
地図

Tel/Fax ０２６-２８５-４７８８

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

稲里校

◆会場および受付場所◆

令和３年度入試 信学会在籍生の合格実績 〈学力テスト受験者・季節講習のみの受講生は含んでいません〉

高校入試 計2,446名が合格！

須坂高校 85名 長野高校 88名 屋代高校 58名 上田高校 77名 松本深志高校 82名
中野西高校 27名 長野吉田高校 61名 長野西高校 43名 長野東高校 18名 長野商業高校 16名 長野工業高校 13名

長野南高校 10名 市立長野高校 15名 篠ノ井高校 38名 松代高校 5名 上田千曲高校 22名 上田染谷丘高校 68名

上田東高校 36名 丸子修学館高校 11名 小諸高校 11名 岩村田高校 34名 野沢北高校 30名 野沢南高校 20名

諏訪清陵高校 18名 諏訪二葉高校 27名 岡谷南高校 8名 松本県ヶ丘高校 85名 松本美須々ヶ丘高校 42名

松本蟻ヶ崎高校 57名 豊科高校 9名 大町岳陽高校 11名 長野工業高等専門学校（国立長野高専） 40名 他多数

中学入試 計188名が合格！

信大附属長野中学校 42名 屋代高校附属中学校 22名 佐久長聖中学校 64名
信大附属松本中学校 15名 長野市立長野中学校 6名 長野日本大学中学校 15名 長野清泉女学院中学校 6名 松本秀峰中学校 7名 など

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

消毒しています。

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)を避けるため,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。

冬期講習
webページは

こちら

すぐにお申込ができない方はネットで

「冬期講習の仮申込」ができます！

詳細はこちらをチェック！⇒

自習室＋個別補習
あります！

中3 12/27(月)～30(木), 1/3(月)4(火)の6日間

中2 12/25(土), 26(日), 28(火), 30(木)1/4(火)の5日間

中1 12/25(土)～27(月), 29(水), 1/3(月)の5日間

小5 12/25(土), 26(日), 1/4(火), 5(水)の4日間

稲里校受講案内冬のＷ割 キャンペーン
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のお申し込みを同時におこなうと

信学会ゼミナールの入会金無料

冬 期 講 習 料 金 が 特 別 料 金
（中学生10,000円／小学生5,000円）

最大16,500円引き！
たとえば「中３・総合５教科」受講の場合

★ 入 会 金 1 0 , 0 0 0 円 O F F

★ 講 習 料 金 6 , 5 0 0 円 O F F

説明会参加者は
講習会申込金免除の
優待券プレゼント！

10月～12月実施予定の説明会ご案内(詳細はＨＰをチェック！)

☆親子で学ぶ中学受験説明会 ◎入試直前！高校入試説明会

稲里校ＨＰ↓

☆プログラミング体験会

☆小学生説明会・体験会 ◎中学生説明会・体験会

◎２学期期末テスト対策授業
全ての説明会・体験会の
参加は無料です！

◎基礎から学ぶ計算特訓講座



冬期講習 開講日

学年（期間）

１２月 １月

２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４ ５

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

中３ (６日間)
① ② ③ ④

12/31～1/2は
お休みです。
自習室開放も
ありません。

⑤ ⑥
補

中３ テーマ別単科講座

(詳細は右ページ参照)

前期
1

前期
2

前期
3

後期
1

後期
2

後期
3

中２ (５日間)
①
※1

②
※1

③
※2

④
※2

⑤
※2

補

中１ (５日間) ① ② ③ ④ ⑤ 補

小５ (４日間)
①
※3

②
※3

補
③
※4

④
※4

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。

◆ 申込方法 ◆

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

● 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

● Ｗ割でご入会の方

● 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

グループ割引があります。
部活動の仲間やクラスメイトと

ぜひいっしょにお申し込みください。

コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

総合５教科 2,000円 31,000円
33,000円
（26,500円）

双方向オンライン 2,000円 31,000円
33,000円
（26,500円）

テーマ別単科講座 １講座（３日間）につき 3,000円

中２ ３教科(国・数・英) 2,000円 21,500円
23,500円
（18,900円）

中１ ３教科(国・数・英) 2,000円 21,500円
23,500円
（18,900円）

小５

２教科（４日間） 2,000円 9,500円
1１,500円
（９,000円）

２教科＋〔適性〕 2,000円 13,500円
15,500円
（13,000円）

開講コース

コース 時間 内容

中３

総合５教科
（国・数・社・理・英）

アカデミー
（発展）

8:40～14:10
(50分×5コマ×6日間)

