
☎/Fax０２６9-26-1855

中野校

※１１月, または１２月からの授業料を納入いただくことが条件です。

〒383-0013
中野市中野1601
火曜～土曜 13:30～19:00長野県一筋69年 地域密着型学習塾

◎ ご自宅からオンライン受講が可能
◎ わかる集団授業
◎ 質問は個別対応
◎ 欠席補習が別日であります

ＨＰ随時更新中！

2学期授業案内・無料体験など

各種詳細はこちらをチェック♪

中３
全受講生

最大1７,０00円お得!

入会手続き＋冬期講習のお申し込み

①入会金無料 ②冬期講習が特別受講料

https://s01.shingakukai.or.jp/
https://s01.shingakukai.or.jp/
https://s01.shingakukai.or.jp/
https://s01.shingakukai.or.jp/


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

１２月 １月

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４

土 日 月 火 水 木 金 土 祝 祝 火 水

中３生 (６日間)
① ② ③

休 校

④ ⑤ ⑥

中１･２生 (５日
間 )

① ② ③ ④ ⑤

小５生 (４日間) ① ② ③ ④

テーマ別単科講座（後期）

開講コース

コース 時間 内容

中
３

入試５教科
（国・数・社・理・英）

アカデミー
（発展） 9:00～14:30

長野高校・難関高校へ上位合格を目指す受験生集ま
れ！
入試頻出問題・入試で得点差がつく発展問題・論述問
題に取り組むコースです。
最終総合・実力テストで得点を伸ばそう。

ハイレベル
（応用） 9:00～14:30

須坂高校・長野吉田高校・長野高専などへ合格を目
指すコースです。
入試によく出題される重要単元を理解し、応用問題
を中心に取り組みます。

スタンダード
（基礎～標準） 9:00～14:30

中野西高校・飯山高校・中野立志館高校・職業科など
へ合格を目指すコースです。
要点整理を行い、入試傾向に沿った問題を丁寧に解
きながら、理解を深めましょう。

テーマ別単科講座
１講座～受講ができます

毎年、大人気の選択式講座です！
各講座３日間完結のオプション講座として、長野県高校入試に頻出な問
題を演習・解説します。 ※右ページの表を参照

中
２ ３教科 （国・数・英）

15:00～
18:20

実力差がひらく中２の２学期。
既習単元の基礎事項の定着をはかるとともに応用力
を養います。
受験学年に向けて準備をする冬期講習にしましょう。

中１ ３教科 （国・数・英）
15:00～
18:20

学習内容の難化と部活、勉強の両立で忙しい１年生。
冬休み中に重要単元を復習し、３学期を万全に迎え
られる冬休みにしよう。

小
５ ２教科 （国・算）

17:00～
18:50

中学受験まであと1年を切りました。2学期の学習範
囲は、中学受験で必須の単元ばかりなので、冬休み
から本格的に受験対策を始めよう。

自分の限界を超える本気の冬！

受講しやすい
年内完結日程

欠席しても別日補習があるので安心 補習日：1/10(火)17:00～19:00
欠席した日の授業内容を個別でフォローします。

テーマ別単科講座（前期）



時間 後期（1/2･3･4）

①
15:00
～

16:00

【古典】３日で
こってり古典演習

【安井ＳＰ】数学入試問２攻略！
確率・規則性・データの整理

【英長】英語の総合力
「長文読解・英作文」

１日目：古文の基本「物語文」
２日目：いにしえの「随筆文」
３日目：和歌・俳句の入った古
文

１日目： 確率の正しい求め方
２日目： 規則性３パターン攻略
３日目：データの整理（論述対策）

毎日リスニング問題を実施
得点差がひらく英作文の最終確認

【英法】と合わせて受講を！

②
16:10
～

17:10

【理Ⅱ】計算問題攻略！
「地層・地震・天気」

【JME】国数英
最強３教科パック

【地理】入試にこう出る！
テーマ別地理

１日目：地震の計算問題
２日目：柱状図の読みとり問題
３日目：天気の変化とグラフの

読みとり

J(国)･･･作文問題を徹底指導
M(数)･･･空間図形の攻略
E(英)･･･リスニング問題対策
いいとこどりパックで得点
UP！

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

③
17:20
～

18:20

【理Ⅰ後】計算問題攻略！
「電流・化学・エネルギー」

【数ハイ】長野県入試
「正答率50%以下」の図形・関数

１日目：電流
２日目：化学変化
３日目：運動とエネルギー
※内容は，前期と同じです。

過去に出題された長野県入試から問題を厳選し，
難関校で得点差がつく，図形・関数の問題を中心
に徹底攻略。

時間 前期（12/28･29･30）

①
15:00
～

16:00

【歴史】入試にこう出る！
テーマ別歴史

【数スタ】長野県入試
「正答率50%以上」の問題演習

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問
題を厳選し，入試本番で必ず解けな
ければならない基礎・標準問題を
徹底演習。

