
Ｎｏ． 教室名 種類 連絡先 教室所在地 対象 ＵＲＬ

1 ヒラサワスタディングサービス 学習 丸亀市土器町東2-294 丸亀 小・中・高 なし

2 総合学習塾　Ｅｆｆｏｒｔ 学習 高松市伏石町1392-6宮脇ビル1Ｆ 伏石教室・仏生山教室・玉藻教室・川島教室 小・中・高 http://effort-juku.com

3 総合学習塾　一進学館 学習 丸亀市大手町1丁目4-23ライフクリエイトビル2Ｆ 丸亀本校・丸亀郡家校 小・中・高 http://www.isshingakkan.com

4 学習塾WinPass 学習 高松市香川町大野47-1さくらやビル1Ｆ 牟礼教室・志度教室・香川町教室・木太教室・国分寺教室 小・中・高 http://www.winpass.co.jp

5 個別指導Sun　Assist 学習 高松市牟礼町大野1580-1 牟礼 小・中・高 http://sunassist.net

6 穴吹進学ゼミナール 学習 高松市常盤町２丁目５番地２９ 高松本校・屋島校 小・中・高 http://www.ksz.anabuki.gr.jp

7 文田塾 学習 丸亀市中府町４丁目12-35 1号館(本校)・2号館 小・中・高 http://wwwa.pikara.ne.jp/bunda19/

8 学研仁尾教室 学習 三豊市仁尾町仁尾丁３５７－２　 三豊市仁尾町 小・中 https://www.889100.com/classrooms/7819

9
株式会社ワオ・コーポレーション
香川本部（能開センター）

学習 高松市西の丸町10-9　本部センタービル
高松校・高松校中学受験専門館・栗林校・木太校・
仏生山校・三木校・国分寺校・丸亀校

小・中・高 http://nokai.jp/kagawa

10
株式会社ケイシン
（総合学習塾啓真館）

学習 高松市松縄町37-6
木太校・玉藻校・栗林校・高松東部校・太田校・屋島校
仏生山校・紫雲校・国分寺校・三木校・高校部本校・
高校部南本校

小・中・高 https://www.juku-keishinkan.com/

11
株式会社カレッジ
（代々木サテライン予備校）

学習 高松市屋島西町1738-5 瓦町本校・レインボー南校 高 https://college-yozemi-satelineyobikou.com/

12
非営利任意団体
地域の家ココカラハウス
（ココカラこどもチャレンジ塾）

学習
スポーツ

こども食堂
体験学習

高松市宮脇町２丁目６－１９
地域の家ココカラハウス

高松市宮脇町 小・中 https://www.facebook.com/cocokarahouse

13 あすなろ総合教育センター 学習 高松市三条町330-9 高松市三条町 小・中 なし

14
まちなかスポーツ紫雲
スポーツプログラム
（総合型地域スポーツクラブ）

スポーツ 高松市井口町7-9 高松市 小・中・高 https://www.facebook.com/tss2011

15

株式会社　育英システム
（東進衛星予備校・
東進中学NET・
個別指導フォレスト・
学習院セミナー）

学習 善通寺市上吉田町3-9-21
善通寺校・丸亀駅前校・フジグラン丸亀校・郡家校・
飯山校・坂出駅南口校・高松サンフラワー通り校

小・中・高 https://zms-group.jp/

16 宮本塾　坂出校・丸亀校 学習 坂出市駒止町３丁目７４９ 坂出校・丸亀校 小・中・高 http://miyamotojyuku.jp

17 平井個別指導塾 学習 高松市太田上町980-4 高松市太田上町 小・中・高 なし

18 家庭教師と学習塾キングダム 学習
高松市多肥下町1563番地8
丸忠ダイ1ビル101

高松市伏石町（学習塾）、高松・丸亀（家庭教師） 小・中・高 http://www.kagawa-study.com

19
株式会社プロスパー・サンダ
（サンダースイミングスクール）

スポーツ 高松市木太町５区2702-1 高松市木太町 小・中・高 http://sanda-swimming.com

20
株式会社さぬき学びネット
（さぬきニコニコ塾）
【平成30年3月3日閉塾】

学習 高松市高松町2175-23 高松市高松町
小３～６・

中・高
https://www.niko-jyuku.com/

21 公文式栗熊教室 学習 丸亀市綾歌郡栗熊東245-3 丸亀市綾歌郡栗熊東 小・中・高 https://www.kumon.ne.jp/enter/search/classroom/1065322406/index.html

