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県下で他の追随を許さない実績

　グリーンクラス生は，毎年東大・京大・早稲田大・慶應義塾
大をはじめとする多くの難関国公立大・私立大で高い合格実績
をあげています。これは，学力や志望に合わせたカリキュラムが
一人ひとりの生徒に最大の効果をもたらした結果です。

京都大学 11名
国公立大学
医学部医学科
防衛医科を含む

75名

早慶上理441名

東京大学 23名

過去3カ年の主な大学合格者数
［大学受験科・グリーンクラス］

北海道大学 25
東北大学 57
東京大学 23
名古屋大学 26
京都大学 11
大阪大学 16
筑波大学 31
千葉大学 57
お茶の水女子大学 6
東京外国語大学 7

東京工業大学 5
一橋大学 7
横浜国立大学 33
金沢大学 80
山梨大学 32
信州大学 348
静岡大学 22
首都大学東京 22
横浜市立大学 15
防衛医科大学校 4
ほか国公立大学総勢 1,607

早稲田大学 136
慶應義塾大学 71
上智大学 35
東京理科大学 199
明治大学 293
青山学院大学 102
立教大学 133
法政大学 373
中央大学 290
学習院大学 32

関西大学 38
関西学院大学 22
同志社大学 72
立命館大学 235
自治医科大学 12
東京医科大学 6
東京女子医科大学 2
北里大学 127
東京薬科大学 25

ほか

国 公 立 大 私 立 大

注）表記の合格者数には，各講習受講生および公開模試のみの受験生は含んでいません。

合格実績が 違う!
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　それはある夏の日のこと。私は一目惚れをしまし
た。親に説得され，しぶしぶ行くことになった長ヨ
ビグリーンクラスの夏期講習に，初日から５分ほど
遅れて教室に入りました。ほぼ満員の教室の唯一空
いている前の席に腰を下ろしました。先生は特に気
にもとめてない様子。私もあまり気にしませんでし
た。なぜなら，それが物理の講座だったから。物理
は人並みにはできる。だから授業もこの講習の４日
間で終わり。今後一切関わらない先生に嫌われても
痛くも痒くもない。そう思っていました。ところが
授業が始まると，私のその考えは一変。その授業
に一目惚れをしてしまったのです。後々グリーンク
ラスで，私はその先生の授業を取ることになりまし
た。グリーンクラスの先生方，特にお世話になった
原友彦先生，原雅史先生，葉密先生，吉江先生，
すてきな授業をありがとうございました。

東京大学 理科Ⅰ類
他　早稲田大学 基幹理工学部

現役合格 !

相浦琢人さん（県立長野高校）

　私は班活引退後に長ヨビのグリーンクラスに通う
ようになり、前期では数学，後期では物理を受講し
ていました。授業では丁寧な解説やわかりやすいプ
リントにより，基礎的な内容の理解が深まっただけ
でなく，受験のテクニックも教えていただきました。
特に３年次伸び悩んでいた理科は，後期の授業や直
前講習で受講した有機化学の講座のおかげで，セ
ンター試験後から急激に伸び，二次試験において
得点源として頼れるほどになりました。また，同じ
ように難関大学を目指していた仲間がいたからこ
そ，このように合格することができたのだと思いま
す。共に闘う仲間を見つけて，競い合い励まし合い
ながらがんばることがとても大切です。最後の最後
まで成績が上がることを信じて勉強に励んでくださ
い。

京都大学 工学部
現役合格 !

和田愼史さん（県立長野高校）

　学んできたことの成果が形として表れたことに喜
びでいっぱいです。長ヨビのグリーンクラスでは授
業の他に添削指導をお願いしたり，自習室を利用し
て学習を進めていました。目標を叶えるために努力
する周りの人達の存在が大きな励みになったと感じ
ています。受験は他人との闘いでもありますが，自
分との闘いでもあります。不安を覚えて勉強に嫌気
が差したり，成績が振るわずに焦燥に駆られたりす
ることもあると思います。しかし，自分は何があっ
ても合格する，と無理にでも信じることが大事だと
思います。最後まであきらめないことが，最終的に
は合格を引き寄せます。また時には息抜きも必要
かと思います。自分のやってきたことを自信に変え
て合格を手に入れましょう。応援しています。

東京医科歯科大学
医学部（医）
他　防衛医科大学校 医学部

現役合格 !

京都大学・法学部
他　早稲田大学 法学部、教育学部
　　慶應義塾大学 商学部

現役合格 !

信州大学 教育学部
他　長野県短期大学

現役合格 !

信州大学 経法学部
他　駒澤大学・経済学部

現役合格 !

慶應義塾大学
理工学部
他　北海道大学 工学部

現役合格 !

早稲田大学
文化構想学部
現役合格 !

慶應義塾大学
商学部
現役合格 !

油井瞭太朗さん（県立長野高校）

　長ヨビのグリーンクラスには３年間通い，英語は
３年間ずっと，１年生と３年生前半で数学，３年後半
から現代文と古文を受講しました。通い続けること
で勉強する習慣が身に付き，他の人たちと授業を
受けたり自習室を利用することで良い緊張を感じな
がら勉強することができました。また担任の先生を
はじめとする先生方に，勉強していてわからないと
ころや全く関係ないところでも親身に相談に乗って
いただけたので，精神的な支えにもなりました。しっ
かり目標を立てて，それに向かって全力でがんばっ
てほしいと思います。

山夲和輝さん（県立長野高校）

　長ヨビのグリーンクラスの授業では，受験のポイ
ントがとてもよく押さえられていました。ですので，
授業を良く聞くことはもちろんのこと，復習も毎回
やりました。そして，授業で教えていただいたコツ
で大学入試を解く時に救われた時が何回もありまし
た。だから，とにかく授業は自分のものにするまで
何回も繰り返すことが大事だと思います。また，グ
リーンクラスでは先生方が私たちの受けた模試から
どこが弱いのかを的確に判断し，指導してください
ました。そのため，効率良く勉強ができたと思いま
す。自習室も，静かで整然としているし，周りには
一生懸命がんばっている仲間がいたので，勉強を
投げ出してしまいたくなった時は自習室に行ってや
る気をもらっていました。

遠藤萌々香さん（長野西高校）

　長ヨビのグリーンクラスの授業では，高校では教
えてくれないようなテクニックや知識も教えていた
だきました。特に英語では，長文の読み方のテクニッ
クが身に付いたので，センターや二次試験でとても
役に立ちました。また，グリーンクラスの他の受験
生は授業も自習も真剣に取り組んでいて，その姿
を見て自分も負けていられないと思い，がんばるこ
とができました。夏休みまでは模試の結果が良くな
くて不安でしたが，９月ごろから一気に点数が伸び
始めました。毎回必ず模試の見直しをしていたのが
良かったと思います。結果が良くても悪くても模試
の見直しは必ずやったほうがいいと思います。

