
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受験は待ってくれない 

 だから立ち止まらない 

学習の遅れを 

取り戻す 

最初で最後の夏 

 自習室でもたくさん 

勉強できるよ! 

いっしょに熱い 

夏にしよう! 

信学会ゼミナール穂高校 

信学会ゼミナールイオン豊科校 

または 

夏期講習、通常授業、イベントなどの情報は♪ 

すぐに申込ができない方 

「 」 

できます! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 コース・時 間・クラス 内 容 

中３ 

総合５教科 

（国・数・理・社・英） 

 

【9:00 ～ 14:50】 

アカデミークラス 

（応用～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。 

ハイレベルクラス 

（標準～応用） 

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。 

※イオン豊科校会場は密閉・密集・密接を防ぐため，授業教室は「豊科商工会館２F大会議室」となります 

スタンダードクラス 

（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。 

パワーアップ講座 第１弾（数・理） 

8/9 ～ 8/12【15:20 ～ 17:10】 

第１弾は夏期講習の本講座を受講後の時間に，第２弾はお盆明けの夏

休み終盤の時間に総合テストや入試で頻出の範囲の単元をピンポイン

トで学習し，中学校の休校分の学習時間を確保するためにパワーアッ

プを目指す講座です。受験生を応援する講座につき，最大限安価で濃

い学習内容を提供します。（詳細は次ページをご参照ください） 

パワーアップ講座 第２弾（英・社） 

8/18 ～ 8/21【17:40 ～ 19:30 】 

中２ 

総合５教科（国・数・理・社・英） 

【15:20 ～ 20:50】 

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。 

主要３教科（国・数・英） 

【17:30 ～ 20:50】 

中１・２で学習した国語・数学・英語について，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 ～ 20:50】 

小学校での学習内容の総復習に加えて，中１の１学期の学習内容の復

習を行い，２学期に向けて知識の定着を目指します。 

小６ 
中学受験〔4教科〕（国・算・理・社）  

【10:00 ～ 14:50】 ※イオン豊科校にて開講 

中学受験を視野に，4 教科の基本問題から応用問題まで取り組み，応

用力と実戦力を養います。中学受験を考えていない皆さんも受講でき

ます。 

 

 

小６～中３ 本講座 ８月８日(土)～８月１２日(水) 
 

＋ 夏期実力確認テスト８月２３日(日)の全６日間 
 

 

中３ パワーアップ講座 第１弾 ８月９日(日)～８月１２日(水) 
 

            第２弾 ８月１８日(火)～８月２１日(金) 
 

※小６中学受験コースはイオン豊科校での開講となります。また、中３生対象のパワーアップ講座は１講座からの選択制となります。 

穂高校／イオン豊科校のご案内 
 

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！ 

＜ 中３生 ＞ ５教科 9:00～15:00 

＜中１・２生＞ ３教科 15:40～18:30 

＜ 小６生 ＞中学受験 9:00～12:00 

  

 

 中３総合５教科「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。 

 

 〔開 講 日〕上記に同じ 〔時間〕13:00～18:10 

〔開講コース〕中３総合５教科（ハイレベル／スタンダード） 

 

 

中学受験・高校受験の王道進学塾 

 

