
貴
戸
先
生

難関高校を目指す中学生
難関高校
受験クラス

この春、新中学１年生にな
る生徒さん対象に英語と
数学の中学準備講座を開
講いたします。次の目標に
向けて、一足先にスタート
を切ろう！

梨
田
先
生

ハイレベルな質問、すぐ対応！ハイレベルな質問、すぐ対応！

公立中学・附属東雲中に進学する新中1生公立中学・附属東雲中に進学する新中1生

多感な年代である中学生の指導には講師の実力は大切です。長井ゼミハンス広島
校では、中学生だけを専門に指導してきた専任講師が全力でバックアップします。
さらに講師は校舎に常駐しているので、生徒との距離感が近く、教務室に設置され
ている「質問コーナー」でわからないところはすぐにフォローできる体制です。講
師陣のプロフィールはホームページをご覧ください。

中学生専用

自習室完備
到達度別・選べる

クラス編成
フォロー体制

授業
映像＋振替授業

猿猴川
京
橋
川

山陽本線・山陽新幹線

■元広島東郵便局

栄橋 福屋

岩国▲ 東広島▲
広島駅

小學舎
本校

ハンス広島校・中學舎

広島駅から徒歩3分

専任中学生 講師

準備無料
講座中 1 講座

中学生のた
めの

専用校舎で
す！中学生のた
めの

専用校舎で
す！

◎当日、質問・疑問があれば、
　お答えできることはお応えします！

長井ゼミハンス 広島校／長井ゼミ 中學舎
広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

日時

会場

入塾
説明会

新中1生（現小6生）～新中3生の保護者の方対象新中1生（現小6生）～新中3生の保護者の方対象

※お電話にて事前に
　お申し込みが必要です。☎082-568-7507（月～土 14：00～20：00）

お問い合わせ
お申し込みは

伊
藤
先
生

詳しくは、お問い合わせください。（☎082-568-7507）

中高一貫校に通う中学生
中高一貫校
クラス

この春、新中学１年生にな
る生徒さん対象に英語と
数学の中学準備講座を開
講いたします。次の目標に
向けて、一足先にスタート
を切ろう！

横
山
先
生

到達度別の多彩なクラス編成！到達度別の多彩なクラス編成！

中高一貫校に進学する新中1生中高一貫校に進学する新中1生

ラス新規ク
TOP講座

設置

準備無料
講座中 1 講座

2月11日（木・祝）第
1
回

◎当日、質問・疑問があれば、
　お答えできることはお応えします！

中高一貫校クラス 13：00～14：30
2月14日㈰第

2
回
中高一貫校クラス 13：00～14：30

長井ゼミ 中學舎／長井ゼミハンス 広島校
広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

2月11日（木・祝）第
1
回
難関高校受験クラス 11：00～12：30

2月18日㈭第
2
回
難関高校受験クラス 13：00～14：30

日時

会場

入塾
説明会

新中1生（現小6生）～新中3生の保護者の方対象新中1生（現小6生）～新中3生の保護者の方対象

※2月14日は映像での講演とさせていただきます。※2月14日は映像での講演とさせていただきます。

2023年度から大きく変わる公立高校入試

制度の変更点と対策
　　 長井敏弘のミニ講演会心療
内科医

「思春期の子ども達にやる気を起こさせるメカニズム」「思春期の子ども達にやる気を起こさせるメカニズム」

清
水
先
生

詳しくは、お問い合わせください。（☎082-568-7507）

※お電話にて事前に
　お申し込みが必要です。☎082-568-7507（月～土 14：00～20：00）

お問い合わせ
お申し込みは

成績UPに
自信あり！

分かりやすく
教えます！

一足先に
スタート！

●開講日：2月14日㈰ 13：00～15：00（2時間） ●科目：英語・数学●開講日：2月20日㈯ 10：30～12：30（2時間） ●科目：英語・数学

中1

中数総合特講中3 中高一貫校クラス
学院の数学

英語β（L）中3

感染症対策徹底中!　
医師の監修のもとコロナウイルス

前
田
先
生

全学年

中2 中3

現役の心療内科医が主宰する塾です。生徒の心のケアにも十分注意を払っています。
長井ゼミの講師は、長井ゼミ主宰・心療内科医である長井敏弘による研修を日々積み重ねており、生徒本人から、あるいは保護者の方からの様々な
相談事にも細かく対応できるよう準備しております。また必要に応じて、臨床心理士の資格を持つカウンセラーのバックアップをうけられる体制も整
えております。その他、長井ゼミでは、生徒の言葉遣い・服装・髪の染色などに対し厳しく指導しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