22
株式会社ジェイエスエス
（ＪＳＳｾﾝｺｰｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ）

スポーツ 高松市鹿角町903-3 高松市鹿角町 小・中・高 http://www.jss-group.co.jp/senko

（２ページ目に続く）
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23 スクールＩＥ　高松川島校 学習 高松市川島東町386-1 高松川島校 小・中・高 https://www.schoolie-net.jp/classrooms/detail/1017/

24
濱川学院
～Hammer Academy～

学習
高松市常盤町１丁目４－９
丸新ビル４・５階

高松市常盤町
小４～６・

中・高
https://www.hammeracademy-edu.com/

25
株式会社　Total Education
（個別指導Axis 屋島東校）

学習 高松市屋島中町230-1マキズカビル 高松市屋島中町 年中～高 https://axis-kobetsu.jp/schools/id/383/

26
シーツービーテック株式会社
（スクールＩＥ屋島校・仏生山校
・香西校・香川町校）

学習 徳島市南昭和町４丁目９２－１３ 屋島校・仏生山校・香西校・香川町校 小・中・高 https://www.schoolie-net.jp/

27 ウィン学院 学習 高松市仏生山町甲1501番地2 高松市仏生山町 小・中 https://itp.ne.jp/info/378138625400000899/

28 上原塾 学習 高松市仏生山町甲2488-1 高松市仏生山町 小・中 http://www.uehara-juku.com

29 多度津受験英語研究所 学習 仲多度郡多度津町東新町9-33 仲多度郡多度津町 高 http://d.hatena.ne.jp/matsumoto-english

30 尚学塾 学習 木田郡三木町大字井戸4010-3 木田郡三木町 小・中 なし

31 稲田塾 学習 丸亀市綾歌町富熊1984-3 丸亀市綾歌郡 小６・中 なし

32 湯口塾 学習 三豊市高瀬町比地中1317-7
高瀬本部・観音寺本部・丸亀本部・研修センター・詫間・三野津・
大見・仁尾・豊中・大野原・観音寺東・七間橋・まんのう

小・中・高 http://www.yugura.com/

33 三田塾 学習 丸亀市飯山町川原727-1 丸亀市飯山町
小５・６
中・高

http://mitajuku.com

34 後藤塾　丸亀校 学習 丸亀市城西町２丁目1-18　後藤塾丸亀ビル 丸亀市城西町 小・中・高 http://gotojyuku.com

35
ファイブアローズ・バスケットボー
ル・アカデミー

スポーツ 高松市福岡町3丁目10-8 高松市・善通寺市・宇多津町・多度津町他 小・中・高 https://www.fivearrows.jp

36 竹田 忠弘 学習 高松市宮脇町２丁目２０－１１ 高松大学（発達科学部子ども発達学科）准教授 高 なし

37 将来展望型学習塾ＨＯＰ 学習 高松市太田上町1060-11太田第一ビル 高松市太田上町 中・高 https://www.hopforhope.info/

38 小野塾　本校 学習 丸亀市田村町76番地7 丸亀市田村町 小・中・高 http://wwwi.netwave.or.jp/~ono-juku/

39 浅野塾　屋島教室 学習 高松市中野町28番25-1101号 高松市屋島西町 小・中 http://e-aj.co.jp/

40 個別支援型学習塾　ＢＯＯＳＴ　ＳＰＡＣＥ 学習 高松市太田上町１８２－３ 高松市太田上町 小・中・高 https://www.boostspace.info/

41 COM英数教室 学習 観音寺市観音寺町甲2940 観音寺市観音寺町 中・高 なし

42 岡田塾 学習 観音寺市観音寺町甲1213-12 観音寺市観音寺町 中 なし

43 有限会社　ネスコム 学習
高松市屋島西町1879-10　セブンフォーチュンビ
ル2F

高松市屋島西町 小・中・高 http://www.nescom.jp/

44 福井塾 学習 高松市中央町1-5MBSビル４階 高松市中央町 中・高 http://fukuijuku.com/

45 直島学習塾 学習 香川郡直島町本村753 香川郡直島町本村753 小・中・高 なし

46 株式会社すまいる学習塾 学習 観音寺市観音寺町甲1056-1 観音寺市観音寺町甲1056-1 小・中・高 https://www.smilejuku.net/
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