2年弱）で修了します。

●開講クラスは算数のみです。

●基本的に、次学年へ進級しても授業の曜日は変わりません。

●小学S-TOPコースを受講されますと、算数，国語または理科/社会と同様にPC

やﾀﾌﾞﾚｯﾄ・ｽﾏﾎなどを使用する電子教材「NEW eドリル」のｱｶｳﾝﾄが自動的に付

与されます。

　(ｱｶｳﾝﾄの費用や「e ﾄﾞﾘﾙ day」についても同様です。）

定員となり次第、申し込みを締め切らせていただくことがあります。♦

全小学校合同のクラスになっております。♦

♦ 1講 80分の授業です。

　（およそ小学校での短縮授業2時間分と同じくらいです。）

　（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）
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小学S-TOPコース　各学年での受講クラス
 

リアルタイムでの学習

［通常授業］ 受験対策
先取り学習

国語 算数 理科・社会 英語 算数・数学

４
年
生

ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数
小学英語 S-TOP_4算数

５
年
生

~12月 国語
ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数

(1月より)

理社
小学英語

阿部の

附中英語
S-TOP_5算数

12月~
新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

英語

阿部の

附中英語

新中1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

数学

６
年
生

~12月 国語
ﾊｲﾚﾍﾞﾙ算数

受験算数
理社

(6月より)

小6土日

附中入試ｺｰｽ
中学S-TOP_1

英語

中学S-TOP_1

数学弘大附属中入試（12月）

12月~
新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

国語

新中1

ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

理社

中
学
１
年
生

附中クラス

英語,数学,理科,社会,国語

［各科選択自由］

または

スタディぷらす

［弘高特訓ｺｰｽ/進学特訓ｺｰｽ］

中学S-TOP_2

英語

中学S-TOP_2

数学

中
学
２
年
生

附中クラス

英語,数学,理科,社会,国語

［各科選択自由］

または

スタディぷらす

［弘高特訓ｺｰｽ/進学特訓ｺｰｽ］

東進衛星予備校

弘前みたけ校

数学・英語

高 1・高 2学習内容

教科書レベル

共通テスト対応レベル

可能であれば

高 3学習内容も

中
学
３
年
生

附中クラス

英語,数学,理科,社会,国語

［各科選択自由］

または

スタディぷらす

［弘高特訓ｺｰｽ/進学特訓ｺｰｽ］

(9月より)

受験対策

コース

［5科］
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小学生の英語クラス

小学英語
［小3〜小6対象］

　初めて本格的な英語を学習する方、および中学受験と併行してある程度勉強して

おきたい方を対象としたクラスです。

　講師によるフォニックスに基づいた発音練習などの『直接指導』

　習熟度に合わせて単元選択ができる『@will映像授業』

を組合わせた授業になります。

クラス名の“㈫㈭”は曜日による区別のための呼称です。♦

　授業内容に違いはありません。

全小学校合同のクラスになっております。♦

♦ @willのｱｶｳﾝﾄ使用料は小学英語の授業料に含まれています。

　別途費用はかかりません。

小学英語は♦ 1講 80分です。

　（およそ小学校での短縮授業2時間分と同じくらいです。）

　（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）

阿部の『附中英語』
［弘大附中に進学予定の小学6年生対象］

　長年にわたる附属中の定期試験対策の経験（おそらく弘前市内随一）をもつ講師

阿部が教える「附中で点数を取るための英語」クラス。

　弘大附中生向けの内容を、丁寧に指導していきます。

全小学校合同のクラスになっております。♦

♦ 1講 80分です。

　（およそ小学校での短縮授業2時間分と同じくらいです。）

　（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）
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時間割
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曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月
火 英語 小学英語㈫ 16 :3 0~17 :5 0
水

木
英語 小学英語㈭ 16 :3 0~17 :5 0
英語 阿部の附中英語 16 :3 0~17 :5 0

金

本部1 -3

本部1 -3
本部3 -3



新中1スタートゼミ

●小学学習内容は、6年生の12月（つまり附中入試）までとなります。

　冬休みから「新中1スタートゼミ」として中学学習内容に移行します。

●中学内容の基本を先取り学習していきます。

　　新中1スタートゼミ［第1期］＝『冬期講習会』

　　新中1スタートゼミ［第2期］＝『3学期通常授業』

　　新中1スタートゼミ［第3期］＝『春期講習会』

※英数3学期は冬期講習会のつづきの内容なので、冬期講習会に不参加の場合は

　第2期以降は受講不可となります。

●新中1スタートゼミ［第3期］までの『先取り学習』の続きを中学進学後も継

続する『中学S-TOPコース』(英語,数学)があります。

●全小学校合同のクラスになっております。

時間割
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新中 1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

