
  
 

 

 

 

 

 

 

◆日程 ○印が授業日です。 ５ 日間の総復習＋新学期スタートテスト！  

３月 22 23 24 25 26 27 28 29 30 最終日は全学年「新学期スタートテスト」

を行い、春期講習の学習の成果と新学期に

向けての課題を確認します。 

春期講習を欠席された場合、

3/29・30に補習を行います。 

木 金 土 日 月 火 水 木 金 

新小５ 

 

新中３ 
○ ○ 休 休 ○ ○ ○ 

テスト 
補習日 補習日 

 

◆コース ※新中３・新中２の講座は、どの講座も部活動に配慮した夕方からの開講です。 

部活動があっても十分に通室できます。 

新

中

３

生 

 

 

コース 

時 間 

５教科コース (国数社理英) 

 

２つの習熟度から選べる 

１６：１０～２１：１０ 

「なんとなくわかる」を「確実にわ

かる」にするためにおこなう総復習。 

入試は５教科総合勝負！ 

受験勉強を本格始動するために 

「５教科」コースがオススメです！
ハイレベル（応用）・スタンダード（基礎～標準）の２

つの習熟度別クラスから選んで受講できます。 

３教科コース(国・数・英) 
部活があっても大丈夫！ 

１８：１０～２１：１０ 

理社コース （理科・社会） 
２教科の集中特訓！ 

１６：１０～１８：００ 

 

新

中

２

生 

コース 

時間 ５教科コース (国数社理英) 
理科・社会も復習できる 

１６：１０～２１：１０ 
中 2は学習面でいちばん差がひらく

学年。４月から難しくなる学習内容

に備えて徹底復習！ ３教科コース (国・数・英) 
部活があっても大丈夫！

１８：１０～２１：１０ 

 

新

中

１

生 

コース 

時間 

中学準備 

 

 

 

国 語 
「読解力」を身につける 

１３：２０～１４：１０ 苦手な教科を選んで 1教科から受講で

きます。 既習範囲の総復習と中学校の

学習内容の先取り学習。 

まずは中 1の最初の定期テスト「1学期

中間テスト」で高得点を狙おう！  

数 学 
総復習と中学校の予習！ 

１４：２０～１５：１０ 

英 語 
中学ギャップに備える！ 

１５：２０～１６：１０ 

 

新

小

６

生 

 

 

コース 

時間 

公立中高一貫コース
(国算＋適性) 

屋代附属中入試対策！ 

１１：００～１５：１０ 家では勉強しにくい「適性検査対策」

「理科・社会」までじっくり勉強！ 

同じ目標を持つ仲間と勉強するとグ

ングン伸びて力がつく！ 

中学受験コース(国算理社) 
４科入試対策！ 

８：５０～１２：５０ 

２教科コース(国語・算数) 
応用力を養おう 

１１：００～１２：５０ 

 

新

小

５

生 

コース 

時間 
２教科コース(国語・算数) 

高学年になる前に 

春だからこそ総復習 

８：５０～１０：５０ 

小５は小学校最重要学年！ 

「小数」「分数」「割合」など、難

しい単元の前に基礎力固め！  

 

~
 



 
 

 
 

 

 

新小５生～新中３生対象 

 
 

 

特典
その１

 

          (ゼミナール入会金 中学生：10,000 円が半額に！ 小学生：5,000 円が半額に！) 
 

 

 

特典
その２

 

  

春期講習を受講すれば、信学会のようすがわかる！ 
 

 
                                    

新中 3生及びその保護者の方対象 

３０年度入試結果報告会 
日 程  3月 31日（土） 18:30～20:00 

会 場  JA長野グリーンパレス 

内 容  「入試の仕組みと志願者動向」 

「入試問題分析と合格者得点状況」 

「入試までの流れと学習方法」 

 ※詳細は HP又は窓口にお問合せください。

どなたでも参加できます。お気軽にお申し込み下さい。 

 

春の新規入会キャンペーン！ 

新年度から 

入会を考えている方は 

今がチャンスです!! 

