
山口エリア山口エリア
山口 山口市小郡下郷 78-6

972-3132小郡校 083-

山口 山口市旭通り 1 丁目 10－5

941-5815旭通り校 083-

山口市吉敷下東 1-7-20 竹下ビル 104

925-8889吉敷校 083-

山口市小郡御幸町 5-30 丸十ビル 2F

902-7729新山口
083-駅前校

宇部市中村 3丁目 8-30

33-9555上宇部校 0836-

広島エリア広島エリア

山口 山口市旭通り 1丁目 10－5

929-3353旭通り校 083-

宇部市中村 3丁目 8-30

33-3999上宇部校 0836-

山口市小郡御幸町 5-30 丸十ビル 2F

972-1211新山口
083-駅前校

電話受付電話受付 月～金月～金 15:00 ～ 21:0015:00 ～ 21:00

南観音校段原校 翠町校 仁保校庚午校 祇園校 大塚校観音校 宇品校

夏期夏期 受付中受付中!!

夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾 夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾夏期講習受講+入塾

入会金入会金 前期施設費前期施設費

￥16,200￥16,200

夏期講習を夏期講習を
受講された方受講された方
夏期講習を夏期講習を夏期講習を
受講された方受講された方受講された方

￥7,560￥7,560
全員に暗記用全員に暗記用
赤シート下敷き赤シート下敷き
プレゼント！プレゼント！

無料！無料！ 無料！無料！

創業20周年記念特典創業20周年記念特典

http://www.axia-study.jp/http://www.axia-study.jp/
ホームページ・ブログ随時更新中ホームページ・ブログ随時更新中

