
信学会の全授業を、１回ずつ無料で受講いただけます。お申し込みは上田駅前校ホームページから！

学年ごとの時間割（曜日・時間）もご覧いただけます。

2023年度長野県高校入試の結果分析に基づいた、信学会だけの最新受験情報をお伝えします。

受験生になる新中３生と保護者のみなさまにとって、知っておきたい入試の現状をとことん盛り込んだ内容となります。

みなさまのお越しをお待ちしております。

期日： ４月１日(土) 10:00～11:30

会場： 上田市サントミューゼ

（小ホール）

内容：

※定員（150名）になり次第、締切とさせていただきます。

詳しくは別紙ご案内をご覧ください。

春のスタートガイダンス新中３生・保護者対象
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2023年度入試分析
高校別合格ライン
最新問題の分析

2024年度入試に向けて
先輩の体験談

入会金全額無料

新学期は４月６日（木）開始！ 【新学期生受付中】

春期講習を受講した後、4月末までに信学会ゼミナールにご入会の方は…

TEL 0268-22-5588 FAX 0268-23-6249

〒386-0012 上田市中央1-2-21
【受付時間】月曜～金曜 9:00～18:00 土曜･日曜･祝日 9:00～16:00

上田駅前校

◇ 会場および受付場所 ◇

無料体験キャンペーン ３ 月 18日 (土 )まで

こちらに掲載している「無料体験キャンペーン」および「春のスタートガイダンス」にご参加いただいたみなさまには、春期講習の申込金２,０００円が免除される特典がございます。

★新小４生対象 「受験コース体験授業」10:30~12:00
★新中１生・保護者対象「新中１準備セミナー＆体験授業」13:00~15:00

★新中３生対象 「土曜特訓無料体験授業」 17:00~20:55

各種イベントの詳細＆お申し込みは
こちらのQRコードから

令和４年度高校合格実績 ※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。

令和５年度中学合格実績
屋代高校附属中学校 14名 佐久長聖中学校 40名

信大附属長野中学校 34名 長野日本大学中学校 15名 長野清泉女学院中学校 2名

上田高校 85名 上田染谷丘高校 65名 長野高校 77名
上田東高校 36名 上田千曲高校 9名 屋代高校 80名 篠ノ井高校 40名 野沢北高校 26名

岩村田高校 29名 長野工業高等専門学校（国立長野高専）37名 他多数

【 新型コロナウイルスへの対応について 】
安心してお通いいただくために 、全ての校舎で感染予防対策を実施しています 。

上 田 駅 前 校

すぐにお申込ができない方はネットで

「春期講習の仮申込」 ができます ！

詳細はこちらをチェック ！

春期講習
特設ページはこちら

¥0

体験スペシャルDay ３月５日（日）
上田駅前校
ホームページ



◆申し込み方法◆

ゼミナール生のみなさんにはゼミナール新学期開始時にテストを返却します。

開 講 コ ー ス

コ ー ス 時 間 内 容

新中３

５教科
（国・数・社・理・英）

アカデミー
（発展）

15:20～20:55
５教科コース・３教科コースともに既習範囲の復習を
おこないます。
３教科コースは、部活動などで忙しい皆さんも受講でき
るように夕方から開始します。

［アカデミー］
難関校上位合格を目指し、発展内容にも取り組みます。
［ハイレベル］
基礎知識を定着させ、応用問題にも取り組みます。
［スタンダード］
要点を整理し、基礎知識をしっかり身に付けます。

※新中３「双方向オンラインコース」もございます。
本リーフレット右面をご覧ください。

ハイレベル
（応用）

15:20～20:55

スタンダード
（基礎～標準）

15:20～20:55

３教科
（国・数・英）

アカデミー
（発展）

17:30～20:55

ハイレベル
（応用）

17:30～20:55

スタンダード
（基礎～標準）

17:30～20:55

理社 （理科は応用・標準から選択） 15:20～17:10
理科・社会を集中して学習したい皆さんを対象に、重要
事項の復習をおこないます。

新中２

５教科 （国・数・社・理・英） 15:20～20:35 中２の学習にスムーズに移行できるよう、各教科の重要
事項を整理し、復習します。
３教科コースは部活動などで忙しい皆さんも受講できる
ように夕方から開始します。
※習熟度別２クラス体制でおこないます。

３教科 （国・数・英） 17:30～20:35

理社 15:20～17:10
理科・社会を集中して学習したい皆さんを対象に、重要事項の
復習をおこないます。

新中１
中学準備

◎１教科ずつ選択して
受講できます

国語 13:10～14:00 小学校で学んだ内容の復習をします。また、中学校の学
習内容も先取りし、中１の学習へスムーズに移行できる
ようにします。
※数学と英語は［応用］［標準］の習熟度別２クラス体制でお
こないます。

