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　受験は決して楽ではなく，将来使わない教科を
一生懸命やることに疑問を持っていましたが，受験
勉強は，各教科そのものを学ぶという意味だけで
なく，「努力の仕方を勉強している」と思うことで
未来へつながる学習ができました。受験生はブラッ
ク企業の社員だ。などとよく自分は言いふらしてい
ました。（一日十時間以上労働，無休，無賃金，但
し食事付き）しかし，受験勉強が終わった今，あの
輝かしい友や先生方との日々を思い出さずにはいら
れません。それは僕にとって真にキラキラした時間
であったからだと思います。信学会には３年次から
加入しましたが，面白い先生方がたくさんいらっしゃ
り，時にはおしかりを受け，励まされたり，また親
身に相談に乗ってくださいました。テキストも良問
がそろっており，効率の良い学習ができたと思いま
す。最後に，受験を支えてくださった先生方，両親，
友，ありがとうございました。

新潟大学 医学部
現役合格 !

劉炯毅さん（県立長野高校）

　グリーンクラスに通って最も良かったことは，高２
のうちに数学ⅠＡやⅡＢをある程度完成できたことで
す。私は中高一貫校に通っていたので，高２のうち
から数Ⅲを高校の授業で習っていました。学校で数
Ⅲをやりつつ，グリーンクラスでⅠＡⅡＢの入試問題を
解いたことは，教科書レベルと入試問題のギャップ
を埋めることに大変役立ちました。また，疎かにな
りがちな既習範囲の復習を高２までに一通りできた
ことも良かったと思います。
　私は得意科目を伸ばすことよりも，苦手科目をつ
くらないことに主眼を置いて勉強していました。そ
れが結果として良かったのかは分かりませんが，一
定の成果を上げることはできたと思います。頑張っ
てください。

岐阜大学 医学部
他　自治医科大学 医学部

現役合格 !

上田龍太郎さん（長野日本大学高校）

　私は高校三年生の夏期講習の時期から通い始め
ましたが，自習室は朝早くから夜まで空いているた
め，自分を追い込みたい夏場にはお世話になりまし
た。また，自習室にいるのはやる気のある人ばかり
で，そんな環境に触発されることも多くありました。
　授業では，化学と数学を取りましたが，問題の表
面だけでなく根本的な部分まで解きほぐしてくれる
丁寧な授業だったので，理解を深めることにつな
がったと思います。

信州大学 医学部
現役合格 !

東京大学 文科一類
現役合格 !

新潟大学 経済学部
現役合格 !

信州大学 教育学部
他　成蹊大学 文学部

現役合格 !

上智大学 法学部
他　東京外国語大学 国際社会
　　上智大学 文学部，経済学部

現役合格 !

中央大学
総合政策学部
他　中央大学 文学部
　　関西大学 社会安全学部

現役合格 !

東京理科大学
理工学部
他　新潟大学 工学部

現役合格 !

横山英司さん（県立長野高校）

　僕がグリーンクラスに入っていて良かったことは，
何より添削指導をしていただけたことだと思ってい
ます。まずは数学。「数学の試験は採点官とのコミュ
ニケーションだ」と言われるように，自分の答案を
人に見てもらう必要性は高いと思います。僕はセン
ター試験終了後から二次試験までの一ヵ月間，とて
つもない量の答案を先生に見ていただきましたが，
そのおかげで試験当日は丁寧な答案を書くことがで
きたと思います。そして現代文。現代文はもともと
僕の苦手教科でした。しかし、高３の夏から過去問
の添削指導をお願いして、週に２、３回添削をして
もらっていると，いつの間にか現代文が得意科目と
なっていて，本番ではこの科目で周りと差をつけら
れる程になりました。先生は僕の解答を一字一句丁
寧にチェックし，細かい字でびっしりとコメントを書
いてくださいました。受験勉強は本当に辛いもので
したが，諦めなくて良かったです。

山田大雅さん（県立長野高校）

　私は野球部に所属し，また商業高校だったことも
あり，普通科目の学習が不十分でした。そこで，グ
リーンクラスに通い始めました。
　通い始めた頃は授業についていけず苦しむことも
ありましたが，予習をして，わからない所を先生の
解説で理解する。これを繰り返し，少しずつできる
範囲が広がっていくことを実感できました。そして，
問題が解けるようになると，やる気も出てくる。そ
してまたできるようになる。このようなプラスのサ
イクルをグリーンクラスは作ってくれました。
　高３の夏まで野球漬けだった私も，グリーンクラ
スに通い，苦手だった勉強を楽しんでできるように
なりました。何かを始めるのに遅すぎるという事は
ないと思います。今やるべき事を精一杯やれば必
ず目標は達成できます。わからない事はどんどん先
生に聞いて，頑張ってください。応援しています。

