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2020 年度生

入塾手続ご案内

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
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<はじめに ハンス広島校とは．．．>

高校受験型「ハンス広島校」は、

難関高校合格を目指し、

入試突破だけではなく、

次のステップ＝大学受験までを

見据えた指導を行います。
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通年講座

●中１クラス（平日コース、日曜コース）

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

英語・数学の２科目は、中１の１年間で『中１～中２の６月まで』の学

習内容を扱います。各中学校の進度はある程度参考にしますが、基本的

には長井ゼミ・オリジナルカリキュラムによる先行型授業です。また、

中学１年生にとって最も大切なのが『学習スタイルの確立』です。普段

の学習の進め方や定期テストへの準備・学校提出物の意義を説明し、ま

たそれらの管理を徹底して行うことで、中学生としての過ごし方を身

に着けていきます。

中１
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       選択講座  ★は選択講座です。

★中１「強化演習S」

○指導科目：国語・数学の２科指導＋英単語マスター

講座内容：

通年講座と併用して受講することができます(この講座のみの受講はでき

ません)。

数学は通年講座での履修単元をさらに掘り下げ、発展問題演習に取り組み

ます。国語では実力問題演習に取り組み、現代文読解に慣れるための演習

を重ねます。

※英単語マスター：毎週、確認テスト形式で行います。

教科書(ワン・ワールド/ニューホライズン/サンシャイン/ニュークラウ

ン)の学年配当単語を踏まえ、確かな語彙力を養っていきます。

中１
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通年講座

●中２クラス（平日コース、日曜コース）

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

春休み(春期講習会)から中学２年生の学習を開始します(１年生から継

続受講している生徒さんにとっては復習にあたります。新しく入塾され

た生徒さんには中２単元の最初から開始することになります)。

英語・数学の２科目は、中２の１年間で『中１～中３単元の全て(＊)』

を履修し、塾で先行型学習を進めながら、中学校の定期テストでの高得

点を目指します。この学年での学習定着度・学校成績(＝内申点)はその

まま高校受験・進学先設定に直結します。最も成績・学力の伸びる学年

であり、長井システムで効率よく取り組むことで将来の可能性を拡げて

いきます。

＊数学：中３の一部の単元は中３になってから授業で扱います。

中２
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       選択講座  ★は選択講座です。

★中２「強化演習S」

○指導科目：国語・数学の２科指導＋英語例文マスター

講座内容：

通年講座と併用して受講することができます(この講座のみの受講はで

きません)。

数学は通年講座での履修単元をさらに掘り下げて、発展問題演習に取り

組みます。国語では実力問題演習により現代文読解・古文読解・現代文

の文法知識の定着を目指します。

※英語例文マスター：毎週、確認テスト形式で行います。中１～中３単

元の英語例文を体系的にマスターしていきます。

中２



6

通年講座

●中３クラス（平日コース、日曜コース）
○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

春休み(春期講習会)から中学３年生の学習を開始します(２年生から継

続受講している生徒さんにとっては復習にあたります。新しく入塾され

た生徒さんには中３単元の最初から開始することになります)。

４科目全て、夏休み明けから入試問題演習に取り掛かれるように、中３

単元を効率よく履修していきます。

●中３「入試対策講座」後期開講(９月～３月公立高校入試直前まで)
○指導科目：英語・数学・国語・理科・社会

講座内容：

平日コース・日曜コース受講生は後期必修講座です。

５科の単元別入試演習を行い、実践力を養います。９月から１２月まで

の３ヶ月間で、中１～中３の全単元の単元別復習演習を行い、１月から

入試前日まで、総合問題演習を行います。受験先に関わらず、公立高校

入試問題で全科目８０％の得点率を達成させている講座です。

中３
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      選択講座  ★は選択講座です。

★中３「基礎定着α」前期開講(４月～７月)

○指導科目：英語・数学・理科・社会

講座内容：

通年講座と併用して受講することができます(この講座のみの受講はでき

ません)。

中１・中２単元の復習のみに特化した演習講座です。苦手意識のある科目

を自分だけの力で演習するのはなかなか難しいもの。厳選問題の演習で、

効率よく学習を進めます。各中学校の校内実力テスト対策としても有効で

す。

★中３「強化演習S」前期開講(４月～７月)

○指導科目：英語・数学の２科＋国語課題

講座内容：

通年講座と併用して受講することができます(この講座のみの受講はでき

ません)。

広大附属高校・修道高校・県外難関国/公/私立高校受験対策のための講座

で、難関校の過去問演習に入る前の準備段階としての位置付けです。

★中３「難関校受験対策SS」後期開講(９月～１月)

○指導科目：英語・数学・国語の３科＋理科・社会の課題演習

講座内容：

通年講座と併用して受講することができます(この講座のみの受講はでき

ません)。

広大附属高校・修道高校・県外難関国/公/私立高校受験対策のための講座

です。より高度な問題に対応できる実力と得点力を養成していきます。

中３
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スーパー中学生のための

オプション講座

□中３「高校単元履修クラス」通年講座（4月～12月開講）
○指導科目：英語・数学(単科目もしくは２科目の選択受講)

