
◆夏期特別講座　 ※リーフレットに掲載されている本講座と併せて受講してください。特別講座のみを受講することはできません。

中学生
中３ 特別講座 内　　　容 開講会場 日　程 受講料

中野校 7/25,26　17:00 ～21:00

須坂駅前校 7/26,27　16:30～21:00

長野北本校 7/26,27　14:00～17:50

三輪校 7/26,27　17:00～21:00

県庁前校 7/31　　  9:00～17:10

長野駅東口校 7/27,28　15:00～19:10

稲里校 7/26,27　17:00～21:10

篠ノ井駅前校 7/26,27　17:00～21:10

広徳校 7/28,29　17:00～21:10

屋代駅前校 7/29,30　14:00～18:20

夏特
～サマトレ～2022～

夏期講習後半に向けて、国語：古文、数学：作

図、英語：リスニングを集中特訓し、理解度を

高めます。自習室の無料開放＆個別質問時間を

設けて学習相談も実施！

中野校 8/3　13:00～15:50 2,500円

総合テスト攻略！
弱点克服講座

国・数・英・理の中から苦手教科を選んで取れ

る単科講座です。勝負の夏の成果を更に確実に

するための講座です。

須坂駅前校 8/2　14:00～17:50
1講座

800円

総合テスト
直前特訓

総合テスト前の最終講座。５教科の対策問題＋

解説授業＋類題演習で、バッチリ仕上げます！
県庁前校 8/17　13:00～18:00 4,000円

書ける！英作文
 (基礎編)

英作文で得点出来ない、書けても△ばかりで得

点が伸びない受験生のための講座です。
篠ノ井駅前校 8/17　19:10～21:00 1,500円

戸倉校 7/29,30　17:00～21:00

上田駅前校

実力診断ゼミ

7/27,28　16:45～21:00

フォローアップ・自習

7/29～31　13:00～17:00

小諸校 8/17　10:00～15:30

岩村田駅前校 8/17　9:00～15:00

中込駅前校 8/17　8:30～14:00

パワーアップ
講座

長野県入試・総合テストに向け、弱点を克服し

たい単元またはさらに伸ばしたい単元を学習す

るピンポイント講座です。数・英・理・社を各

３講座ずつ設置しており、１講座から選択でき

ます。

穂高校

イオン豊科校
8/17,18,19　11:00～15:10

1講座

800円

穂高校 8/17,18,19　9:50～10:50

イオン豊科校 8/17,18,19　15:30～16:30

松本駅前校 7/24　9:00～16:00

南松本校 7/24　9:00～16:00

塩尻えんぱーく前校 7/28　9:00～16:00

松本駅前校
8/17　16:00～18:50

8/18　16:00～18:50

南松本校
8/17　13:00～21:30

8/18　18:00～19:50

松本深志or松本県ヶ丘
トップ校特化講座

松本深志・県ヶ丘などのトップ校合格のため、

数学・英語といった差がつきやすい教科に絞っ

て、応用力の高め方を伝授します。深志特化か

県ヶ丘特化か選んで受講できます。

塩尻えんぱーく前校
7/27　9:30～14:50

7/29　9:30～14:50

1講座

1,000円

岡谷銀座校 7/28　9:00～16:00

茅野駅前校 7/24　14:00～21:00

清陵＆二葉
トップ校特化講座

諏訪清陵・二葉などの上位校合格のために、数

学の図形、英語の長文などの差がつきやすい分

野を２教科４講座の中から選んで受講できま

す。

岡谷銀座校 7/26,27　17:20～19:30
1講座

900円

総合テスト直前
実践講座

過去の入試・総合テストで出題頻度が高かっ

た、実践的な問題の演習を行います。４教科

（数・英・理・社）８講座（応用・基礎）の中

から選んで受講できます。

岡谷銀座校 8/17　16:00～19:50
1講座

800円

理科社会
対策講座

理科・社会の苦手な人が多い分野を、短期間で

集中して問題演習する講座です。
上越高田本校 7/31　15:30～18:15 2,250円

松本深志や松本県ヶ丘など、地域トップ校合格

に必要な応用力の向上や、２学期からの総合テ

スト対策として、数学は関数の利用（応用）問

題、英語は長文読解問題に取り組みます。

弱点発見ゼミ

「５教科の実力診断問題」を解き、自分の弱点

を知り、この夏の学習対策を練る講座です。最

後におこなうガイダンスでは、夏休みの学習方

法や総合テストなどについての説明もします。

パワーアップ
講座

長野県入試・総合テストに向け、弱点単元また

は強化単元を学習するピンポイント講座です。

自由に講座を選択して受講できます。

総合テスト攻略！
弱点診断ゼミ!!

