
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自習室完備！ 

学校の宿題の質問も OK 

小学生 5日間 
中学生最大 8日間 
欠席者の振替補習あります 
講習前進学説明会実施！ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 コース・時間 内容 

中３ 

総合５教科 

（国・数・理・社・英） 

 

【9:00～14:30】 

アカデミー 

（発展） 

トップ校への上位合格を目標に，応用力を伸ばしたい皆さんのための

コースです。応用問題と発展問題を中心に取り組みます。 

ハイレベル 

（標準） 

進学校への合格を目標に，応用力をつけたい皆さんのためのコースで

す。重要項目を確認するとともに，応用問題に数多く取り組みます。 

スタンダード 

（基礎～標準） 

基礎を固め，知識をより確実なものにしたい皆さんのためのコースで

す。要点のまとめをおこなうとともに重要問題にも取り組みます。 

主要３教科 

（国・数・英） 

【18:10～21:10】 

国語・数学・英語の３教科にしぼって重要ポイントの確認をおこない

ます。基礎から応用問題まで幅広く扱い，得点力アップを目指します。

午前からの総合５教科コースを受講できない皆さんも，理社コースと

併せて受講することで，午後から５教科を学習できます。 

 理社コース 

【16:00～17:50】 

総合５教科コースの理科・社会と同じカリキュラムで，午後から開講

します。主要３教科コースと併せて受講することで，午後から５教科

を学習できます。 

中２ 
主要３教科（国・数・英） 

【17:10～20:10】 

 
部活があっても取りやすい夕方からの開講です。 国語・数学・英語に

ついて，要点のまとめと問題演習を通じて学力アップを目指します。

中 1 内容の復習に加えて、1学期の学習をフォローします。 

中１ 
主要３教科（国・数・英） 

【17:10～20:10】 

部活があっても取りやすい夕方からの開講です。これまでの学習内容

をしっかり復習し，「わかったつもり」から「できる」を目指します。 

小６ 

中高一貫コース〔適性検査〕 
（国・算・適性検査対策）【12:40～16:30】 

県立中学や一部の私立中学で課される適性検査型入試への対策コース

です。学習の基本となる国語・算数に加え，適性検査の問題演習を通

して「読む力」「考える力」「分析する力」「表現する力」を養います。 

中学受験コース〔4教科〕 
（国・算・理・社）  【10:10～14:30】 

中学受験を視野に，4 教科の基本問題から応用問題まで取り組み，応

用力と実戦力を養います。中学受験を考えていない皆さんも受講でき

ます。 

中学受験+中高一貫コース 
（国・算・理・社・適性検査）【10:10～16:30】 

 
中学受験コース＋中高一貫コースを併せて受講するコースです。適性

検査を解くための基礎力を 4科まとめて復習し、適性の問題に取り組

みます。 

 

 

特別講座（中３）７月２３日（木）、２４日（金） 

本講座（小学生） ８月１日（土）～ ８月６日（木）（８月３日はお休みです） 

本講座（中学生）  ８月８日（土）～ ８月１２日（水） 

夏期実力確認テストの最大８日間！ 
欠席者補習日・・・８月４日～６日(14：00～19：00)、８月８日～１２日(15：30～19：00) 
欠席者補習日程については、申込時に個別にご相談ください。 

 
 

 

稲里校のご案内 
 

夏期実力確認テスト 

 

 

 

本講座とセットのテストです。夏期講習と夏休みの学習成果

を確認し、2学期以降の学習ポイントをつかみましょう！ 

＜小６生＞受講コースの時間に同じ 

＜ 中３生 ＞ ５教科 9:00～15:10 

＜中１・２生＞ ３教科 15:40～18:30 

Google Classroom を使った５教科の「双方向授業」と質問対応に

加え、専任チューターが「学習・進路相談」を担当いたします。また 

「オンライン自習室」で自宅学習を能率良く進めましょう。 

自宅で信学会夏期講習を受講しよう！   

 中３総合５教科「 」コース 

〔開講日〕上記に同じ 〔時間〕  

〔開講ｺｰｽ〕中３総合５教科（ハイレベル／スタンダード） 

夕方コース 

夕方コース 



夏期特別講座 本講座を受講する生徒限定の特別講座です！ 

中３特別講座 内容 

総合テスト攻略！弱点 

診断ゼミ！【7 月 23・24 日】 

総合テスト対策＋学習ガイダンス 

1 日目【17:00～21:10】2 日目【17:00～21:10】 

「できると思ってたけど、できなかった。」など、自

分では見つけられなかった弱点を本講座前に発見

する講座です。弱点を理解し、本講座内容を効率よ

く学習しよう。        受講料 6,000 円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 申込金 受講料 納入金合計 