講座内容：

中２終了時点で、学校成績(内申点)・実力テスト成績(オープン模試・塾内まとめ

テスト)が優秀かつ高校内容の履修を希望するご家庭・生徒たちに、長井ゼミ高校

部の講師が提供する「スーパー中学生のためのコース」です。中高一貫校の中学３

年生が、学校や塾で学習する「高校数学」「高校英文法」と同内容の授業を受ける

ことができます。

受験校を県内公立高校に設定した場合、他の進学塾が行っているような他県難関国

私立高校の入試問題演習は不要です。その余力・向学心・勉強量・方向性は、次の

ステップ：高校内容の学習に直結する内容・努力であってもよいのではないかと我

々は考えます。

中３
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学力診断テスト(入塾テスト)

※テスト期間 テスト日程・時間

第１期 新年度～４月

毎週土曜日 １４：３０開始

テスト内容

各学年 英語(国語)・数学(算数)

※試験時間はテストによって異なります。

第２期 ５月～８月

第３期 ９月～１２月

第４期 １月～

※１つの期間につき２回までテストを受けていただくことができます。

※テスト申し込みについてはお電話でお願いいたします。上記の時間帯でご都合が悪い場合は

校舎までお問い合わせください(受付時間は、月～土…１４：００～１８：３０ です)。

                               TEL(０８２)５６８-７５０７

早期入塾特典

※同一年度内の再入塾の場合、入塾金は不要となります。

２０２０年４月末日までに手続完了

→入塾金　無料
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入塾の流れ

●国の教育ローン（日本政策金融公庫）学者または在学者は「国の教育ローン」を利用することができま

す。「国の教育ローン」は、教育のために必要な資金を融資する公的な制度で、ご融資額は、学生お一人に

つき350万円以内、ご返済期間は10年以内です。詳しくは下記までお問い合わせください。日本政策金融

公庫広島支店 広島市中区紙屋町１―２―２２ 広島トランヴェールビルディン

お電話でお申込ください。テスト日時を設定致します。
      長井ゼミハンス広島校 Tel(０８２)５６８-７５０７

学力診断テスト申込み

提出書類に必要な物は、ご印鑑、お振込み後のご入金が確認できるも
の(振込控)、生徒本人の写真(縦４ｃｍ横３ｃｍ程度の大きさ)です。
校舎にご提出下さい。

学力診断テスト実施

翌日(週末実施の場合は月曜日)にお電話にて結果連絡致します。

入塾面談
結果連絡時に設定した日時に来校して下さい。生徒・保護者そろって
の来校をお願い致します。

授業料等振込
指定された期日までに銀行振込をお願い致します。

必要書類の提出

受講スタート
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０８２)２４４ハンス広島校 サポート体制

●休んだ時も安心！授業DVDを視聴できます

ハンス広島校では全学年、全授業を毎回ビデオ撮影しています。体調を崩された場合や、ど
うしても抜けられない用事などで当日の授業に参加できない場合でも安心してください。後
日、授業DVDを見ながら学習していただくことが出来ますので、お休みした授業がまるまる
飛んでしまうということはありません。
授業 DVD を見た後の質問などに即対応できるように、また授業に近い緊張感を維持できる
ように、全て校舎内の決められた場所で見ていただきます。

※授業DVDの貸し出し(自宅への持ちかえり)はできません。

※授業DVDの閲覧には事前の予約が必要になります。

お電話でお申し込みをされるか、来塾時にお申し出ください。

●「自習室」を毎日利用可能

「自分の家で集中して勉強しよう！」…には様々な誘惑がありませんか？
テレビ・ゲーム・パソコン・ベッドなどなど様々です。
長井ゼミでは授業のある日は必ず自習室を開放しております。
お休みの日、学校帰り、授業前などに集中して勉強するもいいし、
学校の宿題や塾の宿題を済ませて帰るのもいいでしょう。
質問があれば１階に先生がいます。
安心して静かな環境で勉強していただけます。

●入退室メール配信システム

ハンス広島校では生徒１人ひとりに「スタディーカード」を配布しています。
入退室時にこのカードをかざすことで、予めご登録いただいている保護者様のメールアドレ
スに、お子様の入退室メールが配信されるシステムを導入しています。
「ちゃんと塾に行ったかしら？」「今日は何時に塾を出たのかしら？」
塾に通わせるうえで、保護者の皆様が当然お持ちになる心配ではないでしょうか。確認した
くても、教師が全員授業に入っていて連絡が全然つかない…。
そんなストレスを一気に解消いたします！
大切なお子様を、夜遅くまでお預かりする以上、ハンス広島校は安全管理に万全を期してま
いります。
なお、このスタディーカードは生徒皆様の頑張りに対して学習ポイントが貯まるシステムに
もなっております。貯まったポイントで文房具などの景品と交換することができます。

