
ご記入日：　　　　年　　　月　　　日

ふりがな

生年月日 （西暦） 　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生　　（ 男　・　女 ）

2022年度の学年をご記入ください。

（ 　　　　　　年生）

ふりがな

〒

ご自宅

保護者携帯電話① （ 生徒との続柄　　　　　　）

保護者携帯電話② （ 生徒との続柄　　　　　　）

生徒携帯電話

E-mail①

法人メールアドレス以外のメールアドレスをご記入ください。

E-mail②

E-mail③

【振込先】三菱UFJ銀行　四谷支店　普通 0210589　出納口高木博明

下記の規約に同意いただけましたらご署名ください。

＊退塾、クラス減少については担当講師に相談のうえ、その前月20日までに所定の届出用紙でお申し出ください。

　例）6月21日～7月20日に退塾届を提出 → 8月31日で退塾（8月分受講料／7月20日付の口座振替が最終）

　　　7月21日～8月20日に退塾届を提出 → 9月30日で退塾（9月分受講料／8月20日付の口座振替が最終）

＊年度途中の退塾の場合には年間費の返却は致しません。

＊お申し込み後の入塾関連費及び受講料は返金できませんのでご了承ください。

＊長期間の欠席をお考えの場合は担当講師にご相談ください。休塾制度を設けていないため事情により対応いたします。

＊クラスの変更・追加・取止めをご希望の場合は担当講師にご相談ください。

＊やむを得ない理由で授業を欠席せざるを得ず、その旨を事前に連絡いただいた場合は、振替受講が可能です(欠席日から一カ月以内)。

＊上記の住所や連絡先に変更があった場合は速やかにお知らせください。

＊テキスト代は別途実費をいただきます。

＊退塾後、あらためて入塾する場合は再入塾料10,000円税別が必要です。

＊生徒、保護者を問わず、塾内での携帯電話、ノートパッドなど電子機器の使用は禁止です。

＊記入いただいた個人情報は、社内にて厳重に管理し、学習塾運営以外の目的では使用いたしません。

（西暦）　　　　年　　　　月　　　　日　ご署名　　　　　　　　　　

電話番号

入塾料、2022年度年間費、受講料（申込月および翌月）の合計金額（右記）を受講開始日1週間前までに下記の口座へお振込みください。

高木塾　FAX.　０３－６６７４－１７５４

高木塾　入塾申込書　２０２２年度

氏名

　　　　　　　　　　　　

学校名

保護者氏名

住所



生徒氏名

太線枠内をご記入ください。料金欄は高木塾で記入しますので空白のままでお願い致します。

クラス 曜日 時間 講師 学年目安 受講料（円） 受講に✔

木 15：30～17：30
前田･齋藤

神谷

土 9：00～11：00
前田･齋藤

神谷

木 16：00～18：00 前田･齋藤

日 10：00～12：00 曽根原

算数２上級 土 9：00～11：00 前田

金 16：00～19：00 前田

日 13：00～16：00 神谷

算数３上級 土 11：15～14：15 前田

算数４ 土 9：00～12：00 小寺･小平

算数４上級 日 9：00～12：00 前田

水 17：15～20：15 前田

土 14：30～17：30 神谷

算数５上級 日 13：00～16：00 前田

算数６ 土 14：30～17：30 前田 小４～小６ 25,000

算数７ 日 17：00～20：00 高木･小平 小５～小６ 25,000

国語１ 土 14：30～16：30 齋藤 小１～小３ 22,000

国語２ 土 18：00～21：00 齋藤 小４～小６ 25,000

国語３ 金 18：00～21：00 齋藤･小平 小６～中３ 25,000

理科社会１ 水 16：15～18：15 神谷･齋藤 小２～小３ 22,000

理科社会２ 日 17：00～20：00 神谷･清野 小４～小５ 25,000

理科社会３ 火 17：30～20：30 神谷 小５～中３ 25,000

数学準備 水 17：30～20：30
高木･神谷

檜垣
小３～中１ 27,000

火 17：30～20：30 高木･曽根原

日 13：00～16：00 高木･檜垣

数学２ 木 18：00～21：00 神谷･高木

数学２上級 日 17：00～20：00 高木･神谷

数学３ 土 18：00～21：00 神谷

数学３上級 日 9：00～12：00 高木･檜垣

数学５ 金 18：00～21：30 高木･神谷

高２～高３
及び

旧数学３
既習者

29,000

2022年度年間費：2022年2月～2023年1月までの月数×2,000円

26,000

旧数学３の既習者及び意欲的な新高１から高３、既卒者を対象とし、高校
数学ⅠAからⅢまでの全てを深く学びながら、東大(理科系)、東工大、国
公立大の過去問までの理解を目的とする。

数学４ 土 18：00～21：00 高木･檜垣

高１～高３
及び

旧数学２
既習者

一通り高校数学ⅠAを学んだ小中学生(旧数学２既習者)及び意欲的な新高
１から高３までを対象とし、高校数学ⅡBとⅢの基礎理論を学びながら東
大(文科系)、早大慶応大(理科系)、私大医学部の過去問までの理解を目的
とする。

