
中 野 校

☎ 0269-26-1855
〒383-0013 中野市中野1601
火曜～土曜 13:30～19:00

春期講習
仮申込はこちら

春期講習もしくは新年度初回授業料５,０００円引き
新中３最大２,１２００円引き！2／28(火)までにお申し込みください

中野市内在住の全小中学生対象

中野市はじめの一歩推進事業

https://forms.gle/fR7EmYqiUPgYaJQdA
https://forms.gle/fR7EmYqiUPgYaJQdA
https://forms.gle/Qq3sVA1CYrFJX4nx8


開講日

学年(期間)

３月

18 19 20 21 22 23 24 25 26

土 日 月 火 水 木 金 土 日

新中３
新中１・２
新小５・６

① ② ③ 休 ④ ⑤ 休
⑥
スター
トテス
ト

予備日

小学生
英語

春休みの過ごし方が新年度を変える

重要単元の総復習＆新学期スタートテストで成果を確認！！
※①～⑥は開講日を示します。最終日（⑥）は「新学期スタートテスト」を実施します。

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） 14:00～19:15

既習範囲の復習を行い, 4月の復習
テストに備えます。

部活動や習い事で忙しい新３年生が
受講しやすい午後開講！

スタンダード
（基礎～標準） 14:00～19:15

３教科
（国・数・英）

ハイレベル
（応用） 16:10～19:15

スタンダード
（基礎～標準） 16:10～19:15

理・社 14:00～15:50
点差がひらく理科・社会を集中して学習
したい新３年生にオススメ！

新中２

５教科 （国・数・社・理・英） 14:00～19:15 難易度が高まる2年生の学習に備え総
復習します。
各教科の重要事項を中心に整理をしま
しょう。
部活で忙しい新２年生が受講しやすい午
後開講！

３教科 （国・数・英） 16:10～19:15

理・社 14:00～15:50

新中１
中学準備
◎１教科から
選択受講可能

国語 10:00～10:50
小学校で学んだ内容を総復習し、講習会
後半は, 中学校の学習内容を先取りしな
がら４月からの学習に備えます。

数学 11:00～11:50

英語 12:00～12:50

新小６

信大附属中

長野日大中対策４教科
（国・算・理・社）

13:00～17:00

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ま
す。
春休みに学習習慣の定着を！

２教科 （国・算） 14:00～15:50
小５までの学習内容の総まとめをおこな
い, 新学期からの成績アップを目指しま
す。

新小５ ２教科 （国・算） 10:00～11:50
基本計算や常用漢字からむずかしくなる
文章問題にも挑戦します。

小学生 英語 3/26(日) 10:00～11:３0
アルファベットの読み書きから始めます
ので、英語学習がはじめての新５年生や
低学年生も受講できます。



各 種 特 典

次の方は（ ）内の特別料金

●中野校生

● 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）

※下記より１つのみ適用

次の方は申込金2,000円免除

●過去講習会受講生 ※会員証提示

●中野校生の紹介者

●信学会幼保・中野中央幼稚園卒園生

●過去ゼミナール在籍生の弟妹生

●３人以上同時申し込み

●春の各種ベント参加者(裏面参照)

●コープ会員 ※会員証提示

◆申し込み方法◆

中野市

はじめの一歩推進事業

中野市内在住の全小中学生

春期講習もしくは新年度

初回授業料

５,000円引き

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５教科の「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)

〔コース・時間〕 ５教科（国数英理社） 1３:２0～1８:４0

3教科(国数 英) 1５:２0～1８:４0

理社 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

信大附属中
長野日大中対策
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５ ２教科 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

小学生 英語
一般生単願 2,500円

一般生併願/ゼミ生 1,800円

中野市HP
事業詳細は
こちら↓

【申し込み前の確認】
・開講学年と受講コース・クラス(新中３生)をお確かめください。
・中野校の窓口に申込書と納入金を添えてお申し込みください。
・事前にFAXで仮申し込みをされる場合は, 後日, お手続きの日時をご連絡いたします。
・双方向オンラインコース（新中３生のみ）は, 申込書を中野校の窓口へご提出いただくかFAXにて
申込書を送信してください。※氏名・電話番号を必ず明記してください。

【仮申し込みフォーム】
・会場には定員がございますので, お早めにお申込みください。
・すぐに校舎でお申込ができない場合は, 表面QRコードより仮申込が可能です。仮申込を確認後, 
中野校☎(26－1855)よりお手続きの日時をご連絡いたします。

http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2022102300015/
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2022102300015/
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2022102300015/
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2022102300015/


信学会のコロナウイルス感染症対策について
中野校は「長野県新型コロナ対策推進宣言の店」に登録しております。

校舎清掃・消毒

全階にアルコール消毒・石け

んを設置，校舎内を適宜除菌

しています。

換気

授業の前後・授業中の換気を

おこなっています。

適切な座席配置

３つの密（密閉・密集・密

接）を避け，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。

換気

授業の前後・授業中の換気を

おこなっています。

適切な座席配置

３つの密（密閉・密集・密

接）を避け，座席間隔を十分

にとっています。

信学会ゼミナール入試合格実績
※学力テスト受験者, 季節講習会のみの受講生は含みません

長野77名 須坂75名 長野吉田66名
中野西・飯山29名 長野西46名 長野高専37名など全県多数

信大附属中 小５から在籍の中野校生全員合格達成

中野校の高校入試合格実績

新学期応援キャンペーン
新年度準備＆塾探しに！

春の各種イベント
参加者様へ春期講習の申込金(2,000円)無料券を差し上げます

２月１８日(土) 新中１親子対象 中学準備説明会 18:00～19:00

～いよいよ中学生！ ４月からの新生活で何が変わるの？～

２月２５日(土) 小学生親子対象 中学受験説明会 10:00～11:00

～入試結果のご報告と中野校の指導方針をお伝えします～

３月１１日(土) 新中３対象 プレ土曜特訓体験会 13：00～15：00

～中３ゼロ学期始動！ 無料体験授業＋受験生になるための心構え～

新小６対象 中学受験科先行開講
３月４日(土)・１１日(土) 理科・社会 詳細はお問い合わせください。

～差が出る理科・社会！ 受験に向けてスタートダッシュで差をつけよう～

◎事前にお電話でお申し込みください
信学会中野校HP随時更新♪

３月７日(火)～３月１７日(金)
期間中は無料で２週間体験ができます。
※各学年の時間割を中野校のホームページまたは☎(26－1855)でご確認のうえ、事前申し込みが必要です。

無料体験
申し込みはコチラ⇒

https://s01.shingakukai.or.jp/
https://forms.gle/WF5nY4i2i1S1LkZx9
https://forms.gle/WF5nY4i2i1S1LkZx9
https://forms.gle/S3yfY1oKEpuRVbdC9

