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＜夏期講習会＞

■期間 ７月２１日(日)～８月３１日(土)
※８月１１日(日)～８月１６日(金)お盆休み

■対象 公立中学校・附属東雲中学校に在籍する中１生～中３生

■入塾金 無料

■受講料 中１～中３ ３５，０００円 (税込)

※教材費・プリント代等すべて含みます。

■指導科目 国語・数学・英語・理科・社会 の５科

■授業内容

《高校入試に向けた夏の特別カリキュラム》

『夏休みから・夏休みだけ』参加する生徒さんにも安心して受講していただけます

●全学年共通

・夏休み前までの履修単元を総復習

・新単元授業：夏休み後の教科書単元を“ちょっと先取り”

・夏休みの学校課題・宿題を完成させる『勉強会』を毎週実施

●受験学年：中学３年生

各中学校で実施される『夏休みあけ実力テスト』や、９月からの入試演習開始に備えて、

１年・２年内容を総復習＆演習

夏休みの宿題完成会 ＜中１生・中２生＞

8/17(土) 14:00～17:00 (最大 18:00 まで)

入試対策＜記述力アップ(理社)＞ ＜中３生＞

8/17(土) 10:00～13:00

難関
高校受験
クラス

無料イベント情報



●時間割 ＜公立中・附属東雲中に通う皆さんへ＞

【2019年度】長井ゼミ HNS広島校 夏期講習会

夏期講習会期間：7月 21日（日）～8月 31日（土）

※８月１１日(日)～８月１６日(金)お盆休み

夏休みの宿題完成会 ＜中１生・中２生＞

8/17(土) 14:00～17:00 (最大 18:00まで)

中１



【2019年度】長井ゼミ HNS広島校 夏期講習会

夏期講習会期間：7月 21日（日）～8月 31日（土）

※８月１１日(日)～８月１６日(金)お盆休み

夏休みの宿題完成会 ＜中１生・中２生＞

8/17(土) 14:00～17:00 (最大 18:00まで)

中２



【2019年度】長井ゼミ HNS広島校 夏期講習会

夏期講習会期間：7月 21日（日）～8月 31日（土）

※８月１１日(日)～８月１６日(金)お盆休み

入試対策＜記述力アップ(理社)＞ ＜中３生＞

8/17(土) 10:00～13:00

※①②は同内容（反復授業）

中３



入塾までの流れ

学力診断テスト(入塾テスト)
テストのお申込みについてはお電話にて受け付けております。
(平日１４時以降受付 ０８２－５６８－７５０７)

【持参物】 筆記用具(分度器やものさし・コンパスなどは不要)

【テスト科目】 英語・数学の２科

入塾面談 入塾手続き

結果連絡をお電話で
お知らせします。

授業スタート！

生徒・保護者の方との面談の上、申込書にご記入いただきます。
受講料をお支払いいただきます(現金納入)。
印鑑と受講料をご準備の上、お越し下さい。

初回授業日をご確認いただき、お間違えのないようにご参加下さい。
教師一同お待ちしております。

夏期講習会



＜現在通塾中（内部生）の皆さんへ＞

この度の手続きには、

「長井ゼミ紹介カード」が利用できます。

現在通っている生徒さんは、新たに 入塾 もしくは

夏期講習会・夏期特別セミナーに参加するお友達に渡してください。

※対象校舎は以下の校舎です。

・長井ゼミ小學舎(広島校・五日市校・海田教室)