小４～中３
及び

旧数学１
既習者

旧数学１既習者で中学数学に自信をもてない者及び初めて数学を学ぶ意欲
的な小学生から新中３までを対象とし、中１～中３の全範囲を学ぶ。基礎
理論から始めて上位高校の入試問題までの理解を目的とする。

25,000

中３～高２
及び

旧数学１
既習者

一通り中学数学を学んだ小学生(旧数学１既習者)及び意欲的な中学生から
新高２までを対象とし、高校数学ⅠAとⅡBの基礎理論を学びながら最難
関高校入試問題、そして上位の大学入試問題までの理解を目的とする。

25,000

基礎知識の総復習と難関中学・都立高校入試問題演習。

新年度から数学1クラスの受講を考えている方、算数を解くための数学を身につ
けたい小学生、数学を初めから学び直したい中学生対象。

数学１

小３～中１
及び

数学準備
既習者

初めて数学を学ぶ小学生(数学準備クラス既習者含む)を対象とし、中１～
中２の全範囲及び平方根、三平方の定理、円などの基礎を論理的に理解す
ることを目的とする。

25,000

最難関中学合格まで。算数６に続いてさらに難易度の高い問題に取り組
み、合格に必要不可欠な内容全てを効率よく解く実力を養成します。

国語読解の初級。小２～小４基礎レベル。身近な短文から物語文や説明文
の読解を通して、論理力の基礎を身につける。

国語読解の中級。小５レベルから最難関中学入試問題演習。基礎的な知識
や論理力の定着、実践的な答案作成力を身につける。

国語読解の上級。高校難関校入試レベル。最難関中学や高校難関校、大学
入試問題の演習を通して論理力と答案作成力を定着させる。現代文のみ。

身のまわりの事柄を理科社会と結びつけて理解し、理科社会学習のための
考え方を養うクラス。

中学受験に必要な全範囲の知識の習得と中堅中学レベル問題演習。

算数５

小３～小５

小学５年生発展まで。
比の応用について深く掘り下げ、中学受験算数における一通りの知識の習
得を目指します。 25,000

通常クラスと進度は同じですが、難関中学入試問題にも挑戦します。

小学６年生発展まで。中学受験算数の内容を総まとめし、難関中学入試問
題を効率よく解く実力を養成します。

算数３

小１～小３

小学３年生発展から４年生基礎まで。
小数・分数を含めた計算全般をまとめ、中学受験算数についても初歩的な
内容から学習します。
算数オリンピックキッズBEE対策も行います。 25,000

通常クラスと進度は同じですが、より発展的な内容にも挑戦します。

小２～小４

小学４年生発展から５年生基礎まで。次年度の数学クラス受講も想定して
います。比の考え方・扱い方について高いレベルで学習します。

25,000

通常クラスと進度は同じですが、難関中学入試問題にも挑戦します。

内容

就学準備 年中～小１
論理的思考力を養いながら算数を解いていく面白さと文章を読み解く国語
の楽しさ、見える世界を広げる理科と社会を学ぶ。

24,000

算数２

年長～小２

小学１年生から３年生基礎まで。
数の扱いや算数の考え方について理解を深め、より高いレベルの学習に備
えます。 22,000

通常クラスと進度は同じですが、より発展的な内容にも挑戦します。

　2クラス目：受講料合計から一律　  4,000円の割引			
　3クラス目：受講料合計から一律　  8,000円の割引		
　4クラス目：受講料合計から一律　12,000円の割引			
　5クラス目：受講料合計から一律　16,000円の割引			

入塾料+2022年度年間費＋受講料(2か月分)－複数割引(2か月分)－4科目割引(2か月分)＋テキスト代 円

※「就学準備」「算数２」「算数２上級」「国語１」「理科社会
１」の場合は3,000円割引です。
※ きょうだいで受講している場合、きょうだいの受講クラスを合
計したクラス数で割引を適用致します。きょうだい合わせての４
科目割引は適用しません。

合計　税（×1.1） 円

　　　月分受講料から口座振替開始
口座振替日　　　／

（毎月20日）

 ↓
月　　日迄に左記の口
座へお振込みをお願い
致します。◎4科目割引と複数クラス受講割引の併用はできません。

◎算数2、算数2上級、国語１、理科社会１を含む場合は9,000円割
引です。

４科目割引（　　月分、　　月分） ▲　　　　　　　　 円

　◎複数クラス受講割引 テキスト代 円

　◎４科目割引 受講料2か月分（　　　月分、　　月分） 円

　算数、国語、理科社会あるいは数学、国語、理科社会を受
講する場合は10,000円割引を適用します。

複数クラス受講割引（　　月分、　　月分） ▲　　　　　　　　 円

入塾料：継続受講生は不要 入塾料 24,000円

円2022年度年間費 (2022年 　月分～2023年 1月分＝　 　　か月分)

高木塾　受講申込書　2022年度（入塾生用）

（2022年度　　　　年生） 受講開始日　　　　　　2022 年　　　　　月　　　　　日（　　　　）

※学年は2022年度の学年です。