宮澤琉星さん（屋代高校）

　長ヨビのグリーンクラスには，高２の秋からお世
話になりました。数学の吉江先生，原先生の授業
では，基礎事項の確認を丁寧にしていただき，様々
な問題に応用できる解法を教えていただきました。
また，３年からは自習室をたくさん利用しました。
朝から友達も利用していて，モチベーションを保つ
ことができました。グリーンクラスに通ったことで
基礎力と継続力がついたと思います。私は勉強の
計画を立てても，２，３日で消化不良に終わること
が多かったです。このような人におすすめなのが，
勉強を記録することです。開始・終了時刻，内容
などを記録することで，１日の学習を振り返り，次
の日に生かすことができたり，自分の癖や弱点も見
えてきました。受験勉強は辛いですが，自分に合う
楽しいやり方で乗り切ってください。

峯村開さん（県立長野高校）

　私は２年生の夏から長ヨビのグリーンクラスで英
語の講座を受け，３年生からは新たに現代文と数学
の講座も受講しました。２年時から英文和訳に加え，
センターの文法問題の演習を多く積むことができ，
受験を見据えた学習を進めることができました。ま
た，少人数での授業だったこともあり，担当の竹内
先生には丁寧な添削指導や私の学力を把握し，そ
れに応じたアドバイス等をたくさんしていただきま
した。３年時のアカデミーα英語では，葉密先生に
基本の５文型から徹底的に教わり，フィーリングを
一切使わない確実な読解法を教えていただきまし
た。そのおかげで，複雑な文構造でも落ち着いて
対処し，問題を見極め，得点につなげられるように
なりました。

福田日菜子さん（県立長野高校）

　担任の綿田先生には授業だけでなく，進路選択
の際に大変お世話になりました。長ヨビのグリーン
クラスの先生方は皆とても親身になってくださるの
で，わからないことや不安なことがあったら，とり
あえず相談してみると良いと思います。勉強に関し
ては，月並みな表現ですが，「基本を徹底する」と
いうことがどの教科においても非常に重要であると
思います。基本的な知識が定着していれば，応用
問題に対応する力もついていきます。また，私は
スマートフォンのアプリで勉強した時間や内容を毎
日記録していました。勉強量を可視化することは計
画的な学習や自信にもつながりました。みなさんも
ぜひ参考にしてみてください。

山﨑将太さん（須坂高校）

グリーンクラスの先輩から
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受験のプロ集団が指導
　指導にあたるのは，信学会予備学校で日々予備学校生を
教えている大学受験のプロ教師集団。親身で熱意ある自慢
の先生ばかりです。この教師陣が，授業だけでなく，あらゆ
る面で皆さんを強力にサポートします。 

質の高いライブ授業
　ライブ授業だから感じられる感激と達成感。信学会教師陣
との“人間的なつながり”があってこそ，つらい受験勉強も
楽しくできる。厳しくも温かい心のふれあいが，キミのやる
気を引き出します。信学会グリーンクラスの授業は講座制で
す。数多くの開講講座の中から，自分に必要な講座を選択し
て受講する仕組みになっています。もちろん何講座受講して
もOKです。

駿台のテキストを使用
　先輩たちをして「このテキストだけで充分！ 」と 言わしめた，
駿台予備学校の完成度の高い優れたテキストを使用します。 

「信学会+駿台」の力は「鬼に金棒」。本番で想像以上の威
力を発揮します。

同一教科の中でも,それぞれのレベ
ルに応じて最大の学習効果を生み
出すように編集されています。

このセクションで学習
する内容のまとめ。

このセクションで学習する基
本的な考え方を示した例題。

授業でじっくり解説する問題（本問）。

駿台テキストを使用しない講座もあります。
各校舎でテキスト見本が閲覧できます。

カリキュラムが 違う!



7入会案内 2017

安心のコース担任制で，合格までを徹底サポート

1年間のスケジュール（例）

1日のスケジュール（例）
6：30 8：30 15：30 18：00 19：30 21：00 0：00
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導
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②
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①
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〜
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）

高
2
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会
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会

公
開
模
試
③

個
別
面
談
④

夏
期
講
習

公
開
模
試
②

高
校
1
・
2
年
生

4月

起床
登校

学　校 部活動
グリーン
クラス
授業

授業の復習
質問・相談

（自習室）

帰宅
自宅学習

就寝

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「疑問＝伸びるチャンス」。分からないとこ
ろはその場で質問ができるから，伸びる
チャンスを逃さない！

映像授業とは
ここが違う！

受験生が不安になる時期。担任の先生が
一番近くで最後まで君をサポートします！

映像授業とは
ここが違う！

　グリーンクラスでは志望系統や学年ごとのコース担任制を採用し，定期的な個別面談や保護者説明会を実施しています。ますます
複雑化する大学受験を勝ち抜くためには，最新情報を分析し，戦略を立てることも必要です。豊富な入試情報と信学会ならではの
親身な指導で，現役合格を勝ち取ろう。

　ロングホームルーム（LHR）では，季節講習の案内や長期休暇の過ごし方，受験校選定の方法など，その時期に必要な情報を直接
発信しています。個別面談では，科目選択から出願校の決定まで，保護者の方も交えて幅広く相談を受けたり，アドバイスを行ってい
ます。また，高校3年生の保護者を対象とした説明会では，入試制度のしくみやスケジュール，出願から新生活までにかかる費用など
について，ご案内をしています。高校1・2年生向けに実施している定期テスト対策では，各高校のテスト範囲に合わせた対策を行います。

　私は高３の４月から小林先生のハイレベル化学を受講していました。２年の後半から成績が落ち始め，焦っていたのですが，
授業では皆がつまずく点を的確に示して教えてくださいました。また，丁寧でおもしろい授業だったので，いつの間にか苦
手意識が無くなっていました。センター試験は目標に届いた一方，ドッキング判定がＤ判定で第一志望をあきらめようかと
思いましたが，得意な英語と生物でカバーしようと思い，志望校は変えませんでした。現役生は最後まで伸びるとよく聞き
ますが，本当でした。１年間ベテランで熱心な先生方や整った環境で勉強できたことにとても感謝しています。

東北大学 農学部 合格　櫻井美月さん（県立長野高校）的確に示して教えてもらった

※定期的にLHRがあります。
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やる気にさせる自習室
　信学会予備学校の自習室を，先輩たちは「やる気にさせる自
習室」と呼んでいます。グリーンクラス生はこの自習室を自由
に利用できます。定期考査や模擬試験前など，夜遅くまで自習
室で机に向かうグリーンクラス生の姿があります。また，分から
ないところは職員室に行けばいつでも質問に応じてもらえます。

