
校舎の地図

◇ 会場および受付場所 ◇

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 ！

【 新型コロナウ イルスへの対応について 】

安心してお通いいただくために 、全ての校舎で感染予防対策を実施しています 。

冬期講習
特設ページは

こちら

長 野 北 本 校

冬のW割キャンペーン
ゼミナールへの入会と冬期講習のお申し込みを
同時におこなうと最大で17,000円がお得!!

信学会ゼミナールの楽しく、わかる、そして力のつく授業を体験してみませんか

無料体験 随時実施中です。お気軽にお問い合わせください。

◆中２生対象 高校入試学習会
～受験生になる前に知っておくべきこと～

日 程 １２月１７日(土) 10時30分～11時30分
会 場 ゼミナール長野北本校
内 容 ●入試の種類としくみ ●受験校決定までの流れ

●合否判定の仕組み ●効果的な学習法 など

参加者全員に冬期講習割引優待券をプレゼント!

自習室も先生も使い放題!
～最近の中３生の様子から～

16:30  授業がない日も学校が終わったら校舎に直行。
自習室で苦手教科を中心に勉強。
わからない問題があったらすぐに先生に質問、
個別で教えてもらえるから効率的に学習が進み
ます

21:30 帰宅。就寝前にもう一度、勉強した内容を復習

こんな風に自習室や先生を最大限利用して、効果的に学
習に取り組み、実力アップを
はかっている生徒が増えています。

令和４年度入試 信学会在籍生の合格実績 〈学力テスト受験・季節講習のみの受講生は含んでいません〉

高校入試 計2,571名が合格！

長野高校 ７７名 長野吉田高校 ６６名 屋代高校 ８０名 上田高校 ８５名
中野西高校 １９名 須坂高校 ７５名 長野西高校 ４６名 長野東高校 ２６名 長野商業高校 1３名 長野工業高校 ２０名

市立長野高校 1１名 篠ノ井高校 ４０名 上田染谷丘高校 ６５名 上田東高校 36名 岩村田高校 ２９名 野沢北高校 ２６名

野沢南高校 １３名 諏訪清陵高校 ２３名 諏訪二葉高校 ２４名 松本深志高校 ９７名 松本県ヶ丘高校 ７３名

松本美須々ヶ丘高校 ４３名 松本蟻ヶ崎高校 ６８名 長野工業高等専門学校（国立長野高専） ３７名 他多数

中学入試
信大附属長野中 ３９名 屋代高校附属中 2３名 佐久長聖中 ４１名

長野市立長野中学校 6名 長野日本大学中学校 1９名 長野清泉女学院中学校 ４名

信大附属松本中学校 ２６名 松本秀峰中学校 １３名 など

◆小４・５生対象 中学受験説明会
日 程 １２月１０日(土) 10時30分～11時30分
会 場 ゼミナール長野北本校
内 容 ●長野市近隣の受験動向 ●効果的な学習法 など

努力はうそをつかない!

Tel/ Fax０２６-２４４-５５８８
〒381-0042 長野市稲田１-３５-２７
【受付時間】火曜日～金曜日 13:30～19:00

土曜日 11:00～17:00

長野北本校

長野北本校
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 ！

冬期講習
webページは

こちら

冬から頑張った先輩の声 (2022.3 長野高校合格)

私は、３年生の二学期中は「志望校を落とした方がいいかも
しれない。」と言われていました。ですが、自分でも時期的に
遅いかな…と思いながら、信学会の冬期講習からこの塾に
入りました。自分でも冬期講習を受けていくうちに理解でき
たり、解けたりする問題が増えていくのを実感していました。
三学期のテストからは順位も点数も上がり、今回合格でき
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。短い間でしたが、本
当にありがとうございました。

いい先生がいる。ライバルがいる。だから力がつく!!

無料体験申し込み
フォームは
こちらから



Google Classroomを使った５教科
の「双方向授業」と、質問対応・学習相
談をおこないます。

〔開講日〕 12/２８･２９･３０･１/２・３･４

〔時間〕 １１:０0～１6:４0

〔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）

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

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 ５

土 日 月 火 水 木 金 土 祝 祝 火 水 木

中３(６日間)
① ② ③

12/31･1/1
は

お休みです

④ ⑤ ⑥
補

中１･２ (５日間)
① ② ③ ④ ⑤

補

小５(６日間)
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

補

テーマ別単科講座（前期） テーマ別単科講座（後期）

◆ 申し込み方法 ◆

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
● ゼミナール教室生から紹介を受けた方

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
● 信学会個別スクール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
（６日間）

