
長 野 駅 東 口 校

全学年安心サポート！
①「対面受講」と「オンライン受講」は日によって選択OK！

※追加料金はありません。 ※iPadと業務用マイクを使用しているので画質＆音質は高品質です！

② 欠席した場合は個別補習を実施！

※詳しくはこのリーフレットをご確認ください。



※①～⑥は開講日で、⑥は「新学期スタートテスト」を実施します。 ※「欠席補習」では、欠席した分の内容を個別フォローします。

開講コース

コース 時間 内容

新中３

５教科
（国・数・社・理・英）

ハイレベル
（応用） 15:40～21:10 ５教科コース・３教科コースともに既習範囲の復習を

おこないます。３教科コースは、部活動などで忙しい皆さん
も受講できるように夕方から開始します。

［ハイレベル（目安）］
長野・屋代・長野吉田・須坂・長野高専・長野西など
定期テストで総合４００点以上が望ましいです。

［スタンダード（目安）］
長野東・篠ノ井・市立長野・長野商業・長野工業など

スタンダード
（基礎～標準） 15:40～21:10

３教科
（国・数・英）

ハイレベル
（応用） 18:00～21:10

スタンダード
（基礎～標準） 18:00～21:10

理社 15:40～17:30
理科・社会を集中して学習したい皆さんを対象に、重要事項
の復習をおこないます。

新中２

５教科 （国・数・社・理・英） 15:40～21:10 中２の学習にスムーズに移行できるよう、各教科の重要事
項を整理し、復習します。
３教科コースは部活動などで忙しい皆さんも受講できるよ
うに夕方から開始します。３教科 （国・数・英） 18:00～21:10

理社 15:40～17:30
理科・社会を集中して学習したい皆さんを対象に、重要事項
の復習をおこないます。

新中１
中学準備

◎教科を選択して
受講できます

国語 13:40～14:30

小学校で学んだ内容の復習をします。また、中学校の学習
内容も先取りし、中１の学習へスムーズに移行できるように
します。

数学 14:40～15:30

英語 15:40～16:30

新小６

中学受験対策【４教科】（国・算・理・社） 9:00～13:10
信大附属中・長野日大中・清泉女学院中・文化学園長野中の
４教科入試の合格に向けて、標準～応用内容を学習します。
中学受験を検討していない場合でも、公立中学校進学に向
けた効果的なカリキュラムになっております。
屋代附属中・市立長野中の適性検査入試を検討している場
合、２教科（国・算）でご受講いただくか、ゼミナール県庁前
校または長野北本校で【適性検査】コースをお申し込みくだ
さい。

中学受験対策【２教科】 （国・算） 11:10～13:10

新小５ 中学受験対策【２教科】 （国・算） 11:10～13:10
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|

新中３

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
欠席
補習

この春の過ごし方が今後を大きく変える

重要単元の効率的な総復習

＆スタートテストで成果確認

学年を振り返って、苦手を感じて

いる単元はありませんか。

春期講習でしっかり復習を

して自信をつけよう！

自宅でも春期講習を受講できます！新中３「双方向オンライン」コース

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〕 ３/2１～2４、2７・2８ (授業5日間＋自宅でのスタートテスト受験)

〔コース・時間〕 ５教科（国数英理社） 1３:２0～1８:４0

3教科(国 数 英) 1３:２0～1５:３0

「応用」「標準」の２クラスから

選択できます



コース 申込金 受講料 納入金

新中３

５教科
５教科双方向ｵﾝﾗｲﾝ
（ハイレベル・スタンダード）

2,000円 2９,000円
３１,000円
（２４,８００円）

３教科
３教科双方向ｵﾝﾗｲﾝ
（ハイレベル・スタンダード）

2,000円 ２０,000円
2２,000円
（1７,６00円）

理社 2,000円 1６,000円
1８,000円
（1４,４00円）

新中２

５教科 2,000円 2７,000円
2９,000円
（2３,２00円）

３教科 2,000円 18,000円
20,000円
（16,000円）

理社 ２,０００円 １４,０００円
16,000円
（12,800円）

新中１

１教科 2,000円 7,000円
9,000円
（7,200円）

２教科 2,000円 13,000円
1５,000円
（12,000円）

３教科 2,000円 18,000円
20,000円
（16,000円）

新小６

中学受験対策【４教科】 2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

中学受験対策【２教科】 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

新小５ 中学受験対策【２教科】 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

各 種 特 典

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人以上でのグループ申し込み

●春の期間限定イベント参加者（裏面）

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

● 信学会教室生（英会話・体育教室・

ピアノ教室，のびのび教室）

●３月11日（土）までにご入塾の生徒

受講を希望される会場の窓口にて、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（026-228-1288）にてご相談いた

