
岩村田駅前校

夏期講習
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

「夏期講習の仮申込」ができます！

仮申込はコチラから→Tel ０２６７-６８-５７４８ Fax０２６７-６８-５７５０

〒385-0022 佐久市岩村田5015-12【受付時間】火曜～土曜 13:30～19:00

岩村田駅前校

◆会場および受付場所◆

ご参加いただいた皆様には、夏期講習の申込金２,０００円が免除される特典がございます。

参加無料

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。

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

上田高校８５名 屋代高校８０名 野沢北高校２６名 上田染谷丘高校６５名

岩村田高校２９名 野沢南高校１３名 長野高専３７名 佐久長聖高校１４１名

須坂高校 75名 長野高校 77名 長野吉田高校 66名 長野西高校46名 上田東高校36名 松本深志高校 97名

松本県ヶ丘高校 73名 松本蟻ヶ崎高校 68名 諏訪清陵高校 23名 諏訪双葉高校24名など

中３親子対象「夏の進学ガイダンス」

中３生対象「土曜特訓無料体験」

信学会の人気講座の土曜特訓が無料で受講できます。部活が終わった土曜日は、
信学会で勉強しよう！ ①と②のどちらか一つにご参加いただけます。

【日時】①7月9日（土）②７月23日（土） １６：００～２１：００

岩村田駅前校 夏 のイベント情報

高校入試の合否ってどうやって決めるの？
夏からどんな勉強をしたらいいの？
受験のプロの私たちや先輩たちがアドバイスします！
右の①～③のうち、ご都合の良い日時に
ご参加ください。参加は無料です！！

【会場】岩村田駅前校

【日時】

①７月03日（日）13:30 ～ 15:00

②７月03日（日）16:30 ～ 18:00

③７月10日（日）17:00 ～ 18:30

お申し込みはコチラ

お申し込みはコチラ



コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

総合５教科
双方向オンライン５教科

2,000円 ４１,800円
4３,800円
（3５,７00円）

主要３教科 2,000円 3３,２00円
3５,２00円
（2８,８00円）

理社 2,000円 ２５,１00円
2７,１00円
（2２,３00円）

主要３教科＋理社 2,000円 ４１,800円
4３,800円
（3５,７00円）

中２

総合５教科 2,000円 32,３00円
34,３00円
（2７,９00円）

主要３教科 2,000円 2５,６00円
2７,６00円
（2２,５00円）

中１ 主要３教科 2,000円 2５,６00円
2７,６00円
（2２,５00円）

各 種 特 典

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

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。

◆申し込み方法 ◆

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。

「授業で要点の整理＋最終日のテストで成果確認」という構成です。授業では，入試あるいは学年の重要項目を体系的に学びます。
各教科の毎授業でそれぞれの単元の要点確認と問題演習を行い，夏期実力確認テストで学習の成果をはかります。

【中３総合５教科コースで勉強中！学くんの１日の過ごし方】

朝のドリル
始め！の合図。昨日の授
業で習った単元の理解度
をみるチェックドリル。
しっかり復習してきた！
今日は合格点とれるかな。

休み時間に質問
授業で間違えたところを
先生に質問してみたら、
丁寧に教えてくれてスッ
キリ！聞いてよかった～
苦手克服できるかも！

授業後の補習
ドリルで合格点に達しな
かったから、補習に参加。
解き直して先生に○をも
らって、よし！今度は合
格。今日の講習は終了！

授業スタート
先生の説明がわかりやす
くて頭に入る。嬉しい！
クラスの皆も集中してい
て、ひとりで勉強するよ
り断然ヤル気が出る！

放課後に自習室
そうだ、自習室で勉強して
いこう。おぉ、勉強してい
る人、けっこういるんだな。
私もがんばる！一番勉強し
た夏にするぞ！

◎ 効率よく 体系的に 学べるカリキュラム

◎わかりやすくヤル気が高まる集団授業

◎ 補習や質問対応などの個別フォロー でがんばるキミを応援します！
さぁ！ 勝負の２学期へ走り出そう

信学会の夏期講習で既習範囲の総復習＆弱点克服をしよう！！

開講コース
コース 時間 内容

中３

総合５教科
（国・数・社・理・英）

◎学校行事や高校の体験入学と重な
り都合が悪い日は、同日の主要３教
科コースと理社コースに振り替えて
５教科受講することができます。

アカデミー
（発展）

9:00 ～ 15:00

上田高校・野沢北理数科・長野高校などを目指すためのコース。難問に多
く触れることで，多角的な視点で問題を解決できる力を養います。また２
学期以降のテストでの高得点を維持するためのポイントを伝授します。