2,000円 3３,000円
3５,000円
（2８,０00円）

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（60分×３日間） 3,600円

中２
３教科〔国・数・英〕
（１教科60分×5日間）

2,000円 2２,０00円
2４,０00円
（1９,２00円）

中１
３教科〔国・数・英〕
（１教科60分×5日間）

2,000円 2２,０00円
2４,０00円
（1９,２00円）

小５

中学受験〔国算理社〕 2,000円 25,５00円
27,５00円
（22,000円）

２教科（６日間） 2,000円 13,500円
15,500円
（12,４00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） 8:40～14:00

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） 8:40～14:00

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） 8:40～14:00

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） 15:30～19:00
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） 15:30～19:00
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

中学受験〔４教科〕 （国・算・理・社） 8:40～12:40 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。適性検査コースでは国語・算数に加え適性
検査の対策講座を行います。また，４教科コースでは中学受験を見すえ
て応用問題にも取り組みます。２教科 （国・算） 10:30～12:40

１/５は、講習会期間中に欠席をされた方を対象に、欠席フォローをおこないます。
※詳細は講習期間内にご案内します。

ゼミナール長野北本校のご案内
入試本番に向けてラストスパート
【入試に精通した講師陣】と【精錬されたテキスト】で志望校合格 をつかみ取れ!

◆中３生◆ 受験を突破する実践力を身につける!
◇中１･２生◇ やがて来る受験に向けて土台を固める!
◆小５生◆ １年後の入試に向け、本格的な受験対策をスタート!

全コース、【自宅からオンライン】での受講もできます！

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1７,０00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 最大７,０00円OFF

時間 前期（12/28･29･30） 後期（1/2･3･4）

14:30
～

15:30

【A1ｰ理】 【A1ｰ英】 【B1ｰ理】 【B1ｰ英】

計算問題攻略!
「電流･化学･エネルギー」

英語の基礎
「語形変化・脱文補充」

計算問題攻略！
「地層・地震・天気」

英語の総合力「長文読解・英作文」

入試問題から厳選し、難関校で差が
つく計算・グラフ問題を徹底攻略し
ます。
１日目：電流
２日目：化学変化
３日目：運動とエネルギー

１日目：リスニング・
文法パターン別特訓①

２日目：リスニング・
文法パターン別特訓②

３日目：リスニング・
文法パターン別特訓③

１日目：地震の計算・柱状図
の読みとり

２日目：気象観測と湿度
３日目：天気の変化とグラフ

の読みとり

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

15:40
～

16:40

【A2ｰ社】 【A2ｰ数】 【B2ｰ数】 【B2ｰ社】

入試にこう出る！ﾃｰﾏ別歴史 長野県入試「正答率50％以上」
の問題演習

長野県入試「正答率50％以下」
の図形･関数

入試にこう出る！ﾃｰﾏ別地理

１日目：まとめて経済･社会史
２日目：まとめて文化史
３日目：まとめて外交史

過去に出題された長野県入試から厳
選し、入試本番で必ず解けなければ
いけない基本～標準問題を徹底演習
します。

長野県入試から問題を厳選し、難関
校で合否を分ける図形・関数の問題
を中心に徹底攻略していきます。

１日目：地形図の読みとり
２日目：世界地図の読みとり
３日目：グラフや表の読みとり

16:50
～

17:50

【A3ｰ国】

３日でこってり古典演習

１日目：古文の基本「物語文」
２日目：昔の人たちのエッセイ集

「随筆文」
３日目：和歌・俳句の入った古文

本講座に組み合わせるオプション講座です。この講座のみのご受講はできません。
（受講の際は、申込書の「受講コース・講座」欄に【番号】をご記入ください。）

◆中３テーマ別単科講座◆

例年定員に達する講座がございます。
受講を希望する場合はお早めにお申し込みください。

受講を希望される会場の窓口にて、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。

合格力をさらに鍛える！ 本番直前！ここで差がつく！
重要ポイントを徹底強化！

※冬期講習開講前の授業を１回以上受講することが条件となります

◆小６ 冬の中学準備英語◆
日程 受講料 内容

１２月２７日(火)
１３：３０～１６：２０

３,０００円
※テキスト代 ５００円

中学進学にあたり、英語学習の準備を始める講座です。英語の発音、重要単語の読み取
り・書き取りなど、英語学習の土台となる力を養います。