ゼミナール入会金半額

に！  

ゼミナール入会金 0 円 

長野県高校入試を 

研究して 60年 

信学会だから 

できる！  

情報量が 

違います！！ 



受講してよかった！ 
 

Ｑ．信学会の春期講習を受講して、どうでしたか？  

 

 
 

やっぱりすごい！ 信学会！！ 

   

                           

                        

                      
※全県で、通常授業に通塾していた生徒のみの実績です。テスト受験・季節講習会受講のみの生徒は含まれていません。 

信学会ゼミナール稲里校 〒381-2217 長野市稲里町中央 3-38-1 

電話／FAX 026－285－4788 <受付> 火～土 13:30～19:00 

講習を受講してよかった BEST５ 
 

1位 「わからない所がわかるようになった」 

2位 「総復習やまとめができて、自信がついた」 

3位 「勉強時間を確保できた」 

4位 「先生が親切で質問に乗ってくれた」 

5位 「勉強する仲間を見て、刺激になった」 
 

講習会終了後にとったアンケートの結果を元に調

べました。 

大切な春休み、どう過ごすか決まりましたか？ 

50名 
 

33名 
 

27名 

93名  
 

65名  
 

90名  
 48名  

 

61名  
 

44名  
 



◆受講料（消費税込みの費用です 下記費用にはスタートテスト代・ドリル代・テキスト代も全て含みます） 

【割引特典】 次の方は申込金 2,000円が免除され、割引特典金額での受講ができます。 

◎学習友の会会員（信学会の季節講習会を受講したことがある皆さま） 

◎信学会幼稚園・保育園卒園生   ◎保護者がコープ会員の皆さま    

◎信学会ゼミナール生友人紹介（現在、信学会ゼミナールに通室しているゼミ生から紹介された皆さま） 

◎グループ割引（部活動やクラスメイトなど３人以上で同時に申し込んだ皆さま） 

◎元ゼミナール生の兄弟姉妹の皆さま    ※割引特典の重複利用はできませんのでご了承下さい。 

ここがちがう！信学会の春期講習！ 

集団授業でついていけるか心配…。信学会なら大丈夫です。個別のつまずきを大切にします。 

その① 「ドリル」→補習で個別のつまずきに対応！ 

信学会の講習会は、ただ座っていれば終わるわけではありません。授業内容を理解できているか、「ドリル」

を実施。ドリルは合格点を決め、合格に達しない場合は「補習」（個別フォロー）で、個別のつまずきにしっ

かり対応します。わからないところは、しっかりフォローする体制ができているのです！ 

     

「わかりやすい授業」         「ドリル」で理解度チェック       「補習」で個別にフォロー 

苦手だけやればいい？いいえ、そうではありません。得意教科も総復習する必要があるのが長期休み！ 

その② 苦手も得意も一緒に伸ばすことが大切！ 

「苦手な教科の苦手な単元だけを勉強したい」「できないところだけを勉強したい」 

効率よく学習したい気持ちはよくわかります。でも、得意なところは本当に完璧ですか？ 得意教科でも復習

しないままでいるとどんどん忘れていってしまうのが勉強です。時間のある長期休みだからこそ、得意も不得

意も一緒に勉強しましょう。「苦手」は「得意」に、「得意」は「完璧」に！ それが信学会の講習会です。 

４月からの新しい目標に向かって切りかえるとき！ 春だからこそしっかりと意識改革を！！ 

その③ 春だからこそ勉強への意識を変えるチャンス！ 

部活動や学校行事が忙しい時期に、急に勉強へ目を向けることはとても難しいことです。忙しい時期は「勉強

は大会が終わってから」「まずは発表会の練習をしたい」と、どうしても勉強が後回しになりがちです。 

春は学年もかわり、気持ちも切りかえ、新しい目標に向かってがんばり始めるのに最適な時期です。春だから

こそ、総復習をして４月からの新しい目標に向かってがんばりましょう！ 

 コース 申込金 一般生受講料 納入金合計 割引特典受講料 

新中３ 

５教科 

2,000円 

 

２６，０００円 ２８，０００円 ２６，０００円 

３教科 １９，０００円 ２１，０００円 １９，０００円 

理社 １５，０００円 １７，０００円 １５，０００円 

新中２ 
５教科 ２４，０００円 ２６，０００円 ２４，０００円 

３教科 １７，０００円 １９，０００円 １７，０００円 

新中１ 

１教科 ７，５００円 ９，５００円 ７，５００円 

２教科 １２，５００円 １４，５００円 １２，５００円 

３教科 １７，０００円 １９，０００円 １７，０００円 

新小６ 
中高一貫 ２０，０００円 ２２，０００円 ２０，０００円 

中学受験 ２０，０００円 ２２，０００円 ２０，０００円 

２教科 １３，０００円 １５，０００円 １３，０００円 

新小５ ２教科 １３，０００円 １５，０００円 １３，０００円 



 