２学期から始まる「総合テスト」に向け、過去

の総合テストで出題頻度が高かった問題に挑戦

し、『領域別理解度チェックシート』を用い

て、各教科の苦手分野を確認するための講座で

す。この夏、何を重点的に学習するのか、しっ

かりと目的意識を持って夏期講習に参加するこ

とができます。

6,000円

総合テスト攻略！
「夏の弱点克服

プログラム」

２学期から始まる総合テストに向けて、５教科

の領域別問題を解き自分の弱点を見つけ、解説

授業を行います。さらに、夏期講習の授業が始

まる前の期間でテストの個人成績票を元に面談

を行い、専用自習室も開室します。講習前に苦

手分野を明確にすることで、目的意識をもって

夏期講習に臨むためのプログラムです。

総合テスト
直前特訓

事前にお渡しする「総合テスト対策問題」を解

いて、夏休み明けの本番に向けた最終チェック

を行います。

6,000円

4,000円

5,000円
夏の強化分野

発見講座

夏休みを有効活用するため、夏期講習前に自分

の得意・苦手分野を発見し、この夏の学習対策

を練る講座です。5教科のテストを解き、解説授

業をおこないます。

1講座

1,000円

5,000円

1講座

1,000円

深志＆県ヶ丘への
数学/英語



中２ 特別講座 内　　　容 開講会場 日　程 受講料

夏特
～サマトレ～2022～

夏期講習中日に、国語・理科・社会でテスト頻

出の記述式問題を中心に特訓し、得意分野を増

やしましょう。

自習室を無料開放しますので、学校の宿題など

質問対応も万全！

中野校 8/3　13:00～15:50 2,500円

夏の理社
集中特訓講座

夏期講習では扱わない理社の特訓講座です。理

科は計算問題攻略。社会は世界の地理と歴史

（平安時代～室町時代）を扱います。

須坂駅前校
社会　7/26　17：20～21：10

理科　7/27　17：20～21：10

1教科

2,600円

夏の理社400分特訓
個人の定着度に合わせカリキュラムを作成し、

「eトレ」により、個人のペースで学習を進めて

いきます。

岩村田駅前校
小諸校

8/5,6,8,9,10　15:50～17:20 6,300円

理科社会
対策講座

夏期講習で扱わない理科・社会を復習する講座

です。中２の１学期までに学習した内容で、特

に苦手とする人が多い分野に絞っておこないま

す。

上越高田本校 8/11　17:30～20:10 2,250円

中１特別講座 内　　　容 開講会場 日　程 受講料

夏特
～サマトレ～2022～

夏期講習中日に、国語・理科・社会でテスト頻

出の記述式問題を中心に特訓し、得意分野を増

やしましょう。

自習室を無料開放しますので、学校の宿題など

質問対応も万全！

中野校 8/3　13:00～15:50 2,500円

理科社会
対策講座

夏期講習で扱わない理科・社会を復習する講座

です。中１の１学期までに学習した内容で、特

に苦手とする人が多い分野に絞っておこないま

す。

県庁前校 8/3,4　14:00～17:50 5,000円

夏の理社400分特訓
個人の定着度に合わせカリキュラムを作成し、

「eトレ」により、個人のペースで学習を進めて

いきます。

岩村田駅前校
小諸校

8/5,6,8,9,10　15:50～17:20 6,300円

理科社会
対策講座

夏期講習で扱わない理科・社会を復習する講座

です。中１の１学期までに学習した内容で、特

に苦手とする人が多い分野に絞っておこないま

す。

上越高田本校 8/10　17:30～20:10 2,250円



小学生 ※特別講座のみで受講できない講座もあります。

本コースと併願 特別講座のみ受講

Summer English

既習範囲と１学期に習った新しい英語を総復

習。ノート指導から英語４技能(書・聞・話・読)