保護者向けイベントや個別相談の実施
　保護者の方にグリーンクラスの日頃の指導内容・システムを紹介し，最新
の入試制度・入試情報を説明するため，春・秋2回の保護者説明会をはじめ
さまざまなイベントを実施しております。また，個別相談にも随時対応し，
生徒の進路や学力状況等の不安や悩みの相談に応じます。常に保護者の方と
情報を共有し，二人三脚で生徒をフォローしていきます。　

大学受験情報紙「飛翔」
　タイムリーな入試情報はもちろん，身近な先輩からの大学レポートや，先
生からの学習アドバイスなど，バラエティーに富んだ内容で信学会予備学校
が独自に編集・発行しているタブロイド判新聞を定期的にお届けします。

精度の高い最新の入試情報を提供
　主な国公私立大学30数大学の入試担当者から直接，ホットな情報を得る機
会となっている「大学別入試説明会」を，信学会予備学校が主催して10月
から12月にかけて実施しています。長野県から進学者が多い大学をピックアッ
プし，1日1大学を基本として密度の高い入試説明が行われます。
　また，首都圏の国公立大学と駿台が主催する「首都圏国公立大学合同
説明会」は，長野予備学校を会場として11月下旬に行われます。2016
年度は資料参加を含め，筑波大，東京工業大，千葉大などの首都圏の国
公立大学19大学と信州大学が一堂に会しました。国公立大学のみでこれ
だけの規模の説明会は，県内では大変貴重な機会となっています。
　9月には「北信越国公立大学合同説明会」が，長野予備学校を会場とし
て開催されます。2016年度は信州大学をはじめとして北信越の国公立大
学が資料参加を含め17大学参加して行われました。こちらも多くの参加
者で賑わいます。

駿台模試の有効活用
　信学会予備学校は，駿台模試を公開しています。グリーンク
ラス生は校内生料金で受験することができます。駿台模試の基
本コンセプトは「受験者の学力アップ」です。詳細な分析をペー
スメーカーにしながら，厳選された良問を詳細な解答解説集を
用いて十分に復習することが合格の決め手になります。 

「赤本」など過去の入試問題完備
　大学の過去の入試問題を必要なだけ閲覧・研究できるように，赤本は出版されてい
るほとんどの大学のものをそろえていますので「過去問対策」は万全です。

大学別入試説明会

首都圏国公立大合同説明会

　第一志望の大学に合格することができて本当にうれしく思います。私は夏休みに納得のいく勉強ができず，このままでは
ダメだと思い，夏休み明けから長ヨビのグリーンクラスにお世話になりました。家で勉強していると，悪いことばかり考え
てしまい，苦しくなる時もありました。でも自習室に行けば，勉強をがんばっている人がたくさんいて，自分もがんばらな
くてはと，良い刺激を受けました。英語の竹内先生，数学の綿田先生，吉江先生の授業もわかりやすく，頭の中を整理す
ることができました。ホームルームや面談，質問に行った時なども，親身に相談に乗っていただけてとてもありがたかった
です。辛いこともたくさんありましたが，それよりも受験を通して成長できたことの方が多かったように思います。

金沢大学 人間社会学域 合格　重野未来さん（県立長野高校）

環境・サポート
が

　３年の４月から班活と並行して長ヨビのグリーンクラスの授業を受けました。１年間，英語の葉密先生，数学の原先生，吉
江先生にお世話になりました。長ヨビの校舎は家からも高校からも遠く毎日のように通うことはできませんでしたが，その
分予習と復習を丁寧に行って授業に臨みました。アカデミーの授業はかなり難易度が高く正直に言うとついていくのがやっ
とでした。しかし自分の実力よりも難易度が高い問題に触れることで，様々な問題に対応できるようになったと今では思っ
ています。また，葉密先生の英語読解のノウハウのおかげで，英文の読み方が変わりました。今回こうして現役合格するこ
とができて非常にうれしいです。応援してくださった先生方，家族，友人に心からありがとうと伝えたいです。

名古屋大学 工学部 合格　井狩佑太さん（屋代高校）

良い刺激を受けた

様々な問題に対応できるようになった

違う!
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英 語
古 文 現代文

現代文

政　経
日本史

スケジュール作成のポイント
入試本番へ向けて，1年間を最大限に活かす効率的な学習スケジュールを立てよう！

高3生 講座選択ガイド

　バランスのとれた学力養成を目指し，苦手科目の克服あるいは得意科目のレベルアップなど，目的に応じた科目・
レベルを選びましょう。

アカデミー英語読解／アカデミー数学Ⅲ
ハイレベル物理／ハイレベル化学 

Point

1. 志望と今の学力を考えて科目・レベル選択を

2. 通学可能な校舎と曜日・時間をチェック！

受講パターン（例）紹介
グリーンクラスのOB・ OGがオススメ！

　高校の時間割と通学時間から考えて，受講校舎を決定しましょう。高校の授業が早く終わる日も，グリーンクラス
なら早めに来校して自習室で予習することも可能です。Point

3. いよいよ申し込み！（入会方法の詳細は18ページへ）

※部活を引退してから受験講座を増やすこともできます。不明な点については，グリーンクラス各校舎までお問い合わせください。

国公立大医学部志望

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

物 理
数 学

数 学 数 学

化 学

医系の出題傾向に即した
高レベルの総合学力を身につける！

国公立大文系志望

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

国公立大二次試験・私立大入試で
必要な入試科目をバランス良く！

国公立大理系志望

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

英 語
英 語 数 学

化 学
物 理

英 語古 文

古 文
古 文

現代文

まずは数学・理科の強化。
苦手の英語はセンター試験を見据えた学習！

私立大文系志望

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

英 語

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

部　活 部　活

英 語

高　校
午前
午後

放課後
G3
G4

月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

 グリーン
クラス

高　校　の　授　業

英語を中心とした
基礎力の確立，苦手科目の克服！

受講講座 受講講座

受講講座受講講座 ハイレベル英語読解／ハイレベル現代文
ハイレベル古文／日本史入試研究

センター英語（後期開講）／センター数学ⅠAⅡB
ハイレベル物理／ハイレベル化学

チャレンジ英語／チャレンジ現代文／チャレンジ古文
政治・経済（私大・二次対策）（後期開講）

高3生 高3生

高3生 高3生

グリーンクラスの授業をベースに
学習習慣の確立を！ なるべく早めに基礎学力の徹底！

受講講座受講講座 選抜アカデミー英語／選抜アカデミー数学
ハイレベル現代文／ハイレベル古文

ハイレベル英語／ハイレベル数学／ハイレベル古文

高2生 高1生

※授業の曜日・時限は計画中のものです。
　別紙時間割でご確認ください。

　私は高校３年の秋から長ヨビのグリーンクラスに通いました。土日はもちろん，平日も高校が終わった後，毎日長ヨビの
自習室で閉館するまで勉強していました。家ではなかなか勉強に集中できないという人はたくさんいると思います。自習室
では周りの人も一生懸命勉強していました。このことも自分にとって刺激になったので，とても良い環境で勉強できたと思
います。先生方も親身になって相談に対応してくださり，とても頼りになりました。さらに長ヨビは赤本などの教材も充実し
ているので，受験勉強をするにはとても良い環境だと思います。後輩のみなさんも，第一志望目指してがんばってください。

