進学教室ウイッツ
小学部
小3～小６

高校部

小３生になったらウイッツへ！
ベテラン専任講師のもとで
じっくりと勉強し

算・国・英・理・社

保存版

しっかりとした基礎を作ろう！

高1生・高２生

よくわかる、個別指導のウイッツへ！
アットホームな教室で
じっくりと勉強し

数学・英語

しっかりとした基礎を作ろう！

先生１人に対して生徒１～3人の完全個別指導!

先生１人に対して生徒１～3人の完全個別指導!

教科書準拠のワークを使用し、学校のお勉強をサポートします

★ウイッツでは、このような ニーズ にもお応えします

自由に選択できる！

●学校のお勉強につまづかないようサポートしてほしい。

教科：自由に選択
曜日：月曜から金曜日の間で、１日または２日選択
時間：4時から7時の間で、60分または90分選択

●学校のお勉強につまづいたので助けてほしい。
●学校の宿題を手伝ってほしい。
●テスト勉強を手伝ってほしい。（定期考査・校内テスト対策）
●校外のテスト勉強を手伝ってほしい。（模試対策）
○学

選択できる教科
算・国
算・国・（理）
算・国・（理・社）
算・国・（英・理・社)

小３生
小４生
小５生
小６生

年
業
科
日
間
用

高校1年・２年生
完全個別指導
英語・数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・Bのみ) ※週２回とも数学も可
高１ 水曜・土曜 / 高２ 月曜・木曜
午後９：３０～１１：００
●月 謝 16000円
●教材費 不要
●入塾金 不要
引 ： 兄弟割引有り

○授
○教
○曜
○時
○費

このようなご要望があるかたはウイッツへ
○割

このようなご要望があるかたはウイッツへ

算数・国語の文章題を解く力を身につけたい
完全個別指導だから、文章題を解くプロセスを先生からしっかり教わることができます。

：
：
：
：
：
：

数学

類題を何度も解いてパターンを暗記するだけでは、真の力は付きません。例えば、算数では、

: 定期考査の点数をあげたい
高松北高・三本松高・三木高・高商英実・桜井高などの

「問題の内容を図などを使って整理し解決すべき点を見つけ、そして解決に必用な基本事項

進学校では、定期考査前に数学の宿題がたくさん出ますが、

を選択し組み立てる習慣」を生徒さんが身に付けるように指導していきます。

それらを自力で解くことに苦労している生徒さんもいらっしゃ
います。ウイッツでは、そういった悩みを完全個別指導で解

中学校に上がった時に英語でつまづきたくない
「長い間英語を勉強したのにもかかわらず、中学入学後あっという間にそのアドバンテージ

決していきます。

英語 ： 文法をしっかり学びたい

を失った」という話を聞くこともあります。ウイッツでは、 中学生が実際に利用しているワークな

英文は文法に従い合理的に作られています。また、その

ども利用し、文法・語彙力が身に付くように指導していきます。完全個別指導だからこそできる、

文法自体も機能的で興味深いものです。ウイッツでは、生

将来の中学英語につながる「書く英語」のトレーニングです。

徒さんにわかりやすく文法の説明をし、英語の基礎を作る
手助けをしていきます。

★ウイッツでは、このような

ニーズ

にもお応えします

推薦入試に向け、成績を安定させたい

●テキストのレベルを選択したい。(３種類のテキストから選択)

在籍中の高校で成績上位をキープして3年時に推薦入試

●テスト前は、理科や社会の勉強もしたい。(小４生～小６生)

を利用して大学へ進学することを目標となさる生徒さんもい

●学校のテスト勉強を手伝ってほしい。(選択していない教科もＯＫ）

らっしゃいます。ウイッツでは、そのような生徒さん達が定期

●学校の宿題を手伝ってほしい。(保護者からの要望がある場合)

考査で結果が出せるようにサポートいたします。

●過去にさかのぼって復習したい。(学力調査の前など)
●中学レベルの英語の勉強がしたい。(小５生・小６生)
●中学レベルの数学の勉強がしたい。(小６の３学期以降)
●宿題の量に関する(保護者からの)要望を聞いてほしい。
●欠席分のふりかえをしてほしい。

高３生

よくわかる、個別指導のウイッツへ！
アットホームな教室で
じっくりと勉強し

数学・英語

●遅刻しても、その分延長してほしい。
●曜日・時間帯を時々変更したい。(陸上競技大会前など）

志望校に合格しよう！

※数Ⅲ・Cは扱っておりません

先生１人に対して生徒１～3人の完全個別指導!

