
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

冬季特別キャンペーン！ 通常 10,000円の入会金が今なら
※冬季講習会受講者に限ります。１月１１日（土）までにお申し込み下さい。

各クラスの定員に達し次第、募集を終了させていただきます。 

１２/２１（土） 
～１/８（水） 

１２/１７（火） 
～１/１１（土） 

集団授業 

個別授業 冬 

季 

（３日～７日間） 

（１教科５回～） 

冬 

季 

小学生 中学生 高校生

『かわしん』のココがスゴい‼
①授業がとてもわかりやすい 
定期テストや受験の出題ポイントをおさえているのは当然、 

その内容を楽しく伝えることに特化した授業です!! 

②笑顔の多さ No.1の塾 
生徒と先生の仲がとてもよくて、そして①の内容なので、 

かわしんに来ることが楽しみな生徒がたくさんいます。 

③高校入試に直結した授業 
かわしんでは毎年山口県公立高校入試を分析しています。 

長年蓄積されたそれらのデータをもとに作られた授業は 

毎年公立高校入試の出題内容を数十問的中させています。 

 

冬季講習会の内容 
小学生・中１・中２・高１・高２ 

受験小６・中３・高３ 

１・２学期の総復習や前学年の復習をやります。 

学年末の評定を向上させましょう!! 

入試の出題ポイントをふんだんに盛り込んだ受験 

対応の授業と、受験に必要な精神力を伝授します。 

かわしんで志望校合格をつかみ取りましょう!! 

かわしん公式キャラクター 

『かわわん』 

 

この冬は、 

かわしんの冬季講習で 

志望校合格だワン‼ 

日直 

か
わ
わ
ん 

 

大内本部校 
〒753ー0222 山口市大内矢田南 8丁目 19ー18 

📞０８３－９２７－８０７５ 
宮野校 
〒753ー0111 山口市宮野下２９２７ー１ 

📞０８３－９３２－１０１５ 

白石校 
〒753ー0074 山口市中央 2丁目 1ー4 

📞０８３－９０２－９３９５ 
宇部校
〒755ー0072 宇部市中村 2丁目 6ー22ー1 

📞０８３６－３９－５６２５ 

集団／個別／そろばん／英会話 集団／個別／そろばん／英会話 

集団／個別／そろばん 集団／個別／そろばん 

☎０８３－９０２－９３９４ 

かわしま進学塾 

かわしま進学塾 夢を見つけ、夢を育む。 



 

大内校・宮野校の小学生の授業には別途テキスト代・維持費がかかります。 料金は税抜表示 

小学生・中学生の授業には別途テキスト代がかかります。 料金は税抜表示 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

校 舎 学 年 教 科 日   程 時 間 授業料 

大内校 

小１～小３ 算・国 １２/２４，２５，２６，２７，２９，１/５，７ 

の中から選択 

  

小４～小６ ２～４教科  

中１・中２ 5教科 １２/2５,2７,2９,１/７,８ 1８:30～2１:00 16,000円 

中３ 5教科 １２/２５,２６,２７,2８,2９,１/５,７ 1０:０0～1５:５5 32,000円 

校 舎 学 年 教 科 日   程 時 間 授業料 

宮野校 

小３ 算・国 １２/２４，２６,２７，２８，２９，１/５，７ 

の中から選択 

  