・長井ゼミ中學舎 ハンス広島校

・長井ゼミ 高校部 広島校

・医系学舎広島

紹介してくれた方・紹介された方に、

入塾の記念として、

【1,000 円分の
ク オ

QUOカード】
を進呈いたします。

2019 年度 夏期紹介カード



S.Hくん（広大附属東雲中学校） 広大附属高校合格

「先生との距離が近いので、勉強面以外のことも
いろいろと相談しました」
長井ゼミの良いところは先生との距離が近いところです。僕は、分からない所があればすぐ

解決したいタイプだったので、授業中や授業後によく質問をしていました。また学校の内容と

かの質問や相談もしていました。どの質問もわかりやすく丁寧に教えて下さるので、苦手科目

をカバーすることができました。

１、２年生のときは塾でもらった宿題をきちんとやって、分からない所は授業前に質問し、

しっかりと身につけることができるようにしていました。それをしたことで、学校の期末テス

トでは主要5科目よりも実技科目に時間を費やすことができ、結果内申点を高く維持すること

ができました。それにより志望校を悩むこともありませんでした。入試に向けての中 3の時

も、本番の入試直前まで塾でもらったプリントの解きなおし、見直しに時間を取りました。

最後に、先生方へ。1年生の時からこの3年間本当にお世話になりました。外国人が東雲中

に来日した時や、渡米のための選考試験みたいなものの対策まで、いろいろと相談させていた

だきました。最後の入試１週間前にもたくさんアドバイスをいただき、緊張することなく当日

試験を受けることができました。本当にありがとうございました。

合格体験記（先輩の声）

K.Tくん（牛田中学校） 広大附属高校合格・基町高校合格

「早くから入試レベルの問題を解くことは
後で大きな助けになります」
僕は数学が苦手でした。いつも計算ミスばかりで、応用問題もすぐ手が止まっていました。

そこで、長井ゼミの先生に授業でいただいたたくさんの入試問題を解きました。広島県公立高

校の入試過去問題を科目によっては20年分近くは解きました。それによって、自分がどこで

つまづいているのかがよくわかり、問題に対する解き方のパターンが理解できるようになりま

した。基礎固めももちろん大切ですが、僕は夏休みごろから応用問題（入試問題）を解いてい

ました。入試で出題されるのは特に最近は応用問題ばかり。それを解けるようになるまでには

かなりの時間が必要です。早くから入試レベルの問題を解くことは後で大きな助けになると思

います。

僕は入試直前も普段と同じように過ごしました。ゲームをしたり、アニメを見たり。自分の

好きなものを「受験前だから」といって禁止にするのもありですが、僕はかえってそれがスト

レスになったので、そうしませんでした。とにかくバランスを保つことが大切だと考えていま

す。



S.Kくん（幟町中学校） 基町高校合格

「友達に負けたくないという気持ちがモチベーショ
ンになりました」
僕は中学1年生のとき長井ゼミに入塾しました。はじめての塾だったのでまわりについてい

けるか不安でしたが、入塾をきっかけに学校の成績も良くなっていったので先生たちに感謝し

ています。

僕の場合、学校から塾までが近かったこともあり、学校帰りに塾の自習室にほぼ毎日通って

勉強しました（授業のある日は自習室で学習した後授業を受けていました）。なかなか自宅で

は集中して勉強できない体質だったこともあり、誘惑の全くない自習室はぼくにぴったりの学

習環境でした。

僕には同じ学校で同じ長井ゼミに通っていた友人がいました。その友人はとても勉強熱心だ

ったので、自分も負けてはいられないと思い、勉強のモチベーションを上げることができまし

た。先生方にも彼にも感謝です。

進学先の選択肢を広げるために「内申」が必要です。「勉強ができる」だけでなく、学校生

活での生活・学習態度なども入試の合否を左右します。自分自身の学校での様子を今一度見直

してみてください。友達に流されすぎないように。少しの我慢で合格を勝ち取ることができま

す。

I.K さん（広大附属東雲中学校） 国泰寺高校合格

「長井ゼミに通えていたから、私の今の未来は
大きく変わりました」
私は理科と社会が苦手でした。そのため、どこが自分自身の弱点なのかを絞り出す必要があ

りました。そこで、長井の先生のアドバイス通り、いろいろな問題集に手を出すのではなく、

一つの教材を徹底してやることを心掛けました。私の場合は、理科の塾のテキストをやりこむ

ことで、自分の穴を見つけることができ、その穴を時間をかけてじっくりと勉強しました。

今の気持ちはやはり合格を勝ち取れたこともありとても嬉しいです。国泰寺高校はもともと

の志望校よりもハードルを上げた挑戦であったため、弱音を吐いたことも多々ありました。内

申も低くて…。なので、合格できたことはすごい達成感だし、高校生活への期待も大きいで

す。中３で長井ゼミに通ってよかったと今しみじみ思っています。「長井ゼミ」という人と人

とのつながりをうむ塾に通えていたからこそ、私の未来は大きく変わったと思います。先生た

ちに本当に感謝です。

最後に後輩へのアドバイスとしては一つです。内申を稼いでください！内申は大事。内申が

足りず受験でひやひやしたり、悩まされてしまうのは本当に苦痛の極みです。中学3年間の積

み重ねである内申を本当に大切に中１から過ごしてほしいと思います。



ハンス広島校
～難関高校受験クラス～

〒７３２－０８２１ 広島市南区大須賀町１４‐１６ スギイビル

Tel(０８２)５６８－７５０７・ Fax(０８２)５６８－７５１７

F.Hさん（広大附属東雲中学校） 舟入高校合格

「先生方は私達のことを真剣に考えてくださり
「志望校合格」への道を作ってくださいました」
私は中３になる年の春に、このまま受験生になって大丈夫なのか？と不安に感じはじめ、入

塾を決めました。それまでは通信制の教材で勉強しており、塾には行ったことがありませんで

した。長井ゼミは姉が通っていたこともあり、親がおすすめしてくれました。塾はかしこい人

ばっかりが行っていて、なんとなく怖いイメージがありましたが、通い始めると私のイメージ

と全く違いました。二人の先生が私達のことをいつも真剣に考えてくださって、「志望校合

格」への道を作ってくださいました。授業はとても楽しく、授業後には新しい学力がついた喜

びや、集中して授業に参加できた達成感がありました。授業後に問題を解いてみてわからない

ところが出てきても、授業のノートを見返すと考え方がわかりやすいように要点を絞って教え

てくださいました。また、覚えやすくするために身近な日常生活を例えに出しておもしろく教

えて下さるので印象に残りました。クラスのみんなが良い雰囲気で勉強できる環境を、先生方

とみんなで作っていけたこともとてもよかったと思います。それもあって、いろんな他の中学

の人たちとも「志望校合格」という同じ目標に向けて頑張ることができました。



２０１９年度 ハンス広島校 難関高校受験クラス

学力診断テスト申込書
問合日（ ／ ）申込日（ ／ ）実施日（ ／ ）

ふりがな 生年月日

氏名 平成 年 月 日

学年

希望コース 平日 ・ 日曜

入塾動機
□新聞広告 □ＴＶＣＭ □ＨＰ

□知人の紹介（紹介者： ）

住所

〒 －

電話番号
自宅 ： ― ―

携帯電話 ： ― ―

学校 【 】小学校出身 → 【 】中学校進学

通塾経験

小学生 ・なし ・あり（塾名 ）

中学生

・なし

・（ ）に （ ）現在も通塾中。

（ ）中 まで通塾。

学校成績

最新の通知表成績

国 数 英 理 社 音 美 保体 技家 内申

最新の定期テスト得点

国 数 英 理 社 5 科合計

問題 国語／英語 合否 算数／数学 合否

―

※この申込書は、学力診断テストを受けていただくための申込書です。この用紙がそのまま受講申込書

となるものではありません。クラス決定後には、所定の手続きをお取りください。

※太枠のみご記入ください。
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