●ホームページ

長井ゼミのホームページは現在実施中の講座案内や
様々なイベントの案内を掲載しています。
ぜひアクセスしてみてください。

http://www.nagaizemi.com/chugakusya/
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【2020年度 春期】長井ゼミ HNS広島校 時間割

《新中１生》

※日曜コースと平日コースの授業内容・授業担当教師は同じです。

授業振替も可能です。日曜コースの授業が先行という点に気をつけてください。

※春期講習会期間中、金曜日は『日曜コース・平日コースの合同授業』となります。

※４月５日（日）から、通常授業（前期時間割）になります。

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日

日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

理科/数学
8:45～10:55

社会/英語
11:00～13:10

平日コース 社会/英語
19:00～21:10

理科/数学
19:00～21:10

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

理科/数学
8:45～10:55

社会/英語
11:00～13:10

平日コース 社会/英語
19:00～21:10

理科/数学
19:00～21:10

国語・数学
19:00～21:20

国語・数学
19:00～21:20

日付
曜日

日付
曜日
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【2020年度 春期】長井ゼミ HNS広島校 時間割

《新中２生》

※日曜コースと平日コースの授業内容・授業担当教師は同じです。

授業振替も可能です。日曜コースの授業が先行という点に気をつけてください。

※春期講習会期間中、金曜日は『日曜コース・平日コースの合同授業』となります。

※４月５日（日）から、通常授業（前期時間割）になります。

3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日

日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

社会/英語
14:10～16:30

理科/数学
16:35～18:55

平日コース 理科/数学
19:00～21:20

社会/英語
19:00～21:20

3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日

日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

社会/英語
14:10～16:30

理科/数学
16:35～18:55

平日コース 理科/数学
19:00～21:20

社会/英語
19:00～21:20

日付
曜日

国語・数学
19:00～21:20

日付
曜日

国語・数学
19:00～21:20
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【2020年度 春期】長井ゼミ HNS広島校 時間割

《新中３生》

※日曜コースと平日コース①②の授業内容・授業担当教師は同じです。

授業振替も可能です。日曜コースの授業が先行という点に気をつけてください。

※土曜日の演習①②は国語・数学・理科の演習を行います。

演習①②の授業内容・授業担当教師は同じです。

この授業は平日コース・日曜コースの合同授業です。

※４月５日（日）から、通常授業（前期時間割）になります。

3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日

土 日 月 火 水 木 金

日曜コース

理科/数学
14:10～16:30

社会/英語
16:35～18:55

平日コース

平日①
理科/数学
16:20～18:40

平日②
理科/数学
19:00～21:20

平日①
社会/英語
16:20～18:40

平日②
社会/英語
19:00～21:20

3月28日 3月29日 3月30日 3月31日 4月1日 4月2日 4月3日

土 日 月 火 水 木 金

日曜コース

理科/数学
14:10～16:30

社会/英語
16:35～18:55

平日コース

平日①
理科/数学
16:20～18:40

平日②
理科/数学
19:00～21:20

平日①
社会/英語
16:20～18:40

平日②
社会/英語
19:00～21:20

日付
曜日

日付
曜日

演習①
16:20～18:40

演習②
19:00～21:20

演習①
16:20～18:40

演習②
19:00～21:20
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【2020年度 前期】長井ゼミ HNS広島校 時間割

【中学１年生】

【中学２年生】

【中学３年生】

※選択講座の受講手続き方法は校舎にお問い合わせください。

料金・指導科目等詳細は「2020入学手続きご案内」を御覧ください。
【授業振替について】

平日コース・日曜コースの授業振替は常時可能です。

時間割は『日曜日開始・土曜日終了』です。上手に使ってください。

例：普段「平日コース」在籍の中１生が、火曜日の授業を欠席することが決まっており、

その週の日曜コースの文系コマ（11:00～13:10）をあらかじめ受講した → OK！

例：普段「平日コース」在籍の中２生が、体調不良で木曜日の授業を欠席したので、

次の日曜日に振替授業を受けに来た → これはできません！翌週のカリキュラムになります！

曜日 日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

理科/数学
8:45～10:55

社会/英語
11:00～13:10

平日コース 社会/英語
19:00～21:10

理科/数学
19:00～21:10

【選択講座】
強化演習S
19:00～21:20

曜日 日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

社会/英語
14:10～16:30

理科/数学
16:35～18:55

平日コース 理科/数学
19:00～21:20

社会/英語
19:00～21:20

【選択講座】
強化演習S
19:00～21:20

曜日 日 月 火 水 木 金 土

日曜コース

理科/数学
14:10～16:30

社会/英語
16:35～18:55

平日コース 理科/数学
19:00～21:20

社会/英語
19:00～21:20

【選択講座】
強化演習S
16:20～18:50

基礎定着α
19:00～21:20


