
春期講習
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圧倒的な合格実績！受験の信学会！
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この春の過ごし方が今後を大きく変える

自宅で信学会の春期講習を受講しよう！ 新中３「双方向オンライン」コース
Google Classroomを使った「双方向授業」と質問対応，「学習・進路相談」を信学会講師が行います。

〔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) 〔クラス〕 応用 ・ 標準

〔コース・時間〕 ５教科（国数社理英） 13:20～18:40 ・ 3教科(国数英) 15:20～18:40 ・ 理社のみ 13:20～15:30

開講コース

コース
時間

内容
松本駅前校 南松本校

新中３

５教科
（国・数・社・理・英）

ハイレベル
（応用）

15:00～20:20 15:20～20:40
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］
基礎知識を定着させ，応用問題にも取り組みます。
［スタンダード］
要点を整理し，基礎知識をしっかり身に付けます。

スタンダード
（基礎～標準）

15:00～20:20 15:20～20:40

３教科
（国・数・英）

ハイレベル
（応用）

17:00～20:20 17:30～20:40

スタンダード
（基礎～標準）

17:00～20:20 17:30～20:40

理社 15:00～17:00 15:20～17:10 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） 15:00～20:20 15:20～20:40
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。
理社コースでは，理科・社会を集中して学習したい皆
さん対象に，重要事項の復習をおこないます。

３教科 （国・数・英） 17:00～20:20 17:30～20:40

理社 15:00～17:00 15:20～17:10

新中１
中学準備
◎教科を選択して
受講できます

英語 9:20～10:10 10:00～10:50

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 10:20～11:10 11:00～11:50

国語 11:20～12:10 12:00～12:50

新小６

信大附属中・松本秀峰中 対策コース
（国・算・理・社）

9:00～13:50 9:40～14:20 中学受験を視野に，４教科の基本問題から応用問題
まで数多くの問題に挑戦し，学力アップをはかります。

２教科 （国・算） 9:00～11:20 9:40～11:50 小５までの学習内容の総まとめと小６内容の予習を
おこない，新学期からの成績アップを目指します。

新小５

信大附属中・松本秀峰中 対策コース
（国・算・理・社）

9:00～13:50 中学受験を視野に，４教科の基本問題から応用問題
まで数多くの問題に挑戦し，学力アップをはかります。

２教科 （国・算） 9:00～11:20 9:40～11:50 小４までの学習内容の総まとめと小５内容の予習を
おこない，新学期からの成績アップを目指します。

新小４ ２教科 （国・算） 9:00～11:20 9:40～11:50
小３までの学習内容を復習します。基礎問題を中心に
取り組みながら，学習習慣の定着や思考力の向上を
はかります。

重要単元の効果的な総復習＆スタートテストで成果を確認！



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

● 信学会修了生（英会話・体育教室・

ピアノ教室・のびのび教室）

● ３人以上での同時申し込み

● イベント参加者

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）

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，申込書をご記入いただき，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。また，ネットからの仮申込で座席の確保もできます。