新潟大学 工学部 合格　湯本崚雅さん（篠ノ井高校）

　私は長ヨビのグリーンクラスに通って特に成績が上がったのが英語です。２年生の冬から通い出し，半年後には模試の成
績を50点近く上げることができました。時間をかけてしまっていた文法問題の効率的な解き方を教わり，長文に充てる時間
を増やすことができたからです。ですので，文法と読解の講座を同時に取ることをおすすめします。あとは，友人も大切です。
私は高校の帰りにほぼ毎日自習室を利用していました。どんなにやる気の起きない時でも，友人に無理にでも連れていって
もらい，自習室に行けば不思議と学習意欲が沸きました。先生方には，とても親身になって相談に乗っていただきました。
人対人の授業なので，衛星の授業より質問もしやすく，何よりわかりやすいです。１年あれば力は確実に伸びます。がんばっ
てください。

立命館大学 文学部 合格　柳島優花さん（長野日大高校）わかりやすい授業

とても良い環境
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英
語

数
学

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

アカデミー英語読解
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　最難関大学を志望する人を対象に，記述解答力をしっかりつけることを目的とした上位講座です。
高度な内容，構成の英文を題材としたテキストを用いて，「読み方」・「答え方」をたたき込みます！

アカデミー英作文
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　最難関大学を志望する人を対象に，記述解答力をしっかりつけることを目的とした上位講座です。
和文英訳の高度な問題を多く解き，出題者の意図を考えた「書き方」・「答え方」をたたき込みます！

ハイレベル英語読解
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　難関大学を志望する皆さんを対象とします。読解問題を素材に，入試英語に不可欠な重要事項を
確認・整理し，長文総合問題まで幅広く扱います。様々な問題形式に対応できる「総合的英語力」
の養成を目指します。

ハイレベル英文法［通年］
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　英文法の勉強は文法問題のためだけにやるわけではありません。「読む」・「書く」・「考える」こと
において土台となるものです。英語の文のルールである英文法を学ぶことで、読解問題や作文問題
の見方も大きく変わることでしょう。英語の勉強が変わることを約束します！

ハイレベル英文法 ［後期］
（後期開講）

基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　後期から受験勉強を始めることになってしまった皆さんのために。［通年］で前期のうちに終わっ
てしまった範囲を扱います。※後期から［通年］も途中参加することで、1年分の勉強ができるよ
うにしてあります。※テキストの前半のみ扱う講座です。（扱う分野：動詞と文型，時制・助動詞・
仮定法，準動詞，受動態）

チャレンジ英語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　英語の力を伸ばす核である文法の習得を中心に据えて学習を進めていきます。文法の基礎を習得
することは，「英文とは，どんな単語が，どんな形で，どんな順番で並んでいるのか」を習得するこ
とです。それは確実に英文読解や英作文へとつながっていきます。

センター英語（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験形式の問題の演習・解説を中心に行います。音声・文法・語句整序（作文）・読解な
ど多岐にわたる出題内容に対応しつつ，最近の出題傾向も分析しセンター試験独特の解法テクニッ
クの習得を目指します。

アカデミー数学Ⅲ
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　東大，京大，旧帝大，医学部医学科をはじめとする最難関国公立大学を志望する皆さんを対象と
します。徹底した問題演習を通じて，うわべではない本質を押さえ，記述解答力を高め，高度な問
題にもひるまない力を養います。

アカデミー数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　東大，京大，旧帝大をはじめとする最難関国公立大学を志望する皆さんを対象とします。駿台の
テキストをもとに，応用力・実戦力を高め，高水準でかつ幅広い総合的な思考力・記述解答力を養
います。（数学ⅠAⅡBまで，理系・文系対象）

ハイレベル数学Ⅲ
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　理系入試で大きなウエイトを占める「数学Ⅲ」は，基礎事項の理解が曖昧だと簡単な計算問題す
ら解けません。駿台のテキストで，徹底した基礎概念の獲得と，豊富な演習を行い，合格に十分な
力をつけます。

ハイレベル数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　「数学ⅠAⅡB」の範囲を，前期は，センター対策にもなる，入試に必要不可欠な知識を整理し，
後期は，記述対策となる，入試に出題される総合問題を題材として授業を展開していきます。（数学
ⅠAⅡBまで，理系・文系対象）

チャレンジ数学Ⅲ
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　国公立大二次・私立大入試で「数学Ⅲ」が必要なみなさんを対象とします。基本問題をしっかり
理解し、極限・微分・積分の計算力を強化することを目指します。重要事項を確認しながら大学入
試レベルの実践的な応用力まで養います。

センター数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験で「数学ⅠA・ⅡB」の対策が初歩から必要である皆さんを対象とします。主に前期
は基本事項の確認を，後期は問題演習を通して，本番で高得点をとるための秘訣を伝授します。（私
立大入試のマーク問題対策にも対応しています。）

センター数学ⅠＡ（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験の対策として特に「数学ⅠＡ」を強化をしたい，または受験では数学ⅠAのみを必
要とする，そんな皆さんを対象とします。演習問題を通して，本番で高得点をとるための秘訣を伝
授します。（私立大入試のマーク問題対策にも対応しています。）

センター数学ⅡＢ（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　「数学ⅠＡ」はできるけど「数学ⅡＢ」の得点が伸びない，この講座はそんな皆さんを対象として，
特にセンター試験「数学ⅡＢ」の対策をします。演習問題を通して，本番で高得点をとるための秘
訣を伝授します。（私立大入試のマーク問題対策にも対応しています。）

長野予備学校 高3生

開講講座と講座内容
長野予備学校 須坂駅前校 篠ノ井駅前校

講座紹介の見方

英
語

講座名／レベル 対象（オススメ） 　　講座内容

アカデミー英語読解
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　最難関大学を志望する人を対象に，記述解答力をしっかりつけることを目的とした上位講座です。
高度な内容，構成の英文を題材としたテキストを用いて，「読み方」・「答え方」をたたき込みます！

授業のレベルを「基礎」「標準」「発展」
の中で，矢印で表しています。

オススメの対象を理系文系別に
ハイライトで表示しています。

講座の内容と,担当講師からのメッセージ
を盛り込みながら紹介しています。
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講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