［第 1期］

冬期講習会

新中 1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

［第 2期］

3学期通常授業

新中 1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

［第 3期］

春期講習会

中学 S-TOP ｺｰｽ
( ライブ授業 )

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月
火 18 :00~19 :20
水 英語 18 :00~19 :20

木
英語 阿部の附中英語 16 :30~17 :50
国語 18 :00~19 :20

金
算数 18 :00~19 :20
算数 18 :00~19 :20

理/社 新中1 本部3 -3
新中1_㈬ 本部1 -1

本部3 -3
新中1 本部1 -1

新中1_A 本部3 -3
新中1_B 本部3 -5



中学S-TOPコース

●『新中1スタートゼミ』から引き続き先取り学習を

継続し、中学1年生(後半)〜中学3年生までの基礎

を、中学1年生4月〜2年生11月の20か月で修了す

る。これにより2年生の冬からは高校学習内容の履

修を始めることができます。

●2年生の冬からの高校内容の履修は、トップ・エデュ

ケーション㈱が運営する『東進衛星予備校 弘前みた

け校』に入校し、受講していただくことになります。

小
６

冬〜 新中1 ｽﾀｰﾄｾﾞﾐ

〔第1~3期〕

中
１ 中学S-TOP_1

中
２

〜

秋 中学S-TOP_2

冬〜 東進衛星予備校

弘前みたけ校

で

高 1・高 2

学習内容

中
３

※『東進衛星予備校』の授業システムなどにつきましては、『無料招待講習』で

体験して頂くことが可能です。

※『東進衛星予備校』ご契約時点で、弘前トップゼミナール側の費用については

「兄弟姉妹同時在籍割引(本人二重在籍)」が適用になり、通常授業の授業料が

半額になります。

開講クラスは英語♦ ,数学の2科目のみです。

　2科目、またはいずれか1科目を選択できます。

♦ 1講 90分の授業です。（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）

各クラスは定員となり次第お申し込みを締め切らせていただくことがあります♦ 。

全学校合同のクラスになっております。♦

　（※ただし、弘大附中の試験対策ｾﾞﾐ日程などにあわせて休講になります。）

時間割
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曜日 科目 クラス名 時間帯 会場

土

数学 18 :0 0~19 :3 0
英語 19 :4 5~21 :1 5
英語 18 :0 0~19 :3 0
数学 19 :4 5~21 :1 5

中学S-TOP_2 本部3 -2
中学S-TOP_2 本部3 -2
中学S-TOP_1 本部3 -3
中学S-TOP_1 本部3 -3



弘大附属中　1年生，2年生，3年生

※クラスについて※
「附中トップ(Top)クラス」

(英語/数学のみ)（附中生限定）(中2〜中3対象)（※受講資格制限あり）

附中の最上位者限定のクラス。ハイレベルクラス対象者の中からさらに『余力があ

る』と担当講師が見なした生徒のみを選抜。将来的には弘前高校の最上位層を目指

す。

「附中ハイレベル(HL)クラス」

(英語/数学のみ)（附中生限定）（※受講資格制限あり）

附中の上位者限定のクラス。附属中50位以内を対象とし、応用レベルや入試難問

レベルを中心に指導。将来的には弘前高校の上位合格を目指す。

「附中スタンダード(St)クラス」

（附中生限定）

附中の上位者〜中位者を対象としたクラス。基礎から応用レベルまで幅広く指導。

将来的には弘前高校および中央・南高校合格を目指す。

●週１講（１教科）から受講できます。ご希望の科目を選択して下さい。

●中1は1講 90分，中2・中3は1講100分の授業です。

　（途中5〜10分程度の小休止を挟みます。）

●基本的に、次学年へ進級しても各科目の曜日は変わりません。

　（時間帯は変更になることがあります。）

●各クラスは定員となり次第お申し込みを締め切らせていただくことがあります。

附中ハイレベルクラス受講資格基準

●次のいずれかに該当する場合、ハイレベルクラスでの受講を希望できます

　・定期試験において該当教科の偏差値が57以上（表 1）

　・塾内での学力テストにおいて該当教科の偏差値が57以上（表 2）

　・青森県全県テストにおいて該当教科の偏差値が63以上（表 3）
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（表 1）［参考］R4(2022)年度 基準点 英語 (学校平均) 数学 (学校平均)

