
大東村塾
junichi0002@ymail.ne.jp

（受付時間　１３時～１８時）

📧

１２０分

１２,０００円

２４,０００円

１６,０００円

３２,０００円

週１回×４週

週２回×４週

８,０００円

１６,０００円

９０分

先生に自由に質問できて教えてもらえる 補講 が 無料 で利用できます！

勉強の習慣を身に付けるサポートもバッチリ！

月額授業料

募集

ご自宅で受けられます！定期テスト対策勉強会や季節講習会もやっています。

補講と自習の利用のみご希望の場合　４週あたり　６,０００円

１５年以上の指導経験と豊富な合格実績

ていねいでわかりやすい授業なんてできて当たり前！！

５教科すべて教えられる、たしかな実力を備えたプロ講師 による

ひとりひとりに目のゆきとどいた やさしくて親身な完全個別指導 が

１/７頁

生徒小学生
・

中学生

オンライン学習塾大東村塾

６０分

勉強に苦手意識のあるお子さんも難関校の受験を考えているお子さんも

安心してお任せください！！まずは無料の体験授業を受けてみませんか？

頭をきたえて　心をみがく

さらに！授業のない日も オンライン自習室 が 無料 で利用できます！

☎ ０９０－５５９５－２７９１オンライン学習塾



◎ 自宅で授業が受けられるので移動や送迎の負担がない

オンライン学習塾 大東村塾

大東村塾はミーティングアプリ 『Ｚｏｏｍ』（ズーム）をつかった学習塾です。

パソコンやiPadなどのタブレット端末と通信環境があれば利用できます。

２０２０年８月より大東町渋民でスタートし、この夏で３年目をむかえました。

オンライン学習塾 大東村塾 の特長や授業

仕事と家事の合間をぬって塾の送り迎えをする日々にヘトヘトでしたが、

送迎の負担がなくなり自由な時間が増えてほんとうに助かっています！

授業は生徒ひとりに先生ひとりのつきっきり指導です！

学校の予習や復習はもちろん、テスト対策や講習会も生徒ひとりひとりの

◎ 画面で自分とおなじ教材を見ながら授業が受けられる

習熟度が近いお友達どうしであれば一緒に授業を受けることもできます。

子どもも準備や移動の時間がなくなって時間にゆとりができました。

オンライン学習塾 大東村塾 の教材

◎ 厳選された学習塾専用教材

厳選した学習塾専用教材の中から生徒にぴったりな教材を使っています。

保護者さま

◎ 完全個別指導＆フルオーダーメイド

希望に沿ったぴったりな授業をしています。勉強の得意でないお子さんも

無理のない心地よい歩幅で授業を受けることができます。

書いてくれるので、メモをとりやすいしすごく分かりやすいです！

先生がテキストを画面にうつして説明しながら途中計算や大事なポイントを

生徒さん

全国公立高校入試過去問や講習会テキスト、科目別テーマ別問題集など

習熟度や目的に合わせた補助教材を豊富に取り揃えています。

教材をご希望の場合、教材費の目安は５教科で年間８，０００円くらいです。

２/７頁

◎ 見やすくて使いやすい

教材はすべて、見やすく使いやすいように編集（ＰＤＦ形式）をしています。

ご自宅にプリンターがあれば、印刷をして使うこともできます。

◎ 豊富な補助教材



学校の宿題とかで分からない問題があるときはスマホで写真を撮って

共有ファイルに入れると先生が画面にうつして教えてくれます。

小学生　中学生　高校生（大学受験生）◆

生徒さん

◎ 生徒と先生の絆を深める

ふだんの勉強で足りない部分を補うことも補講の大きな目的ですが、

生徒とのかかわりを増やしてひとりひとりに目をゆきとどかせることこそ

補講を開講するいちばんの狙いです。

　対象

大東村塾の 『補講』

『補講』は、先生に自由に何でも質問ができる勉強時間です。

毎週水曜日１９時～２２時、生徒は無料で参加することができます。

◎ 分からないことをなんでも質問できる

３/７頁

森田哲（もりたさとる）先生に高校生の補講を一緒に担当してもらっています。

　開講日

　開講時間

　参加費

保護者さま

