
Tel０２６-２３３-５６７７ ※Fax対応は致しかねます

〒380-0803長野市三輪４丁目１－４
【受付時間】火曜～土曜 13:30～19:00（日・月・祝日休校）

◆会場および受付場所◆

安心してお越しください 信学会のコロナウイルス感染症対策について

教室の清掃･消毒
校舎に消毒用アルコールを

設置し,机やドアノブ,階段

の手すり等を適宜

消毒しています。

換気
各校舎では,授業の前後・

授業中の換気をこまめにお

こなっています。

座席配置の工夫
３つの密(密閉・密集・密

接)を避けるため,座席間隔

を十分にとって

います。

マスクの着用

職員は出勤時に検温し ,

マスク着用で勤務・授業を

おこなっています。

冬期講習
webページは

こちら

すぐにお申込ができない方はネットで

「冬期講習の仮申込」ができます！

詳細はこちらをチェック！⇒

三 輪 校

三輪校

無料

参加者には冬期講習申込金(2,000円)全額免除チケットをプレゼント！

〇 冬の体験授業キャンペーン （小１～中３）

対象学年の通常授業を各１回（１週間分）無料で体験できます。通常授業の日程につきましては、『通常授業時間割』をご覧

ください。 ※小１～３は冬期講習のご案内ができませんが、兄弟姉妹といっしょにご参加できます！

〇 高校入試情報説明会 （中３生の保護者様）

長野県最大級の受験者数を誇る信学会主催『長野県高校入試学力テスト』の６９年分のデータをもとに、北信地区の主な高校

の目標ラインをお伝えします。また、最新の高校入試システムについても確認して、受験計画の立案に向けた情報提供を行いま

す。

12/17(土)まで

11/12(土)  ９:３０～１１:３０

会場：長野ターミナル会館４階

合格実績〈学力テスト受験・季節講習のみの受講生は含んでいません

高校入試（令和４年度入試) 計2,571名が合格！

須坂高校７５名長野高校７７名屋代高校８０名上田高校８５名松本深志高校９７名

中野西高校１９名 長野吉田高校６６名 長野西高校４６名 長野東高校２６名 長野商業高校１３名 長野工業高校２０名

長野南高校１２名 市立長野高校１１名 篠ノ井高校４０名 松代高校４名 上田千曲高校９名 上田染谷丘高校６５名

上田東高校３６名 丸子修学館高校５名 小諸高校９名 岩村田高校２９名 野沢北高校２６名 野沢南高校１３名

諏訪清陵高校２３名 諏訪二葉高校２４名 岡谷南高校１２名 松本県ヶ丘高校７３名 松本美須々ヶ丘高校４３名

松本蟻ヶ崎高校６８名 豊科高校１９名 大町岳陽高校１５名 長野工業高等専門学校（国立長野高専）３７名 他多数

中学入試（令和４年度入試)

