
    令和５年度 新学期 

  時間割 予定 

信学会ゼミナール長野北本校 

☎ 026－244－5588 
受付 火曜日～土曜日 14:00～19:00 

 
☆令和５年 中学受験合格実績☆ 

信大附属長野中 34名 屋代高校附属中 15名 佐久長聖中 55名  

 市立長野中２名 長野日大 15名 長野清泉中２名 など 

中学受験は信学会！各種テストを使っての進路指導，面接・作文対策など，徹底した受験指導で

みなさんを合格へ導きます。受験をお考えでない児童も中学進学に向けての準備として受講 

いただけます。 

学 年 コース名 教科 曜日・時間 授業料(月額) テキスト代 

小 ４ 国算２教科 国語・算数 
火曜 

国語 17:00～17:50 
算数 18:00～18:50 

12,000 円 
国・算 

各 1,９00 円 

小 ５ 

国算２教科 国語・算数 
金曜 

国語 18:00～18:50 
算数 17:00～17:50 

12,000 円 

国語 3,000 円   

算数 3,100 円 

理科 2,200 円 

社会 2,500 円 
 

※国算にはドリル
教材の費用が含
まれます。 

受験４教科 

(１月から開講予定) 
国・算・理・社 

火曜・金曜 
金：国算 17:00～18:50 
火：理社 17:00～18:50 

18,000 円 

小  ６ 

国算２教科 
国語・算数 

(ﾊｲﾚﾍﾞﾙ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 

水曜 
国語 17:00～17:50 
算数 18:00～18:50 

12,000 円 

国語 3,800 円 

算数 3,400 円 

理科 2,200 円 

社会 2,500 円 

ハイレベル演習 

国算 4,700 円 

適性 7,800 円 
 
※国算にはドリル

教材の費用が含
まれます。 

※適性は 10 月以

降使用する直前
対策用教材の費
用が含まれま

す。 

信大附属中 

受験４教科 

コース 

国語・算数 

(ﾊｲﾚﾍﾞﾙ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ) 

理科・社会 

水曜・金曜 
水：国算 17:00～18:50 
金：理社 17:00～18:50 

18,000 円 

国語･算数 

ハイレベル演習 
国語・算数 

土曜日(期間限定講座) 
5 月～7月 13:30～15:20 

8 月～10 月 10:00～11:50 

この講座のみの受
講はできません。 

中学受験コース 

(国算＋適性) 

国語・算数 

適性(文･理) 

火曜・水曜 
火：適性 17:00～18:50 
水：国算 17:00～18:50 

18,000 円 

小１～ 

小６ 

小学生英語 
(ネイティブイングリッシュ 

ライブ授業) 
英語 

木曜 
① 17:00～17:50 
② 18:00～18:50 

8,500 円 
1 冊 2,800 円 

※進級に応じて購入
いただきます。 

※授業料以外の納入金について(信学会では施設費・光熱費等はいただいていません) 

 ・初回の授業料のみ，入会金（小学生 5,000円）とテキスト代(年間分)がかかります。 

 ・月によっては，テスト代，講習会受講料(教室生特別料金)は別途かかります。 

～兄弟で通うとお得！兄弟姉妹割引制度～ 
ゼミナール・信学会の専科教室・グリーンクラスに兄弟姉妹が同時に通う場合 

毎月の授業料が双方 10％割引きに！ 
季節講習会の受講料も教室生料金からさらに 10%減額！ 



地図 

 
☆令和４年度 高校入試合格実績☆ 

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  
須坂高校 75 名 長野西高校 46名 長野東高校 26名 国立長野高専 37名など 2,571名合格！ 

高校入試＋定期テスト対策はやっぱり信学会！中３生は高校入試の出題傾向に踏まえた指導で志望校合

格へ導きます。中１・２生は学校の授業の先取りで進め学習内容の定着，テスト前はテスト対策授業はも

ちろん，効率的な学習法なども徹底的に指導していきます。 

学 年 コース名 教科 曜日・時間 授業料(月額) テキスト代 

中 １ 

英数マスター 英語・数学 

水曜：数学 

金曜：英語 

木曜：信大附属英語 

各曜日 19:40～21:10 
※必要に応じて,レベル別のクラス 
編成を行います。 

17,000 円 英語 3,300 円 

数学 3,300 円 

国語 2,100 円 

単科講座 国語 
火曜 19:20～20:10 
※国語のみに受講はできません。 

＋3,200 円 

中 ２ 

英数マスター 英語・数学 

水曜：英語 

金曜：数学 

木曜：信大附属英語 

各曜日 19:40～21:10 
※必要に応じて,レベル別のクラス 
編成を行います。 

17,000 円 英語 3,300 円 

数学 3,300 円 

国語 2,100 円 

単科講座 国語 火曜 20:20～21:10 
※国語のみに受講はできません。 ＋3,200 円 

中 ３ 

英数マスター 英語・数学 

火曜：英語(ハイレベル・スタンダード)

木曜：数学(ハイレベル・スタンダード)  

各曜日 19:40～21:10 

17,000 円 

英語 4,700 円 

数学 4,100 円 

土曜 9,600 円 
土曜特訓 

国社数理英 

(主要 5 教科) 

土曜 17:00～21:10 

（ハイレベル・スタンダード） 
※9 月からアカデミー(発展)クラス
を増設予定。 

※10 月以降、開始時間を 13:00

に変更する予定です。 

22,000 円 

※授業料以外の納入金について(信学会では施設費・光熱費等はいただいていません) 

 ・初回の授業料のみ，入会金（小学生 5,000円）とテキスト代(年間分)がかかります。 

 ・月によっては，テスト代，講習会受講料(教室生特別料金)は別途かかります。 

 

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？ 

無料体験受付中！ 
各コース＜１回＞授業を無料体験ができます。体験希望日の前日までに，お電話にて 
お申し込みください。 

 

 

 
Tel/Fax 026-244-5588 

〒381-0042 長野市稲田 1-35-27 

【受付時間】4～9月 火曜～土曜 14:00～19:00 
      10～3月 火曜～金曜 14:00～19:00 
                     土曜        11:00～17:00 

ゼミナール長野北本校 


