国公立大・難関私大を目指すなら

へ

2022年度大学入試合格実績（TOP進学教室は1教場のみ）すべて 現役合格
（テストのみ、講習のみ受講生などは一切含まず）

香川大（ 医学部
・山口大（ 医学部
・香川県立保健医療大・徳島大・香川大・高知工科大・同志社大・関西学院大・関西大など
医学科 ）
医学科 ）
（TOP進学教室の高校部は、一斉授業はありません。個々の志望に応じた受講スタイルです。なお、上記は進学先大学です。）

合格 体 験 記

夏期講習（高３）

今すぐ〜8/31㈬より選択して受講OK! サテラインの「速習」受講なら、
夏休みを待たずに受講できます！
（休塾日除く）

「代ゼミサテライン」なら
無料体験受講 受付中！
！

共通テスト対策（サテライン） 分野別入試対策講座（サテライン） 大学別入試対策（サテライン）
「共通テスト」の全教科（英数国理地歴公民）に

「この分野を強化したい」
と思っている

完全対応。1科目から受講可。
「物理基礎」
「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」
「政経」
「倫理」
「倫理政経」もちろん受講できます。
（各講座とも90分×4回、14,000円）

受験生に最適の講座。
弱点分野を短期間で克服できます。
（90分×4回、14,000円）など

東大・京大・一橋大・東工大・東京外大・北大・東北大
筑波大・横国大・千葉大・名古屋大・阪大・神戸大
大阪公立大・金沢大・岡大・広大・九大・国公立医学部
早大・慶大・GMARCH・関関同立など
それぞれの志望大学に応じた学習内容を選択できます。

現状の成績、目標とする大学レ
ベルをふまえて、個別に課題を
指示し、得点力をupさせます。

個別演習型指導

（料金は、塾生料金とは異なります。）

17：00〜19：20 19：30〜21：50
3日間コース

1 7,600円

1 7 ,6 0 0円

6日間コース

3 5,200円

35,200円

レベルを 選べる！
受講日時も都合に
合わせて 選べる！
（自宅受講もOK!）

自習室も
利用OK

（7/21〜8/10より日程選択制。
サテラインは、7/21〜8/31より日程選択）
夏期講習（高1・高2）

難 関 大 受 験 コ ース

科目を 選べる！

サ テラインコ ース
難関大学合格への第一歩。志望大学の
レベルに合わせて学習できます。
英数国理地歴 より選択可。 映像授業

無料体験受講
受付中！！

（各講座とも90分×4回。16,000円）など

各コースの授業内容など詳細を記載したパンフレットを用意してあります。お電話、メールにてご請求下さい。
（上表の料金は税込です。）

本気で勉強したい君に…
①自習室13：00〜23：00まで開放
（通常授業日の月〜土、テスト期間中は、日も開放あり）

②自習の時に使える参考書・問題集数千冊あり
（最新版の参考書、大学入試問題集など毎年200冊以上増加中！）

大学受験合格実績
東京大、京都大、大阪大、東京工業大、東京外大、北海道大、
横 浜 国 立 大 、神 戸 大 、京 都 府 立 大 、大 阪 府 立 大 、大 阪 外 大 、
大阪市立大、九州大、広島大、岡山大、奈良女子大、電気通信大、
鹿児島大、北九州市立大、香川大、徳島大、高知大、愛媛大、
香川県保健医療大、福岡県立大、早稲田大、慶応義塾大、上智大、
青山学院大、東京理科大、津田塾大、立教大、中央大、明治大、
法政大、同志社大、立命館大、関西学院大、京都薬科大、関西大、
京都女子大、同志社女子大、京都外大、関西外大
など、国公立大、難関私大に多数合格