医療法人ハンス理事長、元岡山大学医学部臨床教授
TV番組出演および学校関係の講演会など幅広く活躍

長井ゼミ主宰・医師 長井 敏弘

入塾金無料 5千円引
このチラシをご持参で4月末までの入塾で

さらに 初　月
授業料

今がお得!
入 塾 特 典

「思春期の子ども達にやる気を起こさせるメカニズム」「思春期の子ども達にやる気を起こさせるメカニズム」

中高一貫校の子ども達の
勉強の考え方

　　 長井敏弘のミニ講演会心療
内科医

※2月18日は映像での講演とさせていただきます。※2月18日は映像での講演とさせていただきます。

長井ゼミハンス 広島校 長井ゼミ 中學舎



新年度 スタート！
長井ゼミハンス 広島校／長井ゼミ 中學舎／個別指導クラス 生徒募集中！！

中高一貫校クラス
〈新中1〉3月15日㈪　　　 3月8日㈪

難関高校受験クラス
3月26日㈮

入塾テスト随時受付中！詳しくはお問い合わせください。

多彩なクラス多彩なクラス サポート体制サポート体制と

長井ゼミハンス 広島校
長井ゼミ 中學舎

TEL.082-568-7507
http://www.nagaizemi.com/

広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

※受付時間（14時～17時）授業の関係上この時間以外の受付はできません。ご了承ください。

独自のカリキュラムによる徹底指導により、高校受験で“確実に勝つ”学習システムを実践
するクラスです。各中学校の定期テストに向けた勉強も、専任講師が生徒一人ひとりに合
わせた対応をしています。『内申点』の底上げはもちろん、入試で最も必要な『考えて解く
力』をしっかりと養っていきます。

専任講師専任講師

猿猴川京
橋
川

山陽本線・山陽新幹線

元広島東郵便局■

栄橋 福屋

岩国▲ 東広島 ▲
広島駅

中學舎・ハンス広島校

京都大学 法学部 Y.H（広大附属中学校・高校）

私は小学４年生の時から長井ゼミに通い始め、中学・高校と続けて通塾し、合わせ
て９年間長井ゼミで学びました。長井ゼミの良かったところは先生と生徒の距離
の近さだと思います。比較的少人数のクラスであり、先生の目が生徒一人ひとり
に行き届いていて、個人的な相談にも親身になって応じてくださいました。これま
で私を支えてくださった先生方、本当にありがとうございました。（一部抜粋）

広島大学 医学部 医学科 T.M（広大附属中学校・高校）

医学部に強いと聞いて、中２で入塾しました。中學舎も高校部も先生との距離がと
ても近く、話しかけやすかったので、どんなに基礎的で些細なことでも気軽に質問
することができました。また、長井のロビーはいつもアットホームな雰囲気で、勉強
に疲れたときには良い気分転換になりました。優しくておもしろい先生方や友達の
おかげで合格することができました。感謝してもしきれません。（一部抜粋）

広島大学附属高校 M.Yさん（広大附属東雲中学校）

長井ゼミの授業は、私の中にあった、「塾＝めんどくさい、面白くない」というイメージ
をがらっと変えてくれました。１・２年生での授業では、基礎から丁寧に教えてくださ
り、そのうえ学校よりも早いペースで進んでくださっていたため、学校で困ることが
ありませんでした。３年生になってからは、今までの復習や、広島県だけでなく日本全
国の学校の過去問を解かせてくださり、とてもためになりました。どんなテストであ
ろうと、その前には、１人で集中していたり、友人と問題を出し合ったりして、みんな勉
強に対する姿勢が常に整っていました。互いに切磋琢磨し合い、競いあえる友人がで
きた長井ゼミに通っていて本当に良かったなと思っています。（一部抜粋）