アカデミー現代文（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　集え，本気で最難関大を目指すものよ! この講座は東大・京大をはじめ旧帝大など最難関の国立
大を目指す人を対象に，論述問題専門のテキストと，センター私大型のテキストの二本立てで授業
を行います。本気のみなさん，是非この講座で腕を磨いてください。

アカデミー古文（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　最難関大入試できちんと得点できるようになるためには，まずは正確な読解力を身につけること
が大切です。難関大学の入試問題を分析・研究して作成した駿台のテキストを用いて，記述式・マー
ク式どちらの設問に対しても対応できる『真の実力』を養っていきます。

ハイレベル現代文
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　この講座で本当の実力を身につけよう! この講座はMARCHなどの難関私立大や国公立大を目指す
人を対象に，私大型から記述式問題，センター試験まで幅広く対策していきます。現代文は正しく
やれば必ず力がつきます。現代文を受験の武器にしていきましょう。

ハイレベル古文
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　基本的な「助動詞」「助詞」「敬語」などの重要文法事項を確実に身につけながら，実戦的な問題
をこなし，合格するための読解力を身につけていきます。そして記述式・マーク式どちらにも対応
できる総合力の養成を目指します。

チャレンジ現代文
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　目指せ，苦手克服! この講座は現代文は苦手だけど頑張りたいという人，現代文はどう勉強して
いいのかわからないという人を対象に，私大やセンター試験の問題を中心に扱います。まずは一歩
を踏み出しましょう。とことんバックアップしていきます。

チャレンジ古文
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　古文が苦手で文法もよくわからないと悩んでいる皆さんを対象とします。この講座では，用言な
どの基本からていねいに指導し，文法事項の定着を目指します。さらに入試頻出作品に触れ，入試
に対応できる実力を養成します。

センター国語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　文系の人も理系の人も，国公立大学志望の人も私立大学志望の人も，今やみんなが受けるセンター
試験。英語はやった，数学も頑張る，でも国語は？自分ではなかなかできない国語の学習，今から
本番に向けてスタートしませんか。（現代文・古文・漢文の範囲を扱い，講義中心の授業です。）

センター現代文（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験で確実に点を取るための考え方や知識を，演習を行いながら身につける講座です。
選択式で思ったほど点が取れない人，紛らわしい選択肢に頭を悩ませている人に是非オススメしま
す。（演習+講義の授業です。）

センター古典（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験（国語）の古典100点分は，勉強さえしっかりやっておけば，必ず高得点が取れます。
授業では，基礎事項の確認とともに，限られた時間内で速くかつ正確に解く方法を伝授し，本番で
の満点を目指します。（演習+講義の授業です。）

ハイレベル物理
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　「物理基礎」「物理」を受験で使うみなさんを対象に物理の基礎（定義，法則，公式）の確認から
はじめて，入試問題の解法までをまとめます。入試で問われる「物理の基礎を理解し，問題に適用
できる力」を，丁寧な解説授業で伸ばします。

ハイレベル化学
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　「化学基礎」「化学」の範囲のうち前期は理論的な分野（原子構造，気体，溶液の計算等）を，後
期は無機・有機化学を中心に講義します。現象や法則などはわかっているつもりでも，いざ問題を
解くとできないものです。この講座で定着させましょう。

ハイレベル生物
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　難関大学の医歯薬看護系，生物学系，農獣系などを志望している皆さんを対象に，必修分野を学習します。
生物では受験に必要な知識が広いため，効率よい基礎固めが必要です。これと並行して，実際に出題された問
題を解く中で『問題を解くときに欠かせない見方や考え方』を学びながら応用力・論述力をつけていきます。

センター物理（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

［対象：「物理」を履修している皆さん］
　「センター物理」を徹底的に研究した問題を使って，頻出分野を効率よく攻略していきます。毎回
問題をその場で解き，その後すぐに解説授業を行う演習形式で，効率よく実力を伸ばします。国公
立大二次・私立大で「物理」を使って受験する受験生で入試頻出ポイントの基礎固めをしたい方に
も対応しています。

センター化学（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

［対象：「化学」を履修している皆さん］
　センター試験は速度と正確さの両方が求められます。典型的な問題を用いた演習でポイントを絞
り，限られた時間の中で早く解く力を身につけます。わかっているつもりでもいざ問題を解くとで
きないものです。演習で確実に身につけましょう。国公立大二次・私立大で「化学」を使って受験
する受験生で入試頻出ポイントの基礎固めをしたい方にも対応しています。

センター生物（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

［対象：「生物」を履修している皆さん］
　多くの分野がある「生物」ですが，効率よく効果を上げるために，各分野の重要事項の確認・演習・
解説を行い，センター試験での高得点を確実なものにします。国公立大二次・私立大で「生物」を使っ
て受験する受験生で入試頻出ポイントの基礎固めをしたい方にも対応しています。
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講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

ハイレベル世界史
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験や私立大学の入試で，世界史が必要な人に。世界史はどうも苦手だという人，また
もっと力をつけて入試に臨みたいという人も。各地域や時代のポイントをきちんとふまえ，出来事
の内容・展開を理解するということを基本に，興味を持って学習すれば，入試で十分に成果が出せ
るのが世界史です。本講座では，入試問題の傾向もふまえて，欧米，アジア・アフリカなど各地域
の歴史を幅広く学んでいきます。前期は古代～ 18世紀（近世ヨーロッパ）。後期は18世紀後半～第
二次世界大戦後を扱います。

日本史入試研究
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　大学入試の日本史は，試験直前の丸暗記だけでは通用しません。知識の整理と頻出問題の演習を
通して，入試に必要なデータを歴史の「流れ」に沿って提供します。政治・経済・外交を扱うのは
もちろん，受験生が苦手とする文化史や史料問題にもアタックします。前期からのセンター試験対
策としても効果的です。

政治・経済（私大・二次対策）
（後期開講）

基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　政治･経済の原理･原則から入試でよく出題される時事問題までを結びつけて、丁寧に説明します。
また、問題演習も行い、基本事項の定着と入試本番で問題を解く力を養成します。

センター日本史（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　秋からはセンター試験に向けて，徐々に問題演習量を増やしていく時期です。正誤問題などのセ
ンター試験形式の問題を実戦的に解きながら，周辺知識に広がりを持たせた授業を行います。基本
事項の確認・整理をする講座です。

センター地理（後期開講）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　この講座では，本番の出題に備えて，まず基本的な知識を分野ごとに整理し，その上で過去問題
を用いて，センター試験問題の解き方を解説します。また，地図用語・読図法など受験生の苦手な
分野にもポイントを置いて解説します。

センター政治・経済，現代社会
（後期開講）

基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　「憲法と人権」「選挙と政党」「国民所得」「金融」「貿易と外国為替」といった頻出かつ苦手にしや
すい分野について、重要なポイントをまとめ、問題演習を行い、勉強の仕方を指導します。