中 1 中 1前期 中間試験 93点以上 (80点) 91点以上 (75点)

中 1前期 期末試験 77点以上 (62点) 87点以上 (72点)

中 1後期 中間試験 89点以上 (74点) 88点以上 (73点)

中 1後期 期末試験 (未集計) (未集計)

中 2 中 2前期 中間試験 81点以上 (66点) 85点以上 (71点)

中 2前期 期末試験 83点以上 (68点) 82点以上 (65点)

中 2後期 中間試験 89点以上 (71点) 87点以上 (74点)

中 2後期 期末試験 (未集計) (未集計)

中 3 中 3前期 中間試験 89点以上 (77点) 89点以上 (75点)

中 3前期 期末試験 91点以上 (80点) 81点以上 (67点)

中 3後期 中間試験 89点以上 (78点) 82点以上 (68点)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（表 2）［参考］R4(2022)年度 基準点 英語 (塾内平均) 数学 (塾内平均)

中 1 中 1夏期ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾃｽﾄ 91点以上 (82.3点) 94点以上 (86.0点)

中 1冬期ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾃｽﾄ 93点以上 (85.6点) 95点以上 (84.9点)

中 2 中 2夏期ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾃｽﾄ 89点以上 (74.7点) 81点以上 (65.1点)

中 2冬期ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟﾃｽﾄ 97点以上 (82.5点) 93点以上 (79.9点)

中 3 中 3青森県入試模擬 90点以上 (77.6点) 82点以上 (71.0点)

（表 3）［参考］R4(2022)年度 基準点 英語 (県内平均) 数学 (県内平均)

中 3 第 1回全県テスト 73点以上 (48.6点) 67点以上 (43.3点)

第 2回全県テスト 79点以上 (53.3点) 76点以上 (50.7点)

第 3回全県テスト 70点以上 (43.3点) 79点以上 (56.2点)

第 4回全県テスト 67点以上 (42.4点) 78点以上 (52.8点)

●次のいずれかに2回連続で該当した場合、ハイレベルクラス受講資格を失います。

　・定期試験において該当教科の偏差値が50未満

　・塾内での学力テストにおいて該当教科の偏差値が50未満
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時間割
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曜日 科目 クラス名 時間帯 会場

月
英語 17 :30~19 :1 0
数学 19 :40~21 :2 0
数学 19 :40~21 :2 0

火 理科 19 :40~21 :2 0

水
数学 15 :30~17 :1 0 ※

国語 17 :30~19 :1 0
木 社会 19 :40~21 :2 0

金
英語 19 :40~21 :2 0
英語 19 :40~21 :2 0

土
日

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場

月
数学 17 :30~19 :1 0
社会 19 :40~21 :2 0

火 国語 19 :40~21 :2 0

水
理科 15 :30~17 :1 0 ※

英語 17 :30~19 :1 0

木
英語 19 :40~21 :2 0
英語 19 :40~21 :2 0

金
数学 19 :40~21 :2 0
数学 19 :40~21 :2 0

土
日

曜日 科目 クラス名 時間帯 会場
月 数学 17 :30~19 :0 0
火 数学 19 :40~21 :1 0

水
英語 15 :30~17 :0 0 ※

英語 15 :30~17 :0 0 ※

理科 17 :30~19 :0 0
木 国語 19 :40~21 :1 0
金 社会 19 :40~21 :1 0
土
日

附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3 -4
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部3 -4
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1 -1
附中3 本部3 -5
附中3ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1 -1
附中3 本部3 -5
附中3 本部1 -2
附中3ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3 -5
附中3ﾄｯﾌﾟ 本部3 -4

※下校時刻が15 :0 0以降の場合は、同日19 :4 0~振替実施

附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3 -5
附中2 本部3 -3
附中2 本部3 -3
附中2 本部3 -3
附中2ﾄｯﾌﾟ 本部3 -4
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3 -5
附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3 -3
附中2ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部1 -2
附中2ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1 -1

※下校時刻が15 :0 0以降の場合は、同日19 :4 0~振替実施

附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3 -3
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部1 -1
附中1ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 本部3 -5
附中1ﾊｲﾚﾍﾞﾙ 本部3 -2
附中1 本部3 -3
附中1 本部1 -1
附中1 本部3 -3