まで楽しく学びます。英語クイズもお楽しみに

♪

中野校 7/27,28　17:00～18:50 3,500円 5,000円

夏の合格ゼミ

中学受験を目指す６年生，必修ゼミ！

①算数　重要単元の確認＆テスト(解説付）

②論述問題強化　作文の書き方講座＆個別添削

指導

③受験対策に加え，夏休み中の学習計画表を作

成

中野校 7/25,26　17:00～19:10 4,000円

夏の特別Lesson
～英語～

さらに難しい内容になっていく2学期に備え、１

学期までに学習した内容について、２日間の短

期集中で復習する講座です。この講座を通じ

て、「読む」「書く」に挑戦し、クラスの友だ

ちに差をつけましょう。

須坂駅前校 7/26,27　14:00～15:50 3,500円 5,000円

夏の特別講座
～国語・算数～

7/26

国語「作文の書き方、添削徹底指導」

7/27

算数「平均、割合・図形分野総復習」

中学入試で差がつく分野に挑戦します。苦手な

人も多い作文も一人一人添削指導をします。

須坂駅前校 7/26,27　13:00～16:00 4,500円 6,000円

合格に近づくための
算数・作文講座

入試本番で差がつきやすい算数で、出題頻度の

高い、割合、速さ、規則性や図形などの問題に

ついて、解法のコツを伝授します。また、多く

の中学入試で出題される「作文」を、テーマに

沿いながら実際に書いた上で、書き方のポイン

トを個々に添削指導していきます。

長野北本校 7/28    14:00～17:50 3,000円 4,500円

小6英語復習講座
内容が難しくなる2学期に備え、６年１学期まで

の学習内容を復習する講座です。中学進学後ま

で見据えた指導を行います。

三輪校 8/10,11    14:40～16:30 3,500円 5,000円

合格へ近づく！
作文･面接講座

中学受験をする皆さんを対象とした作文･面接の

攻略講座です。作文の授業では一人一人に個別

の添削指導も行います。

篠ノ井駅前校 8/17　14:00～15:50 1,500円

この夏差をつける！
算数・作文講座

中学受験をする皆さんを対象に、算数は入試で

差がつきやすい図形・割合などを総復習し、作

文は一人一人の添削指導を行う講座です。

屋代駅前校 8/12　9:00～12:50 3,000円

中学入試へ一直線！
理科・社会

理科と社会の知識を深め、応用問題を解くこと

で、教科横断型の適性検査対策への受験対応力

をつけていきます。

上田駅前校
7/28,29　13:00～14:50

7/30           8:30～12:20
8,000円

小6算数過去問チャレンジ
過去問題には解答はありますが、解説がありま

せん。そんな過去問題を解きながら丁寧に解説

します。

長聖ゼミ
※本講座授業日と同じ

時間：17:40～18:30
6,000円

小６　作文・面接対策講座
適性型入試で行われる作文と面接について対策

する講座です。
長聖ゼミ 7/27,28,29　14:00～15:50 4500円

小６　速さ・割合対策講座
中学受験における代表的な速さや割合の問題を

集中的に解く講座です。
長聖ゼミ 7/27,28,29　16:00～17:50 4,500円

松本駅前校
※本講座授業日と同じ

時間：13:50～14:40
6,000円

塩尻えんぱーく前校 7/27,28,29　15:30～17:20 4,500円

岡谷銀座校
7/26,27,  8/1,2,3

15:10～16:00 4,300円 6,200円

茅野駅前校 7/26,27,28　15:50～16:40 2,800円 3,900円

理科社会
対策講座

上越教育大附属中を志望する生徒を対象に、自

分では仕上げにくい理科・社会を、短期間で集

中して問題演習する講座です。

上越高田本校 8/6　14:30～17:10 2,250円

実力UP!夏教室

前半：学校の夏休みの宿題に取り組みます。分

からない問題は質問することができます。

後半：わからないところに戻って信学会プリン

トで苦手を克服します。

小諸校 7/23,30　9:30～12:30
【一般生】

4,700円

【信学会生】

3,200円

信大附属中・松本秀峰中を志望する皆さんを対

