
南観音7-8-15

観音校（個別校を併設） 舟入個別校
舟入南4-18-20

吉島校
吉島西3-2-26 舟入南4-15-13

舟入校 吉島個別校
吉島西1-28-14

大江塾
受付時間
10:00～22:00

個別指導

小・中・高

吉島小、吉島東小、江波小、舟入小、

中島小、広大付属小、東雲小、南観音小

吉島中、江波中、観音中、広大付属中、

清心女子中、学院中、修道中、城北中、

女学院中、安田女子中、比治山女子中、

女学院高、安田高、清心女子高、比治山女

子高、舟入高、国泰寺高、井口高、観音

高、皆実高、広島商業高

などの多くの生徒さんが通塾されています！

先生１名に生徒１名先生１名に生徒２名

1対2の個別指導

１回の指導時間は60分と90
分より選択できます。
右表は60分の料金表です。

１回の指導時間は60分です。
お一人でお申し込みが可能で
す。通常期は予習授業、講習会
は復習授業で成績アップ！

個別指導
授業振替制度

クラス授業
理国社

尾方ゼミ

自習室
小中高

中

中

高

大江塾では個別指導の授業

はもちろん、皆さんの学習

をフォローする体制も万全

にしてお待ちしています。

成績をあげるために講師一

同全力を尽くします。

テスト対策
プリント配布

中

受講例
個別（英数）＋クラス理国社
個別（数理）＋尾方ゼミ
個別（英数）＋映像（理国社）

など組み合わせ自由！

（税込） （税込）

小中高

●１：１と１：２より選択可能です。

●各生徒の進度に合わせて授業が可能です。

●通塾可能な曜日・時間を考慮し、授業日をご提案いたします。

●受講科目の選び方はオーダーメイドです。

（例えば…英語２コマ＋数学１コマなど自由に選択可）

●授業アンケートを実施し授業の質の向上に努めます

●３０～４０枚の試験対策プリントを配布します。（中学生）

●つきっきり指導で、すぐに質問ができ効率よく学習できます。

●理国社は中２、中３のクラス指導にも参加可能（5,500円/月）

●欠席は２日前までにご連絡頂いた場合、振替えを保証いたしま

す。授業３時間前までにご連絡頂いた場合、振替を優先的にご案

内いたします。

小 高

▼▼▼ 個別指導のシステム ▼▼▼

小中高

１：１の月謝表（６０分）１：２の月謝表（６０分）

小中高

オンラインネイティブスピーキング

「オンラインネイティブスピーキング」は外国人による１：１の

オンラインのライブ授業です。外国人と話すことに抵抗がなくな

り、楽しく英語が身につきます。英語が苦手な生徒にも効果絶大で

す！ また、オンライン英語は、教科書に準拠して学習しますの

で、テストの点数アップにも効果があります。１回２５分で月３回

です。無料体験実施中！

オプション講座

外国人の先生と1:1のライブ授業
リスニング力＆スピーキング力

が自然と身に付きます

個別指導に加えてオプション講座でしっかりサポート！

対象 教科 曜日 時間 内容 月謝(税込）

オンラインネイティブ
スピーキング

小中高 英 月～土
オンラインでネイティブの先生と25分間英語
レッスン。楽しく効果絶大！月3回

4,950円

クラス授業（理国社） 中2,中3 理国社 土 18:30-21:30
クラス授業の理国社に参加できます。中２か
ら参加可能。１教科からでも受講できます。

5,500円

尾方ゼミ 高校生 英数理 月or金 20:30-22:30
超プロ講師尾方先生による演習、入試対策。
数名を個別対応。

9,900円
（内部生）

映像授業home-t 中学生 ５科目
実力講師が解説。1回5分だから集中して学習
できます。塾生全員にID付与します。

無料

週１回 週２回

小学1～6年 6,600 13,200