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

センター英語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験形式の問題の演習・解説を中心に行います。音声・文法・語句整序（作文）・読解な
ど多岐にわたる出題内容に対応しつつ，最近の出題傾向も分析しセンター試験独特の解法テクニッ
クの習得を目指します。

センター数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験で「数学ⅠA・ⅡB」の対策が初歩から必要である皆さんを対象とします。主に前期
は基本事項の確認を，後期は問題演習を通して，本番で高得点をとるための秘訣を伝授します。（私
立大入試のマーク問題対策にも対応しています。）

センター国語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　文系の人も理系の人も，国公立大学志望の人も私立大学志望の人も，今やみんなが受けるセンター
試験。英語はやった，数学も頑張る，でも国語は? 自分ではなかなかできない国語の学習，今から
本番へ向けてスタートしませんか。（現代文・古文・漢文の範囲を扱い、講義中心の授業です。）

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

センター英語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験形式の問題の演習・解説を中心に行います。音声・文法・語句整序（作文）・読解な
ど多岐にわたる出題内容に対応しつつ，最近の出題傾向も分析しセンター試験独特の解法テクニッ
クの習得を目指します。

センター数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　センター試験で「数学ⅠA・ⅡB」の対策が初歩から必要である皆さんを対象とします。主に前期
は基本事項の確認を，後期は問題演習を通して，本番で高得点をとるための秘訣を伝授します。（私
立大入試のマーク問題対策にも対応しています。）

センター国語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大二次 国立大二次

センター試験 センター試験

私立大入試 私立大入試

　文系の人も理系の人も，国公立大学志望の人も私立大学志望の人も，今やみんなが受けるセンター
試験。英語はやった，数学も頑張る，でも国語は? 自分ではなかなかできない国語の学習，今から
本番へ向けてスタートしませんか。（現代文・古文・漢文の範囲を扱い，講義中心の授業です。）

篠ノ井駅前校 高3生

須坂駅前校 高3生
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英
語

英
語

数
学

数
学

国
語

国
語

講座名／レベル 講座内容

選抜アカデミー英語
基礎 標準 発展

　東大・京大をはじめとする最難関国立大学，医学部医学科への現役合格を目指すために。試験本番はすでに「目の前」です。
合格のために知識，テクニックは当然のこと，メンタル面まで鍛え上げます。（別紙「募集要項」があります。）

ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。大学受験
を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

選抜アカデミー数学
基礎 標準 発展

　東大・京大をはじめとする旧帝大や東工大・一橋大・国公立大医学部医学科など，最難関大学への現役合格を目指す皆
さんを対象とします。受験教科の柱となる数学の学力をとことん鍛え，入試に対応しうる深い知識と思考力を養います。（別
紙「募集要項」があります。）

ハイレベル数学α
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底理解を目
指します。大学受験を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

※「ハイレベル数学α」と「ハイレベル数学β」はレベルによって分かれています。自分のレベルに合った講座を選択し
てください。

［受講の目安］
ハイレベル数学α…教科書の「例題」「応用問題」がある程度理解できている。
ハイレベル数学β…教科書の「例題」「応用問題」をしっかり定着させたい。

ハイレベル数学β
基礎 標準 発展

高2数学Ⅲ（3学期開講）
基礎 標準 発展

「数学Ⅲ」の教科書の内容をしっかり理解することを目的とします。学校で学習した内容を確認しながら，演習を通して
定着させ，高3での学習に備えましょう。

ハイレベル現代文
基礎 標準 発展

　自分では何をやっていいかわからない現代文，実力がついたと実感できるまでに時間がかかる現代文，そんな現代文は
早めにスタートさせることが大切。高2の今から始めることでライバルたちに一歩差をつけよう。

ハイレベル古文
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。大学受験
を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

講座名／レベル 講座内容

選抜アカデミー英語
基礎 標準 発展

　東大・京大をはじめとする最難関国立大学，医学部医学科への現役合格を目指すために。準備に「早すぎる」はありま
せん。合格のために知識，テクニックは当然のこと，メンタル面まで鍛え上げます。（別紙「募集要項」があります。）

ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。大学受験
を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

選抜アカデミー数学
基礎 標準 発展

　東大・京大をはじめとする旧帝大や東工大・一橋大・国公立大医学部医学科など，最難関大学への現役合格を目指す皆
さんを対象とします。受験教科の柱となる数学の学力をとことん鍛え，入試に対応しうる深い知識と思考力を養います。（別
紙「募集要項」があります。）

ハイレベル数学
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底理解を目
指します。大学受験を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。
※2学期以降，クラス分けテストによるクラス編成を行います。テストの結果により2クラスに分けて授業を行う予定です。

ハイレベル古文
基礎 標準 発展

　国語は主要3教科の中でも後回しにされがちな教科です。しかし，得点を伸ばすためには時間がかかるのも事実です。
この講座ではみなさんがそんな国語においても特に苦手としがちな分野である，古文を効率的に学習していくための指針
を示し，多くのトレーニングを積むことで得点力アップを目指します。

長野予備学校 高2生

長野予備学校 高1生

※「選抜アカデミー」講座については試験または全国模試の結果等による選抜を行います。
　詳しくは長野予備学校までお問い合わせください。

※「選抜アカデミー」講座については試験または全国模試の結果等による選抜を行います。
　詳しくは長野予備学校までお問い合わせください。
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高
２

高
２

高
１

高
１

講座名／レベル 講座内容

須坂高校英語
基礎 標準 発展

　高校の授業進度に合わせて，効率よく予習・復習ができるようにサポートします。リーダーの教科書を中心に，本文の
解説や重要文法事項の徹底理解を目指します。定期考査にも照準を合わせ，得点力アップを全力で支援します。

須坂高校数学
基礎 標準 発展

　高校の授業進度に合わせて，効率よく予習・復習ができるようにサポートします。重要事項の確認や演習を通して，教
科書や傍用問題集の確実な理解を目指します。定期考査にも照準を合わせ，得点力アップを全力で支援します。

須坂高校英語
基礎 標準 発展

　高校の授業進度に合わせて，効率よく予習・復習ができるようにサポートします。リーダーの教科書を中心に，本文の
解説や重要文法事項の徹底理解を目指します。定期考査にも照準を合わせ，得点力アップを全力で支援します。

須坂高校数学
基礎 標準 発展

　高校の授業進度に合わせて，効率よく予習・復習ができるようにサポートします。重要事項の確認や演習を通して，教
科書や傍用問題集の確実な理解を目指します。定期考査にも照準を合わせ，得点力アップを全力で支援します。

講座名／レベル 講座内容

ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。大学受験
を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

ハイレベル数学
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底理解を目
指します。大学受験を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。大学受験
を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

