一斉講座開設校舎

考える習慣づくり

一斉講座

常滑本郷校

知多本校

高木の
中学３年生

「あと１問」、
「あと１点」をとりきるために

「直し」を徹底することを指導しま
す。それが粘り強い対応力につなが
ります。

( １日４時限×１０日間＋２日 )高校入試に向けた５科目総復習。あいまいな知識

冬休み 入試突破講座 の点検と応用力アップをめざす。 受講費 40,700 円
( ２日間 )年末・年始に学習を止めるな！ 面積比・体積比や理科の計算問題など
越 年 特 訓 テーマを絞り込んでの集中講義＆演習。 受講費 25,300 円
( ６日間 ) 愛知公立入試の出題形式での実践的なテストと解説授業
三学期 高校入試テストゼミ で得点力アップと隠れた弱点の補強。 受講費 28,600 円
事前予習

講習会授業

ふりかえり

確認/応用発展

復習で再確認
模試で点検

詳しい日時は冬期特設
ホームページへ→

学力を定着させる『手段』があります！
高木ゼミは短期講習でも循環型学習スタイルを実施します

数学準備 小６算数総復習講座
小学生のうちに、計算問題を速く且つ正確に解けるようにすること、
速さや割合などの考え方を理解した上で問題に取り組めること…
小学校で学習してきたことを「確実な技能」とすることが必要です。

中 1･２入試基礎力アップ講座
入試制度が大きく変わる学年だからこそ、基礎・基本内容の理解と
定着が重要です。この冬にこれまで学んできたことを『使いこなせ
る』レベルまで引き上げておくことが大切です。

高木ゼミ 開校４０年記念
対象講座受講 先着 40

名様

学習支援 ペイバック

６日間＋２日

2 学期までに学習した５科目総復習講座。重点科目の英語・数学
は回数や時間を増やして徹底演習。
受講費 14,300 円
詳しい日程やテーマは冬期特設ホームページへ →

特別キャンペーン

講習受講後のご入塾

講習受講後の新年度のご入塾

入塾金 & 教材費

無 料

入塾金 無料
教材費 半額

１月中のお手続きの場合

１月中のお手続きの場合

チラシ掲載の冬期講習のお申込みの方、先着４０名様

図書カードを最大２,０００円 進呈いたします

６日間＋２日

小数・分数計算の徹底、速さ・割合、比例と反比例、平面・空間
図形…計算力から文章題まで、身につけておきたい単元だけに絞
った 12 講座（毎日 50 分を 2 テーマずつ学習）
受講費 6,600 円
詳しい日程やテーマは冬期特設ホームページへ →

詳しくは高木
ゼミ冬期講習
特設サイトを
ご覧下さい

win-takagi.com

表示価格は税込みです / 模擬試験は別途申し受けます

この冬も感染症対策を徹底します

〇検温など体調管理の徹底

私立中学・難関高校進学 小・中・高生 個別指導

知多本校

新知校

●錬成クラス（小６～中３生）
●中学受験の駿英会（小４～小６生） ●進学個別 Win（小３～高３生）
●駿英会 Jr.（小１～小３生)
●高校ライブ授業（高１～高２生）
●パズル道場（小１～小６生）
知多市新知東町２-２６-１ ☎0562-55-6885