高松北中受験コース

北中入試対策ならウイッツへ！
小６生対象

入試対策

Aコース

センター対策（英・数）
このようなご要望があるかたはウイッツへ

●もう一度基礎から復習したい。

小４・小５生は、一般コースよりスタートしてください。
(注)受験勉強に対し前向きでない生徒さんは、このコースには入れません。

先生１人に対して生徒１～3人の完全個別指導!
適性検査Ⅰ(作文）・適性検査Ⅱの対策授業を行います
曜日：月曜日から金曜日の間で、１日または２日選択
時間：4時から7時の間で、60分または90分選択
※2017年の（高松北中）入学試験では、塾生全員（８名）が合格いたしました。

料金はとても リーゾナブル！
お月謝
一般コース・高松北中受験コース

週1回、1回60分の場合
週1回、1回90分の場合
週2回、1回60分の場合
週2回、1回90分の場合

月謝： 3500円
月謝： 5000円
月謝： 7000円
月謝：10000円

●いろいろ個人的に質問したい。

Bコース

定期考査対策(英・数）
このようなご要望があるかたはウイッツへ

●学校のお勉強につまづかないようサポートしてほしい。
●学校のお勉強につまづいたので助けてほしい。
●学校の宿題を手伝ってほしい。
●テスト勉強を手伝ってほしい。（定期考査対策）
○学

高校３年生
完全個別指導
○教
英語・数学(数Ⅰ・A、数Ⅱ・Bのみ)
○曜
火曜・金曜
○時
午後９：３０～１１：００
○費
●月 謝 16000円
●年間教材費 Ａコース：3000円 Ｂコース：不要
●入塾金 不要
○割
引 ： 兄弟割引有り
★このような生徒さんをフォローしています（Aコース）
○授

年
業
科
日
間
用

：
：
：
：
：
：

センター模試等でなかなか良い点が取れなくて焦っている
生徒さんも多いようです。ウイッツでは、そのような生徒さん
の問題点を見つけ出し、その解決へ向けて、完全個別指導で

教材費
一般コース

(兄弟割引有り)

1教科につき1000円～2000円(年間）

※４月末までに入塾の申し込みをなさった方は、教材費１年分が半額となります。

高松北中受験コース

1000円～5000円(年間）

※４月末までに入塾の申し込みをなさった方は、教材費１年分が半額となります。

丁寧に指導してまいります。

★このような生徒さんをフォローしています（Bコース）
在籍中の高校で成績上位をキープし、推薦入試を利用して
大学へ進学することを目標となさる生徒さんもいらっしゃい
ます。ウイッツでは、そのような生徒さん達が定期考査で結果
が出せるようにサポートいたします。

中学部の案内は、裏面をご参照ください。また、体験授業・春期講習・兄弟割引・その他の案内も、裏面をご参照ください。

進学教室ウイッツ

保存版

ウイッツの中学部
中学1年・2年生

よくわかる、少人数制のウイッツへ！
アットホームな教室で
じっくりと勉強し

英・数・理・社・国

しっかりとした基礎を作ろう！

補習授業 定期テスト・診断テスト対策
○学
○授
○教
○曜
○時
○費

中学３年生

アットホームな教室で
じっくりと勉強し

英・数・理・社・国

志望校に合格しよう！

補習授業 定期テスト・診断テスト対策 入試対策

年 ： 中学1年・２年生
業 ： 少人数集団授業
科 ： ●英語・数学 （通常時)
●５教科
(テスト前など）
日 ： ●中１ 水曜・土曜 （プラス補習日）
●中２ 月曜・木曜 （プラス補習日）
間 ： 午後７：３０～９：２０ (1１0分)
用 ： ●月 謝 15000円
●教材費 5000円（年1回）
●模試代 希望者のみ
●入塾金 不要
●補習料 不要

○学
○授
○教

年 ： 中学３年生 （高松北中の生徒さんだけを集めたクラスもございます。）
業 ： 少人数集団授業
科 ： 5教科
４月～７月
主に英・数
週３回コース
×
週2回コース

９月～１１月 １２月～３月
主に英・数
５教科
５教科
５教科

※週３回コースは、９月より利用できます。

○曜

日 ： 火曜・金曜・（土曜） プラス補習日
火曜日
○
○

週2回コース
週３回コース

定期テスト対策・診断テスト対策・春期補習
夏期補習・冬期補習等、全ての補習が無料

○割

よくわかる、少人数制のウイッツへ！

○時

金曜日
○
○

土曜日
×
○

間 ： ひとコマ110分

引 ： 兄弟割引有り

火曜日

午後７：３０～９：２０

金曜日

このようなご要望があるかたはウイッツへ

午後４：００～５：５０（週３回コース）

土曜日

きめ細やかな指導をしてほしい
○費

例えば、まだ基礎ができていない生徒さんにとって、理解の

用 ：月 謝
15000円
18500円
●教材費
5000円（年1回）
●模試代
希望者のみ
●夏期講習費 希望者のみ
●入塾金
不要
●補習料
不要

はやい生徒さんに合わせた（一方通行で）一辺倒の授業は、

週2回コース

手助けになりません。ウイッツでは、クラス分けをしたり補助の

週３回コース

先生を付けたりして、きめ細やかな指導をしてまいります。

数学 応用問題を解く力を身に着けたい
類題を何度も解いてパターンを暗記するだけでは、真の力は
付きません。ウイッツでは、A→B→C（答）という解までの道筋を
そのまま単純に覚えさすのではなく、（Cを出すための問題点）→