小池巧己さん（長野商業高校）

　自分は，１・２年生の頃は班活動をやって，家に帰っ
てすぐ寝るという生活をしていて，とても勉強をし
ているとは言えませんでした。３年生になり引退し
て迎えた夏休み，ここが自分にとっての転換期でし
た。毎日長野予備学校の自習室に通い，夏期講習
にも出て，勉強をする習慣を無理やりつけました。
自習室の雰囲気はとても静かで勉強に集中すること
ができたし，夏期講習では自分の苦手な数学を単
元別にやれて，力がどんどんつきました。夏休み後
からセンターまでは，平日は学校，休日は長予備と
いうように，自分が一番集中できる環境でやってい
ました。２年生のときの最後の模試でＤ判定でした
が，苦しい夏を超えて一生懸命やった結果合格でき
ました。今，判定が良くなくても，現役生は本当に
すごく伸びます。確固たる意志を持って頑張ってく
ださい。

鈴木航大さん（長野西高校）

　私は受験をなめていました。受験は体力的にも
精神的にもキツイ戦いでした。思うように点数がの
びなかったり，不安に押しつぶされそうになったり
したけど，志望校に合格できて，とても成長したと
実感します。
　私は国語が苦手で，特に現代文ができませんで
した。国語は運をもっているかという教科だと思っ
ていました。しかし，学校の授業や，グリーンクラ
スの授業，模試や過去問の分析を通して，国語に
も解き方があり，答えもあることを知りました。お
かげで私はしっかり根拠をもって問題に取り組める
ようになりました。
　勉強で遊べなかったり，つらい事も多かったけど
その変わりに自分の将来をしっかり考える機会や，
友達と励まし合った思い出や家族のありがたさを感
じたりと多くのものを得られました。本当に最後ま
であきらめないことが大切なんだと実感しました。

近藤真由さん（長野西高校）

　自習室へ通うことに徹底しました。信学会は自習
室が夜遅くまでやっていて，ほぼ毎日利用できて，
とても良かったです。そして，自習室の最大の利点
は，他人と勉強することで一人では得ることのでき
ない緊張感で勉強できることです。そのおかげで，
日々の勉強はとても質の高いものとなりました。
　他に意識していたことは，どれだけ悪い判定が出
ても気にしない事でした。最後に受かればそれで良
いと割り切っていたので，判定に影響されずに勉強
を続けることができました。何事もブレずに続ける
ことが大切だと思いました。最後まで諦めずに頑
張ってください。

大塚公貴さん（長野日本大学高校）

　私は高校２年の冬からグリーンクラスでお世話に
なりました。
　私のオススメの授業はなんといっても原先生の物
理です。グリーンクラスに入った当初，私は物理が
苦手でした。ですが，先生の授業を受けているうち
に本質がわかるようになり，今では得点源となるほ
ど成績が上がりました。質問をしに行っても神対応
でとてもわかりやすく教えていただけました。先生
にはとても感謝しています！
　また私はほぼ毎日自習室で勉強していました。疲
れた時も周りの人を見て自分も頑張ろうと思い勉強
をしていました。
　私は運動部に所属していたので勉強との両立がと
ても大変でした。ですがなんとか合格できたのも先
生方のおかげです。本当にありがとうございました。

中澤侑己さん（長野日本大学高校）

グリーンクラスの先輩から君たちへのメッセージ①

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 15名
国公立大学
医学部医学科
防衛医科を含む

79名

早慶上理422名

東京大学 21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 22
東北大学 57
東京大学 21
名古屋大学 26
京都大学 15
大阪大学 11
筑波大学 34
千葉大学 55
お茶の水女子大学 4
東京外国語大学 9

東京工業大学 5
一橋大学 4
横浜国立大学 35
金沢大学 62
山梨大学 31
信州大学 318
静岡大学 26
首都大学東京 27
横浜市立大学 11
防衛医科大学校 5
ほか国公立大学総勢 1,521

早稲田大学 136
慶應義塾大学 63
上智大学 33
東京理科大学 190
明治大学 275
青山学院大学 94
立教大学 116
法政大学 346
中央大学 243
学習院大学 30

関西大学 27
関西学院大学 19
同志社大学 74
立命館大学 252
自治医科大学 9
東京医科大学 5
東京女子医科大学 1
北里大学 99
東京薬科大学 21

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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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）
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学　校 部活動
グリーン
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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。