※下校時刻が15 :0 0以降の場合は、同日19 :4 0~振替実施



中3入試必勝ゼミ

●定期試験対策を主目的とする通常授業は、中学3年生12月までで終了します。

（高校入試のための「調査書」が12月末時点で記載されるためです。）

　1月・2月は「中3入試必勝ゼミ」と銘打ち、入試に向けた実践的な指導に特化

した授業に変わります。

●授業形式は『講習会』『受験対策コース』と同様のテキスト予習型になります。

●時間割は、それまでの弘大附中3の時間割そのままです。

●費用等も、通常授業の費用形態そのままです。

●改めてのお申し込みの必要はありません。また、科目追加等の変更につきまし

ても、それまでと同様に受付いたします。
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諸費用，入退会・科目変更等について

諸費用について
1.　通常授業の授業料は月毎のご請求となります。

　　※通常授業とは、実施日を曜日のみで規定し週毎に行う授業を指します。

2.　諸費用は原則として入会時にお手続いただいた口座からの振替になります。

3.　納入していただく費用については毎月20日過ぎに事務局より請求書を発行し

お渡しいたします。(なお口座振替の場合、請求書を発行した時点で振替金額

が確定します。)

4.　8月，1月は講習会実施のため、通常授業は2週のみ実施となります。授業料

は半月分（半額）になります。

5.　7月，12月，3月は、 通常授業は3週のみ実施となりますが、授業料の減額

はありません。また、月5週実施の場合も増額はありません。

6.「事務処理費」は受講科目等に関わらず、在籍生は1年間分を5月分費用(4月

末引落)と合わせて納めていただきます。

　　※「在籍生」とは、次の4つを総称したものです。

　　　a. 通常授業受講生

　　　b. 小 6土日附中入試コースや中3受験対策コースのみ受講する「ゼミ生」

　　　c. NEW eドリルのみの「単科受講生」

d. スタディ＋(ぷらす)受講生

7.「テスト代」は成績処理手数料として、受講科目等に関わらず、在籍生は1年

間分を5月分費用(4月末引落)と合わせて納めていただきます。

8.　通常授業受講生は、夏季(7月〜9月)「冷房費」、冬季(11月〜3月)「暖房

費」をそれぞれのシーズン毎に一括納入していただきます。

9.「教材費」は受講科目に応じて、半期(6ヵ月)分ずつを4月分費用(3月末引落)

および10月分費用(9月末引落)と合わせて納めていただきます。

10.　小学生対象の算数，国語，理社，または小学英語を受講されますと、PCやﾀ

ﾌﾞﾚｯﾄ・ｽﾏﾎなどを使用する電子教材「NEW eドリル」のｱｶｳﾝﾄが自動的に付与さ

れます。(ｱｶｳﾝﾄの費用は「教材費」に含まれています。)
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入退会・科目変更等について
1.　授業の申込・科目変更および入退会についてはお電話・FAX・メールで承りま

す。

2.「入会金」を入会時1回のみ収めていただきます。また、退会される場合「入

会金」は、その理由に関わらず返金は致しかねます。ご了承下さい。

　　※「入会時」とは、初めて弘前トップゼミナールの通常授業のお申し込みを

されたときのことを指します。

3.「教材費」は入会・退会・受講科目変更の月度に応じて、月割りした金額を追

加請求および返金いたします。

4.「授業料」は入会・退会・受講科目変更の日付に応じて、1〜2週の授業実施の

場合は月額の半分を、3週以上実施の場合は満額を納入して頂きます。

5.　入会時に口座振替の手続を行います。手続きが完了するまでは、口座への振

り込みになります。口座番号は、請求書に記載されています。なお、振込手数

料につきましてはご負担いただくことになります。

6.　NEW eドリルは、ｱｶｳﾝﾄ登録および停止に数日かかる場合があります。(登録

料などは必要ありません。)

　　お申し込みのあった時点から手続終了次第ｱｶｳﾝﾄは使用可能になります。

　　ｱｶｳﾝﾄの停止をご希望の場合、お申し出があった月の月末にｱｶｳﾝﾄは停止され

ます。停止までのｱｶｳﾝﾄ使用料につきましては、日割り等はできかねます。予

めご了承下さい。
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費用一覧

全学年全クラス共通

小学生共通
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テスト代
(成績処理手数料)