英語 14:10～15:00

数学 15:10～16:00

新小６

中学受験〔適性検査〕
（国・算・適性検査対策）

8:45～12:40
屋代高校附属中学校で課されている適性検査型入試の対
策コースです。国語・算数で読解力と計算力を高め、適
性検査問題演習につなげます。

中学受験〔４教科〕
（国・算・理・社）

10:40～15:00
佐久長聖中学校で課されている入試の対策コースです。
４教科の基本問題から応用問題まで数多くの問題に挑戦
し、学力アップをはかります。

２教科 （国・算） 13:00～15:00
小５までの学習内容の総まとめと小６内容の予習をおこ
ない、新学期からの成績アップを目指します。

新小５

中学受験〔適性検査〕
（国・算・適性検査対策）

9:45～12:40
屋代高校附属中学校で課されてい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、
適性検査問題に取り組みます。

２教科 （国・算） 13:00～15:00
小４までの学習内容の総まとめと小５内容の予習をおこ
ない、新学期からの成績アップを目指します。

新小４ ２教科 （国・算） 13:00～15:00
小３までの学習内容を復習します。基礎問題を中心に
取り組みながら、学習習慣の定着や思考力の向上をはか
ります。

新小４～
新小６

英語４技能
15:10～16:00

外国人講師とのマンツーマンのオンライン英会話レッス
ンでSpeaking(話す)とListening(聞く)をおこないます。
また、オリジナルの学習アプリでReading(読む)を鍛え、
Writing(書く)はノート指導で学習します。

３ 月 ４ 月

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

新小５
～

新中３
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

スタートテスト

予備日

スタート
テスト返
却日(一般
生のみ)

新中３
春のスター
トガイダン
ス（スタートテ
スト返却日）

新小４ ① ② ③ ④

ハイレベル

スタンダード

ハイレベル

スタンダード

各コースには定員がございます。早めのお申し込みをお勧めいたします。

新学期は４月６日（木）開始！
ただいま新学期生受付中です！

申込書にご記入いただき、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、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。

申込書は受付窓口にも用意しております。

応用

標準

応用

標準

この春の過ごし方が今後を大きく変える
重要単元の効率的な総復習＆スタートテストで成果を確認！！

※①～⑥は開講日を示します。最終日（⑥）、最終日（④）は「新学期スタートテスト」を実施します。

特別講座

コース 申込金 受講料 納入金合計

新中３

５教科
５教科双方向ｵﾝﾗｲﾝ

2,000円 29,000円
31,000円
（24,800円）

３教科
３教科双方向ｵﾝﾗｲﾝ

2,000円 20,000円
22,000円
（17,600円）

理社
理社双方向ｵﾝﾗｲﾝ

2,000円 16,000円
18,000円
（14,400円）

新中２

５教科 2,000円 27,000円
29,000円
（23,200円）

３教科 2,000円 18,000円
20,000円
（16,000円）

理社 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

新中１

１教科 2,000円 7,000円
9,000円

（7,200円）

２教科 2,000円 13,000円
1５,000円
（12,000円）

３教科 2,000円 18,000円
20,000円
（16,000円）

新小６

中学受験
〔適性検査〕

2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

中学受験
〔４教科〕

2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

２教科 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

新小５

中学受験
〔適性検査〕

2,000円 18,000円
20,000円
（16,000円）

中学受験
〔４教科〕

2,000円 22,000円
24,000円
（19,200円）

２教科 2,000円 14,000円
16,000円
（12,800円）

新小４ ２教科 2,000円 8,000円
10,000円
（7,500円）

新小４～
新小６ 英語４技能

小5/6 :  7,000円
小4  ： 4,000円

各 種 特 典

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）

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

●２月～３月開催のイベントに参加して

いただいた方

●信学会通塾生から紹介された方

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。

自宅で信学会の春期講習を受講しよう！ 新中３「双方向オンライン」コース
Google Classroomを使った５教科の「双方向授業」と質問対応、「学習・進路相談」を信学会講師が行います。

〔開講日〕 ３/2１～2４、2７・2８ (授業5日間＋自宅でのスタートテスト受験)

〔コース・時間〕 ５教科（国数英理社） 1３:２0～1８:４0

3教科(国 数 英) 1５:２0～1８:４0

理社のみ 13:20～15:30

「応用」・「標準」
の２クラスから選択できます

春期講習の仮申込（席の予約）は
コチラ♪(２４時間受付)

【春期講習 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 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。


