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〒３９０－０８３３ 松本市双葉 １－４
【受付時間】 火曜～金曜／１３：３０～１９：００

土曜／１１：３０～１７：００

◇ 会場および受付場所 ◇
すぐにお申込ができない方はネットで

「冬期講習の仮申込」ができます！

詳細はこちらをチェック ！

冬期講習
特設ページは
こちら

中学校で学習する理科・社会のほとんどの内容は，「暗記もの」のように捉えがちです。しかし，実際はきちんと理解をして
いないと，３年生になってからの総合テストや高校入試で得点できないものになっています。また，理科・社会は，中学校の
授業で１年生や２年生の時に学習した内容をこの先ほとんど扱いません。つまり，学校で１つの学習内容を終えると，今度
は受験勉強として自分で学習するしかない科目なのです。そこで，信学会ゼミナール南松本校では「理科・社会特訓講座」
を開講いたします。中学１･２年生の学習内容の重要ポイントをおさえながら，定期テスト前にはテスト対策をおこないます。
来年度に向けて，受験勉強をスムーズに始め，志望校合格に近づく環境を整えるためにも是非ともこの講座に奮ってご参
加ください。

中２生対象

小５生対象 中学受験準備講座
中学受験まであと１年程となりました。中学受験を考えているみなさんは，受験に向けてそろそろ準備を始めていく時期で
はないでしょうか。そこで，信学会ゼミナール南松本校では，中学受験に向けて「中学受験準備講座」として国語・算数・理
科・社会の4教科の講座を開講いたします。受験を見据えて今からしっかり受験対策をおこなっていきたいみなさんはもちろ
んのこと，受験は考えていなくても，より高いレベルの学習をしたいというみなさんもお待ちしております。

◇詳細は信学会ゼミナール南松本校までお気軽にお問い合わせください◇

◆信学会ゼミナール南松本校からのお知らせ◆

冬期講習前に体験してみませんか？通常授業の無料体験受付中！

理科・社会特訓講座

無料体験のお申込みは
こちら♪(２４時間受付)

南松本校ホームページ

南松本校

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一切含みません〉

高校入試（令和４年度入試） 計2,５７１名が合格！
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
松本美須々ヶ丘高校 ４３名 豊科高校 １９名 大町岳陽高校 1５名 塩尻志学館高校 １２名
松本工業高校 1８名 諏訪清陵高校 ２３名 諏訪二葉高校 2４名 岡谷南高校 １２名
長野工業高等専門学校（国立長野高専） ３７名 長野高校 ７７名 上田高校 ８５名

中学入試(令和４年度入試)
信大附属松本中学校 26名 松本秀峰中等教育学校 13名
佐久長聖中学校 ４１名 信大附属長野中学校 ３９名 屋代附属中学校 2３名

冬期講習の仮申込は
こちら♪(２４時間受付)

南松本校



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 ◆

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
● Ｗ割でご入会の方
● 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）

各 種 特 典

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。

自分の限界を超える, 本気の冬。

南松本校 冬期講習 開講日

学年（期間）

１２月 １月

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ ２ ３ ４

土 日 月 火 水 木 金 土 日・祝 月・祝 火 水

中３(６日間)
① ② ③

12 / 31,
1 / 1は
お休み

④ ⑤ ⑥

中１･２(６日間) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 補習 補習

小４･５･６ (４日間) ① ② ③ ④ 補習 補習

開講コース
コース 時間 内容

中３

総合５教科
（国・数・社・理・英）

アカデミー
（発展） ９:００～１４:５０

入試頻出問題はもちろん，入試で得点差が開きやすい応用～発展問題
を中心に演習をします。進学校への上位合格を目標にし，実戦力を高め
ていきたいみなさんにおすすめのクラスです。

ハイレベル
（応用） ９:００～１４:５０

進学校への合格を目標にし，重要ポイントの確認に加えて応用問題の演
習をします。基礎的内容～応用的内容までの幅広い知識の確認や実戦
演習に取り組みたいみなさんにおすすめのクラスです。

スタンダード
（基礎～標準） ９:００～１４:５０

各教科の重要単元の要点整理を行い，入試傾向に沿った問題の演習を
します。入試対策として，基礎的な内容をしっかりと定着させたいみな
さんにおすすめのクラスです。

テーマ別単科講座（オプション講座）
前期・後期，それぞれ３日間完結の選択式オプション講座です。入試の頻出分野や弱点単元
の克服などテーマを絞って演習・解説します。詳しくは別表をご覧ください。

中２ ３教科 （国・数・英）
１５:００～１８:２０
※１２／２７は
１７:５０～２１:００

中２の２学期までで，高校入試にも直結する重要な単元を学習してきま
した。中３に向けて，国語・数学・英語の基礎事項の定着をはかるととも
に応用問題にも取り組みます。

