
 

 

 
 

 

 

 

 

 

夏期特別講座 本講座を受講する生徒限定のオプションです。特別講座のみの受講はできません。 
中３特別講座 内容 日程・時間 受講料 

夏の強化分野 

発見講座 

短い夏休みを有効活用するため、夏期講習前に自分の得意・

苦手分野を発見し、今後の対策を立てる講座です。 

5 教科のテストを解き、解説授業をおこないます。 

8/2 

9:40～16:30 
5,000 円 

夏の英語・数学 

集中講座 

夏休み明けのテストに向けて、英語・数学を集中しておこな

う講座です。 

英語は長文問題、数学は関数・図形問題を中心に扱います。 

講習授業日に同じ 

（全 5回） 

8:40～9:30 

3,600 円 

 

中２特別講座 内容 日程・時間 受講料 

夏の理科・社会 

特訓講座 

夏期講習で扱わない理科・社会を復習する講座です。中 2

の 1 学期までに学習した内容で、特に苦手とする人が多い

分野に絞っておこないます。 

8/2 

16:00～19:00 
2,400 円 

学年 コース・時間 内容 

中３ 

総合５教科 

（国・数・理・社・英） 

 

【9:40～15:15】 

アカデミー 

（発展） 

トップ校への上位合格を目標に，応用力を伸ばしたい皆さんのための

コースです。応用問題と発展問題を中心に取り組みます。 

目安･･･松本深志、松本県ヶ丘、諏訪清陵、山梨甲陵 など 

ハイレベル 

（標準） 

進学校への合格を目標に，応用力をつけたい皆さんのためのコースで

す。重要項目を確認するとともに，応用問題に数多く取り組みます。 

目安･･･諏訪二葉、岡谷南、東海大諏訪（理数科） など 

スタンダード 

（基礎～標準） 

基礎を固め，知識をより確実なものにしたい皆さんのためのコースで

す。要点のまとめをおこなうとともに重要問題にも取り組みます。 

目安･･･下諏訪向陽、岡谷東、諏訪実業、岡谷工業 など 

主要３教科（国・数・英） 

【17:40～20:50】 

国語・数学・英語の３教科にしぼって重要ポイントの確認をおこない

ます。基礎から応用問題まで幅広く扱い，得点力アップを目指します。 

 理社 

【15:35～17:25】 

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。 

中２ 
主要３教科（国・数・英） 

【17:30～20:40】 

入試問題の６〜７割は，中１・２の学習内容から出題されています。

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。 

中１ 
主要３教科（国・数・英） 

【17:30～20:40】 

国語・数学・英語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。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。 

小６ 

中学受験〔適性検査〕 
（国・算・適性検査対策） 【8:40～12:45】 

県立中学や一部の私立中学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。 

2教科（国・算）     【8:40～10:45】 
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。中学受験を考えていない皆さんも受講で

きます。 

小５ 2教科（国・算）    【15:35～17:25】 
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。 

 

 

本講座 ８月８日（土）～ ８月１２日（水） 

＋ 夏期実力確認テスト８月２２日（土）または２３日（日）の全６日間 
 

茅野駅前校のご案内 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース 申込金 受講料 納入金合計 

中３ 

総合５教科 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

主要３教科 2,000 円 19,000 円 
21,000 円 

（15,900 円） 

理社 2,000 円 15,000 円 
17,000 円 

（12,700 円） 

主要３教科＋理社 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

双方向オンライン 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

中２ 主要３教科 2,000 円 18,000 円 
20,000 円 

（14,900 円） 

中１ 主要３教科 2,000 円 18,000 円 
20,000 円 

（14,900 円） 

小６ 

中学受験〔適性検査〕 2,000 円 19000 円 
21,000 円 

（15,700 円） 

2 教科 2,000 円 11,300 円 
13,300 円 

（9,500 円） 

小５ 2 教科 2,000 円 11,300 円 
13,300 円 

（9,500 円） 

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。 

 

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  

● 現・元通塾生の兄弟・姉妹 

● 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 

● 夏のイベントに参加された方 

● 信学会通塾生から紹介された方 

● 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・ 

ピアノ教室，のびのび教室）  

＊お申し込みの際に生徒証などを 

ご持参（お申し出）ください。 

 

 

 

 （中学生 10,000円／小学生 5,000円） 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 6,100円OFF  

6/20～7/31 の期間に信学会ゼミナールの入会と夏期講習のお申し込みを同時におこなうと 

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

を確認し、2 学期以降の学習ポイントをつかみましょう！ 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。また 

「オンライン自習室」で自宅学習を能率良く進めましょう。 

自宅で信学会夏期講習を受講しよう！   

 中３総合５教科「 」コース 

〔開講日〕左記に同じ 〔時間〕  

〔開講ｺｰｽ〕中３総合５教科（ハイレベル／スタンダード） 

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

一緒にお申し込みください。 

【中３生】 8/23(日) 9:00～15:10 

【中１・２生】 8/22(土) 18:40～21:25 

【小６（適性検査）】 8/22(土) 9:00～12:40 

【小６（２教科）・小５】 8/22(土) 9:00～10:50 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅野駅前校 

 

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 
校舎には消毒用アルコー

ルを設置し、机やドアノ

ブ、階段の手すり等を適

宜除菌しています。 

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、座席間隔を十

分にとっています。 

マスクの着用 
職員は、毎日出勤時に検

温し、マスク着用で勤務

します。授業もマスク着

用でおこなっています。 

令和２年度合格実績  ※学力テスト受験者，季節講習会のみの受講生は含んでいません。 

松本深志 ６０名 松本県ヶ丘 ７０名 諏訪清陵 １４名 諏訪二葉 ２０名 
岡谷南 １２名  山梨甲陵 ２名  塩尻志学館 １５名  駿台甲府 ２名 

松本蟻ヶ崎 ６０名  松本美須々ヶ丘 ４５名  東海大諏訪 ２１名 

須坂 ９３名  長野 ８２名  上田 １００名  東京都市大塩尻 251 名  

他 総勢２４８４名合格 
 

 

  

 

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。 

 

 

 

諏訪清陵附属中 ７名 信大附属松本 ２３名 松本秀峰 ９名 
屋代附属 ２８名 佐久長聖 ５６名 市立長野 １１名        他 総勢２２０名合格 

TEL 0266-72-9788 / FAX 0266-73-0312 

〒391-0001 茅野市仲町 3-1 
【受付時間】 火曜～土曜 13:30～19:00 


