
長聖ゼミ受講案内



長聖ゼミのご案内

開講日
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

小６中学受験
（4日間）

① ② ③ ④

小6中学受験・
入学準備
（6日間）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

小５（6日間） ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

小４（4日間） ① ② ③ ④

開講コース

学年 コース 時間 内容

小６
受験

中学受験〔２教科〕
（国・算）

17:30～19:30
佐久長聖中学校の東京入試①②、および本校入試②合格を目
指す皆さんのためのコースです。この1月の入試は教科型の
入試ですので、全教科まんべんなく得点できる学力が必要で
す。中学入試直前最後の見直しのチャンスです。過去問も利
用した実戦型の授業で総仕上げをしましょう。4日間(2教科)
と6日間(4教科)合わせての受講を強くお勧めします。

中学受験〔４教科〕
（国・算・理・社）

9:00～12:50

小6
中学
準備

入学準備〔２教科〕
（国・算）

13:40～15:30
佐久長聖中、屋代附属中など中学入試に合格した皆さんのた
めのコースです。受験を終え、気を抜いてしまうと中学入学
後に学習についていくことができない、という事態におちい
りかねません。この講座では小6学習範囲の総復習をすると
ともに、休校の影響で学習が十分でない分野の補足学習も行
います。

入学準備〔４教科〕
（国・算・理・社）

11:00～15:30

小５

中学受験〔最強コース〕
（国・算・理・社・適性検査対策）

9:00～15:30
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皆さんは受験まで１
年を切っています。早めのスタートを切りましょう。
適性検査コースでは国語・算数に加え適性検査の対策講座

を行います。また，４教科コースでは中学受験を見すえて
応用問題にも取り組みます。最強コースは適性検査コースと
4教科コースの学習内容すべてに取り組みます。佐久長聖中
11月入試、屋代附属中合格を目指している皆さんは、なるべ
く最強コースを受講してください。
受験を考えているが、時間がないという皆さんは、2教科

だけでも学習しておきましょう。学習習慣をつけることが中
学合格への第1歩です。

中学受験〔適性検査〕
（国・算・適性検査対策）

11:00～15:30

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） 10:00～12:10
これまでの学習内容の総復習をし，基礎事項の定着をはかり，
応用力を養います。

テーマ別単科講座（前期） テーマ別単科講座（後期）

本講座に組み合わせるオプション講座です。この講座のみのご受講はできません。
（受講の際は、申込書の「受講コース・講座」欄に【略称】をご記入ください。）

◆小６テーマ別単科講座◆

講座名 開講日 開講時間 内容

理社特訓【理社4】 12/23～12/26（4日間） 19:40～20:30
理科・社会の基礎知識を確認します。「ラ
ストスパート」との併用をお勧めします。

算数A（割合･濃度）【A算】 12/28～12/30（3日間） 14:40～15:30
過去問を使い、「割合」問題の演習を
行います。算数の仕上げ講座です。

算数B(速さ･グラフ)【B算】 1/3～1/5（3日間） 14:40～15:30
過去問を使い、「速さ」「グラフ」問
題の演習を行い、実戦力を養います。

理社ラストスパート【理社6】 12/28～12/30・1/3～1/5（6日間） 13:40～14:30
一問一答形式で理社の頻出問題の総復習を
行います。「特訓」の併用をお勧めします。

中学準備英語【英】 12/28～12/30・1/3～1/5（6日間） 15:40～16:30
中学入学に向け、「書く」ことを中心
に英語の初歩を学びます。



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◆

コース 申込金 受講料 納入金合計

小６
受験

中学受験〔2教科〕
（４日間）

2,000円 9,500円
11,500円
（9,000円）

中学受験〔４教科〕
（6日間）

2,000円 25,000円
27,000円
（22,000円）

小６
入学
準備

入学準備〔２教科〕
（６日間）

2,000円 13,500円
15,500円
（12,500円）

入学準備〔４教科〕
（6日間）

2,000円 25,000円
27,000円
（22,000円）

小５

中学受験〔最強コース〕

（6日間）
2,000円 25,000円

40,500円
（34,500円）

中学受験〔適性検査〕

（6日間）
2,000円 25,000円

27,000円
（22,000円）

中学受験〔４教科〕
（6日間）

2,000円 25,000円
27,000円
（22,000円）

２教科（６日間） 2,000円 13,500円
15,500円
（12,500円）

小４ ２教科（４日間） 2,000円 9,500円
11,500円
（9,000円）

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。

冬のＷ割キャンペーン11月･1２月ご入会の方限定特典

１２月１２日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

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）

最大11,000円引き！
たとえば「小５・最強」受講の場合

★ 入会金 5 , 0 0 0円 O F F

★ 講習料金 6 , 0 0 0円 O F F

講座名 略称 受講料

理社特訓 理社4 4,000円

算数A（割合･濃度） A算 3,000円

算数B（速さ･グラフ） B算 3,000円

理社ラストスパート 理社6 6,000円

中学準備英語 英 6,000円

◆小６テーマ別単科講座◆
受講の際は、申込書の「受講コース・講座」
欄に【略称】をご記入ください。）



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。

佐久長聖中学校 56名 屋代高校附属中学校 28名 信大附属長野中学校 48名
信大附属松本中学校 23名 長野市立長野中学校 11名 長野日本大学中学校 26名 長野清泉女学院中学校 6名 松本秀峰中学校 9名など

須坂高校 93名 長野高校 82名 上田高校 100名 松本深志高校 60名
中野西高校 22名 須坂東高校 5名 長野吉田高校 75名 長野西高校 60名 長野東高校 16名 長野商業高校 17名 長野工業高校 18名

市立長野高校 13名 長野南高校 12名 篠ノ井高校 51名 屋代高校 73名 松代高校４名 上田千曲高校 18名 上田染谷丘高校 62名

上田東高校 34名 丸子修学館高校 7名 小諸高校 14名 岩村田高校 31名 野沢北高校 28名 野沢南高校 17名 諏訪清陵高校 14名

諏訪二葉高校 20名 岡谷南高校 12名 松本県ヶ丘高校 70名 松本美須々ヶ丘高校 45名 松本蟻ヶ崎高校 60名 豊科高校 27名

大町岳陽高校 16名 長野工業高等専門学校（長野高専）40名 など

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 16:30～19:30

長聖ゼミ

◆会場および受付場所◆

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除

菌しています。

換気
各校舎では、授業の前や

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。

「特待」合格多数!!

からあなたに合わせたご提案！

4月からは中学生 地元公立中学校で学習と部活を
両立させたい!! そんなあなたには･･･

ゼミナール
岩村田駅前校 中込駅前校 小諸校

佐久長聖中・屋代附属中に合格
さらなる高みを目指す そんなあなたには･･･

将来の夢のため 中学受験を考えている
そんなあなたには･･･

長聖ゼミ

佐久本校 岩村田駅前校 野沢校
0267－67－8806 0267－68－5748 0267－88－7511

冬期講習・通常授業など各校舎にお問い合わせください！


