
地図

Tel/ Fax０２６７-６８-５５４８

〒385-0022佐久市岩村田3634－6
【受付時間】月曜～金曜 13:30～17:00

土曜 16:30～19:00

長聖ゼミ

◆会場および受付場所◆

長聖ゼミ

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！

詳細はこちらをチェック ！

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〉

中学入試（令和４年度入試)

佐久長聖中学校 ４１名 屋代高校附属中学校 2３名 信大附属長野中学校 ３９名
信大附属松本中学校 ２６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

松本秀峰中学校 １３名 など

高 校 入 試 （令和４年度入試) 計2,571名が合格！
須坂高校 ７５名 長野高校 ７７名 屋代高校 ８０名 上田高校 ８５名 松本深志高校 ９７名
中野西高校 １９名 長野吉田高校 ６６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

長野南高校 1２名 市立長野高校 1１名 篠ノ井高校 ４０名 松代高校 ４名 上田千曲高校 ９名 上田染谷丘高校 ６５名

上田東高校 36名 丸子修学館高校 ５名 小諸高校 ９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 岡谷南高校 １２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 豊科高校 １９名 大町岳陽高校 １５名 長野工業高等専門学校（国立長野高専） ３７名 他多数

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。

昨年も特待多数!

長聖ゼミの
情報は

こちらから!

７月１０日〔日〕 10:30～12:10
会場：長聖ゼミ ２階

小４～小６生保護者対象

参加者は夏期講習の申込金が２０００円→０円に！

佐久長聖中学校の入試が変わります!

参加申し込みは
こちらから！



コース 申込金 受講料 納入金合計

小６

最強〔４教科＋適性検査〕 ２，０００円 43.800円
45.800円
（36.200円）

中学受験〔適性検査〕 2,000円 ３１,３00円
3３,３00円
（2７,１00円）

中学受験〔４教科〕 2,000円 ３１,３00円
3３,３00円
（2７,１00円）

２教科 2,000円 １９,９00円
２１,９00円
（1７,９00円）

小５

中学受験〔適性検査〕 2,000円 ２０,５00円
2２,５00円
（1８,500円）

中学受験〔４教科〕 2,000円 ２０,５00円
2２,５00円
（1８,500円）

２教科 2,000円 1３,３00円
15,300円
（1２,７00円）

小４ ２教科 2,000円 1３,３00円
15,300円
（1２,７00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

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）

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 ◆

開講コース

コース 時間 内容

小６

最強 （国・算・理・社・適性検査対策） １１:00～１７:３0

屋代高校附属中学校の入試に向けて、また、中学入学後のテストに向けて、
4教科と適性検査型両方の力をつけるコースです。この夏に大きく学力を伸
ばしたい皆さんにおすすめのコースです。

中学受験〔適性検査〕（国・算・適性検査対策） １１:00～１５:３0

屋代高校附属中学校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〔４教科〕 （国・算・理・社） １３:３0～１７:３0

佐久長聖中学校など中学受験を視野に，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。

２教科 （国・算） １３:３0～１５:３0
１学期までの学習範囲をしっかり復習するとともに，練習問題を数多く解き，
応用力を養います。

小５

中学受験〔適性検査〕（国・算・適性検査対策） ９:00～１３:00 １学期までの学習範囲をしっかり復習するとともに，正しい学習の方法を身に
つけ確かな学力を養います。
中学受験〔適性検査〕コースでは屋代高校附属中学校の入試に向け、国語・算
数に加え，適性検査の対策授業もおこないます。
中学受験〔４教科〕コースでは佐久長聖中学校などの中学受験を見据え，応用
問題にも取り組みます。

中学受験〔４教科〕 （国・算・理・社） ９:00～１３:00

２教科 （国・算） １１:00～１３:00

小４ ２教科 （国・算） ８:５0～１0:５0 １学期までの学習範囲を復習し，基礎学力の定着をはかります。

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！

■ 小５生 ８月８日（月）

■ 小４生 ８月８日（月）

※小4･5生は講習の授業と同じ時間に開始します。

■ 小６生 ８月１１日（木）

※小6生のテスト時間は講習の時間と異なります。

コースにより集合時間が異なりますので、

講習受付時に配布するプリントをご確認ください。

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。

夏期特別講座 ◎本講座を受講する方限定のオプション講座です◎

学
年

特別講座 内容 日程 受講料

小
６

適性型入試
作文･面接対策

屋代高校附属中学校の入試で課される作文、集
団面接の対策講座です。作文や面接で注意する
べき点を初歩から確認し、入試に備えます。

７月２７日(水)～２９日(金)
１４：００～１５：５０

４,５００円

算数
速さ･割合

中学受験において最も重要な速さの問題(旅人
算･通過算･流水算など)や、割合の問題(売買・
相当算・濃度など)を集中的に特講座です。

７月２７日(水)～２９日(金)
１６：００～１７：５０

４,５００円

算数
過去問チャレンジ

一般的に入手できる過去問には、解答はありま
すが解説はありません。入試でよく出るタイプの
過去問を解き、しっかり解説します。

夏期講習 開講日
１７：４０～１８：３０

６,０００円

小
５ Writing英語

小学校で楽しく学んでいる英語ですが、いざ試
験を受けるとなると不安も多いのではないで
しょうか。この講座では単語や英文を書くことに
重点を置き、将来の試験に備えます。

８月９日（火）～１１日（木）
１0:00～１１:５0

５,０00円

【小6最強コースで勉強中！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。
僕もがんばる！一番勉強し
た夏にするぞ！

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）

７月 ８月

2４ 2５ 2６ 2７ 2８ ２９ 3０ 31 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

学年 （期間） 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 祝 金

小６ ８日＋テスト 特 特 特 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ テ

小５ ５日＋テスト ① ② ③ ④ ⑤ テ 特 特 特

小４ ５日＋テスト ① ② ③ ④ ⑤ テ

「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。

◎ 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！！

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。

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1４,６00円お得！
たとえば「小６・最強」受講の場合

入会金 ５,000円 off
講習料金 ９,６00円 off

※ 6月または7月の授業料が発生することが条件です