自宅で信学会の夏期講習が受講できる！  



中３パワーアップ講座（特別講座） 

パワーアップ講座 第１弾 ８/９ ～ ８/１２ パワーアップ講座 第２弾 ８/１８ ～ ８/２１ 

講座名 難易度 日 程 受講料 講座名 難易度 日 程 受講料 

 【１-１】数 学  

資料の活用＆確率徹底演習 
標準 

８/９（日） 

15:20～16:10 
900 円 

【２-１】社 会（地理分野） 

徹底解説①「アジア・ヨーロッパ・アフリカ」 
標準～応用 

８/１８（火） 

17:40～18:30 
900 円 

 【１-２】数 学  

図形の計量(角度・面積・体積)徹底演習 
標準～応用 

８/１０（月） 

15:20～16:10 
900 円 【２-２】社 会（地理分野） 

徹底解説②「北アメリカ・南アメリカ・オセアニア」 
標準～応用 

８/１９（水） 

17:40～18:30 
900 円 

 【１-３】数 学  

長野県入試＆総合テスト頻出 関数 ～料金・水量編～ 
応用 

８/１１（火） 

15:20～16:10 
900 円 【２-３】社 会（歴史分野） 

徹底解説①「飛鳥・奈良・平安時代」 
標準～応用 

８/２０（木） 

17:40～18:30 
900 円 

 【１-４】数 学  

長野県入試＆総合テスト頻出 関数 ～速さ編～ 
応用 

８/１２（水） 

15:20～16:10 
900 円 【２-４】社 会（歴史分野） 

徹底解説②「明治・大正時代」 
標準～応用 

８/２１（金） 

17:40～18:30 
900 円 

【１-５】理 科（化学・地学分野） 

「水蒸気・水溶液」計算問題完全攻略 
標準～応用 

８/９（日） 

16:20～17:10 
900 円  【２-５】英 語  

会話文① 
応用 

８/１８（火） 

18:40～19:30 
900 円 

【１-６】理 科（地学分野） 

「火山・地層」必須問題徹底解説 
標準 

８/１０（月） 

16:20～17:10 
900 円  【２-６】英 語  

長文読解① 
応用 

８/１９（水） 

18:40～19:30 
900 円 

【１-７】理 科（物理分野） 

「電流・電力・熱量」計算問題完全攻略 
標準～応用 

８/１１（火） 

16:20～17:10 
900 円  【２-７】英 語  

会話文② 
応用 

８/２０（木） 

18:40～19:30 
900 円 

【１-８】理 科（化学分野） 

「イオン・電気分解・電池」必須問題徹底解説 
標準 

８/１２（水） 

16:20～17:10 
900 円  【２-８】英 語  

長文読解② 
応用 

８/２１（金） 

18:40～19:30 
900 円 

※ 英語の会話文①と②、長文読解①と②は内容が異なります。また、連動している講座ではありません。 

※「中学校の２学期開始日および時間帯」と「パワーアップ講座第２弾」の重複にはご注意ください。 

※ パワーアップ講座の開始前や終了後などの時間帯で自習室の利用ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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） 

双方向オンライン 2,000 円 24,000 円 
26,000 円 

（19,900 円） 

中２ 

総合５教科 2,000 円 23,000 円 
25,000 円 

（18,900 円） 

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〔4 教科〕 

※イオン豊科校で開講 
2,000 円 19000 円 

21,000 円 

（15,700 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  

●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 
●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。 

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  

７月末まで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 

・本講座を受講する中３生限定の特別講座です 

・受験生の応援企画、そして信学会だからこそできる受講料です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

穂高校 ／ イオン豊科校 

信学会ゼミナール穂高校(穂高会館となり)  

TEL/FAX 0263-82-5522          

〒399-8303 安曇野市穂高 5063-10 

Gmail zemihotaka@shingakukai.org 

 

信学会ゼミナールイオン豊科校(生花・園芸のハヤシモリ様となり) 

TEL/FAX 0263-73-6611          

〒399-8205 安曇野市豊科 4272-10 

Gmail zemiaeontoyoshina@shingakukai.org 

 

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。 

松本深志高校 60 名  松本県ヶ丘高校 70 名  松本蟻ヶ崎高校 60 名  松本美須々ヶ丘高校 45 名 
豊科高校 27 名 大町岳陽高校 16 名 松本工業高校 15 名 塩尻志学館高校 15 名 長野高校 82 名 上田高校 100 名 屋代高校 73 名  

長野工業高等専門学校（長野高専）40 名 松商学園高校 123 名  松本第一高校 69 名 東京都市大学塩尻高校 251 名 松本国際高校 24 名 など 

 

信大附属松本中学校 23 名  松本秀峰中等教育学校 9 名  信大附属長野中学校 48 名 
屋代附属中学校 28 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 佐久長聖中学校 56 名など 

【お申込前の確認事項】開講学年と受講コース・クラス(中３生)を確認（中３生はパワーアップ講座の受講希望講座も確認） 

 

【お申込方法】申込書をお持ちの方は，受講希望の校舎窓口に申込書と納入金（本講座＋パワーアップ講座(中３生)）を添えてお申込 

また，申込書を事前に FAX でお送りいただき，仮予約をすることができます（後日，お手続き日時のご連絡をいたします） 

※パワーアップ講座は夏期講習期間中に追加申込もできます 

      ※「双方向オンラインコース」をご希望の方は，申込書を校舎窓口へご提出いただくか FAX，または校舎まで 

Gmail にてお申込の旨を送信ください（必ず氏名・電話番号を記載ください）。下記，仮申込も受け付けます。 

      ※お困りの際は，お電話にてお気軽にご相談ください。 

 

 

【夏期講習 仮申込について】 

各学年のコース・クラスには定員がございますので，受講希望の方はお早めにお申込ください。 

  また，すぐに校舎へお申込ができない方は右の QR コード，信学会ゼミナール穂高校またはイオン 

豊科校のホームページの夏期講習ページにて仮申込（無料）ができ，お席を優先的に確保します！ 

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。 

 

中学受験・高校受験の王道進学塾 

 

夏期講習の仮申込は 

コチラ♪(２４時間受付) 

 

夏の進学説明会(中３生とその保護者)＆夏の無料体験授業(小５生～中３生) 
                               

令和２年度の入試結果および令和３年度に向けた入試情報に 夏の進学説明会 in 豊科交流学習センター ２階 多目的ホール 

加えて，入試や総合テストに向けた「夏からの勉強法」につ 【日 時】７月１９日(日)①10：30～12：00 ②16：00～17：30 

いて，中３生とその保護者の皆様にお伝えいたします。   【内 容】①公立高校入学者選抜について 

                                 ②夏からの勉強法について 

また，１日でも早く学習の遅れを取り戻し，学習意欲を向上 【申込方法】穂高校またはイオン豊科校へお電話いただくか上の QRコードを 

するため，信学会の授業を無料でご体験いただけます。         バーコードリーダーで読み取り，入力フォームへお進みください。 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。               穂高校またはイオン豊科校の校舎 HPからもお申込できます。 

夏の無料体験授業 詳細は穂高校またはイオン豊科校のHPをご参照ください。 

参加者は夏期講習の申込金が免除になります 

小４～中３生対象の集団指導塾 

 

小４～中３生対象の集団指導塾 

小１～高３生対象の個別指導塾 

 

両校のホームページでも様々な情報を発信中！ 

スマホや PC の方は QR コードを 

タップまたはクリックすると開きます 

https://forms.gle/r6nBiTYpFJXZMUGNA
https://forms.gle/i9b6L5euzLwsoC2v6

