
長野駅東口校

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申込みを同時におこなうと

入会金全額免除 ＆ 冬期講習割引料金 のダブル特典があります！

中３

受講生

信学会オリジナル

合格マニュアル

プレゼント！

「対面受講」と「オンライン受講」

日によって自由に選択できます！

小５～中３

受講生



真冬の な講習会。 きく わるチャンス！

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 １０

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 火

中３総合５教科

〈５０分授業 - ６日間〉

① ② ③ ④ ⑤ ➅

中３双方向オンライン

〈５０分授業 - ６日間〉

① ② ③ ④ ⑤ ➅

中１･２

〈６０分授業 - ５日間〉

① ② ③ ④ ⑤

小５

〈５０分授業 - ４日間〉

① ② ③ ④

テーマ別単科講座（前期）

開講コース

コース 時間 内容

中３

総合５教科

アカデミー
（応用・発展）

9:00～14:30

応用･発展レベルの総合問題を数多く解きます。自主学習で

は習得しづらい知識･テクニックを最終確認します。

〈目安〉長野・屋代・長野吉田(上位)・須坂(上位)・長野高専(上位) など

ハイレベル
（標準・応用）

重要項目を、単元ごとに確認して問題演習を行います。得点

すべき問題で確実に得点する力を養い、実践力を高めます。

〈目安〉長野吉田・長野西・長野高専・須坂・篠ノ井(上位) など

スタンダード
（基礎・標準）

各教科で「絶対に必要な知識」のみ確認します。最重要項目

のみに絞ったカリキュラムとなっております。

〈目安〉長野東・篠ノ井・市立長野・長野商業・長野工業 など

総合５教科
双方向オンライン

応用
※総合５教科の

アカデミー ＋ ハイレベル

に相当

11:00～16:40

Google Classroomを用いて様々なレベルの問題を解き、実践

力を高めます。専任チューターが進路相談も担当します。

〈目安〉長野・屋代・長野吉田・長野西・須坂・長野高専 など

標準
※総合５教科の

ハイレベル ＋ スタンダード

に相当

Google Classroomを用いて様々なレベルの問題を解き、実践

力を高めます。専任チューターが進路相談も担当します。

〈目安〉長野東・篠ノ井・市立長野・長野商業・長野工業 など

テーマ別単科講座（オプション講座）

１講座につき５０分授業×３日間のオプション講座です。さらなる得点力向

上を目指すために、全受講生に推奨できるラインナップになっています！

※『双方向オンライン』申込者は受講できません。

中２ 主要３教科（国語・数学・英語） 15:30～19:00
来年はいよいよ受験生。まずは「冬休みまでに確実におさえ
てほしい内容」を中心に確認します。受験生になるための心
構えも少しずつ養成します。

中１ 主要３教科（国語・数学・英語） 15:30～19:00
皆さんの代から高校入試が大きく変わります！受験・テスト
で結果を残すためには「できるだけ早く」そして「本格的に
学習する」に尽きます。５日間でみっちりと学習しましょう。

小５ 中学受験対策（国語・算数） 12:40～14:30
信大附属中・長野日大中・清泉女学院中・文化学園中の合格
に向けて学習します。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。