中１ ３教科 （国・数・英）
１５:００～１８:２０
※１２／２７は
１７:５０～２１:００

中１の２学期までに学習してきた国語・数学・英語の重要な単元を復習
し，今後の学習の土台となる基礎力を確かなものにします。さらに，よ
り知識を高めるための応用問題にも取り組みます。

小６ ２教科 （国・算） １２:３０～１４:５０
中学受験が一段落したみなさんや，中学校への進学を前に学習が少し
不安なみなさんを対象に，小学校の学習内容の中でも特に中学校の学
習において重要度が増す内容を，要点をおさえて復習するコースです。

小５ ２教科 （国・算） ９:００～１１:２０
２学期までの学習内容の総復習を通じて，３学期に向けての足固めをし
ます。中学受験を考えているみなさんは受験まで１年を切っています。
早めのスタートを切りましょう。

小４ ２教科 （国・算） ９:００～１１:２０
小４の２学期までに学習してきた内容の総復習をし，基礎事項の定着を
はかり，３学期の学習に備えます。また，応用問題にも取り組み，思考力
も高めます。

◆ 中３テーマ別単科講座 ◆

時間 前期（12/28･29･30） 後期（1/2･3･4）

15:20～16:10

【講座番号 A１－国】 【講座番号 B１－社】

入試に直結！「国語 古文読解＆文法」 入試に直結！「社会 公民頻出問題」
長野県公立後期選抜の国語では，「古文・文法」が必ず出題されま
す。苦手意識を持っている人が多い古文読解のコツを押さえると
ともに，得点源となる文法の知識を固めましょう!

長野県公立後期選抜では，社会100点のうち，約30点分が公民
分野です。３年生になってから初めて公民を習って，苦手としてい
る人も多いはず。公民を集中特訓し，得点源にしましょう!

16:20～17:10

【講座番号 A２－理応】/【講座番号 A２－理基】 【講座番号 B２－数応】/【講座番号 B２－数基】

入試で差がつく！「理科 計算・グラフ問題」（応用）/（基礎） 入試で差がつく！「数学関数＆図形」（応用）/（基礎）
長野県公立後期選抜の理科では，「計算・グラフ問題」が必ず出題
されます。難易度が高く，得点の差が生まれやすい「計算・グラフ
問題」を集中特訓して，レベルアップを目指しましょう!
※「応用」か「基礎」のどちらかをお選びください。

長野県公立後期選抜の数学では，「関数」・「図形」が必ず出題され
ます。得点差が出やすい「関数」・「図形」の入試頻出問題を集中特
訓して，応用力を身につけ，更なるレベルアップを目指しましょう!
※「応用」か「基礎」のどちらかをお選びください。

17:20～18:10

【講座番号 A３－英応】/【講座番号 A３－英基】 【講座番号 B３－探】

入試攻略英語！「英作文＆長文」（応用）/（基礎） めざせ前期合格！「県ヶ丘探究科」
長野県公立後期選抜の英語では，「英語長文問題」が必ず出題され
ます。苦手意識を持っている人が多い英語長文読解のコツを押さ
えるとともに，英作文の問題にもチャレンジし，レベルアップを目指
しましょう! ※「応用」か「基礎」のどちらかをお選びください。

松本県ヶ丘高校探究科の前期選抜で実施される「小論文B」の対
策講座です。文系／理系について，与えられたテーマに関して論
理的に構成されたいくつかの設問に答える形式の問題演習をし
ます。また，個別に添削指導もおこないます。

▶ 「テーマ別単科講座」とは，冬期講習の本講座を受講する中３生限定の特別講座です。入試における
頻出単元や得点がしづらい単元に的を絞り，知識の確認や入試の類似問題，過去問題などの徹底演習をします。

▶ 受講する講座番号（Ａ１-国など）を申込書の「単科講座・特別講座欄」にご記入ください。

コース 申込金 受講料 納入金合計

中３

総合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 3,000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６ ２教科（４日間） 2,000円 １０,０00円
1２,０00円
（9,６00円）

小５ ２教科（４日間） 2,000円 １０,０00円
1２,０00円
（9,６00円）

小４ ２教科（４日間） 2,000円 １０,０00円
1２,０00円
（9,６00円）

【冬期講習 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冬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。

“入試に精通した講師陣”と一緒にラストスパートを決めよう！

テーマ別単科講座（後期）テーマ別単科講座（前期）

全コース オンライン対応！

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･１/３･４ 〔時間〕 １0:30～１6:50

〔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

11月･1２月ご入会の方限定特典！！

信学会ゼミナールの入会金無料

冬 期 講 習 料 金 が 特 別 料 金
（中学生10,000円／小学生5,000円）

※１１月分または１２月分の
授業料が発生することが
条件です。

冬期講習までに，信学会ゼミナールの入会※と冬期講習のお申し込みを同時におこなうと…

本番直前！ここで差がつく！ 「あと１問,あと1点」 の重要ポイントを徹底強化！

冬期講習の仮申込は
こちら♪(２４時間受付)

合格力をさらに高める！