ハイレベル
（標準～応用）

9:00 ～ 15:00

野沢北高校・佐久長聖高校・岩村田高校・上田染谷丘高校などを目指すた
めのコース。勝負の２学期に備え，重要事項を徹底的に復習し，ライバル
に差を付けるため応用問題の解き方を分かりやすく説明します。

スタンダード
（基礎～標準）

9:00 ～ 15:00

野沢南高校・小諸高校・佐久平総合技術高校などを目指すためのコース。
基礎を固め知識を確実なものにするため，要点のまとめをしながら重要問
題にも取り組みます。勉強が楽しくなる「夏休み」を目指します。

主要３教科（国・数・英） 夕方開講 17:40 ～ 20:50

３教科の重要ポイントについて基礎から応用まで幅広く扱い，得点力アッ
プを目指します。午前からの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 夕方開講 15:30 ～ 17:20

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。午前中は都合が付かない皆さんに最適な授業です。

中２ 主要３教科（国・数・英） 17:40 ～ 20:50

来るべき高校入試を見据え，これまで学習した範囲の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。教科書が新しくなり，勉強が不安
になってしまった皆さん，一緒に勉強して不安を解消しましょう。

中１ 主要３教科（国・数・英） 17:40 ～ 20:50

学習内容の難易度が上がる2学期に備え，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。「できる」が
定着するには，さまざまな問題を解き，解き方を理解することです。

夏期特別講座 ◎本講座を受講する方限定のオプションです◎

特別講座 内容 日程 受講料

【中３生】
総合テスト
直前特訓

２学期から始まる「総合テスト」に向けたラストチェックをおこない
ます。夏期講習で学んだことが身についているかもチェックできます。
夏期講習のテキストを用いて、過去の総合テストで出題頻度が高かっ
た問題に挑戦した上で，苦手な単元を総合テストまでにもう一度復習
できます。

８月１７日（水）
９：００～１５：００

4,000円

【中１・２生】
理社400分特訓

普段からコツコツ学習しづらい教科である「理科」「社会」
をこの期間に徹底的に復習しましょう。一人一人の定着度に
合わせてカリキュラムを作成するので安心です！

８月
５日・６日・８日・９日・１０日

（５日間）
１５：５０～１７：２０

6,３00円

夏期講習 開講日

①～⑨の数字 ＝ 授業日
テ ＝ 夏期実力確認テスト
特 ＝ 夏期特別講座（オプション）
補 ＝ 休んだ場合の無料補習日

８月

３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 17 18 21

学年 （期間） 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 水 木 日

中３ 9日間 ＋ 8/2１テスト ① ② ③ ④ ➄ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 特 2
学
期
開
始

テ

中１･２ ７日間 ＋ 8/2１テスト ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 補 テ

６月･７月ご入会の方限定

信学会ゼミナール入会金無料
（中学生￥１０,０００ 小学生￥５,０００）

夏期講習受講料特別料金

夏期講習までに 信学会ゼミナールのご入会 と 夏期講習のお申し込み を同時におこなうと

はじめるなら今！夏のＷ割キャンペーン

最大1８,１00円お得！
たとえば「中３・総合５教科」受講の場合

入会金 10,000円 off
講習料金 ８,１00円 off

【夏期講習 仮申込（予約）について】
各学年のコース・クラスには定員がございます。 新型コロナウイルス感染拡大防止のために
人数を減らしての開講となりますので，受講希望の方はお早めにお申し込みください。

すぐに校舎窓口でお手続きができない場合は，お席を優先的に確保する仮申込（予約）もあります。
右のQRコード または信学会ゼミナールの夏期講習特設ページよりお申し込みください。
仮申込の確認後，職員からご連絡を差し上げ，お手続きの日時をご相談いたします。

夏期講習の仮申込は
コチラ♪(２４時間受付)

※ 6月または7月の授業料が発生することが条件です

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・体育教室・

ピアノ教室，のびのび教室）

夏期実力確認テスト ８月２１日（日）
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
個人成績表で確認し，２学期以降の学習ポイントをつかみましょう！

■ 中３生 （国･数･社･理･英） 9：00～15：10
■ 中１・２生（国･数･英） １5：40～18：30