テーマ別単科講座（後期）

※自宅での完全オンライン受講

欠席者個別補習
冬期講習最終日に配付する『授業範囲確認表』を参考

に、欠席した日の内容を全て解いてご参加ください。

全教科質問受付を中心に対応しますが、分からない内

容は個別指導でフォローしつつ理解を深めます。

※中3は1月14日(土)10:00～12:30に実施します。

※中3以外は1月4日(水)15:00～17:00に実施します。

※校舎での対面受講

※校舎での対面受講

※校舎での対面受講

※校舎での対面受講

３
学
期
通
常
授
業

ス
タ
ー
ト

※校舎での対面受講



信学会ゼミナール長野駅東口校の窓口にて、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。

混雑回避のため、事前にお電話(026-228-1288)にて来校予約をしていただけますと幸いです。

『冬期講習仮申込システム』経由のお申込みであれば、24時間いつでも受付可能です！

◆ 申し込み方法 ◆

下記より１つ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

● 冬の期間限定イベント参加者（裏面）

● ３人以上での同時申し込み

次の方は（ ）内の特別料金

● １１月・１２月に入塾する方

● 信学会ゼミナール生・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）

各種特典コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

総合５教科
双方向オンライン

2,000円 33,000円
35,000円
（28,000円）

テーマ別単科講座 １講座（３日間）につき 3,000円

中２ 主要３教科 2,000円 22,000円
24,000円

（19,200円）

中１ 主要３教科 2,000円 22,000円
24,000円

（19,200円）

小５ 中学受験対策 2,000円 10,000円
12,000円
（9,600円）

中３テーマ別単科講座（オプション講座）

時間 前期（12/28･29･30） 後期（1/2･3･4）

15:00
～

15:50

【A1ｰ数】 【A1ｰ社】 【B1ｰ社】 【B1ｰ理】
長野県入試

「正答率５０％以下」の図形･関数
入試にこう出る！テーマ別歴史 入試にこう出る！テーマ別地理

計算問題攻略！
「電流・化学・エネルギー」

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います。

※ハイレベル・アカデミー向け

独学だとまとめづらい「社会
史」「文化史」「外交史」の３
つのテーマに絞って学習します。

※全レベル対応

資料の読み取り問題を中心に扱
います。テーマを３つに絞って
学習します。

※全レベル対応

電流、化学変化、運動とエネル
ギーなど、差がつく計算･グラフ
問題の攻略を目指します。

※全レベル対応

16:00
～

16:50

【A2ｰ数】 【A2ｰ国】 【B2ｰ英】 【B2ｰ理】

長野県入試
「正答率５０％以上」の問題

３日でこってり古典
英語の総合力

「長文読解・英作文」
計算問題攻略！

「地層・地震・天気」

過去の長野県入試から厳選して
入試本番で必ず解けなければな
らない問題を演習します。

※スタンダード･ハイレベル向け

「例題→類題→入試レベル問
題」の順で練習します。和歌・
俳句を含む古文も演習します。

※全レベル対応

長文読解・英作文の理解精度を
高める講座です。過去の長野県
入試から厳選して、演習します。

※ハイレベル・アカデミー向け

柱状図と地震、気象観測と湿度、
天気の変化とグラフの読み取り
の攻略を目指します。

※全レベル対応

本番直前！ここで差がつく！
重要ポイントを徹底強化！

※ 中３『総合５教科』に組み合わせるオプション講座です。

※ 『双方向オンライン』と組み合わせることはできません。

※ 定員となり次第、受付を中断します。お早めにお申込みください。

冬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〉

仮申込後、職員からお電話を差し上げて

校舎にて正規申込がスムーズできる日時を

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です！

※ 仮申込から３日以上たっても、校舎から電話連絡が来ない場合、電話番号の誤記入が考え

られます。お手数ですが、校舎までお電話（026-228-1288）ください。

一緒に志望校合格を目指したい友だち

部活動の仲間 ・ クラスメイト

と一緒に冬期講習のご受講を

ご検討ください！

クリック！

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


〈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〉

長野駅東口校

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！

冬の体験授業キャンペーン
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６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！

受験生になるための学習会

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。

※ご家庭のパソコン、iPad・iPhone(iOS端末）、iPad以外のタブレットやアンドロイド端末のいずれかを用います。

中学入試説明会
長野日大中・信大附属中・屋代附属中・市立長野中・佐久長聖中・清泉女学院中の合格に向けて、各中学校の入学試験の特徴を説明します。

信学会ゼミナール長野駅東口校はどのように対策・指導していくか、そして冬期講習のカリキュラムについて説明します。

【長野駅東口校 ： ２０２１年度実績（現中２）】 信大附属中・長野日大中・屋代附属中・佐久長聖中の合格率１００%達成！塾生全員合格！

【長野駅東口校 ： ２０２２年度実績（現中１）】 長野日大中・市立長野中の合格率１００%達成！信大附属中の合格率８０%以上突破！

12/17(土)まで

11/23(水) 

15:30～16:30

12/10(土) 

11:00～12:00

冬の期間限定イベント

詳細はこちら

１階ロビー （ここで質問対応も可能です） 教室 （１～４階の教室で授業を行っています！）

来年はいよいよ中学３年生。学校生活全般（部活・生徒会・勉強）を充実させて、志望校合格をつかみとる。みんなが思い描いていますが、達

成するのはなかなか大変です。この学習会では、「今のうちに絶対に知っておいてほしいこと」を確認して、志望校合格までのスケジュールを

逆算します。

高校入試情報オンライン学習会

高校入試改革を見据えた学習会
現中学１年生の代の高校入試から、システムが大きく変更します！現段階で判明している変更点を、この学習会で確認します。

「段取り八分・仕事二分」という格言が示すとおり、好結果を残すためには適切な準備が必要不可欠です。

普段の学校生活や勉強で意識して欲しいことも、この学習会で学んでいきましょう。

中３ 及び 保護者様

中２ 及び 保護者様

中１ 及び 保護者様

小４・５ 及び 保護者様

小５～中３

11/19(土) 

11:00～12:00

11/26(土) 

11:00～12:00

クリック！

クリック！

https://s06.shingakukai.or.jp/
https://s06.shingakukai.or.jp/wp-content/uploads/sites/56/2022/02/tyuusyajo.pdf