入試頻出問題はもちろん，入試で得点差が開き
やすい応用問題や発展問題まで，数多くの問題
演習を通じて実戦力を養います。

ハイレベル
（応用）

8:40～14:10
(50分×5コマ×6日間)

入試によく出題される重要項目を単元ごとに確
実に理解した上で問題演習を行い，応用力を養
います。

スタンダード
（基礎～標準）

8:40～14:10
(50分×5コマ×6日間)

重要単元の要点整理を行い入試傾向に沿った
問題を丁寧に解くことで，系統的な理解を深め
ます。

テーマ別単科講座（オプション講座）
前期・後期,それぞれ３日間完結の選択式オプション講座です。入試の頻出分野や弱点単元の克服など
テーマを絞って学習します。詳しくは別表をご覧ください。

中２ ３教科 （国・数・英）

※1 14:30～18:00(12/25, 26)
※2 16:30～20:00(12/28～1/4)

(60分×3コマ×5日間)

2学期には，重要な単元を学習しました。来年の
入試に向けて基礎事項の定着をはかるとともに
応用力を養います。

中１ ３教科 （国・数・英）
14:30～18:00

(60分×3コマ×5日間)

２学期には,重要な単元を学習しました。その内
容を復習し，今後の学習の土台となる基礎力を
確かなものにします。

小５

２教科 （国・算）

※3 9:00～11:00(12/25, 26)
※4 14:30～16:30(1/4, 5)

(50分×2コマ×4日間)

２学期までの学習内容の総復習を通じて，３学
期に向けての足固めをします。中学受験を考え
ている皆さんは受験まで１年を切っています。
早めのスタートを切りましょう。

２教科＋テーマ別単科講座〔適性検査〕

(国・算に加えて適性検査対策をするコースです。)

屋代附属中・市立長野中受験希望者対象コース

※3 9:00～12:00(12/25, 26)
※4 14:30～17:30(1/4, 5)

(50分×3コマ×4日間)

屋代附属中・市立長野中の合格を目指す皆さん
のためのコースです。
公立中高一貫校入試で課される「適性検査」の
対策をおこないます。

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。

〔開講日〕 12/28・29･30･1/３･４・５ 〔時間〕１2:４0～１７:５0

〔コース〕 中３総合５教科（応用／標準の２クラスから選択できます）

中３総合５教科「双方向オンライン」コース自宅で信学会の冬期講習を受講しよう！

中2生・小5生は、日程により授業時間が異なります。
中2生 ※1 授業時間：14:30～18:00 ※2 授業時間：16:30～20:00
小5生 ※3 授業時間：2教科(国・算) 9:00～11:00 ※4 授業時間：2教科(国・算) 14:30～16:30

2教科＋適性 9:00～12:00                                   2教科＋適性 14:30～17:30

補･･･欠席者補習対応日

稲里校のご案内

時間 前期（12/27･28･29） 後期（12/30 1/3･4）

14:30～
15:20

【A1ｰ理】 【B1ｰ数】

計算問題攻略！
「電気・化学・エネルギー」

長野県入試「正答率50％以下」図形・関数

内容
1日目 電流・電力の計算
2日目 化学変化と質量比の計算
3日目 滑車のはたらき・物体の持つ

エネルギーの計算

内容
1日目 難問 関数編
2日目 難問 図形編
3日目 難問 図形・関数の融合問題編

15:30～
16:20

【A2ｰ英】 【B2ｰ理】

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」

内容
1日目 リスニング＋長文
2日目 リスニング＋文法集中特訓①
3日目 リスニング＋文法集中特訓②

内容
1日目 柱状図の読み取り問題・高低差の計算
2日目 地震の計算、地震発生時刻の求め方と

3日目 天気の変化とグラフの読み取りかた

16:30～
17:20

【A3ｰ国】 【お申し込み】
冬期講習申込用紙に必要事項をご記入の上受講

希望講座の略称(AまたはB＋番号)を明記ください。
例年大人気の講座のため、各コース定員になり

次第、締め切らせていただきます。

1講座につき3, 000円

3日間でこってり古典演習

内容
1日目 文の基本「物語文」
2日目 エッセイ集「随筆分」
3日目 和歌・俳句の入った古文

本番直前！ここで差がつく！
重要ポイントを徹底強化！

◆中３テーマ別単科講座◆
毎年恒例の大人気講座！

受講料には、テキスト代、設備費など全て含まれています。
期間中はこれ以上一切頂きません！

表の見かた


