戸倉校
競い合える集団授業
弱点発見の集団授業

「分かる」まで聞ける！

個別の質問対応

学力テストで
実力確認！

□開講講座・時間割

高校入試対策コース

中３

●『英語・数学ﾏｽﾀｰｺｰｽ』では、教科書内容の完全理解と問題
演習による学力の定着をはかるとともに、受験を突破する実
戦力を身につけます。
「英語のみ」・「数学のみ」の通室も可能です。
●『土曜特訓コース』では、中１〜３の５教科の総復習ができます。
総合テスト対策や入試対策に最適な人気講座です。

教科書マスターコース

中 1・2

●『英語・数学ﾏｽﾀｰｺｰｽ』では、教科書内容の完全理解と問題
演習による学力の定着をはかり、定期テストでの高得点を
目指します。
「英語のみ」・「数学のみ」の通室も可能です。
● 定期テスト前には「テスト対策授業」を実施し、既習範
囲の総復習と定期テスト予想問題の演習を行います。

小6

屋代高附属中受験コース

●『国語・算数（受験対策）』では、基礎問題から応用問題ま
で解ける、受験に必要な学力を身につけます。
●『適性検査対策』では、様々な問題を解くことで「読解力」「思
考力」「判断力」「表現力」を鍛え、屋代高附属中入試で
実施される「適性検査Ⅰ・Ⅱ」に対応できる力を養います。

小5

国算･適性検査対策コース

●『国語・算数ﾏｽﾀｰｺｰｽ』に加え「適性検査対策」を受講するコースです。
※『国語･算数ﾏｽﾀｰｺｰｽ』については、下記をご覧ください。
●『適性検査対策』では、様々な問題を解くことで、
小５時から、受験に必要な「読解力」「思考力」「判断力」
「表現力」を鍛えます。

小4～6

国算マスターコース

●『国語・算数マスターコース』は、教科書完全対応。小学校で習う
国語・算数の基礎を確認しつつ、応用問題まで広く
対応できる力を養い、日ごろの「学習習慣」を確立します。
●各単元修了ごとに「レッツ確認テスト」を実施し、
「学力の定着」を確認し、実力の向上を目指します。

◎ 英語・数学マスターコース ※2ｸﾗｽ編成
◇スタンダード 英語 - 火曜日 数学 - 木曜日
◇ハイレベル 土英語 - 木曜日 数学 - 火曜日
【時間】１９：４０〜２１：１５

◎ 土曜特訓コース

※3ｸﾗｽ編成

◇ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ﾊｲﾚﾍﾞﾙ・ｱｶﾃﾞﾐｰ ５教科 - 土曜日
【時間】１３：４０〜１９：００

◎ 中２ 英語・数学マスターコース
英語 - 金曜日
数学 - 水曜日
【時間】１９：４０〜２１：１５
※定期テスト前には理社国対策を実施

◎ 中１ 英語・数学マスターコース
英語 - 水曜日
数学 - 金曜日
【時間】１９：４０〜２１：１５
※定期テスト前には理社国対策を実施

◎ 国語・算数（受験対策）
国語・算数 - 火曜日
【時間】１７：３０〜１９：２０

◎ 適性検査対策
文系／理系 - 木曜日・土曜日
【時間】木 １７：３０〜１９：２０
土 １３：００〜１４：５０

◎ 適性検査対策
文系／理系 - 水曜日
【時間】１７：００〜１８：５０

◎ 国語・算数マスターコース
国語・算数 - 金曜日
【時間】１７：００〜１８：５０

◎ 国語・算数マスターコース
小６

算数 ・国語 - 火曜日
【時間】１７：３０〜１９：２０

小５

算数 ・ 国語 - 金曜日
【時間】１７：００〜１８：５０

小４

算数 ・ 国語 - 金曜日
【時間】１７：００〜１８：５０

〒

校
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◎ 開講曜日・時間

英語4技能ｺｰｽ OLECO

小１～６

小学校では英語授業の必修化や、中学校では英語授業を原則英語で行うなど、
学校の英語教育はよりグローバルなものへと変化をとげようとしています。
変化する学校授業にともない、「聞く」「話す」「読む」「書く」をバランス良く
身につけていくことが求められています。

