
一人ひとりの長所を伸ばす進学塾アクシアグループ

アクシア個別教室

進学塾アクシア

山口本部：山口市小郡下郷 78-6

℡ 083-972-3132アクシアイメージキャラクター

　　　　　あっくん

冬期講習の詳細は広告裏面をご確認ください。

ホームページから

資料請求・お問い

合わせできます。

ホームページから

資料請求・お問い

合わせできます。

　お気軽に

お問い合わせ

　ください。

検索進学塾アクシア

ホームページ・ブログに最新情報掲載中

冬期キャンぺーン!!

早期入塾
キャンペーン

特典①

特典②

特典③

入会金
＊通常10,800 円 ０円
通年テキスト
＊通常10,800 円 ０円
テスト代
＊通常2,700 円 ０円

継続入塾
キャンペーン

冬期講習前に
ご入塾をお考えの方

冬期講習後に
継続入塾される方 特典①

特典②

入会金
＊通常10,800 円

通年テキスト
＊通常10,800 円

半額
半額

中学１・２年対象

特典①

特典②

特典③

入会金
＊通常10,800 円 ０円
初月授業料
＊通常10,800 円 ０円

通年テキスト

入塾
キャンペーン

プレゼント

冬期講習
キャンペーン ０円＊通常5,400 円

＊テキスト代のみ 1,296 円必要

クラス受講料

小学 5・6年対象

全学年対象

80分×4回
生徒 2人に先生 1人の個別指導

1 コース目
冬期キャンペーン価格 !冬期キャンペーン価格 !冬期キャンペーン価格 !冬期キャンペーン価格 !

年末年始特訓

小学生

小学生

中学生

理科実験教室

クリスマス会
英語を学ぼう !

冬のイベント

■進学塾アクシア山口旭通り校
12月 6日（日）14：00 ～ 15：30
『水の中に雪がふる！？』

■進学塾アクシア各校舎
＊日時・対象学年は校舎によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。

参加費無料
対象：小学２年生以上いろいろなものを水に溶かしてみよう！

参加費無料

■進学塾アクシア各校舎
■対象：中学 3年生
＊日時・実施科目は各校舎によって異なります。
詳しくはお問い合わせください。

小学生 6,480 中高生 8,640円
＊１:１個別指導または２コース目以降の受講料は通常料金になりますので、詳しくは各校舎までお問い合わせください。

水溶液について学ぼう！

®
®

®

円



各校舎の時間帯・料金等、詳しい資料をお届けいたします。お気軽にお問い合わせください。

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-
宇部市東梶返 1 丁目 4－2

33-9555上宇部校 0836-

山口市小郡御幸町 5-30 丸十ビル 2F

902-7729新山口
083-駅前校

山口エリア

広島エリア
広大

附属前校 東雲校 観音校 宇品校 段原校 庚午校 翠町校 仁保校 祇園校

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

中学NET

電話受付 月～金 15:00 ～ 21:00

やる気 を引き出す アクシア 冬期講習
少人数クラス指導少人数クラス指導少人数クラス指導少人数クラス指導

クラス指導の特徴

きっず

小 5・6

【小 1～小 4】

中 1・2

中 3

＊実施の時間は各校舎によって異なります。詳しくは各校舎へお問い合わせください。

＊1 月 8 日（金）は講習会予備日となっております。学校行事で欠席された場合は予備日に
　振り替え授業を行います。

1 級から 40級までの級別プリントで演習。
解かせっぱなしではなく、先生が丸つけをし、間

級テストを行い、学習の定着を図ります。

算数・国語は公立準拠で、各学年の既習内容を総

小学 6年生は英語の授業を行います。英語はアル

中 1・2は 5科目の学校既習内容を総復習し、授

つまずきやすいポイントや重要事項を徹底指導。

中 3は、中 1から今までの学習内容の基礎から受

冬期講習期間中、毎日 5教科を 9日間行い、学力

違えたところを確認します。単元ごとに確認の進

復習します。

ファベットの書きとりや単語を中心に演習します。

業だけでなく演習時間も確保。

験レベルの問題までを徹底指導します。

の定着をはかります。

講習期間 12月24日（木）～1月7日（木）

学年 科目
きっず
[小 1～小 4]

小 5

小 6

中 1・2

中 3

国・算

国・算

算・英

5科目

5科目

日程
講習期間中お好きな日程を

12/25,27,29,1/5

12/26,28,1/4,6

12/24,26~29,1/4~7

12/24~29,1/4~6

お選びいただけます

コマ数
45分×2コマ×4日

45 分×2コマ×4日

45 分×2コマ×4日

45 分×3コマ×9日

45 分×5コマ×9日

受講料
（税込）

4,320 円

16,200 円

35,640 円

5,400 円
今だけ
今だけ無料無料

5,400 円
今だけ
今だけ無料無料

別途必要な費用（税込）は下記の通りです。
【テキスト代】　　きっず…1,296 円 　小 5・6…1,296 円　 中 1~3…3,780 円
【実力判定テスト代】　小学生…2,160 円　　中学生…2,700 円　　＊実力判定テストは希望者のみ

個別指導個別指導個別指導個別指導 小1～高 3 全学年対象

1 コース 1科目 80分× 4回 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。

日程 ～12月1日（火） 1月8 日（金）
＊日程は上記の期間の中から相談の上、決めさせていただきます。

受講料 小学生 中高生6,480円 8,640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ので、

詳しくは各校舎までお問い合わせください。

＊生徒 1人に先生 1人の個別指導も行っております。詳しくは各校舎にお問い合わせください。

アクシアの個別指導の特徴
①受講科目、コース数、時間割はすべてオーダーメイド !
部活動や、他の習い事にも合わせてカリキュラムを決められます。

②生徒 2人に先生 1人のつきっきり個別指導 !
解説と問題演習をバランスよく行えます。

③あらゆるニーズに対応 !
お子様一人ひとりの学習状況に合わせてカリキュラムをご提案いたします。

【テキスト代】　1 科目…756 円

生徒２人に生徒２人に生徒２人に生徒２人に
先生１人の先生１人の先生１人の先生１人の

申込締め切り申込締め切り

12/12/12/12/18181818 金

実力判定テスト（希望者のみ）

1/11 ~（祝） 14（木）1/11 ~（祝） 14（木）
＊校舎・学年によって日程が異なります。詳しくはお問い合わせください。

究極の先取り個別指導究極の先取り個別指導究極の先取り個別指導究極の先取り個別指導
小1～3年生向けコース。
四谷大塚ジュニア予習シリーズを使用した
最高水準の授業で差をつける冬休みに。

実施校舎 山口旭通り校

ジュニア予習シリーズ
中学NET

実力講師陣の授業と担任による熱誠指導を
はじめとする革新的な学習システムを無料で
体験できます。

東進中学ＮＥＴの「冬期特別招待講習」では、小学校4・5年生向けコース。
県外受験を考えているご家庭
や、ハイレベルな知識を求め
るご家庭に。

個別指導教室

®

®

®