(年間)
(5月末引落）

小5 附中入試公開ﾃｽﾄ(夏,冬) 税込2,000円 (税抜1,818円)

小6
附中入試公開ﾃｽﾄ(第1~6回)
レベルアップテスト(冬) 税込7,000円 (税抜6,364円)

中1 レベルアップﾃｽﾄ(春,夏,冬) 税込3,000円 (税抜2,727円)

中2 レベルアップﾃｽﾄ(春,夏,冬) 税込3,000円 (税抜2,727円)

中3
青森県入試模擬(春)
青森県全県ﾃｽﾄ(第1~5回) 税込20,000円 (税抜18,182円)

入会金（入会時のみ） 1 2 ,0 0 0円 (税込13 ,200円)

事務処理費（12ヵ月毎/４月末引落) 1 ,8 0 0円 (税込1 ,9 80円)

冷房費（夏季(7~9月)一括/6月末引落） 2 ,4 0 0円 (税込2 ,6 40円)

暖房費（冬季(11~3月)一括/10月末引落） 4 ,0 0 0円 (税込4 ,4 00円)

小学生_教材費(一律)
（6ヵ月毎/3 ,9月末引落） 6 ,0 0 0円 (税込6 ,6 00円)

授業料
(月額)

週1講(8 0分×1 ) 6 ,0 0 0円 (税込6 ,6 00円)

週2講(80分×2) 1 1 ,0 0 0円 (税込12 ,100円) （5 ,5 00円/講）

週3講(80分×3) 1 5 ,0 0 0円 (税込16 ,500円) （5 ,0 00円/講）

週4講(80分×4) 1 8 ,0 0 0円 (税込19 ,800円) （4 ,5 00円/講）

週5講(80分×4) 2 0 ,0 0 0円 (税込22 ,000円) （4 ,0 00円/講）

小学生_教材費にはNEW e ドリルのアカウント使用料を含みます。

単科受講
(月額)

NEW e ドリル
(国・算・理・社) 5 ,0 0 0円 (税込5 ,5 00円)

※授業を受講せず、NEW e ドリルのみご利用の方の料金です。



弘大附中1年生

弘大附中2年生・3年生

中学生共通オプション
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※数学および英語が「ﾊｲﾚﾍﾞﾙｸﾗｽ」「ﾄｯﾌﾟｸﾗｽ」の場合『特設割増』が加算されます。

中学生 教材費
（1科目あたり/6ヵ月毎/3,9月末引落） 3 ,3 0 0円 (税込3 ,6 30円)

附中1

授業料

(月額)

1科目　週1講(90分×1) 7 ,0 0 0円 (税込7 ,7 00円)

2科目　週2講(90分×2) 1 3 ,0 0 0円 (税込14 ,300円) （6 ,5 00円/講）

3科目　週3講(90分×3) 1 8 ,0 0 0円 (税込19 ,800円) （6 ,0 00円/講）

4科目　週4講(90分×4) 2 2 ,0 0 0円 (税込24 ,200円) （5 ,5 00円/講）

5科目　週5講(90分×5) 2 5 ,0 0 0円 (税込27 ,500円) （5 ,0 00円/講）

特設割増(1講) ＋1 ,0 0 0円 (税込1 ,1 00円)

特設割増(2講) ＋2 ,0 0 0円 (税込2 ,2 00円)

※数学および英語が「ﾊｲﾚﾍﾞﾙｸﾗｽ」「ﾄｯﾌﾟｸﾗｽ」の場合『特設割増』が加算されます。

中学生_教材費
（1科目あたり/6ヵ月毎/3,9月末引落） 3,300円 (税込3,6 30円)

附中2
附中3

授業料

（月額）

1科目　週1講(100分×1) 7,500円 (税込8,2 50円)

2科目　週2講(100分×2) 14,000円 (税込15 ,400円) （7 ,0 00円/講）

3科目　週3講(100分×3) 19,000円 (税込20 ,900円) （6 ,3 33円/講）

4科目　週4講(100分×4) 23,000円 (税込25 ,300円) （5 ,7 50円/講）

5科目　週5講(100分×5) 26,000円 (税込28 ,600円) （5 ,2 00円/講）

特設割増(1講) ＋1,000円 (税込1,1 00円)

特設割増(2講) ＋2,000円 (税込2,2 00円)

※「弘大附中ｸﾗｽ」の授業を受講されている方の料金です。

追加受講
(月額)