だくか、下記の「春期講習仮申込システム」をご利用ください！

◆申し込み方法◆

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！

春期講習仮申込みシステム

QRコードをスマートフォンでクリックすると申込フォームに進みます（２４時間受付）。
仮申込み後、職員からお電話を差し上げて、校舎にて正規申込みがスムーズに
できる日時を相談のうえ決定します。
すぐに来校できない場合に、大変便利なシステムです！

※仮申込みから３日以上経っても校舎から電話が来ない場合、電話番号の誤記入が考えられます。
お手数ですが、校舎間でお電話（026-228-1288）までください。

令和４年度高校入試合格実績

長野高校 ７７名 長野吉田高校 ６６名 屋代高校 ８０名 須坂高校 ７５名

長野西高校 ４６名 長野高専 ３７名 篠ノ井高校 ４０名 松本深志高校 ９７名 上田高校 ８５名

長野商業高校 ２０名 長野工業高校 １３名 長野東高校 ２６名 長野日大高校 １４５名 など

令和５年度高校入試合格実績（2023年12月29日時点）

信大附属中 ３４名 屋代附属中 １４名 長野日大中 １５名 佐久長聖中 ４０名

長野駅東口校 過去３年実績 信大附属中合格率７５％以上！ 長野日大中・市立長野中・佐久長聖中合格率１００％！

クリック！

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_XiPE_X80j30k-ZnXMLVhdjQR4eqej5mk2Z3EYR9Iy_CrXw/closedform


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、授業の前後や

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。

〈校舎地図〉

〈住所〉〒380-0921 長野市栗田653-46

〈受付〉火曜～金曜 13:30～19:00

土曜 11:00～15:00

〈電話〉026-228-1288 ※つながりにくい場合、留守番電話をご利用ください。

長野駅東口校

会場および受付場所

〈校舎駐車場〉

〇１階ロビー （ここで質問対応・自主学習も可能です） 〇教室 （教室数は５つで、定員は２０～24名としております）

春の期間限定イベントのご案内
参加者には春期講習申込金(2,000円)全額免除チケットをプレゼント！

〇２週間体験授業キャンペーン （新小５～新中３）

対象学年の通常授業を各２回(２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、 長野駅東口校HPの『通常授業のご案

内』 をご覧ください。信学会に興味のある方、塾を検討している方はぜひ体験してみてください！

〇５教科土曜特訓体験会 （新中３）

信学会ゼミナールで最も受講生の多い、中学３年生対象の高校入試対策講座「５教科土曜特訓」。

この体験会では２教科の授業（復習形式）を行い、受験勉強の心構えについてもお伝えします！

３/４（土） ・・・ 英語・理科の体験授業 ＋ 受験勉強心得ガイダンス

３/11（土）・・・ 数学・社会の体験授業 ＋ 受験勉強心得ガイダンス

※この体験会は一昨年度は満席となっております。定員の関係で、どちらかの日程でしか参加できません。

3/7(火)～

３/4(土) or 3/11(土）

15:00～17:30

●詳細はこちら●

無料

その他、４月に「高校入試情報オンライン説明会（新中３）」「中学入試コース説明会（新小５･６）」

を実施予定です！ 準備が整い次第、校舎ホームページで公表しますのでご確認ください！

塾生 及び 春期講習受講者には優先的にご案内します！

クリック！

クリック！

https://s06.shingakukai.or.jp/wp-content/uploads/sites/56/2022/02/tyuusyajo.pdf
https://s06.shingakukai.or.jp/wp-content/uploads/sites/56/2021/04/%E5%9C%9F%E6%9B%9C%E7%89%B9%E8%A8%93%E4%BD%93%E9%A8%93%E4%BC%9A%EF%BC%88HP%EF%BC%89.pdf

