
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

お気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしています。

大江塾
受付時間
10:00～22:00

少人数制
クラス指導の

大江塾のクラス指導は少人数制で、一斉指導と個別指導のメリットを活かす
指導をしています。「みんなで目標に向かう一体感」、「クラスメイトの間で
高めあえる」、「問題演習では個別的に指導することで１人ひとりに接する」
など、勉強に集中できる環境を整えています。そして、志望校合格までの道筋
を生徒がイメージ・実行できるようにサポートします。
夏期講習では復習を徹底し、つまずきを克服できるカリキュラムを組んでい

ます。この夏が挽回・先取りのチャンスです！

① 良質な授業を低価格で

地域のみなさんに貢献したいという思い

から、授業料はかなり低価格です。ホーム

ページやチラシ作成、通塾時の安心メール

や毎月の授業報告のシステム開発など、自

分たちでおこなうことで経費を節約し、

「授業の質」という要のところを、最も重

視して運営していますので「価格をおさえ

て良質な授業」がご提供できます。

上位公立高校・難関中学校を目指す生徒に

夏 期 講 習

② 少人数制で質問しやすい ③ 開塾３８年の教育ノウハウ

小学生実力コース・中学生クラス指導

コースは１５名・中学受験コースは１０

名の定員です。それぞれの理解度を把握

してフォローできる人数にしています。

また、授業の進度は各学校に合わせま

す。夏休み明けに定期テストがある中学

校では復習内容から試験範囲の学習に切

り替えて授業をおこなったりと柔軟に対

応します。

広島の教育に長年携わってきた経験を活

かし、中学受験や高校受験の入試問題に合

わせてカリキュラムを組んでいます。通常

の予習授業では例題と類題、基本問題など

をわかりやすく解説し演習することで基礎

からしっかり固めます。講習会ではオリジ

私たちが
誠心誠意指導します！

大江塾の大江です
教育一筋１７年。
吉島東小学校→
修道中学校→
早稲田大学と
学んできました。

成績アップのための ３つの特長！

わかるシステム学年 コース 回数 指導科目 講習費

小１～
小４

ジュニア
コース

６０分×５回
６０分×１０回

算数or国語
算数・国語

4.250円
8,250円

小５
小６

実力
コース

１００分×１０回 算国理英 18,700円

小４ １２０分×１４回 算国理社 24,200円

小５ １８０分×１９回 算国理社 40,700円

小６ １８０分×２３回 算国理社 45,100円

中１ １８０分×１０回 ５教科 24,200円

中２
１８０分×１０回
１８０分×１４回

英語・数学
５教科

25,300円
31,900円

中３ ２３回 ５教科 44,000円

受験
コース

公立進学
クラス指導

夏期講習のお申込みで 入塾金無料＋９月授業料半額！今だけ！特典

一斉授業 個別に指導

問題演習中新単元解説

わからない

ところはない？

高校 ２０２１年 ２０２０年 ２０１９年

基町 １名

舟入高校 ２名 ７名 ４名

国泰寺高校 １名 ３名 ３名

井口高校 ３名 ２名 ６名

皆実高校 １名 ２名 １名

観音高校 ５名 ８名 ８名

美鈴が丘高校 ５名 １名 ９名

広島商業高校 １０名 １１名 ６名

広島県工業高校 ３名 ４名

その他の公立高校 ３名 ３名 ３名

ナルプリントや入試対策用の

テキストで、基本の復習から

応用問題にも取り組みます。

上位公立高校や難関中学校の

合格を目指すお子様にピッタ

リな授業です。

夏期講習会一覧

（税込）

過去３年間の公立高校合格実績



英

個

吉島個別校

舟入個別校

観音校

別指導の校舎はゆったりスペース、生徒につきっきりで指導しま

す。夏期講習会では２学期からの飛躍に向けて総復習と２学期の予習
をおこないます。生徒に「やればできる」という自信をもって頂くた
めに、わからないところから丁寧に復習をしていきます。

つきっきり授業が低価格で受講できます！

▽ ▽ ▽ 大江塾の特別講座 ▽ ▽ ▽

外国人の先生による1:1の
オンライン授業です。外国
人と話すことによりリスニ
ングとともにスピーキング
の力がつきます。中学生の
うちに英検準２級を目指す
ことも可能です！

4,950円/月３回

オンラインネイティブ

スピーキング
クラス指導の理国社に参
加します。４回で総復習
ができ、夏休み明けのテ
スト対策も行います。個
別指導の英数と合わせれ
ば、５教科指導がリーズ
ナブルに受講できます。