ハイレベル数学
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストとチェックテストで，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底理解を目
指します。大学受験を見据え，標準的な難易度の問題を確実に得点できる力をつけることを目的とします。

須坂駅前校 高2・1生

篠ノ井駅前校 高2・1生
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英
　語

地
歴・公
民

理
　科

数
　学

国
　語

阿久津朋大
あ    く    つ  とも ひろ

松村敏美
まつ むら とし   み

松下史久
まつ した ふみ ひさ

堀川善万
ほり かわ よし かず

木内徳雄
き  うち  のり  お

大澤朋子
おお  さわ とも  こ

吉沢百合子
よし  ざわ  ゆ    り    こ

吉原俊夫
よし はら  とし  お

宮島裕之
みや じま ひろ ゆき

古谷裕康
ふる   や   ひろ やす

滝澤祐一
たき ざわ ゆう いち

谷口博紀
たに ぐち ひろ  き

大工原美香
だい  く   はら  み    か

小松亜紗子
こ  まつ  あ   さ    こ

佐藤和英
さ  とう かず ひで

下平清志 
しもだいらきよ  し

杉山善則
すぎ やま よし のり

佐藤由香
さ   とう  ゆ    か

小林裕之
こ ばやしひろ ゆき

龍野喜孝
たつ  の   よし たか

高橋幸光
たか はし ゆき みつ

高橋秀彰
たか はし ひで あき

小松浩司
こ  まつ ひろ   じ

黒栁和香
くろやなぎ わ　か

小松忠人
こ  まつ ただ  と

小松　崇
こ  まつ　　 たかし

唐澤和宏
から さわ かず ひろ

片岡　晶
かた おか　　あきら

横田　研
よこ  た         けん

百瀬裕水
もも  せ   ひろ  み

三原好博
み  はら よし ひろ

細谷智彰
ほそ  や   とも あき

東澤　修
ひがしざわ　　おさむ

成沢文男
なる さわ ふみ  お

山口美澄
やま ぐち  み  すみ

宮原郁夫
みや はら いく  お

寺島正人
てら しま まさ  と

宮口　圭
みや ぐち       けい

葉密　繁
は  みつ　　しげる

猿田　恭
さる  た 　　 ただし

小松栄太
こ  まつ えい  た

小林経明
こ ばやしつねあき

栗田　隆
くり　た　　  たかし

窪田喜文
くぼ  た   よし ふみ

木原太郎
き   はら  た  ろう

北村かな子
きた むら　　　　   こ

加藤健太朗
か  とう けん  た  ろう

加藤　孝
か  とう　　 たかし

浜　芳樹
はま        よし  き

茅野　崇
ち    の　 　 たかし

竹村宗哲
たけ むら のり あき

志摩美穗
し ま み ほ

塩川桂子
しお がわ けい  こ

澤田千絵子
さわ  だ    ち    え    こ

水野雅雄
みず  の   まさ  お

三宅志和
み  やけ よし かず

宮坂千文
みや さか ち  ふみ

原　友彦
はら        とも ひこ

内藤法胤
ない とう のり かず

橋詰治明
はし づめ はる あき

野出順重
の   で  より しげ

横山誠一
よこ やま せい いち

片山　剛
かた やま      たけし

平沢正樹
ひら さわ まさ   き

山嵜圭介
やま ざき けい すけ

中村和史
なか むら かず ふみ

根本奈津美
 ね  もと  な    つ    み

綿田晃夫
わた  だ   あき  お

須田真理子
 す　だ　 ま　 り　 こ

齋藤純一
さい とうじゅんいち

西川美栄
にし かわ  み  はる

野崎翔太
 の   ざき しょう た

長屋善之
なが  や   よし ゆき

中村秀州
なか むら ひで くに

髙木靖史
たか  ぎ  やす   し

高野圭造
たか  の  けい ぞう

竹内友一
たけ うち とも かず

近藤　聡
こん どう　　 さとし

小宮山正人
こ み や ま  まさ　と

佐藤隆衛
さ  とう  たか  え

黒栁和志
くろやなぎかず  し

北澤信治
きた ざわ のぶ  じ

川崎知幸
かわ さき とも ゆき

大楢峰男
おお なら みね  お

吉川　渉
よし かわ      わたる

安部香至
あ   べ    か    し

和田信大
わ   だ   のぶ ひろ

吉江宏文
よし   え  ひろ ふみ

山浦直樹
やま うら なお  き

村山正好
むら やま まさ よし

宮下　智
みや した       さとし

松原正明
まつ ばら まさ あき

三石　高
みつ いし 　　たかし

堀内仁志
ほり うち  ひと  し

原　雅史
はら        まさ   し

平澤成子
ひら さわ せい  こ

田中祐介
た  なか ゆう すけ

下形美和子
しも がた  み    わ    こ

佐塚博幸
さ  つか ひろ ゆき

阪上枝里香
さか がみ  え    り    か

小出亮二
こ  いで りょう  じ

小泉健二
こ いずみけん  じ

蒲原いずみ
かん ばら

有賀文子
ある   が  あや  こ

キミの第一志望
現役合格を
強力にサポートする
プロ教師陣

内藤　誉
ない とう       ほまれ

内藤　央
ない とう       ひさし

柳澤野夢
やなぎさわ の　 む
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入会方法・さまざまな特典 納入金

志望大学の現役合格を目指して頑張れる方
グリーンクラス生として，集団生活の規律を守ることができると認められる方
本校校則を遵守できる方
原則として現役高校生の方

グリーンクラスのシステム・講座内容等を知りたい方，受講講座について相談したい方は，
まずは各校舎にお問い合わせください。グリーンクラスの担当者が相談させていただきま
す。お気軽にご相談ください。 

受講講座が決まりましたら「入会申込書」に必要事項を記入し，希望する初回授業日の
2日前までに各校受付窓口にご提出ください。

入会申込書提出時に学生台帳をお渡ししますので，ご記入の上お持ちください。コース
担任より生徒証・テキストを交付し，校舎利用について説明させていただきます。

入会ガイダンスの際に，専用の振込用紙をお渡ししますので，お近くの金融機関から振込
をお願いいたします。（なお振込手数料は受講生側の負担とさせていただきます）現金の
直接納入，口座振替は受け付けておりません。ご了承ください。