中学S-TOP（1講） ＋3 ,7 0 0円 (税込4 ,0 70円)

中学S-TOP（2講） ＋6 ,2 0 0円 (税込6 ,8 20円)

NEW e  ドリル ＋2 ,5 0 0円 (税込2 ,7 50円)

※「中学S-TOP」の教材費は『中学生教材費』に準拠します。

単科受講
(月額)

中学S-TOP（1講） 7 ,4 0 0円 (税込8 ,1 40円)

中学S-TOP（2講） 12 ,4 0 0円 (税込13 ,640円)
※中学S-TOPｺｰｽのみ受講の方の料金です。

※「中学S-TOP」の教材費は『中学生教材費』に準拠します。

単科受講
(月額) eドリル(英・国・数・理・社) 5 ,7 0 0円 (税込6 ,2 70円)

※「弘大附中ｸﾗｽ」の授業を受講せず、NEW e  ドリルのみご利用の方の料金です。



割引制度

弟妹

割引

適用条件 ご兄弟姉妹が「在籍生」の場合（過去/現在問わず）

適用内容 入会金¥12,000-　⇒　無料

友人紹介

割引

適用条件 「友人紹介カード」で在籍生に紹介してもらった場合

適用内容
新規入会者の入会金￥12,000-　⇒　¥6,000-

紹介者・被紹介者それぞれに図書カードをプレゼント

同時在籍

割引

適用条件

ご兄弟姉妹が同時に2名以上在籍されている場合

（『スタディ＋(ぷらす)』を含む）

（『東進衛星予備校弘前みたけ校』を含む）

適用内容

2人目以降 毎月の『通常授業』の授業料が半額

4人目以降 毎月の『通常授業』の授業料が無料

(*学年の低い方に適用とさせていただきます)。

二重在籍

割引

適用条件
『弘前トップゼミナール』『トップのスタディ＋(ぷらす)』

『東進衛星予備校弘前みたけ校』のいずれか2つ以上に在籍

適用内容 1人でも「同時在籍割引」が適用

※註　「弟妹割引」と「友人紹介割引」は重複しません。

※註　「同時在籍割引」と「二重在籍割引」は重複しません。
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その他のゼミなど

「単科受講」

［NEW　eドリル］（小学生：国,算,社,理）（中学生：国,数,社,理,英）

［中学S-TOP ｺｰｽ］（英,数）

弘前トップゼミナールの平日の通常授業には参加せずに、それのみを学習・受講

することを「単科受講」といいます。

「小6土日附中入試コース」（有料）（別途お申し込みが必要）

小学6年生6月〜12月開講。全 15回(予定)。

授業形式は『講習会』と同様のテキスト予習型。

週末を利用して1日2科目ずつ、4教科すべての問題演習による附属中受験に必要

な解法テクニックの習得や実戦力を養成します。

（詳細は決まり次第、別紙にてお知らせいたします。）

「定期試験対策ゼミ」（無料）（お申し込み不要）

弘大附中の試験範囲に合わせて「試験対策ゼミ」を定期試験前に実施します。

通常授業受講生は全員対象になります。

（テスト後の休講などで授業回数を調整するので、別途費用はかかりません。）

（通常授業の受講科目にかかわらず、全員 5科目受講となります。）

「中3受験対策コース」（有料）（別途お申し込みが必要）

中学3年生 9月〜2月開講。全 10回(予定)。

授業形式は『講習会』と同様のテキスト予習型。

週末を利用して、5教科すべての入試問題対策を行うゼミ。

すべての中学校混合の実力主義のクラス編制です。

（詳細は決まり次第、別紙にてお知らせいたします。）
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お申し込み・お問い合わせは電話・FAX・メールにてお受けしております。

電話受付時間帯　㈪〜㈮13:00~19:00

ただし、授業実施の時間帯は対応できないことがあります。

あらかじめご了承下さい。

また、事務局へ直接お越しいただく場合も同様ですので、

事前にご連絡下さい。

弘前トップゼミナール　本部事務局　弘前市三岳町 5-2

TEL  0172-37-1413　FAX  0172-37-1417
e-Mail top@jomon.ne.jp

www.hirosakitop.com

小学生・中学生　対象

トップ・エデュケーション㈱

弘前トップゼミナール　／　
トップの

スタディ
ぷらす

＋　／　東進衛星予備校弘前みたけ校
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