
■入試直前講習（中学３年生対象）

学年 指導科目 クラス 通塾曜日 授業時間 授業料金（税込）

19：30～21：00（水）

18：00～21：00（金）

19：30～21：00（木）

18：00～21：00（日）

※（）内はご請求発生月となりますので、ご注意ください。

■本科・基本コース（中学１～２年生対象）

学年 指導科目 クラス 通塾曜日 授業時間 授業料金（税込）

ABCクラス 土 18：30～21：30

■オプション・選択コース（中学１～３年生対象）

学年 コース名 指導科目 通塾曜日 授業時間 授業料金（税込）

入直 理社
理科・社会

※各科目80分授業
土 13：00～15：50

前納分17,930円(2月)

後納分11,550円(3月)

教材費：4,400円

入直

リスニング力育成
英語 日 17：00～17：50

前納分4,400円(2月)

後納分4,400円(3月)

教材費：3,300円

入直 数学特錬
数学

※1回80分授業
火 19：30～20：50

前納分9,900円(2月)

後納分4,950円(3月)

教材費：1,650円

■その他費用について

中３

中１
数学・英語

※各科目80分授業

19：30～21：00

4,400円/月

教材費：3,850円中１ 火

中２
国語力育成

国語

※１回80分授業

金 19：30～20：50

19：30～20：50

水金AB/CDクラス

17,600円/月

教材費：11,000円

NSG教育研究会　新津校　　TEL：０２５０－２２－８２２８　

受付時間：火曜～土曜　14：00～19：00（不在の場合は留守電をご利用ください。）

※オプション科目の料金は、本科授業と併せてお申込みいただいた場合の料金となっております。

※学費詳細につきましては、別紙【2021年度 学費納入のご案内】をご確認ください。

※中３生は１～３月の授業を総合し、前期・後期に分けてご請求をさせていただきます。（）内は請求月を表しています。

SA/BCクラス

SAB/CDクラス

土 18：30～21：30

3学期【コース・料金一覧】　NSG教育研究会　新津校

中３
国語・数学・英語

※各科目80分授業

水・金 前納分46,200円(2月)

後納分33,000円(3月)

教材費：7,700円木・日SA/AB/CDクラス

SAB/BCDクラス

中２
数学・英語

※各科目80分授業

火・木 19：30～21：00

※中３生は１～３月の授業を総合し、前期・後期に分けてご請求をさせていただきます。

・入学金（税込）

中学生 11,000円

小学生   5,500円

・諸経費（税込）

全学年 2,200円

※入会時のみのご納入となります。

※授業料と併せて請求となります。

ホームルーム 欠席サポート 定期面談・説明会 その他

●学期に一度の定期面談

●教育情報のガイダンス

●入試関連の説明会

保護者様との交流の場も設

けさせていただきます。

●生徒面談

●自習スペースの設置

●質問対応（５科目対応）

●定期テスト対策

様々な対応をさせていただ

きます。

NSGの

無料サポート

●入試情報の提供

●学習方法のアドバイス

●グループワーク

●イベント等の案内

●学校状況の確認

などを行います。

●別クラスでの振替

●授業前後の個別対応

●別日での個別フォロー

●プリント対応など

欠席内容の抜けがないよう

サポートを行います。

１月 2月 3月 １月 2月 3月

3,905円 3,905円 1,650円 3,905円

2,750円 2,750円 3,905円 3,905円

3,905円 3,905円 1,650円

1,650円学習診断テスト

・模試・テスト

学年
請求予定月・料金（税込）模試

テスト名称

新潟県統一模試
中３

記述論述模試

中２
新潟県統一模試

請求予定月・料金（税込）

※上記の模試・テストについては、原則必須受験となります。

中１

実力テスト

新潟県統一模試

学習診断テスト

学年
模試

テスト名称



学年 指導科目 クラス 通塾曜日 授業時間 授業料金（税込）

※１科目あたり80分の指導となります。途中10分の休憩をはさみます。（平日クラスは1回、土曜クラスは3回）

学年 指導科目 クラス 通塾曜日 授業時間 授業料金（税込）

小４ 国語・算数 無料体験レッスン 木 17：00～18：00
無料

教材費：1,000円

※１科目あたり50分の指導となります。

指導科目 通塾曜日 授業時間 料金（税込）

国語 / 算数

※１回50分授業
火曜～土曜

平日　16：00～18：00

土曜　13：00～17：00

週１回：6,600円/月

週２回：9,900円/月

英語

※１回60分授業
火曜～土曜

平日　16：00～18：00

土曜　13：00～17：00

週１回：6,050円/月

週２回：9,900円/月

教材費：3,300円

■その他費用について

4,400円/月

教材費：2,200円

小６

中学準備英語 金曜クラス 金 17：00～17：50

本科サマリー 水金 17：00～18：00

NSG教育研究会　新津校　　TEL：０２５０－２２－８２２８　

受付時間：火曜～土曜　14：00～19：00（不在の場合は留守電をご利用ください。）

レプトン

※小４の「無料体験レッスン」は国語の週、算数の週のように、隔週で指導科目がかわります。

■キッズくらぶ・マスタードック/レプトン（小学１～６年生対応）

コース名

キッズくらぶ

マスタードック

※キッズくらぶ・マスタードックは授業料に「教材費・諸経費」をふくみます。

■本科・基本コース（小学５～６年生対応)

14,300円/月

教材費：5,500円

授業料：6,600円/月

教材費：8,800円
国語・算数小５

国語・算数

（理科・社会）

■中学準備コース（小学６年生対応)

平日クラス 火・木

土曜クラス 土

17：00～18：40

13：00～16：30

3学期【コース・料金一覧】　NSG教育研究会　新津校

※理社は宿題での対応となります。（授業内で理社の内容は扱いません。）

・入学金（税込）

中学生 11,000円

小学生   5,500円

・諸経費（税込）

全学年 2,200円

※入会時のみのご納入となります。

※授業料と併せて請求となります。

ホームルーム 欠席サポート 定期面談・説明会 その他

●学期に一度の定期面談

●教育情報のガイダンス

●入試関連の説明会

保護者様との交流の場も設

けさせていただきます。

●生徒面談

●自習スペースの設置

●質問対応（５科目対応）

●定期テスト対策

様々な対応をさせていただ

きます。

NSGの

無料サポート

●入試情報の提供

●学習方法のアドバイス

●グループワーク

●イベント等の案内

●学校状況の確認

などを行います。

●別クラスでの振替

●授業前後の個別対応

●別日での個別フォロー

●プリント対応など

欠席内容の抜けがないよう

サポートを行います。

１月 2月 3月

小６・５ 1,650円

小４～１ 無料

学習診断テスト

学習診断テスト

※１.本科コース受講生については、原則必須受験となります。（申込不要）

※２.キッズ・MD/レプトン生については、希望受験となります。（要申込）

学年
模試

テスト名称

請求予定月・料金（税込）

・模試・テスト