象に、難しい算数の問題を解き、思考力を養

い、実戦力を磨いていく講座です。
応用算数講座

小６ 特別講座 内　　　容 開講会場 日　程
受講料

小学生英語
夏の特別講座

英語を「書く」ことに特化した特別講座です。

中学校での英語学習につながる、アルファベッ

トや英文を正しく書く力を養います。１学期ま

での学習内容の復習をするので、初心者のみな

さんも大歓迎です。

内容：単語・自己紹介の文など



本コースと併願 特別講座のみ受講

Summer English

既習範囲と１学期に習った新しい英語を総復

習。ノート指導から英語４技能(書・聞・話・読)

まで楽しく学びます。英語クイズもお楽しみに

♪

中野校 7/27,28　17:00～18:50 3,500円 5,000円

夏の特別Lesson

～英語～

さらに難しい内容になっていく２学期に備え、

１学期までに学習した内容について、２日間の

短期集中で復習する講座です。この講座を通じ

て、「読む」「書く」に挑戦し、クラスの友だ

ちに差をつけましょう。

須坂駅前校 7/26,27　14:00～15:50 3,500円 5,000円

小５英語復習講座
英語を「書く」ことを重点化した特別講座で

す。中学校での英語学習につながる、アルファ

ベットや英文を正しく書く力を養います。

三輪校 8/10,11    10:00～11:50 3,500円 5,000円

夏から得意になる！
理科・社会

理科と社会の知識を深め、基礎から応用問題を

解くことで、教科横断型の適性検査対策への対

応力をつけていきます。

上田駅前校

7/28,29　  13:00〜14:50

7/30             8:30～12:20 8,000円

小5
「書いて覚える小学英語」

教科化された小学校英語の既習範囲を「読み・

書き」を中心に演習します。
長聖ゼミ 8/9,10,11　10:00～11:50 5,000円 7,250円

岡谷銀座校

7/26,27, 8/1,2,3

11:20～12:10 4300円 6,200円

茅野駅前校
8/3,4,5

15:50～16:40
2,800円 3,900円

適性検査対策講座

諏訪清陵附属中で課される適性検査型入試の対

策コースです。適性検査の問題演習を通じて

「読む力」「考える力」「説明する力」を養い

ます。

塩尻えんぱーく前校
※本講座授業日と同じ

時間：9:30～10:20
4,000円

実力UP!夏教室

前半：学校の夏休みの宿題に取り組みます。分

からない問題は質問することができます。

後半：わからないところに戻って信学会プリン

トで苦手を克服します。

小諸校 7/23,30　9:30～12:30
【一般生】

4,700円

【信学会生】

3,200円

本コースと併願 特別講座のみ受講

Summer English

既習範囲と１学期に習った新しい英語を総復習。

ノート指導から英語４技能(書・聞・話・読)まで楽

しく学びます。英語クイズもお楽しみに♪ 英語学習

がはじめての４年生も受講できます。

中野校 7/27,28　17:00～18:50 5,000円

実力UP!夏教室

前半：学校の夏休みの宿題に取り組みます。分

からない問題は質問することができます。

後半：わからないところに戻って信学会プリン

トで苦手を克服します。

小諸校 7/23,30　9:30～12:30
【一般生】

4,700円

【信学会生】

3,200円

小３生　国算
夏の特別講座

１学期までに習った内容を総復習。国語は長文

問題を解きながら問題文の読み方を伝授しま

す。また、算数では計算問題だけでなく、文章

問題の解き方考え方を伝授します。

県庁前校 7/27,8/3,10　16:00～17:30 6,000円

内　　　容 開講会場 日　程
受講料

小５ 特別講座 内　　　容 開講会場 日　程
受講料

小学生英語
夏の特別講座

英語を「書く」ことに特化した特別講座です。

中学校での英語学習につながる、アルファベッ

トや英文を正しく書く力を養います。１学期ま

での学習内容の復習をするので、初心者のみな

さんも大歓迎です。

内容：アルファベット・英語の文の書き方など

小４ 特別講座

小３ 特別講座 内　　　容 開講会場 日　程 受講料