　自分は３年の春から長ヨビに通いはじめました。部活がある間は苦手科目の授業だけを受講し，基礎固めを徹底しました。
長ヨビの授業が無い日は，移動時間の短縮のため，学校の近くのグリーンクラスの校舎の自習室を利用しました。授業では，
特に片山先生の地理が印象に残っています。自分は，高校で文転が間に合わず，１１月末まで地理の授業を受けられません
でした。独学でやっていた頃は点数が安定せず，５割に届かない時もあったのですが，片山先生の授業を受け，復習をしっ
かりやったら７割まで上がりました。また，進路面談等も，丁寧にやっていただきました。

高崎経済大学 地域政策学部 合格　黒岩弘晃さん（篠ノ井高校）

※定期的にLHRがあります。

先輩より

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!
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先輩より

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。2017
年度は資料参加を含め，筑波大，横浜国立大，千葉大などの首都圏の国
公立大学21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。2017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21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

　私にとって非常に役立ったのは自習室の存在です。自習室は静かで長時間利用できるので最高の環境です。周りの人が
皆真剣に学習に取り組んでいるため，家ではサボリがちの私もやる気を保って勉強できました。そして信学会の自習室の何
よりも良いところは，わからない点をすぐに質問できる環境である，ということです。職員室に行けば様々な教科の先生が
いるため，わからない問題をそのままにすることはありませんでした。受験は自分の思っていた以上に長期戦だったため，
モチベーションを保てる場所があったのはありがたかったです。

千葉大学 文学部 合格　塩入菜々子さん（県立長野高校）

環境・サポート
が 違う!
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先輩より

先輩より

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。

　「現役生は最後まで伸びる」この言葉を最初に先生から聞いたとき嘘だろと思った自分がいました。しかし，実際に２年の
模試より２００点以上伸びたんですから驚きです。私が信学会に入り，受験に本腰を入れ始めたのは夏休みくらいだったので
すが，丁寧な授業，整えられた学習環境でとてもありがたかったです。特に印象に残っているのは一緒に勉強をしていた授
業や学習室の好敵手です。私は勉強意識があまり高くなく，勉強方法も確立していなかったのですが，好敵手を意識する
内に「この人達に必死についていこう」「この人の勉強法は良さそう」などいろいろ刺激をうけ，最後まで戦い抜くことがで
きました。家で一人で勉強するだけではなく，自習室を活用して勉強の質を上げることを強くお勧めします。

信州大学 経法学部 合格　小林優貴さん（市立長野高校）

　僕は３年生の春頃にグリーンクラスに入りました。１年生，２年生ではあまり受験に向けてといった気持ちを持つことがで
きませんでした。班活や学校の課題などで十分だと思っていたからです。しかし，グリーンクラスに入ってそんな気持ちは
消えました。周りの人が自分より何倍も集中していたからです。そんな時，自分はこのままで大学に受かるのかと思いました。
そして，グリーンクラスでは古典と英文法をとりました。基礎的なことでも学んでいるうちに忘れてしまっている所などがあ
るのでしっかりと身につけました。センターは，目標点にはいかず苦しかったけど最後まで戦い抜くことができたのは，色々
と支えてくれた先生方のおかげだと思います。

山形大学 工学部 合格　山本凌さん（長野西高校）

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

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

栗田　隆
くり　た　　  たかし

窪田喜文
くぼ  た   よし ふみ

木村光朗
き  むら みつ あき

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

中村寛美
なか むら ひろ　み

竹村宗哲
たけ むら のり あき

志摩美穗
し ま み ほ

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

横山誠一
よこ やま せい いち

片山　剛
かた やま      たけし

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

斎藤康祐
さい とう こう すけ

齋藤純一
さい とうじゅんいち

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

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

加藤　俊
 か　とう　　 しゅん

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

大川　晃
おお かわ　　あきら

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

佐藤将仁
さ　とう　まさ ひと

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

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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国
語

理
科

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

アカデミー国語
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

　この講座は最難関の国立大を目指す人たちを対象にしています。最難関大に対応できるだけの記
述・論述力を養うことを目的に，「真の実力」を培っていきましょう。現代文と古文を交互に扱って
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

　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。

センター古典
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。

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
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，幅広い「物理」を効率よく攻略していきます。
国公立大二次・私立大で「物理」を使って受験する受験生で，「物理」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
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］
　センター試験の全範囲について，正確に速く解くためのポイントを解説して行きます。基礎から
解説して行くので苦手な人も着実に学習を進められます。また，「国公立の二次や私立大で化学を使
うのだけれど苦手で…」と言う人の「基礎固め」としても使えます。前期は 結合・結晶・気体・溶
液・熱化学・電気化学・速度・平衡を，後期は 無機・有機の予定で進めます。