※TOP進学教室（1教場のみ）
の、高校部開設以来の実績です。

お問い合わせは、TEL または→

TEL 087-898-4223

（月〜土 13：00〜23：00）

（授業を最優先するため、授業時間中は電話に出られない場合があります。）

コトデン
長尾線

〒761-0703 三木町鹿伏336-1-2F（三木町役場前）

授業内容に関しては十分な時間をとって説明させて頂きますので、必ず日時をご予約下さい。TOP進学教室では、電話による入塾勧誘はしておりません。

TOP進学教室

ここ
2F

三木町
役場

マルナカ

TOP進学教室

新川

「塾長の授業日誌」毎日更新中！

三木高
学園通り駅

高松高・高松一・三木高を目指すなら

へ

（文理）

上位高受験専門
夏期講習
（7/21㈭開講）

小学生（小4〜小6）

2022年度 公立高校入試合格実績！

国語では、教科書の内容とは違った文章の読解に取り組み、算数では、文章題・図形を中心として、
思考力を養成します。

算国より選択
（個別指導）
7/21〜8/9の月火木金 16：30〜17：50または17：55〜19：15より曜日・時間帯選択

高松高・高松一高・三木高進学準備コース（ 3 日間） 14,300円
高松高・高松一高・三木高進学準備コース（ 6 日間） 26,400円
中学受験を志望する生徒及び、高松高・高松一高・三木高にトップで合格するためのハイレベルな指導を行います。
（算国理社）

算国理社より選択
（個別指導）
または
7/21〜8/9の月火木金 16：30〜17：50
17：55〜19：15より曜日・時間帯選択

中学受験コース
（6日間）

26,400円

エリート養成コース
（6日間）

26,400円

個々に学習内容は異なります。
（個別演習形式）

7/21〜8/10の月〜土 19：30〜21：50より日程・教科選択制

3 日間コース
6 日間コース
9 日間コース

16,500円
29,700円
42,900円

3名

高松一

6名

三木高

9名

（テストのみや講習のみの受講者は一切含まず）

TOP進学教室は1教場のみ

中

中 1・中 2
高松高、一高、三木（文理）合格を確実にするためのハイレベルな問題に取り組みます。

高松高

3

高松高、一高、三木（文理）合格を確実にするための5教科指導。
英語（長文読解・英作文）
・数学（証明・一次関数）
・理科（電流・
化学変化）などを重点的に指導します。特に「証明」
「一次関数」
は、それぞれにテキストを準備して、豊富な演習量を確保。
国語の読解問題の個別添削も行います。

〈希望者は「香統模試」
（英数国）受験できます。
（受験料2,700円別途）〉

中 1・中 2・中 3
「国語読解」
解法の奥義
国語の読解問題の解法には、
「ルール」があります。
感覚に頼ることなく、
「ルール」
で解く解法を伝授します。

8/11、12（計8時間） 22,000円

特別選抜コース

高松高・高松一高・三木（文理）等 志望者対象
「診断テスト」目標点数210点以上！
！

（

一斉指導 9日間 13：00〜15：50
個別演習 7日間 13：00〜15：50

）

52,800円
29,700円

〈希望者は「香統模試」
（5教科）受験できます。
（受験料3,900円別途）〉

塾長がすべての生徒の学習指導、保護者との面談を行っています。

税込です。
（上表の料金は、
（
塾生料金とは異なります。

各コースの授業内容など詳細を記載したパンフレットを用意してあります。お電話、メールにてご請求下さい。

お問い合わせは、TEL または→

TEL 087-898-4223

（月〜土 13：00〜23：00）

（授業を最優先するため、授業時間中は電話に出られない場合があります。）

コトデン
長尾線

〒761-0703 三木町鹿伏336-1-2F（三木町役場前）

授業内容に関しては十分な時間をとって説明させて頂きますので、
必ず日時をご予約下さい。TOP進学教室では、
電話による入塾勧誘はしておりません。

TOP進学教室

ここ
2F

三木町
役場

マルナカ

TOP進学教室

新川

「塾長の授業日誌」毎日更新中！

三木高
学園通り駅

