
　 学習塾名 所在地 地区 連絡先 　 学習塾名 所在地 地区 連絡先

2 千秋進学教室 秋田市東通 秋田 018-834-0856 3 鈴木学園進学教室 大仙市大曲通町 県南 0187-63-8146

6 ニューフロンティア進学教室 秋田市広面碇 秋田 018-837-1653 8 学習塾ガロア 羽後町南西馬音内 県南 0183-62-4623

# ステップワールド英語教室 秋田市土崎港中央 秋田 018-831-0455 # イートン塾 横手市安田 県南 0182-32-3980

# あすなろ教室 秋田市飯島長野中町 秋田 018-846-2580 すばる塾 仙北市角館町 県南 0187-54-2315

# 学習教室ジスタス・山王教室 秋田市山王臨海町 秋田 018-865-0045 # 藤田学習塾 大仙市長野 県南 0187-56-4445

# 明学館学習クラブ 秋田市新屋元町 秋田 080-1801-3322 # 英智学館大曲駅前校 大仙市大曲通町 県南 0187-62-5735

# がんばる学園秋田学園通校 秋田市保戸野千代田町 秋田 018-866-4755 # 英智学館湯沢校 湯沢市大町 県南 0183-73-5871

# ＳＳスクール 秋田市仁井田本町 秋田 090-2884-3760 # 英智学館横手南中前校 横手市赤坂 県南 0182-33-1601

# Ｖゼミナール 秋田市中通 秋田 018-832-8889 # 英智学館角館校 仙北市角館町 県南 0187-55-1416

# 満点学習塾 新屋・天王・御野場 秋田 018-874-9266 # アトム個別指導塾 横手市平和町 県南 0182-32-0089

# ニュークリアス進学塾 秋田市仁井田新田 秋田 018-892-7151 # Frasco 大仙市大曲丸の内町 県南 0187-73-6240

# 栄冠塾 秋田市仁井田小中島 秋田 018-829-4061 # ナビ個別指導学院横手校 横手市平和町 県南 0120-941-967

# 秋田県家庭教師協会 秋田市中通 秋田 018-836-5577 # ナビ個別指導学院大曲校 大仙市朝日町 県南 0120-941-967

# 秋田受験ゼミナール 秋田市八橋本町 秋田 018-827-3451 習学ゼミ大曲教室 大仙市大曲通町 県南 0187-73-6222

# 寺小屋ＴＥＣ進学センター 秋田市大町 秋田 018-888-3848 習学ゼミ横手教室 横手市前郷二番町 県南 0182-23-7550

# スクールＩＥ仁井田校 秋田市仁井田蕗見町 秋田 018-892-6819 あさまい学習塾 横手市平鹿町浅舞 県南 0182-23-7365

# スクールＩＥ土崎東校 秋田市将軍野東 秋田 018-880-3120 KATEKYO横手・大曲 横手市/大仙市 県南 0182-36-7755

# 個別指導学院ヒーローズ泉中央校 秋田市泉南 秋田 018-874-9671

# ガンバルマン学習塾広面校 秋田市柳田 秋田 018-827-7418 5 藤嶋学習塾 能代市彩霞長根 県北 0185-52-7611

# ナビ個別指導学院外旭川校 秋田市外旭川梶ノ目 秋田 0120-941-967 # Ｖサポーター 大館市新町 県北 0186-42-3011

# ナビ個別指導学院山王校 秋田市旭北寺町 秋田 0120-941-967 # 学習塾ビスタ 三種町森岳 県北 0185-83-2733

# ナビ個別指導学院秋田桜校 秋田市桜 秋田 0120-941-967 # 英智学館大館校 大館市御成町 県北 0186-42-1531

# 進学塾Ｐｌｕｓ１ 秋田市楢山本町 秋田 018-807-4496 # ナビ個別指導学院能代校 能代市大手町 県北 0120-941-967

# アイル学習サポート 秋田市泉南 秋田 018-853-1215 # ナビ個別指導学院大館校 大館市有浦 県北 0120-941-967

# STUDY HOUSE 秋田市桜・保戸野 秋田 018-827-7047 習学ゼミ大館教室 大館市御成町 県北 0186-59-7200

# 学研教室秋田事務局 秋田市山王 秋田 018-867-2154 エース進学塾能代教室 能代市字昇平岱 県北 0185-74-5615

学習塾Spiral 秋田市南通 秋田 018-811-4795

# 理数セミナー象潟教室（本部） にかほ市象潟町（本部） 本荘 0184-43-3714

1 長沼学習センター 潟上市天王字長沼 南秋 018-873-5695 # 理数セミナー仁賀保教室 にかほ市象潟町（本部） 本荘 0184-43-3714

# ニッケンアカデミー五城目教室 五城目町上町 南秋 018-852-2303 # 理数セミナー本荘教室 にかほ市象潟町（本部） 本荘 0184-43-3714

# 慶英学院 潟上市天王字持谷地 南秋 018-878-9659 # 英智学館本荘校 由利本荘市美倉町 本荘 0184-23-6352

# 学習塾 achieve time 潟上市飯田川飯塚 南秋 070-5013-7728 # 学習塾ＡＣＴ 由利本荘市谷山小路 本荘 0184-23-4502

# 秋田海雲塾 潟上市天王字二田 南秋 090-4553-8436 # ナビ個別指導学院由利本荘校 由利本荘市大鍬町 本荘 0120-941-967

# 立志塾ＲＩＳＥ 秋田市金足追分 南秋 018-893-3232 # サクセス本荘教室 由利本荘市一番堰 本荘 0184-24-3937

# ナビ個別指導学院秋田北校 潟上市天王追分 南秋 0120-941-967

一般社団法人 秋田県高校入試研究協会　会員塾一覧（2020年度）

※ここ数年で受験実績のない塾に関しては、リストへの掲載を見合わせております。

県南（大曲・角館・横手・湯沢エリア）秋田市エリア

県北（三種・能代・大館エリア）

男鹿南秋（天王・五城目・井川・追分エリア）

本荘エリア（由利本荘・にかほエリア）