信大附属長野中学校 ３９名 屋代高校附属中学校 ２３名 佐久長聖中学校 ４１名

信大附属松本中学校 ２６名 長野市立長野中学校 ６名 長野日本大学中学校 １９名 長野清泉女学院中学校 ４名 松本秀峰中学校 １３名 など

冬のＷ割 キャンペーン
ゼミナールご入会と

冬期講習同時お申し込みで入会金無料！講習会特別料金！



次の方は（ ）内の特別料金 ● 信学会ゼミナール生● 信学会個別スクールPASS生

●Ｗ割でご入会の方 ●信学会教室生（英会話・体育教室・ピアノ教室，のびのび教室）

冬期講習 開講日

学年（期間）

１２月 １月

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５

土 日 月 火 水 木 金 土 日 祝 火 水 木

中３ (６日間)
① ② ③ ④

12/31,
1/1は
お休み

⑤ ⑥

中１･２ (６日間) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

小 ６ (４日間) ① ② ③ ④ 英語 英語

小 ５ (４日間) ① ② ③ ④

テーマ別単科講座（前期） テーマ別単科講座（後期）

受講を希望される会場（または信学会関係受付場所）の窓口にて,申込書にご記入いただき,納入金（申

込金と受講料）全額を添えてお申し込みください。窓口へお越しいただくことが困難な場合は,

お電話でご相談ください。

◆申し込み方法◆

下記より１つのみ適用させていただきます。

お申し込みの際にお申し出ください。

次の方は申込金2,000円免除

●学習友の会会員

●信学会幼稚園・保育園の卒園生

●信学会の英会話・体育・ピアノ教室・

のびのび教室の修了生

●３人以上での同時申し込み

各種特典

グループ割引があります。
部活動の仲間やクラスメイトと

ぜひいっしょにお申し込みください。

冬のＷ割 キャンペーン
11月･1２月ご入会の方限定特典

信学会ゼミナールの入会※と冬期講習のお申し込みを同時におこなうと

信学会ゼミナールの入会金無料

冬 期 講 習 料 金 が 特 別 料 金
（中学生10,000円／小学生5,000円）

最大17,000円引き！
たとえば「中３・総合５教科」受講の場合

★ 入会金 10 ,000円OFF

★ 講習料金 7,000円OFF

Google Classroomを使った５教科の「双方向授業」と質問対応に加え,専任チューターが「学習・進路相談」を担当いたします。

〔開講日〕１２／２８，２９，３０ １／２，３，４〔時間〕１１:３０～１６:４０

〔コース〕 中３総合５教科 （応用／標準の２クラスから選択できます）

中３総合５教科「双方向オンライン」コース自宅で信学会の冬期講習を受講しよう！

※冬期講習開講前の授業を１回以上受講することが条件となります

開講コース

学年 コース 時間 内容

中３

総
合
５
教
科

ハイレベル（応用） 8:45～14:20

入試によく出題される重要項目を単元ごとに確実に
理解した上で問題演習を行い，応用力を養います。
☆長野・長野吉田・長野西高校を中心に、公立高校
志望者のための総合指導クラス。
☆基礎から応用まで最後の追い込みに必要な内容を
扱います。

テーマ別単科講座
（オプション講座）

～合格をより確実にするための３日間！！ ～
前期・後期，それぞれ３日間完結の選択式オプション講座です。入試の
頻出分野や弱点単元の克服などテーマを絞って学習します。
☞詳しくは別表をご覧ください。

中２ ３教科（国・数・英） 17:00～19:50

～この冬から“受験生”になる！！～ 都市部の進学校を目指す方
は、今から始めて余裕を持つことが大切。
２学期には，重要な単元をいくつも学習しました。来年の入試に
向けて基礎事項の定着をはかるとともに応用力を養います。

中１ ３教科（国・数・英） 16:00～18:50
「新しい教科書」の難しい内容が全て出題される学年です！
２学期には，重要な単元を学習しました。その内容を復習・理解
し，今後の学習の土台となる基礎力を確かなものにします。

小６ ２教科（国・算） 12:30～14:20
中学進学に向けて、国語は読解力と記述力の強化を図り、算数は
数多くの問題演習を通じて，小学校での学習内容の復習をします。
また、中学の予習内容にも積極的に触れていきます。

小５ ２教科（国・算） 9:00～10:50
２学期までの学習内容の総復習を通じて，３学期に向けての足固
めをします。中学受験を考えている皆さんは受験まで１年を切っ
ています。早めのスタートを切りましょう。

小6
英語 特別講座（２日間４コマ完成） 12:30～14:20

中学進学に向けて、小学校の授業で行われる「聞く・話す」演習
に加え、段階的に「読む・書く」を中心とした指導を行います。

コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

総合５教科 2,000円 33,000円
35,000円

（28,000円）

双方向オンライン 2,000円 31,000円
35,000円
（28,000円）

テーマ別単科講座 １講座（３日間）につき 3,600円

中２ ３教科 2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

中１ ３教科 2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

小６ ２教科（４日間） 2,000円 10,000円
12,000円
（9,600円）

小５ ２教科（４日間） 2,000円 10,000円
12,000円
（9,600円）

小6
英語

２日間４回指導完成 2,000円 ４,500円
6,500円

（4,５00円）

本講座に組み合わせるオプション講座です。この講座のみのご受講はできません。
（受講の際は、申込書の「受講コース・講座」欄に【番号】をご記入ください。）

◆中３テーマ別単科講座◆

時間 前期（12/24･25･29） 後期（12/30, 1/2･3）

14:40
～

15:40
（６０分）

【A1ｰ数】 【B1ｰ英】

長野県高校入試数学
「正答率50％以下」の問題演習

長野県高校入試 総合力アップ！
「長文読解・英作文」の問題演習

ライバルと差がつく難易度の高い問題の得点力をつけるための講
座です。関数や図形を中心とした良問を扱うので、数学が苦手な
方にもおすすめです！

厳選された良問を解くことによって、３日間で見違えるほど読解
力と英作文に自信が持てます。毎回、リスニング指導もおこなっ
ていきます。

15:50
～

16:50
（６０分）

【A2ｰ理】 【B2ｰ理】

計算問題攻略！
「電流・化学・エネルギー」

計算問題攻略！
「地層・地震・天気」

過去に出題された入試から問題を厳選し、入試で差がつく計算・
グラフ問題等を徹底攻略します。
１日目：電流 ２日目：化学変化
３日目：運動とエネルギー

１日目：地震の計算・柱状図の読み取り
２日目：気象観測と湿度
３日目：天気の変化とグラフの読み取り

本番直前！ここで差がつく！
重要ポイントを徹底強化！合格力をさらに鍛える！

仲間と高め合い
競い合う！！

自分の限界を超える, 本気の冬。
【入試に精通した講師陣】と一緒にラストスパートを決めよう