知多市新知東町２-２６-１ ☎0562-56-3836

〇手指や備品の消毒の徹底

小・中・高生 個別指導

新舞子校
●進学個別 Win（小３～高３生）

知多市新舞子竹ノ花１０８-１ ☎0569-89-0336

〇マスク着用の徹底

高校進学・個別指導

〇定期的な換気の徹底

高校生・既卒 専門

〇感染リスク防止の徹底

高校生・既卒 専門

常滑本郷校
●錬成クラス（小６～中 3 生）
●進学個別 Win（小３～高１生）
●高校ライブ授業（高１生）
常滑市本郷町４-１０９ ☎0569-43-9356

●代ゼミサテライン予備校
（高１～既卒）

高木ゼミ 新知校 内 ☎0562-56-3836

●代ゼミサテライン予備校
（高１～既卒）

高木ゼミ 新舞子校 内 ☎0569-89-0336

個別指導講座開設校舎

一人ひとりの夢をカタチにする

新

知

新舞子校

校

常滑本郷校

個別指導
詳しいスケジュールは
冬期講習特設ページで
ご確認ください

win-takagi.com

進学個別

Win

’２０-’21
を選ぶメリット

● 冬休みはとても短い！ だからこその効率重視！！
☞ 個別指導なら受講科目や指導内容を自由選択！
☞ 自分の『ニガテ』
『目標』に合わせて効率的な学習ができます！
● クリスマス・お正月…… 家族で過ごしたいイベントが目白押し！

合格実績

大学入試
京都 北海道 岐阜 慶応
南山 名城 中京 愛知 中部 愛学 大同
人環 愛知淑徳 日福 名学芸 名造形 など

☞ 受講回数・日程が自由設計！家族イベントを邪魔しません！
● 先生がいつも近くにいてくれる安心感
☞ 先生と二人三脚だから、いつでも・何度でも質問可能！
受験、テスト対策から前学年の振り返りまで、先生が横について応援！

個

学び残し克服

冬の個別

期 間 12/6(月)～1/15(土)

第 1 志望合格率

東海南

対 象 小３生～高２生

小学生 10,450 円～／中学生※ 16,500 円～／高校生 22,000 円～
(75 分授業/５回から)

(75 分授業/５回から)

※中３講座 33,000 円～(75 分授業/10 回から) 入試対策･学年末対策

入試対策・学年末テスト対策・２学期復習 … 内容は自由設計！！
開設校舎 新知校 / 新舞子校 / 常滑本郷校

個

入試直前

/学年末テスト

≪３学期≫

期 間 1/10(月) ～
対 象 入試直前特訓 中３生 ／ 学年末テスト特訓 中学生･高校生
受講費 ５回講座からの回数選択制 16,500 円～
≪科目・日程・時間帯は自由選択≫

高校入試・学年末試験に向けて弱点克服！ 『個』に合わせた最後の仕上げ！!

個

開設校舎 新知校 / 新舞子校 / 常滑本郷校

中学準備
期 間 1/10(月)～2/25(金)

≪３学期≫

対 象 新中１生

受講費 ５回講座からの回数選択制 16,500 円～
≪英語か数学から選択／日程・時間帯は自由選択≫

英語の難化は想像以上! 大きく変わる学びに、いち早く対応！！
開設校舎 新知校 / 新舞子校 / 常滑本郷校

お問い合わせ▶面談･カリキュラム作成▶受講開始
詳しくは冬期特設ページへ⇒

97.4%！

明和 半田 横須賀 松蔭

≪冬休み期間≫

受講費 回数選択制 ≪科目・日程・時間帯は自由選択≫
(50 分授業/５回から)

高校入試
阿久比

常滑

知多翔洋

愛知 中京大中京 名城大附属
椙山女学園 愛工大名電 星城 桜花学園
名古屋国際 大同 日本福祉大附属 など

中学入試
南山女子 受験者全員合格！

南山女

東海中

滝中

愛知淑徳 名古屋大附属 名古屋 愛知
椙山女学園 中部大春日丘 名古屋女子大
中学受験 駿英会 小学３・４・５年生

知多本校

圧倒的な第１志望合格率にはワケがある！
現在の到達点と志望校をもとに、一人ひとりにベストな学習指導
小５講座 国･算･理･社 全８日間 9:00～12:50
小４講座 国･算
全５日間 14:30～16:20

受講費 44,000 円
受講費 14,300 円

冬期より新規開講 小３ 中学受験準備講座
中学受験を目指した小３生向けの算数・国語講座 ノートの取り方から、間違い直
しのやり方まで受験に必要な学習習慣づくりを指導します
小３ 中学受験準備講座 全２日間 16:30～18:20 受講費 5,500 円
駿英会の冬期講習は一斉指導講座です

