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start!!start!!
お申込み受付中！

お申込みのお申込みの
流れ流れ

STEPSTEP

１１ お電話でのお電話での
お問い合わせお問い合わせ

STEPSTEP

２２
学習相談学習相談
冬期申込み冬期申込み

STEPSTEP

３３
授業授業

スタートスタート

21 年の実績とノウハウをもつ地元密着型の進学塾。

検索進学塾アクシア

HP・ブログに最新情報掲載中

山口小郡校
TEL:083-972-3132
山口市小郡下郷 78-6

個別クラス

◇受付時間 /15:00 ～ 21:00

吉敷校
TEL:083-925-8889

山口市吉敷下東 1-7-20 竹下ビル 1Ｆ

個別クラス

山口旭通り校
TEL:083-941-5815

山口市旭通り 1 丁目 10-5

個別

新山口駅前校
TEL:083-902-7729

山口市小郡御幸町 5-30 丸十ビル 2F

個別クラス

上宇部校
TEL:0836-33-9555

宇部市中村 3 丁目 8-30

個別

山口旭通り校
TEL:083-929-3353
山口市旭通り 1 丁目 10-5

山口旭通り校

エリア
広島 宇品校

観音校

全国 1000 校、10 万人の高校生が通っている大学入試の東進衛星予備校

新山口駅前校
TEL:083-972-1211

山口市小郡御幸町 5-30 丸十ビル２Ｆ

上宇部校
TEL:0836-33-3999
宇部市中村 3 丁目 8-30

TEL:083-929-3353
山口市旭通り 1 丁目 10-5

新中1新中1特別招待特別招待講習講習 完全無料完全無料
全12回＋オンライン授業2回全12回＋オンライン授業2回

ご招待！ご招待！
対象：現小学６年生対象：現小学６年生
科目：英・数(単科受講可)+外国人講師によるオンライン授業科目：英・数(単科受講可)+外国人講師によるオンライン授業
内容：中1の学習内容の先取り内容：中1の学習内容の先取り

＊クラスのみ、2・3月開講。お申込みは下記クラス開講校舎まで。＊クラスのみ、2・3月開講。お申込みは下記クラス開講校舎まで。

2・3月開講2・3月開講

冬期講習受講　　  入塾で冬期講習受講　　  入塾で 入会金無料入会金無料全学年全学年
対象対象

冬期キャンペーン

全学年全学年
個別対象個別対象 8080 ××44分分 回回 個別指導個別指導 冬期特別料金冬期特別料金
小学生小学生
対象対象 冬期クラス冬期クラス ＊受験クラスは除きます。＊受験クラスは除きます。受講料無料受講料無料 ＊教材費のみ必要になります。＊教材費のみ必要になります。

＊詳しくは各校舎までお問い合わせください。＊詳しくは各校舎までお問い合わせください。

2424
講習

翠町校
庚午校

段原校
祇園校

仁保校
大塚校

＊開講日は各校舎に
よって異なります。
＊開講日は各校舎に
よって異なります。



2020 winter2020 winter選べる　　期講習！選べる　　期講習！

対象対象 小 1～中 3小 1～中 3クラス指導クラス指導
小 1 ～小 4 きっずコース 【40 分 ×8 コマ】 漢字・計算を中心に基礎的な問題の反復を行います。漢字・計算を中心に基礎的な問題の反復を行います。

小５～小６ 基礎コース 【40 分 ×8 コマ】 漢字・計算を中心に基礎的な問題の反復を行います。漢字・計算を中心に基礎的な問題の反復を行います。（算・国）

（算・国）

小５～小６ 発展クラス 【45 分 ×10 コマ】公立中学入学後、上位に入るために発展内容も学習。公立中学入学後、上位に入るために発展内容も学習。（算・国・英） 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。

小４～小５ 受験クラス 【45 分 ×10 コマ】（算・国）
県内の中学受験に対応した内容を学習。県内の中学受験に対応した内容を学習。
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。

小 6 受験クラス 【45 分 ×36 コマ】（４科）
県内の中学受験に対応した内容を学習。県内の中学受験に対応した内容を学習。
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。

中 1 ～中 2 少人数クラス 【45 分 ×21 コマ】（5 科 + 演習）
5 科目の前学期の既習内容を総復習し、授業だけでなく5科目の前学期の既習内容を総復習し、授業だけでなく
演習時間も確保します。演習時間も確保します。

中 3 少人数クラス 【45 分 ×45 コマ】中 1から今までの学習内容の基礎から受験レベルの問題中 1から今までの学習内容の基礎から受験レベルの問題
までを徹底指導します。までを徹底指導します。（5 科）