小５受験 8,250 16,500

小６受験 8,800 17,600

中学１年 8,250 16,500

中学２年 8,250 16,500

中学３年 8,800 17,600

高校１年 9,350 18,700

高校２年 9,350 18,700

高校３年 10,450 20,900

週１回 週２回

小学1～6年 9,900 19,800

小５受験 12,100 24,200

小６受験 14,300 28,600

中学１年 12,100 24,200

中学２年 12,100 24,200

中学３年 14,300 28,600

高校１年 14,300 28,600

高校２年 14,300 28,600

高校３年 16,500 33,000

＜現在の通塾生＞



中 学 生（公立高校受験）

クラス指導

小・中

小 学 生3/11
開 講

３/11
開 講

３年生から入塾したK君

国 社 数 理 英 合計
79 89 75 66 71 380
国 社 数 理 英 合計
92 89 99 91 93 464

中３前期
中間試験
中３後期
中間試験

国 社 数 理 英 合計
72 81 90 81 72 396
国 社 数 理 英 合計
74 72 91 94 88 419

中2前期
中間試験
中2後期
中間試験

２年生M君（１年に入塾）

国 社 数 理 英 合計
96 98 96 98 100 488
国 社 数 理 英 合計
100 93 96 92 99 480

中１前期
中間試験
中１後期
中間試験

１年生から入塾したKさん

８４点

アップ！

２３点

アップ！

４８０点

以上獲得！

英語の先生にわかりやすく教えてもらえた

ので得点が上がりました！

テスト前の勉強の仕方を教わりました。

無料体験

実施中！

お申込みは

082-249-6737

合 格 実 績

中学生クラス指導＆小学生実力コース 定員１５名！

小１～小４ジュニアコース

学力に応じて個別対応、学力アッ

プ＋応用力＋学習習慣を身につける

コース。計算・漢字から文章問題ま

でしっかり指導します。生徒数名を1

人の教師が指導します。進度が早い

生徒は飛び級も可能です。

週1回or2回 週1回 3,850円/月

小５，小６実力コース

少人数クラス編成で、学校レベルの基本

的内容から高度な内容までを学習し、公立中

学進学後にトップレベルを目指します。英語

の指導もおこないます。

週２回（①算理 ②国英）10,450円/月

難関校を目指して頑張るコース。学

院・広大附属・清心・修道・女学院・

なぎさ・城北・安田の合格を目指しま

す。公立中高一貫校にも対応。

伸びる7つの理由
①定員10名の少人数クラス

②専任教師によるわかる楽しい授業

③お弁当いらずで家庭の負担軽減

④質問がしやすい環境

⑤頻繁に確認テスト･月例判定模試

⑥ほめる指導で自ら学習する姿勢へ

⑦ノート指導など厳しくチェック

中学受験の指導は３３年目を迎えます。経験に基

づいたわかりやすい指導が好評です。５年生、６

年生には授業前の算数プリントの個別添削、国語

・社会の宿題採点など他塾にはない丁寧な個別対

飛び級も可能！

公立高校合格への土台を作る！

定員１０名！目指せ難関校！

小４～小６中学受験コース

中学受験合格者

電子黒板でわかりやすい！（税込 ）

（税込 ）

２０２１年・過去３年間

学年 指導科目等 回数/週 月謝(円）

中１ 英語･数学･理科･社会･国語 2 14,300
数学･英語 2 14,300
国語・理科・社会 1 5,500
数学･英語 2 16,500
国語･理科･社会(中3内容） 1 5,500
入試対策コース（２学期より） 1 5,500