小４～小６ ２～４教科  

中１・中２ 5教科 １２/2４,2７,2９,１/５,７ 1８:30～2１:00 16,000円 

中３ 5教科 １２/２５,２６,２７,2８,2９,１/５,７ 1０:０0～1５:５5 32,000円 

校 舎 学 年 教 科 日   程 時 間 授業料 

白石校 

小３・小４ 算・国 １２/2５,2７,１/５ 1６:30～１８：００ ５,000円 

小５受験 4教科 １２/2４,２６,2８,１/７,８ 

土・日１６:１０～1８：１0 

12,000円 

火・水・木 1６:３０～１８:00 

小６受験 4教科 １２/2４,２６,2８,2９,１/７,８ 

土・日１６:１０～1８：１0 

2０,０00円 

火・水・木 1６:３０～１８:00 

中１・中２ 5教科 １２/2４,2６,2７,１/５,７ 1８:30～2１:00 16,000円 

中３ 5教科 １２/２５,2６,２７,２８,２９,１/５,７ 1０:０0～1５:５5 32,000円 

校 舎 学 年 教 科 日   程 時 間 授業料 

宇部校 

小５・小６ 算・国 １２/2４,2６,２８,１/５,７ 1６:30～1８:00 10,０00円 

中１ 5教科 １２/24,2５,１/５,７ 1８:30～2１:00 13,000円 

中２ 5教科 １２/2１,2６,２８，１/５ 1８:30～2１:00 13,000円 

中３ 5教科 １２/２５,2６,２７,２８,２９,１/５,７ 1０:０0～１５:５５ ３２,０00円 

校 舎 学 年 形 式 回 数 日   程 授業料 

大内校 

宮野校 

白石校 

宇部校 

小学生 
生徒２人：先生１人 ８０分 

生徒１人：先生１人 ５０分 
１教科５回 １２/１７ ～ １/１１ 1２,500円 

中学生 
生徒２人：先生１人 ８０分 

生徒１人：先生１人 ５０分 
１教科５回 １２/１７ ～ １/１１ 1２,500円 

高校生 
生徒２人：先生１人 ８０分 

生徒１人：先生１人 ８０分 
１教科５回 １２/１７ ～ １/１１ 

1２,５00円 

１７，５００円 

個別授業 小 学生・中 学生・高 校生 

わからないところをとことん質問できる！ 

集団授業 小 学生・中 学生 

 

個別授業の指導スタイルが２：１なので、授業の 

中でしっかりとわからない所を確認できる。 

毎月の授業記録に加えて、学習面談では 

子どもの特性を踏まえたアドバイスをしてくれる。 

かわしま進学塾 保護者の声 

先生がやさしく褒めてくれる。 

楽しく勉強できるので、勉強が好きだと言っている。 

自分のペースに合わせて効率的に学習！ 

 

Kawashin Ｅｖｅｎｔs 
KAWASHIN

先生と生徒の距離が近いので、 

質問がしやすく、かわしんに楽しく通えている。 

 先生が生徒 1人 1人にフレンドリーに接している。 

自習に行く姿を見ると、入れてよかったと思う。 

私たちが責任を持って指導します！ 

Kawashin Teachers 

自習に行く姿を見ると、入れてよかったと思う。 

４日間３,００0円 
７日間５,０00円 

４日間４,０００円 
７日間６,０００円 

KAWASHIN TEACHERS 

私たちが責任を持って指導します! 

中 3正月特訓 

中学 3年生対象の正月に行われる特訓授業です。 

入試直前のこの時期、正月返上で勉強した者こそが、 

勝利の栄冠を手にすることができます！！ 

１２/３０英語，１２/３１理科 

(※中３正月特訓は冬季講習受講者のみ有料で参加で 

きます。各教科定員になり次第、募集を停止します。) 

１６:３０～1８:00 

４日間３,００0円 
７日間５,０00円 

４日間４,０００円 
７日間６,０００円 

１６:３０～1８:00 

大内本部校 

📞０８３－９２７－８０７５ 
宮野校 

📞０８３－９３２－１０１５ 

白石校 

📞０８３－９０２－９３９５ 
宇部校 

📞０８３６－３９－５６２５ 

集団／個別／そろばん／英会話 集団／個別／そろばん／英会話 

集団／個別／そろばん 集団／個別／そろばん 

〔お問い合わせ〕かわしま進学塾の各校舎までお気軽にお問い合わせください。受付時間…火曜日～土曜日の１３：００～２３：００ 

かわしま進学塾  夢を見つけ、夢を育む。 

１1/2０国語，１1/３１数学 

１1/４０社会 

かわしんの個性豊かな講師たちによる、楽しすぎていつの間にか時間が過ぎ去る集団授業。 

生徒 1人 1人のペースに合わせた、分かるまでとことん教えるかわしんの個別授業。 