授業をとらない生徒は４週あたり６，０００円です。

途中参加や途中退室もできます。

◆

◆

◆

大東村塾の 『高校部』

毎週　水曜日

１９時 ～ ２２時

授業を受けている生徒は 無料 でご利用いただけます。

生徒はオンライン自習室を 無料 でご利用いただけます。

ぜひホームページをご覧ください　⇒⇒⇒

うちの子が中学卒業後も補講や自習を利用したいと言ってます！

高校生になってからも塾を続けられませんか？

１５年以上の親交があり、指導歴１８年になる仙台のプロ講師である

という保護者さまからの声をいただき、２０２２年春に高校部をはじめました。

◆ 　備考

仙台でプロ講師をしています森田です。

大学受験の指導もできます。

オンラインでの指導も承っています。



大東村塾の 『オンライン自習室』

先輩に勉強の質問をしたり進路のアドバイスをもらっている生徒さんもいます。

◆ 小学生　中学生　高校生（大学受験生）

保護者さま

という保護者さまからの声ではじめました。

大東村塾では、授業のない日も自宅で机に向かって集中して勉強ができるように

オンライン自習室を用意しています。

生徒さん

うちの子、授業がない日はスマホでユーチューブやゲームばっかりで

ぜんぜん勉強してないんです。なんとかなりませんか？

家だとついつい気が散っちゃってなかなか勉強に集中できないんですよね。

ほかの人の目があって、やらなきゃいけない状況に身をおくことで、

自宅にいながら まるで図書館の学習室にいるかのような

ほどよい緊張感で集中して机に向かうことができます。
先生

　開講日

　開講時間

４/７頁

年に一度、３，０００円程度のご協力をお願いしています。

◎ 入会金なし

◎ 授業料

１時間あたり２，０００円で授業料を設定をさせていただいております。

◎ 通信環境維持整備費

　参加費

　備考

大東村塾の 『費用』

Ｚｏｏｍの有料プランの費用負担にご協力をいただいています。

◎ 毎日の勉強の習慣が身につく

すべての生徒が毎日、すすんで利用してくれています。

◆ 生徒は 無料 でご利用いただけます。

◆ 毎週　月曜日・火曜日・木曜日・金曜日（水曜日は補講です）

◆ １９時 ～ ２２時

途中参加や途中退室もできます。◆

　対象



５/７頁

充実のサポート

◎ 定期テスト対策勉強会

◎ 季節講習会

開講時間

定期テストの１か月前頃から、毎週土曜日・日曜日に

補講と同じ形式で定期テスト対策勉強会をひらいています。

テストに向けた計画づくりや、計画に沿って勉強をするサポートをしています。

　１回４５分×２教科＝９０分　　計１４日間　　３１，５００円

　仙台二華高

　仙台三高

　東北大学　経済学部

　東北大学　文学部

５教科すべてトップレベルの水準まで指導できます。お気軽にご相談ください。

＜難関校合格実績の一例＞（大東村塾以前の生徒も含みます）

　国語×４回　数学×７回　理科×４回　地理×３回　歴史×３回　英語×７回

講習会の終わりには模擬試験（外部受験）をおこない、習熟度の確認をします。

◎ 難関私立中学受験・難関公立高校受験

参加費

午前の部 　９：００ ～ １２：００ ４５０円

３００円

４５０円

２０：００ ～ ２２：００

１５：００ ～ １８：００

　夜の部

午前の部

夏休み・冬休み・春休みの期間中は講習会をひらいています。

受講科目・授業回数・学習内容など、ご希望やご予算に合わせて

完全なオーダーメイドのプランをご提案いたします。

＜２０２２年夏期講習会　中学２年生の生徒の受講例＞

１０分ほどお時間をいただいています。面談は定期テストや模擬試験の成績を

ふまえて定期的に実施しています。ご希望があればいつでも無料で承っています。

　札幌南高

　札幌西高

仙台 札幌

　仙台二高

　宮城一高

授業報告・学習相談

　札幌旭丘高

　札幌北高

　私立　北嶺中

　私立　立命館慶祥中

ご家庭との意見交換や情報の共有をたいせつにしています。授業報告は授業後に



　