３時間×４回 6,480円

中２理国社クラス

理国社の総復習

個別指導のオプション講座も開講します。スタンダードな総復習の夏期講座にプラスして受けてみませんか？

中

all English でライブ授業

小中高

尾方ゼミ
高校生対象で、英数理を指導します。数

々の生徒を大学合格に導いた尾方先生によ
る少人数制個別指導です。演習時間を増や
したい方は是非受講してください。

個別指導生 ５回 12,960円
外部生 ５回 17,496円

吉島個別校：金曜日 20:35-22:35
舟入個別校：月曜日 20:35-22:35

サイバーエージェント
が開発した子供向けのプ
ログラミング教室です。
小学生でプログラミング
が必須化した今、始める
なら小学生のうちがおす
すめです。
６０分×４回 9,900円

高校生の少人数個別指導

高

シリウス
① 先生１人に生徒２人
② １回６０分
③ 選べる回数（基本５回）
④ 休むときは３時間前連絡
⑤ 専用教材とカリキュラム
⑥ 自習室完備
⑦ 授業アンケート実施

個別指導の標準コース

つきっきり指導！
集中しやすい時間設定！
個人ごとにカスタマイズ！
順次振り替えをご連絡！
成績アップをシステム化！
最適な学習環境を提供！
授業の質を高めます！

ベガ
① 先生１人に生徒１人
② １回６０分
③ 選べる回数（基本５回）
④ 休むときは３時間前連絡
⑤ 専用教材とカリキュラム
⑥ 自習室完備
⑦ 授業アンケート実施

マンツーマン指導！
集中しやすい時間設定！
個人ごとにカスタマイズ！
振り替え完全保障！
成績アップをシステム化！
最適な学習環境を提供！
授業の質を高めます！

受験生やさらに集中して学習したい方に

小中高 小中高

吉島小、吉島東小、江波小、舟入小、中島小、神崎小、吉島中、江波中、観音中、

中広中、大州中、国泰寺中、広大附属中、修道中、女学院中、城北中、安田女子

中、比治山女子中、広大付属高、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、なぎさ高、県工、広商、

★★★ 現在通塾している個別指導生の学校 ★★★

英検対策も

検対策講座も開講します。英検は大学入試への影響が大きくなっ

てきています。個別指導で学習し、「読む」「書く」を指導し、オン
ラインネイティブスピーキングで「読む」「聞く」「話す」を鍛えま

す。（オンライン英語は選択制です。10月に大江塾で英検実施）

１:１ 1：2
算または国 60分×5回 14,430 8,250
算･国２科目 60分×10回 28,860 16,500

算・国・理・社 15,880 10,310
より選択(苦手克服） 17,320 11,000

英または数 60分×5回 15,880 10,310
英・数２科目 60分×10回 31,760 20,620
英または数 15,880 10,310

英・数２科目 31,760 20,620
英または数 60分×5回 17,320 11,000

英・数２科目 60分×10回 34,640 22,000
５科目 60分×20回 69,280 44,000

英または数 17,880 11,680
英・数２科目 35,760 23,360
英または数 20,630 13,060

英・数２科目 41,260 26,120
回数は５回×セット数で自由に選択できます。（１教科１５回なども可能）

講習費（税込）

小学生

小5受験
小6受験

60分×5回

中1

学年 科目 時間・回数

高3
60分×5回
60分×10回

中2 60分×5回

中3

高1・2 60分×5回

（税込）

（税込）
（税込）

（税込）

小

高校生アルタイルコースは、高校生から要望の多い３つの学習環境を提供する

サブスクリプションコースです。お得で割安な料金です。

個別ブースの

自習室
問題演習に

尾方ゼミ 学びエイド

１００名越えの

鉄人講師

志望大学へのパスポート

毎日通える！

教材を持ち込んで質問でます

学びエイド
1 中学・高校のすべての教科が見放題

2 顔を見せない、l コマ5分の解説動画

（検索型学習がお勧め）

3 予備校・塾の選りすぐりの鉄人講師が解説

尾方ゼミ
1 超プロ講師尾方（医学部卒）による個別指導

2 科目は、数学・英語・国語・小論文・物化

3 国公立有名大学への合格実勢多数

自習室
1 個別ブースまたは教室の机を年間専用席

としてご提供。

２ 会場は吉島個別校・舟入個別校より選択

３つのコースで24,300円！