◆申し込み方法 ◆

①～⑤は授業日を示します。「テスト」は「新学期スタートテスト」を実施します。「補講」は講習中，やむをえず欠席してしまった日の

分の授業の補講を行います。「予備日」は「新学期スタートテストの予備日」です。登校日などと重なる場合，予備日に振り替えてテ

ストが受けられます。答案返却時には，結果を踏まえて，一人ひとりにこれからの学習アドバイスをします。

開講日

校舎 学年

３月

２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

水 木 金 土 日 月 火 水 木

松本駅前校

新中３～新小５ ① ② ③ ④ ⑤ テスト 予備日 補講

新小４ ① ② ③ 補講 テスト 予備日

南松本校

新中３～新小５ ① ② ③ ④ ⑤ テスト 予備日

新小４ ① ② ③ テスト 予備日

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。

コース 申込金 受講料 納入金合計

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
理社双方向ｵﾝﾗｲﾝ

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
新小５

信大附属中・松本秀峰中
対策コース〔４教科〕

2,000円 22,000円 24,000円
（19,200円）

２教科 2,000円 14,000円 16,000円
（12,800円）

新小４ ２教科 2,000円 8,000円 10,000円
（7,500円）

帰省などで校舎に来られない場合，全学年，自宅からオンラインでの受講もできます！

講習期間中，

毎日自習室使えます！

質問も大歓迎です。



すぐにお申込ができない方は，ネットで

「春期講習の仮申込」（２４時間受付）が
できます ！詳細はこちらをクリック！

通常授業のご案内
中学部

中１･２･３ ５教科土曜特訓コース 万全の受験対策を!

総合テストと高校入試に向けて，中１～３までの５教科全範囲を
単元ごとに要点を整理しながら復習し，弱点の克服と応用力の養
成をおこないます。

中１･２･３ 英数マスターコース 予習・学校テスト対策に!

教科書完全対応。中学校の学習内容を確実に理解し定着を図りま
す。定期テストの得点アップを目指します。基礎を確実に固め，
さらに応用力も養います。

小学部

小４･５･６ 中学受験〔４教科〕コース

信大附属松本中や松本秀峰中などへの合格を目標に応用力を養成
していきます。「中学受験はしないけれど応用力をつけたい」と
いう皆さんも一緒に学習できます。

小５･６ 国算マスターコース

教科書完全対応。学校の教科書内容に基づいて，学習内容の完全
理解を目指します。解ける喜びを学習の向上心につなげ，応用問
題にも取り組める力を養います。

小１～中２ 英語４技能コース

iPadを使用した外国人講師とマンツーマンの英語レッスンで
Listening(聞く)とSpeaking(話す)を，学習アプリでReading(読
む)を学び，Writing(書く)は生徒一人ひとりへのノート指導で学
習します。

小６ 信大附属中・松本秀峰中入試対策コース

志望校の出題傾向に合わせた予想問題への挑戦はもちろん，面接
や作文，傾聴テストの対策を行っていきます。それぞれの中学へ
合格者を確実に送ってきた信学会だからできるオリジナルの対策
授業です。

よろこびの声 松本県ヶ丘高校合格 Ｋさん

土特と平日の数英の授業をとっていました。土特は，人数

が多かったのですが，質問しにくいというわけではなく，

しっかり分かるまで教えてくださったため，内容をしっか

り理解することができたので，とても良かったです。平日

の授業では，土特より，より深く問題について考えること

ができ，自分の得意な問題・不得意な問題を知れて勉強の

参考となり，とても良かったです。授業の雰囲気はすごく

かたい，というわけでもないので，勉強があまり好きでは

ない人でも楽しく学べると思います。

松本深志高校合格 Ｍくん

先生方の授業は，とても分かりやすく，質問にも丁寧に答

えてくださり，とてもうれしかったです。自習室もとても使

いやすく，すぐに質問できたり，先生方が声をかけてくだ

さったりして，励みになりました。授業では，受検に役立つ

知識はもちろん，今まで知らなかった雑学も教えていただ

き，楽しかったです。今までありがとうございました。

◆会場および受付場所 ◆

春の入会 キャンペーン
春期講習を受講したあと，

４月末までに信学会ゼミナールへ入会すると

信学会ゼミナールの入会金無料
（中学生10,000円／小学生5,000円）

※４月分または５月分の授業料を納入することが条件となります。

無料体験のお申し込みは
こちらをクリック

松本駅前校 南松本校

新学期は４月６日（木）開始

新学期生 受付中！

はじめるなら今！

https://forms.gle/8GPLZdL8Dg4dna526
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfw-9UGlzy3csjy-pNgg1VgvQbA5ww00kP4WccKA9GDTzChg/viewform
https://forms.gle/txEf7ezCxRauWjTX9