●外国人講師とマンツーマンのオンラインレッスンで、本場の英語を使った
話す力を身につけます。日本特有のカタカナ英語等は通じにくいため、
短期間で質の良い英語を学ぶことができます。
●オンラインレッスンで学んだ内容を復習できる学習アプリで、発音や
リスニングの能力を身につけます。
●1人1台、iPadを使用（貸与）。オンラインレッスン時には、画面に講師・
児童が相互に書き込むことが可能なテキストも表示されるため、
より深い丁寧な学びができます。
●学習した内容を復習できる宿題が毎週出されるので、聞く・話す・読む・
書くの４つの技能をバランス良く伸ばせます。

『プログラミング的思考』を身につけます。
●子どもたちが自分自身で考え、動かし、やってみることを尊重しながら、
「論理的思考力」「創造性」に加え「問題解決能力」
「コミュニケーション能力」といった『21世紀型スキ
ル』の育成を目指します。

中学生：10,000円

１６：３０〜１７：２０
１７：００〜１７：５０
１７：３０〜１８：２０
１８：００〜１８：５５
１８：３０〜１９：２０

※上記よりご都合の良い曜日・時間を
お選びいただけます。
※機材の台数に限りがあるため、曜日とお時間が
ご希望に添えない場合がございます。
あらかじめご了承ください。

隔週木曜日

●５段階、計40のプロジェクトと信学会独自のカリキュラムで

●入会金

金曜日

木曜日
１６：３０〜１７：２０
１７：００〜１７：５０
１７：３０〜１８：２０

１７：３０〜１９：００
６：３０〜１７：２０
１７：００〜１７：５０
※月２回 （１回90分）
１７：３０〜１８：２０
１８：００〜１８：５０
１８：３０〜１９：２０

2020年度から小学校で『プログラミング』が必修化されるのに向けた
コードアカデミーKIDSと信学会の共同企画授業です

□諸費用

水曜日
１６：３０〜１７：２０
１７：００〜１７：５０
１７：３０〜１８：２０

◎ 開講曜日・時間

プログラミング講座

小１～６

火曜日
１６：３０〜１７：２０
１７：００〜１７：５０

小学生：5,000円

※信学会幼稚園卒園生, のびのび・専科教室の在籍・修了生は0円とさせていただきます。

●授業料（月額／テキスト代は初回月のみ）
学年

コース

授業料(月額)

テキスト代(初回月のみ)

英数マスターコース

16,000円

7,500円

英or数のみ(1教科)

10,500円

〈数〉3,500円/〈英〉4,000円

土曜特訓コース

21,000円

7,000円

英数マスター＋土曜特訓

29,000円

14,500円

英or数のみ(1教科)+土曜特訓

26,000円

〈数+土〉10,500円/〈英+土〉11,000円

英数マスターコース

16,000円

6,000円

英or数のみ(1教科)

10,500円

3,000円

〈オプション〉テスト対策（理社国）

0円

1,900円

小６

屋代高附属中受験コース

24,000円

7,200円

小５

国算マスター＋適性検査対策コース

18,000円

10,600円

国算マスターコース

12,000円

6,600円

19,650円

8,600円〜

14,000円

11,600円〜

中３

中１・２

小４〜６

国算ﾏｽﾀｰｺｰｽ＋ O L E C O

※ｾｯﾄ受講例

国算ﾏｽﾀｰｺｰｽ ＋ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ※ｾｯﾄ受講例
小１〜小６

●その他

英語４技能コース

OLECO

プログラミング講座

8,500円

2,000円〜4,000円

6,500円

5,000円

1◆「テスト代」を実施月もしくは翌月に別途ご納入いただきます。

●その他その ◆コースによっては１教科のみの受講もできます。
●その他
◆兄弟姉妹で同時に通室される場合は授業料が減額になります（兄弟減免制度）。

お問い合わせは、

TEL / FAX : 026 (276) 6688
〒389-0806 千曲市磯部931 http://s11.shingakukai.or.jp/

戸倉校

まで！

〈受付時間〉火曜～土曜 １３：３０～１９：００