中２

中３

学年 回数/週 月謝　(円）

小４ ２回 14,300

小５ ３回 22,000

小６ ３回 26,400

15名
定員

学校のテストで100点とったよ！

高校 ２０２０年 ２０１９年

舟入高校 ７名 ４名

国泰寺高校 ３名 ３名

井口高校 ２名 ６名

皆実高校 ２名 １名

観音高校 ８名 ８名

美鈴が丘高校 １名 ９名

広島商業高校 １１名 ６名

広島県工業高校 ０名 ４名

その他の公立高校 ３名 ３名

ゲーム感覚で楽しく、
学習できます。全420
レッスンを通じて、2
～3年で本格的なプロ
グラミングの基礎を取

得できます。

月謝9,900円（税込）

①月末に定期テスト→優秀者発表（小５，６）

②毎回の授業報告（希望者に毎回メールで報告）

③一部の中学入試に対応（崇徳、安田女子入試Ⅰ、比治山女子）

④年間計画に基づいて計画的に指導

ゲームを動かします！

小２～６年対象

無料体験あり

中学校 中学校 合格者

学院 Iくん 南観音小 広大附属 ２名

N清心 Oさん 舟入南小 学院 ４名

修道 Tくん 吉島小 N清心 ２名

修道 Iくん 南観音小 修道 ８名

修道 Hくん 吉島小 女学院 ３名

修道 Kくん 吉島東小 なぎさ １２名

修道 Yくん 舟入南小 安田女子 ４名

女学院 Oさん 舟入南小 城北 ７名

なぎさ Sくん 吉島小 その他 ７名

なぎさ Kくん 吉島東小

なぎさ Iくん 南観音小

なぎさ Iくん 吉島東小

城北 Tくん 吉島小

城北 Sくん 吉島小

城北 Yくん 舟入南小

国際学院 Iくん 吉島東小

2021年

合格者

過去３年の合格者

中学受験コースは2/9より新年度開講しています

応指導を取り入れています。 塾長
将来こんなことをやってみたいと思い描いている人は、それを目標に進路を決め

て、しっかり勉強していけます。でも、目標や進路の定まっていない人は、なかな
かやる気がわいてこないものです。そして、「部活の方を頑張るけ～、勉強する時
間なんてないよ」「遊びたいし、そんなに勉強しなくてもいいんじゃない？」という
人もいます。では、なんのために勉強するのでしょうか。
不得手な教科もあるでしょうし、苦手な学習内容もあるでしょう。でも、投げ出し

てしまうのではなく、時間がかかってもいいですから精一杯努力することが大切で
す。その努力の積み重ね、根気強くものごとに取り組む姿勢、自分自身で解決しよ
うとする力が身についてきます。また、さまざまな学習課題に取り組むことによっ
て、筋道を立てて考える力、物事を的確に判断する力なども養うことができます。さ
らに、日頃から学習時間を計画的に設定することで、有効な時間の使い方ができる
ようになります。
社会人となり仕事についても、勝手に時間を決め、自分のすきなことだけ、やり

たいことだけすればよいというわけにはいきません。何かあればすぐに人にたよるこ
ともできません。そんなとき、今、しっかり学んでおいたことが必ず役に立つはずで
す。
「将来のことはわからないよ」という人も、この先変わることがあってもいいですか
ら自分のやりたいことなどをじっくり考えてみてください。そうすると進路も見えてき
ますし、それに向かってさらに頑張れるようになります。
将来の自分探しのアドバイスも含めて、目標に向けた学習の手助けができればと

思っています。

なんで勉強をするの？（中学生のみなさんへ）

英数オリジナルプリント 月例定期テスト
学校の無料試験対策
無料試験対策プリント

オンラインでライブ

授業を受講可能
安心メール
授業報告メール

自習室完備

吉島中・江波中・
観音中に特化の授業

定員１５名の少人数制
５教科対応で週２回～
週４回まで選択可能

15名
定員

1０名
定員

15名
定員

そろばん塾 ピコ

ピコは現役京大生の実体験から生まれた
フラッシュを超えた次世代型暗算プログ
ラムを提供する教室です。

■月謝／週２回
5,５00円 （税込）

※ 週１回コースもあり

修道５名
合格！

テスト前は毎日自習をしにいきました。

３月１１日～３０日

英語・数学 ６０分×６回

１，０００円！(６回分）

大江塾を
体験しよう！

空き
無し