センター生物
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

［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・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，「生物」の基礎固めをしたい方にも対応しています。

入試総合対策　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

　国立大二次や私立大入試で，世界史が必要な人におすすめしたい講座です。世界史はどうも覚え
ることが多岐にわたり苦手だという人，またもっと力をつけて入試に臨みたい人も是非！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。

入試総合対策　日本史
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

　私立大学入試，国公立大学二次試験に向けて，日本史の基礎から発展的な内容までを「知識の整理」
と「問題演習」を通して学んでいきます。政治史・社会経済史・外交史・文化史など，大学入試に
必要な知識や考え方を総合的に学習できる講座です。論述対策が必要になる受講生には個別指導も
します。

入試総合対策　政治・経済
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･経済の基本から入試でよく出題される時事問題まで，わかりやすく丁寧に説明していきま
す。「ブレトンウッズ体制の展開」のような歴史的な単元の流れのとらえ方や，「衆議院の優越」の
ようなゴチャゴチャになりやすい単元のポイントの整理の仕方も指導します。また，ドリルや問題
演習を行って，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。
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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
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！

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。

早慶上智大英語
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

　私立大対策は早くからやっておかないと間に合いません！私大の最難関大に合格するために，必
要なレベルの語彙，文法，そして難解な長文問題を解くためのテクニックを1年かけてきっちり伝
授します。都会の受験生にも負けない英語力をつけましょう！

ハイレベル私大英語
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

　私立大対策は早くからやっておかないと間に合いません！近年MARCH大学の人気は高まってき
ています。私立大の問題の対策，テクニックなどを早いうちから確認し，しっかり対策して合格を
つかみ取りましょう！

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を中心に解説します。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）

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。

地
歴
・
公
民
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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

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。

ハイレベル国語
基礎 標準 発展

　新高１生のみなさんは入試制度が大きく変わる年代です。センター試験に代わる新テストの試行調査（平成29年11月
実施分）では，現古漢すべての分野で「思考力」が問われました。よって分野別の力ではなく，「国語の力」をつける必
要があります。この講座ではそんな包括的な「国語の力」をつけることを目指します。
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講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

センター世界史
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

　センター試験でよく出題されている重要テーマを中心に，必要な知識を整理，講義します。さらに，
どのように正答を見つけ出すのか，実際の問題を使って実戦的に解説します。授業と復習を繰り返
していくことで高得点間違いなしです。

センター日本史
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

　大学入試センター試験対策として，前期は「知識の整理」とセンターの出題パターンに合わせた
マーク問題の研究を行います。後期からはより実戦的に，正誤問題・年代整序などの問題に取り組み，
知識の定着と得点力アップをはかっていきます。

センター地理
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

　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ていきます。その上
で問題演習を通じて，問題の「解き方」を解説していきます。センター地理の問題が解ける＝資料
や統計，地図の丸暗記ではありません。センター地理の問題が解ける，より実戦的な授業を展開し
ていきます。目指せ，センター地理８割！

センター政治・経済
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

　公民はしっかり勉強すれば高得点を狙える科目ですが，どうしても後回しになって取りこぼすこ
とが多いものです。１年かけてしっかり身につけましょう。この講座では，「憲法と人権」「平和主義」

「選挙と政党」「国際政治」「国民所得」「金融と財政」「国際経済」といった頻出かつ苦手にしやすい
分野を中心に，重要なポイントを整理し，問題演習を行い，センター試験の解き方を指導します。「セ
ンター現代社会」「センター倫理，政治･経済」の選択者もぜひどうぞ。

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

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 　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。高校の教科書を中心に，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 　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 　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。高校の教科書を中心に，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 　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

　１年生の時からグリーンクラスに通い，授業はもちろん，授業
以外でもたくさんの先生に質問し，わかりやすく教えていただき
ました。先生方のサポートや周りの友達の頑張る姿にたくさん励
まされました。受験はつらいですが，友達や先生と話して気分転
換をすることで気持ちが楽になると思います。最後に，たくさん
相談に乗ってくださった平澤先生，片山先生，吉川先生ありがと
うございました！

奈良女子大学 理学部
他　明治大学 農学部・近畿大学 農学部

現役合格 !

尾沼日奈子さん（県立長野高校）

　僕が合格できたのは，駿台の応用性の高いテキストと個性的
な講師陣，そして共に高め合った友達がいたからだと思います。
僕は高２のときからグリーンクラスに入って数学と英語をとってい
ました。高２のときは問題が難しくて訳が分からなかったけど，３
年生になってその問題の大切さがわかって今までやってきたこと
は間違いではなかったと思うことができました。また、自習室で
は他の人と良い緊張感の中で勉強することができました。現役生
は部活などで疲れているときがあるかもしれませんが，苦労の先
に輝かしい結果が待っていると信じて頑張ってください。

筑波大学 情報学群
現役合格 !