②
16:10
～

17:10

【理Ⅰ前】計算問題攻略！
「電流・化学・エネルギー」

【英法】英語の基礎
「語形変化・脱文補充」

１日目：電流
２日目：化学変化
３日目：運動とエネルギー
※内容は，後期と同じです。

毎日リスニング問題を実施
入試で得点したい問題だけを集めて
基礎から３日間演習します。
【英長】と合わせて受講を！

◆ 中３対象 テーマ別単科講座 ◆

月 第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

11月
13日

学力テスト
火・木曜日英語
入試対策開始

12月 三者懇談会
11日

学力テスト

24日～
小５・中１・２
冬期講習

28日～
中3

冬期講習

1月
４日
中３

冬講最終日

火・木曜日 数学
入試対策開始

15日
学力テスト

２８日
漢字検定

２月
２日 前期選抜
５日 学力テスト

１０日
前期選抜
合格発表

２０日
後期選抜出願

２５日
土曜特訓最終

自習室使い放題 放課後～２１：００
★ 質問は個別対応 学校帰りに通えて便利だね！【中３中野校生】今後の日程

【注意事項】
※冬期講習の本講座を
受講する中３生限定の
講座です。単科講座の
みの受講はできません。

※各講座
１講座＝３日間完結です。

※待機教室がございま
せんので連続(例①,②)して
受講をオススメします。



信学会在籍生の高校入試合格実績 全県計2,571名合格
須坂７５名 長野 ７７名 長野吉田６６名 長野西 ４６名

中野西・飯山29名 国立長野高専 ３７名 他多数

中学受験も信学会！ 今年も多数合格 全県計1７９名合格
信大附属長野 ３９名 屋代高校附属 2３名 佐久長聖 ４１名

長野日本大学1９名 長野清泉女学院 長野市立長野 など 〈学力テスト受験者・季節講習のみの受講生は含みません〉

信学会のコロナウイルス感染症対策
中野校は「長野県新型コロナ対策推進宣言の店」に登録しております。

校舎清掃･消毒

全階にアルコールを設置
し,校舎内を適宜
消毒しています。

換気

授業の前後・授業中に
換気を
おこなっています。

適切な座席配置

密を避け,
座席間隔をとって
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。

すぐにお申し込みができない方は

【冬期講習の仮申込】ができます

詳細はこちらをチェック ！

中野校窓口に申込書と納入金を添えてお申し込みください。(申込書は窓口にございます。)

お電話・FAX・仮申込フォームからもお申し込みができます。

中３受講クラスのご相談やご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

◆ 申し込み方法 ◆

次の方は（ ）内の特別料金

● Ｗ割入会生（入会＋冬期講習申し込み）

● 信学会ゼミナール生

● 信学会教室生・ＰＡＳＳ生

次の方は申込金が0円！

● 過去講習会受講生 ※会員証提示

● 信学会幼稚園・保育園の卒園生

● ３人以上で同時申し込み

● 信学会教室の修了生

● 中野市中央幼稚園の卒園生

● コープ会員 ※会員証提示

● 中野校生の紹介者 ※紹介カード提示

コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

入試５教科 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（３日間）につき 3,600円

中２ ３教科 2,000円 2２,０00円
2４,０00円
（1９,２00円）

中１ ３教科 2,000円 2２,０00円
2４,０00円
（1９,２00円）

小５ ２教科 2,000円 １０,０00円
1２,０00円
（9,６00円）

https://forms.gle/sLpUSfEziHeSnciF8
https://forms.gle/sLpUSfEziHeSnciF8
https://forms.gle/sLpUSfEziHeSnciF8
https://forms.gle/sLpUSfEziHeSnciF8