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
吉敷校吉敷校

山口旭通り校山口旭通り校

山口旭通り校山口旭通り校

山口小郡校山口小郡校 吉敷校吉敷校山口旭通り校山口旭通り校
＊校舎によって開講コースが異なります。＊校舎によって開講コースが異なります。

冬冬

対象対象 小 1～高 3小 1～高 3個別指導個別指導 山口小郡校山口小郡校 吉敷校吉敷校山口旭通り校山口旭通り校
新山口駅前校新山口駅前校 上宇部校上宇部校

80 分 × ４回 授業
＊1コースにつき 1科目の受講になります。＊1コースにつき 1科目の受講になります。

対面授業対面授業

オンライン個別授業オンライン個別授業

50 分 × ４回 授業
＊1コースにつき 1科目の受講になります。＊1コースにつき 1科目の受講になります。

山口小郡校山口小郡校

◎1：2 コース

◎1：1 コース

講師 1人に対して生徒２人を指導するスタイル。解説と演習を繰り返して講師 1人に対して生徒２人を指導するスタイル。解説と演習を繰り返して
学習の定着を図ります。学習の定着を図ります。

【冬期特別料金】小学生小学生 6,600円

(

税
込)

(

税
込)

中学生中学生
高校生高校生 8,800円

(

税
込)

(

税
込)

講師 1人に対して生徒１人を指導するスタイル。つきっきりで指導をし、講師 1人に対して生徒１人を指導するスタイル。つきっきりで指導をし、
演習中も常に横でサポートしながら学習の定着を図ります。演習中も常に横でサポートしながら学習の定着を図ります。

【冬期特別料金】小学生小学生 9,900

(

税
込)

(

税
込)

中学生中学生
高校生高校生 13,200円

(

税
込)

(

税
込)円

◎1：1 コース
PC やタブレットまたはスマホを使ってご自宅で受講可能。PCやタブレットまたはスマホを使ってご自宅で受講可能。
授業は双方向オンラインでリアルタイムで行います。授業は双方向オンラインでリアルタイムで行います。
＊ご使用の端末とインターネット環境はご家庭でご準備ください。＊ご使用の端末とインターネット環境はご家庭でご準備ください。

【冬期特別料金】小学生小学生 6,600円

(

税
込)

(

税
込)

中学生中学生
高校生高校生 8,800円

(

税
込)

(

税
込)

＊2コース目からは通常受講料が別途必要です。＊2コース目からは通常受講料が別途必要です。

＊2コース目からは通常受講料が別途必要です。＊2コース目からは通常受講料が別途必要です。

オンライン英語オンライン英語 対象対象 小 1～高 3小 1～高 3
山口小郡校山口小郡校 吉敷校吉敷校山口旭通り校山口旭通り校 上宇部校上宇部校

塾での英語授業塾での英語授業 外国人講師による外国人講師による
マンツーマンオンラインマンツーマンオンライン

Reading Writing Speaking Listening
＋＋

◎英検対策コース

◎中学校準拠コース

リスニング・スピーキングを伴った英検対策。リスニング・スピーキングを伴った英検対策。
英検準 1級まで対応。英検準 1級まで対応。

各中学校の教科書に対応したテキストを使用。各中学校の教科書に対応したテキストを使用。

ハイレベル授業ハイレベル授業 対象対象 小 1～高 3小 1～高 3

小 1 ～小 3 四谷大塚ジュニア
小４～小６ 四谷大塚 NET

小 6 ～中 3
中 3 ～高 3

冬期冬期特別招待特別招待講習講習無料無料
受付中
受付中

大学受験を視野に入れた学習のポイント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、先取り学習で得意科目を一気に伸ばす
②基礎から応用まで各教科ごとに自分のレベルに合った内容をバランスよく学習する
①学年の壁を越えて、先取り学習で得意科目を一気に伸ばす
②基礎から応用まで各教科ごとに自分のレベルに合った内容をバランスよく学習する

＊校舎によって開講コースが異なります。＊校舎によって開講コースが異なります。

＊校舎・コースによっては満席もございます。まずはお問い合わせください。

上宇部校上宇部校

山口小郡校山口小郡校
吉敷校吉敷校

上宇部校上宇部校

＊テキストを購入する場合は別途テキスト代が必要です。＊テキストを購入する場合は別途テキスト代が必要です。

＊テキストを購入する場合は別途テキスト代が必要です。＊テキストを購入する場合は別途テキスト代が必要です。

山口小郡校山口小郡校
山口旭通り校山口旭通り校

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

吉敷校吉敷校

＊発展コース・受験クラスは事前に判定テストを＊発展コース・受験クラスは事前に判定テストを
受けていただきます。受けていただきます。

◎英検 5 級チャレンジコース
小学生を対象とした英検 5級合格を目指すコース小学生を対象とした英検 5級合格を目指すコース
＊校舎によって対象の学年が異なります。＊校舎によって対象の学年が異なります。