　

８１ ３５０

６５．５

２４３

６０．１

２１３

７１．３

８５

５７．９

７２

６０．８

８３

５７．６

７４

６３．４

４００

５３．２

５９．７５０．９５７．１

５８．６

７４

５４．４

６３

６３．０

８１

５７．１

　先輩からアドバイスをもらえたり、自分の経験が後輩の役に立ったりします。

◎ 毎日の積み重ねで実を結んでいます

＜模擬試験の成績の推移＞　　　　　　　　　上段は得点　下段は偏差値

５教科国語 数学 理科 社会 英語 ３教科

５８．７

６０

５３．２ ５６．７

　こちらの生徒さんは中学２年生の夏休みに入塾しました。

５０．１

大東村塾の実績のご紹介

　高校選びで迷っていたとき、自習室で一緒だった先輩に相談にのって

　もらいました。大東村塾は個別授業だけど生徒どうしもつながれて、

６１ ４６ ２７９１７９７２４２５８

５０．６５２．０５４．８４４．５

　週２回１２０分の授業で、自習と補講には毎日参加していました。

　だから自習や補講にもぜんぜんイヤにならないで楽しく参加できました！

４９．８

入塾
直後

３３７２０４６８７９５４６１７５入塾から
４か月後 ５６．５

　テスト対策は、部活動の合間をぬって参加していました。

　テレビを観ることが大好きな生徒さんでしたが、

５７．３

入塾から
１年後

入塾から
８か月後

６/７頁

生徒さん

　夕食のときに塾であったおもしろい話やためになった話をうれしそうに

　話してくれました。塾にはいる前はテスト前にあわてて勉強してましたが、

　毎日ちゃんと机に向かうようになりその変化と成長に驚きました。

５６．４

７７

６３．１

先生

保護者さま

　テストが近づくと、見たい番組は録画して見るのをがまんしていました。

　この春、めでたく第一志望の札幌の公立高校に合格してくれました。

　今でも補講と自習を利用して、変わらずこつこつ頑張ってくれています。

　部活動を終えると帰宅はいつも１８時過ぎでしたが、



大東村塾の先生

◎

岩手

仙台

仙台

◎ 塾長　野口 純一（のぐち じゅんいち）

　大東町渋民うまれ

　東北学院中学・高等学校（私立） 卒業

いつもにこにこ

やさしい先生です

好き→運動・料理

　北海道大学　大学院

専任講師

正社員

２０２０年８月、生まれ故郷の大東町渋民に移り、学習塾を始めました。

塾の先生は子どもの成長と未来に携わるとても大きな責任を伴う仕事です。

営利ではなく子どもの育成に集中・専念できる塾の先生がしたい思いで

仙台

札幌

仙台

専任講師

塾長

札幌

岩手

　東北大学　法学部

のぐち先生からのごあいさつ

卒業

修了

５年

３年

オンライン学習塾 ０９０－５５９５－２７９１

大東村塾
junichi0002@ymail.ne.jp

☎

📧

これからも生徒・保護者さまにますますの満足と安心を提供できるよう、

生徒・保護者さまといっしょに成長していく学習塾にしていきたいです。

無料体験授業のご案内

大東村塾では無料の体験授業を承っております。お気軽にお申し付けください。

頭をきたえて　心をみがく

７/７頁

　家庭教師派遣会社

　進学塾（集団授業）

　学習塾（個別指導）

大東村塾

（受付時間　１３時～１８時）

勉強や進路にかかわるお悩みに親身にお応えいたします。ご相談ください。

感染拡大を受けて、オンラインでの教室づくりとなりました。

当初は小さな寺子屋をイメージしていましたが、新型コロナウイルスの

そんな中でも、生徒・保護者のみなさんのご協力やアイデアに支えられ、

対面形式よりも生徒にぴったりと寄りそえる環境づくりができました。

２年
怖い→虫・暗い場所

５年

ご希望であれば、体験授業の後に面談のお時間をとらせていただきます。

おかげさまで３年目をむかえ、退塾生徒はこれまで１名もでていません。