中３ 

総合５教科 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

主要３教科 2,000 円 19,000 円 
21,000 円 

（15,900 円） 

理社 2,000 円 15,000 円 
17,000 円 

（12,700 円） 

主要３教科＋理社 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

双方向オンライン 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

中２ 主要３教科 2,000 円 18,000 円 
20,000 円 

（14,900 円） 

中１ 主要３教科 2,000 円 18,000 円 
20,000 円 

（14,900 円） 

小６ 

中高一貫〔適性検査〕 

2,000 円 19000 円 
21,000 円 

（15,700 円） 
中学受験 〔4 教科〕 

中受＋一貫〔4 科＋適〕 2,000 円 27,500 円 
29,500 円 

（22,500 円） 

納入金にはテキスト代や夏期実力確認テスト代，消費税など全て含みます。 
 ※一旦納入された納入金は，本会規定により原則として返金できません。 

 

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 

●コープ会員・MAX 会員 

●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 

●３人以上での同時申し込み 

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・ 

ピアノ教室，のびのび教室）  

 

＊お申し込みの際に生徒証などを 

ご持参（お申し出）ください。 

があります！  

部活動の仲間やクラスメイトと 

ぜひ一緒にお申し込みください。 

 

 （中学生 10,000円／小学生 5,000円） 
たとえば「中３・総合 5教科」受講の場合 

★ 入会金 10,000円OFF 

７月末までに信学会ゼミナールの入会と夏期講習のお申し込みを同時におこなうと 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲里校 

Tel/Fax０２６-２８５-４７８８ 

〒381-2217長野市稲里町中央３－３８－１(コープ長野店内) 
【受付時間】火曜～土曜 13:30～19:00 

地図 

 

安心してお越しください 信学会のコロナウイルス感染症対策について 

教室の清掃・消毒 

校舎には消毒用アルコー

ルを設置し、机やドアノ

ブ、階段の手すり等を適

宜除菌しています。 

換気 

各校舎では、授業の前後・

授業中の換気をこまめに

おこなっています。 

座席配置の工夫 

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、毎日出勤時に検

温し、マスク着用で勤務

します。授業もマスク着

用でおこなっています。 

令和２年度合格実績  ※学力テスト受験者，季節講習会のみの受講生は含んでいません。 

須坂高校 93名  長野高校 82名  上田高校 100名  松本深志高校 60名 

中野西高校 22名 須坂東高校 5名 長野吉田高校 75名 長野西高校 60名 長野東高校 16名 長野商業高校 17名 長野工業高校 18名 

市立長野高校 13名  長野南高校 12名 篠ノ井高校 51名 屋代高校 73名 松代高校 ４名 上田千曲高校 18名 上田染谷丘高校 62名 

上田東高校 34名 丸子修学館高校 7名  小諸高校 14名 岩村田高校 31名 野沢北高校 28名 野沢南高校 17名 諏訪清陵高校 14名 

諏訪二葉高校 20名 岡谷南高校 12名 松本県ヶ丘高校 70名  松本美須々ヶ丘高校 45名 松本蟻ヶ崎高校 60名 豊科高校 27名  

大町岳陽高校 16名 長野工業高等専門学校（長野高専）40名 など 

 

信大附属長野中学校 48名 屋代高校附属中学校 28名 佐久長聖中学校 56名  

信大附属松本中学校 23名 長野市立長野中学校 11名 長野日本大学中学校 26名 長野清泉女学院中学校 6名 松本秀峰中学校 9名 など  

 

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、申込書にご記入いただき、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。 

 

 

 

内容 ①「先輩たちはこうして夏を過ごした！」     

   ②「講習中ご家庭で実践して頂きたいこと」 

各種無料説明会のご案内 

7 月２３日 11:00～12:00  (10:45 分受付開始)  小学生対象 夏の中学受験説明会 
①令和２年度入試の状況 

長野市内から受験できる屋代附属中、信大附属長野中、日大中、清泉中、佐久長聖中などの入試の特色やその対策についてお話しします。 
 
②令和３年度入試に向けた夏の学習法 

受験生にとって、この夏の学習は大きな意味を持ちます。どんなことに注意して学習をすべきか、経験豊富な講師陣がポイントをしぼってお話します。 

 
7 月２４日 15:50～16:50  (15:35 分受付開始)  中 3 生対象夏の進学説明会 
① 『長野県高校入試の特徴はこれだ!』 
公立高校の前期選抜や後期選抜の状況、合否の決め方と内申点など、長野県高校入試のしくみや志願者動向についてお話します。 

② 『高校入試合格ラインはこれだ!』 
先輩たちの開示点に基づく各高校の合格者の入試本番での得点状況や、信学会で行われている長野県高校入試学力テストの長年の 

データをもとに、合格ラインについてお話します。 

③ 『志望校合格に向けた勉強方法はこれだ！』 

高校入試本番で出題される問題の特徴をふまえ、入試までの学習の流れと時間の使い方など、合格を勝ちとるための勉強方法に 

ついてお話します。 