基町高校 S.Rさん（大州中学校）

私はよく自習室を利用していましたが、周りにいる人ももちろん勉強しているの
で、自然に勉強に取り組めるし、自宅と比べて圧倒的に誘惑が少なく、あっという
間に時間が過ぎました。授業では、先生の説明を聞く時間と自分で問題を解く時
間のメリハリがついていて集中しやすかったです。学校では取り組めないような、
塾ならではのハイレベルな問題や、記述対策などが行えて、確実に学力が伸びて
いくのを感じることができました。小テストなどもあり、復習をしっかりすることが
できたので、基礎の問題をとりこぼすことがなくなりました。質問の時間もとって
もらえて、分からない所をそのままにしないようになりました。（一部抜粋）

国私立・難関公立高校を目指す中学生
難関高校合格を目指すには、勉強のはかどる学習環境で勉強するのが最短距離です。
「親身な講師」と「確かな指導」で国私立・難関公立高校受験を成功させます。

長井ゼミ 中學舎

長井ゼミの「個別指導」は、他塾でよくある「個別指導」
とは異なり、完全1対1で生徒一人ひとりの要望に合わ
せたカリキュラムで指導するクラスです。担当するの
は、広大医学部・薬学部在籍チューター!授業との併用
や、定期テスト期間だけの「短期集中受講」も可能です。

他塾と
違う!

中高一貫校に通う中学生
目指すべき大学受験のスタートは中学生時代から始めるのが最短距離です。
多彩なクラス編成での先取り学習で、将来の大学受験につながる学力を育てます。

難関高校
受験クラス
（新中1生～新中3生対象）

公立中学校に通う中学生に、
国私立・難関公立高校合格を目指した指導を行います。

【中高一貫校クラス】
大学受験を見据えた独自のカリキュラムを構築、着実に学力を養うクラスです。学校とい
う枠を超え、到達度別のクラス編成（スタンダード、ハイレベル、新規クラス）で学力低下を
防ぎ、次の目標「大学入試」に全力で立ち向かえる力を養っていきます。

●新規クラス
【 T O P講座】 東京大学・京都大学・医学部医学科の現役合格を本気で狙うクラスです。
【学院の数学】 超ハイレベルな広島学院の数学の指導を行います。
【英語β（L）】 大学入試の勉強と学校の勉強との両立を図るクラスです。
【中数総合特講】 オリジナル教材で、高校数学に必要な中学数学を履修する講座です。

中高一貫校に通う中学生に、
到達度別のクラス展開で包括的な指導を行います。

英語β（L） 中数総合特講
（新中3生対象） （新中3生対象）

新設新設

長井ゼミハンス 広島校 長井ゼミ 中學舎

個別指導個別指導
本当の意味での「個別指導」長井ゼミの講師は校舎に常駐!

いつでもフォローできます！

通常授業がない日でも、分からないところの個別フォ
ロー、質問受付、学校の定期テスト時の対策・演習・
チェックを行うサポート体制を整えています。

●平日すべての曜日で、生徒の質問や分からない
　問題の個別フォローができます！

毎日いつでも質問
できます！

●通常授業で分からなかった問題などがあれば
　その場ですぐフォロー・対応などができます！

わからないところはすぐ
フォローできます！

●通常授業を休んでしまった場合でも、
　「授業映像」を自宅で視聴することができます。

急用で休んでしまっても
フォローできます！

●学校の定期テストの対策（単元別プリント演習・提出物
　チェックなど）を、生徒一人ひとりにあわせて講師が
　対応できます！  ※中高一貫校クラスは、希望者にのみ。

定期テスト対策
できます！

中2学年末までに
中学内容を終了

高校
受験へ

中1学年末までに
中2生5月末までの
内容を履修

中 

1
中 

2

目標別にクラス分け
一人ひとりの学力
アップを図る

中 

3

「完全1対1の個別指導」で生徒一人ひとりを徹底指導します!

中学生をしっかり指導する 中学生をいつでもフォローする

中高一貫校クラス
（新中1生～新中3生対象）

学院の数学
（新中2生～新中3生対象）

TOP講座
（新中1生対象）

新設

個別指導クラス
（新中1生～新中3生対象）

中學舎で学びました

中學舎で学びました合格合格

合格 合格

〈新中2〉
〈新中3〉