グリーンクラス入会資格 納入金（受講料＋入会金）
受講料

受付校舎・時間

入会までの流れ

入会相談

入会ガイダンスへの出席

授業料の納入

受講（授業）

「入会申込書」の提出

※日・祝は受付を行わないことがありますので，あらかじめホームページ・お電話でご確認ください。
※所在地は裏表紙の地図をご覧ください。

入会金 10,000円

高3生

入会時にのみかかる費用です。上記受講料の納入時に，受講料に加算してご納入いただきます。
※ただし，次の項目に該当される方は，受講料・入会金の減免（割引）がありますので，入会申込書を受付にご持参いただいた際に
お申し出ください。
①15・16年度のグリーンクラス生　②信学会ゼミナール中学生コース修了生　③過去１年以内の信学会の季節講習受講生　④信学
会個別スクール（ＰＡＳＳ）在籍生　⑤兄弟姉妹が現在，信学会予備学校，グリーンクラス，ゼミナール，のびのび教室，個別スクール（Ｐ
ＡＳＳ）に在籍されている方　⑥信学会幼稚園・保育園卒園生，専科教室修了生　⑦３名以上同時入会　⑧14・15・16年度信学会学
力テスト年間成績優秀者

・本校では個人情報保護の観点から，ご提供いただきました個人情報は，下記の利用目的のみに使用し，細心の注意を払って管理いたします。
  また，お預かりした個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。この場合においても委託契約書を交わし適切に管理いたします。

〈 利 用 目 的 〉 ①授業運営およびクラス運営等②進路指導③各種事務処理④成績管理・分析および各種統計資料⑤入試結果調査
　 ⑥信学会予備学校各種発行掲示物 ⑦信学会予備学校および信学会関連教育機関よりの各種ご案内

〈個人情報管理者〉 信学会事務局　個人情報取扱管理責任者（経営管理部長）
 〒380-0836　長野市南県町1003

〈お問合わせ先〉 各校舎お申込窓口までお問い合わせください。

個人情報の取り扱いについて

長 野 予 備 学 校
TEL 026-226-1774

月～土   9：00～19：00
日・祝 10：00～12：00
　　 　13：00～17：00

須 坂 駅 前 校
TEL 026-248-4488

火～土 13：30～19：00

篠 ノ 井 駅 前 校
TEL 026-292-1288

火～土 13：30～19：00

前期（12回）

3,600円×12回×3講座
⇒129,600円

継続生は
⇒118,800円

3,600円×14回×3講座
⇒151,200円

継続生は
⇒138,600円

後期（14回）

※（）内は授業回数
※3講座受講の場合

1講座（1回）授業料

「学期別納入」受講料例

3,600円（継続生は3,300円）

受
講
料

高1・2生

1学期（11回）

3,600円×11回×2講座
⇒79,200円

継続生は
⇒72,600円

3,600円×13回×2講座
⇒93,600円

継続生は
⇒85,800円

2学期（13回）

3,600円×7回×2講座
⇒50,400円

継続生は
⇒46,200円

3学期（7回）

※（）内は授業回数
※2講座受講の場合

受
講
料

夏期講習，冬期・直前講習，春期講習（新学年準備セミナー）の申込に際して，一般生に先立ち優先的に申込ができるとともに，
申込金を免除します。 また,受講料も校内生割引料金を適用します。

駿台模試を校内生割引料金で受験できます。

大学入試資料（大学入試要項・過去問・各種受験雑誌等）を閲覧できます。

大学受験情報紙『飛翔』を定期的にお届けします。

専用自習室が利用できます。

信学会グリーンクラス生は，信学会が行う講習会やイベントにおいて，料金的な面をはじめ
さまざまな特典を受けることができます。
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入会方法・さまざまな特典 納入金
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直接納入，口座振替は受け付けておりません。ご了承ください。

グリーンクラス入会資格 納入金（受講料＋入会金）
受講料

受付校舎・時間

入会までの流れ

入会相談

入会ガイダンスへの出席
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受講（授業）

「入会申込書」の提出

※日・祝は受付を行わないことがありますので，あらかじめホームページ・お電話でご確認ください。
※所在地は裏表紙の地図をご覧ください。
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入会時にのみかかる費用です。上記受講料の納入時に，受講料に加算してご納入いただきます。
※ただし，次の項目に該当される方は，受講料・入会金の減免（割引）がありますので，入会申込書を受付にご持参いただいた際に
お申し出ください。
①15・16年度のグリーンクラス生　②信学会ゼミナール中学生コース修了生　③過去１年以内の信学会の季節講習受講生　④信学
会個別スクール（ＰＡＳＳ）在籍生　⑤兄弟姉妹が現在，信学会予備学校，グリーンクラス，ゼミナール，のびのび教室，個別スクール（Ｐ
ＡＳＳ）に在籍されている方　⑥信学会幼稚園・保育園卒園生，専科教室修了生　⑦３名以上同時入会　⑧14・15・16年度信学会学
力テスト年間成績優秀者

・本校では個人情報保護の観点から，ご提供いただきました個人情報は，下記の利用目的のみに使用し，細心の注意を払って管理いたします。
  また，お預かりした個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。この場合においても委託契約書を交わし適切に管理いたします。

〈 利 用 目 的 〉 ①授業運営およびクラス運営等②進路指導③各種事務処理④成績管理・分析および各種統計資料⑤入試結果調査
　 ⑥信学会予備学校各種発行掲示物 ⑦信学会予備学校および信学会関連教育機関よりの各種ご案内

〈個人情報管理者〉 信学会事務局　個人情報取扱管理責任者（経営管理部長）
 〒380-0836　長野市南県町1003

〈お問合わせ先〉 各校舎お申込窓口までお問い合わせください。

個人情報の取り扱いについて

長 野 予 備 学 校
TEL 026-226-1774

月～土   9：00～19：00
日・祝 10：00～12：00
　　 　13：00～17：00
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火～土 13：30～19：00

篠 ノ 井 駅 前 校
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火～土 13：30～19：00

前期（12回）

3,600円×12回×3講座
⇒129,600円

継続生は
⇒118,800円

3,600円×14回×3講座
⇒151,200円

継続生は
⇒138,600円

後期（14回）

※（）内は授業回数
※3講座受講の場合

1講座（1回）授業料

「学期別納入」受講料例

3,600円（継続生は3,300円）
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高1・2生

1学期（11回）

3,600円×11回×2講座
⇒79,200円

継続生は
⇒72,600円

3,600円×13回×2講座
⇒93,600円

継続生は
⇒85,800円

2学期（13回）

3,600円×7回×2講座
⇒50,400円

継続生は
⇒46,200円

3学期（7回）

※（）内は授業回数
※2講座受講の場合

受
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夏期講習，冬期・直前講習，春期講習（新学年準備セミナー）の申込に際して，一般生に先立ち優先的に申込ができるとともに，
申込金を免除します。 また,受講料も校内生割引料金を適用します。

駿台模試を校内生割引料金で受験できます。

大学入試資料（大学入試要項・過去問・各種受験雑誌等）を閲覧できます。

大学受験情報紙『飛翔』を定期的にお届けします。

専用自習室が利用できます。

信学会グリーンクラス生は，信学会が行う講習会やイベントにおいて，料金的な面をはじめ
さまざまな特典を受けることができます。