各種お問い合わせ先各種お問い合わせ先

thanks to the 20th thanks to the 20th 
from 1999from 1999



クラス指導
小1～中3

少人数指導

◎小学部 ◎中学部

発展 小5・6 算・国・英

中1～2 5科目

中3 5科目

学年・内容学年・内容 時  間  割時  間  割 55
月月

66
火火

77
水水

10～1810～18
土土 日日

88
木木

99
金金

1919
月月

2020
火火

2121
水水

2222
木木

2323
金金

8    月8    月 教材費教材費受講料受講料

★きっず・基礎コースは上記の中からご希望の日にちを４日間お選びいただけます。

公立中入学後、上位に入るために発展内容も学習。
受講にあたって事前にテストが必要です。

受講にあたって事前にテストが必要です。

5科目の前学期の既習内容を総復習し、授業だけでな

中1から今までの学習内容の基礎から受験レベルの問

毎日5科目9日間行い、学力の定着をはかります。

*2　校舎によって日程が異なります。詳しくは各校舎にお問合せ下さい。
*1　事前に判定テスト(無料)を受けていただきます。

6,480円6,480円

6,480円6,480円

5,400円5,400円 校舎によって校舎によって
異なります。異なります。

【実力判定テスト代】
   小学生…2,160円
【実力判定テスト代】
   小学生…2,160円

きっず 小1～4 算・国

個別指導
小1～高3

◎１：２コース◎１：２コース ◎１：１コース◎１：１コース
先生１人に生徒２人先生１人に生徒２人 先生１人に生徒１人先生１人に生徒１人

8080分分 ×× 授業授業
1コースにつき1科目の受講になります。
小学生（中学受験は除く）は、1コースで
算数・国語の2科目受講できます。

1 科 目1 科 目

44回回

きっずコース 小1～4 算・国
夏　期　講　習　受　講　料夏　期　講　習　受　講　料

学　年学　年 通　常　料　金通　常　料　金 　夏期特別料金　夏期特別料金
小1～6

小4～6(受験)
中1・2

中3
高1・2

高3

9,720円
11,880円
10,800円
11,880円
12,960円
14,040円

6,480円6,480円

8,640円8,640円

きっずコース 小1～4 算・国
夏　期　講　習　受　講　料夏　期　講　習　受　講　料

学　年学　年 通　常　料　金通　常　料　金 　夏期特別料金　夏期特別料金
小1～6

小4～6(受験)
中1・2

中3
高1・2

高3

12,960円
15,120円
14,040円
15,120円
16,200円
17,280円

9,720円9,720円

12,960円12,960円

＊1コース目のみの金額です。2コース目以降の受講料は通常料金になります。
【テキスト代】1科目…756円

＊1コース目のみの金額です。2コース目以降の受講料は通常料金になります。
【テキスト代】1科目…756円

55
月月

66
火火

77
水水

88
木木

1919
月月

2020
火火

2121
水水

2222
木木

2323
金金

24～2824～28
土土 水水

夏　期　講　習　日　程夏　期　講　習　日　程
10～1810～18
土土 日日

休

99
金金

テストテスト
＊上記期間中で日程が合わない場合、別日に振り替えます。ご相談ください。
＊実力判定テストは校舎によって日程が異なります。

時　間　割時　間　割
１　限

２　限

３　限

13:00～14:20
14:30～15:50
16:00～17:20

17:30～18:50
19:00～20:20
20:30～21:50

４　限

５　限

６　限

＊校舎によって開校時間が異なります。詳しくはお問合せください。

教師の目が届きやすい環境で、一人ひとりの
理解度を確かめながら授業を進めていきます。
ほどよい緊張感で授業に集中しやすく、かつ
質問もしやすい環境づくりに努めます。

受験 小4～6 算・国・理・社
県内の中学受験に対応した内容を学習します。

中  3中  3 35,640円35,640円 3,780円3,780円

中  2中  2 19:00～21:3019:00～21:30 16,200円16,200円 3,780円3,780円

中  1中  1 19:00～21:3019:00～21:30 16,200円16,200円 3,780円3,780円

小 4 受験小 4 受験

小 5 発展小 5 発展

小 6 発展小 6 発展

13:00～14:3513:00～14:35

13:00～17:1513:00～17:15

15:40～17:1515:40～17:15
13:00～14:3513:00～14:35

15:40～17:1515:40～17:15

13:00～14:3513:00～14:35
13:00～16:2513:00～16:25

7,560円7,560円

7,560円7,560円

無料無料

無料無料

無料無料

21,600円21,600円 無料無料

24～2824～28
土土 水水

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*2*2

小 5 受験小 5 受験

小 6 受験小 6 受験

山口小郡校・山口旭通り校・吉敷校

山口小郡校山口小郡校

四谷大塚ジュニア小１～３

小４～６

ハイレベル授業
小1～高3

小6～中３
中3～高３

大学受験を視野に入れた学習のポイント

①学年の壁を越えて、得意科目を一気に伸ばす
②基礎から応用までをバランスよく学習する
①学年の壁を越えて、得意科目を一気に伸ばす
②基礎から応用までをバランスよく学習する

高速学習高速学習

　学年の壁を越えて、
得意科目を一気に伸ばす
　学年の壁を越えて、
得意科目を一気に伸ばす 実力講師　実力講師　

の授業　の授業　

選りすぐられた選りすぐられた

学習学習
システム　システム　

脳科学とITを融合した脳科学とITを融合した

担任の　担任の　
熱誠指導　熱誠指導　

君を力強くリードする君を力強くリードする

夏期夏期特別招待特別招待講習講習無料無料

オンライン英語
小1～高3

塾での英語授業塾での英語授業 外国人講師 25 分外国人講師 25 分
Reading Writing Speaking Listening

＆＆◎日本人講師が担当！◎日本人講師が担当！
◎丁寧な個別指導◎丁寧な個別指導
◎読み書きを中心に苦手克服◎読み書きを中心に苦手克服

◎外国人講師が担当！◎外国人講師が担当！
◎マンツーマンオンライン◎マンツーマンオンライン
◎個別授業とリンクした英会話◎個別授業とリンクした英会話

英検対策コース英検対策コース 中学校準拠コース中学校準拠コース

リスニングを伴った英検対策で
大学入試に備えよう！

中学校教科書に対応したテキスト
を使用。リスニング対策も完璧に。

4技能を完璧に仕上げて入試に臨もう！4技能を完璧に仕上げて入試に臨もう！

選べる夏期講習！選べる夏期講習！ 2019 summer2019 summer

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基礎 小5・6 算・国

漢字・計算を中心に基礎的な問題の反復をおこないます。
く演習時間も確保。

題までを徹底指導します。

吉敷校吉敷校

山口小郡校山口小郡校
吉敷校吉敷校

山口小郡校山口小郡校

山口旭通り校山口旭通り校

山口旭通り校山口旭通り校

山口旭通り校山口旭通り校

吉敷校吉敷校

小1～6 きっず・基礎小1～6 きっず・基礎

無料無料

＊希望者のみ＊希望者のみ

　中1・2…2,700円　中1・2…2,700円 中3…3,240円中3…3,240円

【実力判定テスト代】
   小学生…2,160円
【実力判定テスト代】
   小学生…2,160円

＊希望者のみ＊希望者のみ

　中1・2…2,700円　中1・2…2,700円
中3…3,240円中3…3,240円

満 席 ！満 席 ！

*1*1

*1*1

*1*1