丸田敦貴さん（長野日本大学高校）

信州大学 工学部
現役合格 !

新潟大学 歯学部（口腔生命福祉）
他　日本歯科大学新潟短期大 歯学部・松本歯科大 歯学部

現役合格 !

中央大学 理工学部
現役合格 !

東京女子大 現代教養学部
現役合格 !

　合格の通知をもらった時はとても嬉しく，実感が湧きませんで
した。私は前期では不合格で，後期での合格となりましたが、こ
の一年の受験生活を通じて学力はもちろんLHR（ロングホーム
ルーム）や授業のちょっとした間にある先生の話などから多くの
ことを学びました。私が受かった後期試験は配点比率がセンター
750，面接250というセンター重視の試験で，自身のセンター
の得点は心許ないものでしたが，多くの方のサポートを受けわず
かな時間の中面接の対策をし，何とか合格することができました。
一般的に後期試験は出願者の数より当日受けに来る人の数は大
きく減ってしまいます。ですから数値上はとても大きな倍率にな
りますが，それを気にしすぎず，冷静に準備をし，自分が本当に
やりたいことは何か，改めてよく考えアピールできれば面接官の
目にとまるはずです。

滝沢和輝さん（篠ノ井高校）

　グリーンクラスではセンター試験前に大変お世話になりまし
た。特に理科・社会は冬期講習をできるだけ活用し，点数がお
おいに伸びました。国語・数学・英語は直前に一気にやるという
よりも毎日の積み重ねが大事です。集中して勉強するためにも，
長時間ダラダラやるよりも，自分の弱点をよく知り，１日のノル
マを決めるなど細かい目標を定め，学習に意味をもたせるように
心がけるといいと思います。目標は人それぞれだとは思いますが，
自分の目標を目指して，周りのサポートを最大限活用させてもら
いつつ自分でも努力してがんばってください。

林唯香さん（須坂高校）

　高校１・２年の時は，自宅に近い校舎で，高校３年からは長野
予備学校でお世話になりましたが，先生方はとても優しく進路の
相談にも乗ってくださいました。私は長野市内の高校ではないの
で同じ高校の人があまりいなかったのですが，自習室などを利用
すると違う学校の人達の雰囲気を味わえたので良かったです。
　後輩へのアドバイスは，学校のテストも疎かにしないで，提出
物等もしっかり出しましょう（笑）学校の成績もある程度上げて
おくと，受験形式の幅も広がると思います。そしてオープンキャ
ンパスは少しでも良いなと思う大学は参加した方が良いです。実
際に行ってみるとキャンパスの雰囲気などを肌で感じることがで
きるのでおすすめです。私はそこで第一志望が変わりました。最
後まであきらめずに頑張ってください。

櫻井菜々子さん（須坂高校）

　私はグリーンクラスに高２の１０月頃に入りました。当時の私は
班活動が最優先というような生活をしていたのですが，グリーン
クラスに通い，目の前の受験に向かう先輩方の姿や，もう受験の
ことを考えて勉強していた同級生の姿をみて，「私も勉強しない
と！」と刺激を受けました。
　私が後輩の皆さんに伝えたいことは，「最後まで諦めないこと」
です。私が受かった大学は模試ではいつもＤかＥ判定で，最後で
もＥ判定でした。しかし，過去問をいっぱい解いて，時間配分や
解く順番などを大学や日程ごとで決め，より多く点数を取れるよ
う考えました。合格と聞いた時，諦めないで本当によかったと思
いました。
　ぜひ，後輩の皆さんにも志望校に向かって最後まで諦めずに，
感謝を忘れずに，合格を勝ち取ってほしいと思います。頑張って
ください！

柳澤里佳さん（長野西高校）

グリーンクラスの先輩から君たちへのメッセージ②
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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。
①16・17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　⑧15・16・17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

3,600円×14回×3講座
⇒151,200円

後期（14回）

※（）内は授業回数

※授業1回あたりに換算した金額です。
※受験情報誌「飛翔」などの教育充実費を含みます。

※3講座受講の場合

1講座（1回）授業料 3,600円

受
講
料

高1・2生

1学期（11回）

3,600円×11回×2講座
⇒79,200円

3,600円×13回×2講座
⇒93,600円

2学期（13回）

3,600円×7回×2講座
⇒50,400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。

受講料例