定期テスト対策・診断テスト対策・春期補習
冬期補習・入試対策の補習等が全て無料

B→Aと推測させ、その結果Aという解の出発点が見つかることを
学んでいただきます。

英語

○割

文法をきちんと学びたい

引 ： 兄弟割引有り

ウイッツでは、単語・文法の説明にとても力を入れています。
テストで点をとるためだけではなく、これからの英語の学習の

お得な兄弟割引

ために、ぜひウイッツで本格的な英語指導を受けてください。

社会

苦手な暗記を克服したい

お月謝

社会は決してただの暗記科目ではありません。「なぜそうなの
か」、原因・理由を考えながら学ばないと興味も無くなりますし、
記憶からも消えていってしまいます。ウイッツでは、社会が苦手
な人でも興味がもてるような授業を心がけていきます。

理科

基本からしっかり学びたい

理科は教科書の内容がわからないままいくら問題を解いても
勉強になりません。ウイッツでは、基本事項の説明に力を入れ
効率よく学習できるように心がけていきます。

国語

お月謝に対して、中学生コースと高校生コースの間で、お得な兄弟割引がございます。
２人目のお子様のお月謝が２０００円引き、３人目のお子様のお月謝が３０００円引きとな
ります。 （ただし、お１人目が１年半未満で中学部・高校部を退塾した場合は、お２人目
に対して割引は適応されません。）
また、ご兄弟がお２人とも同時に中学生コース・高校生コースに在籍している場合は、
その期間、お２人目のお月謝が５０００円引きとなります。 ３人同時の場合は、その期間
１５０００円引きとなります。

教材費

テストで点を取るコツを知りたい

テストでは、出された文章の筆者の心理を読み取るだけではな
なく、出題者の意図も読み取る必要があります。ウイッツでは、
この両面から答えにアプローチしていくように指導していきます。

(無料)3月度・4月度体験授業

さらには、教材費に対しても、お得な兄弟割引がございます。
ご兄弟が同時に在籍している場合は、教材費はお１人分（料金の高いほう）だけとなりま
す。

(無料）春期体験授業 新小３～新中１

体験授業は、２週間（計４回）までＯＫです

３月６日～３月２７日
新小３
新小４
新小５
新小６
新中１
新中２
新中３
新高１
新高２
新高３

定員になり次第、締め切らせていただきます

４月３日～４月２２日
3月27日(月)

火曜～金曜の午後4時から7時の間で1時間

月曜～金曜の午後4時から7時の間で1時間

火曜～金曜の午後4時から7時の間で1時間

水・土曜 午後7：30～9：20

水・土曜 午後7：30～9：20

月・木曜 午後7：30～9：20

月・木曜 午後7：30～9：20

※3月20日は休みです

火・金曜 午後7：30～9：20

3月28日(火）・31日（金) 午後7：30～9：20

水・土曜 午後9：30～11：00

水・土曜 午後9：30～11：00

月・木曜 午後9：30～11：00

月・木曜 午後9：30～11：00※3月20日は休みです 火・金曜 午後9：30～11：00
3月度に入塾する場合、３月分の授業料は

月の途中からも入塾できます。その場合、

不要です。

お月謝は、日割り計算となります。

★体験授業は５月以降も行いますが、定員になり次第、終了いたします。

新小３算数 新小４算数 新小５算数

新小６算数

新中１英語・数学

1：30～2：20

2：30～3：20

1：30～3：20

2：30～3：20

1：30～2：20

○

○
○

3月28日(火)

○
○ 英語

3月29日(水)
3月30日(木)

○

○
○

3月31日(金)

○
○ 数学

4月1日(土)
★曜日・時間帯に関しましては、ご相談に応じます。

お気軽にお電話にてお問い合わせください

☎ 087-894-2377

Be a man of vision.
A vision is ever better skill.
And use your WITS to solve it.

（
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ル
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香川県さぬき市志度1904-16 ミツワビル3F（マルナカ志度店西前） 進学教室ウイッツ ☎087-894-2377 （営業時間 午後2:00から11:00まで）

