




3入会案内 2019



4 入会案内 2019

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 17名
国公立大学
医学部医学科
防衛医科を含む

86名

早慶上理416名

東京大学 20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 29
東北大学 59
東京大学 20
名古屋大学 27
京都大学 17
大阪大学 11
九州大学 3
筑波大学 28
千葉大学 53
お茶の水女子大学 4

東京外国語大学 12
東京工業大学 4
一橋大学 1
横浜国立大学 30
新潟大学 63
金沢大学 67
信州大学 296
首都大学東京 32
横浜市立大学 11
長野県立大学 9
ほか国公立大学総勢 1,526

早稲田大学 146
慶應義塾大学 55
上智大学 23
東京理科大学 192
明治大学 263
青山学院大学 87
立教大学 110
法政大学 320
中央大学 262
学習院大学 32

関西大学 27
関西学院大学 23
同志社大学 85
立命館大学 272
自治医科大学 12
北里大学 78
東京薬科大学 15
津田塾大学 27
東京女子大学 22
日本女子大学 28

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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名古屋大学 経済学部
他　東洋大学 国際観光学部
　　日本大学 法，経済，文理学部

現役合格 !

東京外国語大学
言語文化学部
他　早稲田大学 国際教養学部・上智大学 外国語学部
　　立教大学 観光学部・法政大学 社会学部
　　立命館大学 国際関係学部

現役合格 !

慶應義塾大学 商学部
他　東京外国語大学　国際社会学部
　　明治大学 商，政治経済学部・立教大学 経営学部

現役合格 !

埼玉大学 理学部
他　北里大学 理学部
　　東京農業大学 生命科学部

現役合格 !

新潟大学 工学部
他　芝浦工業大学 工学部

現役合格 !

信州大学 工学部

現役合格 !

　私がグリーンクラス生になったのは，部活を
引退してからでした。正直，引退前までは受
験生の意識はありませんでした。しかし，グリー
ンクラス生となり勉強する環境に身を置いたこ
とで“受験生”への切り替えがスムーズにで
きました。苦手であった英語を中心に講座を
受講しました。グリーンクラスの先生方は優し
く質問に応じてくださり，英語が苦手科目でし
たが得点源の科目にすることができました。
さらに自習室が夜遅くまで利用できて他校の
受験生と学習できる良い環境でした。講座が
ない日も自習室を利用できて良かったです。
私は，志望校決めや受験生の意識づくりが夏
からで遅すぎたと思います。オープンキャンパ
ス等に積極的に参加し，早めに受験生として
の気持ちを持つことが良いと思います。受験
生のみなさん，がんばってください。

宮原翔太さん（長野日本大学高校）

　私は文系でありながら現代文が全くできなかったので，
グリーンクラスで現代文の講座を受講しました。センター
形式の問題から私大・国公立大の過去問まで幅広く取り組
むことができ，わからない点があったらその場で先生に質
問することができたので非常に有意義な授業でした。その
おかげで現代文の解き方のコツをつかみ始め，苦手意識が
徐々に無くなりました。国語を受験科目に含む難関私大に
も合格することができたので本当に感謝しています。また
自習室があったおかげで土日も時間を有効に使いながら勉
強できました。朝早くから夜遅くまで自習室が利用できた
のでありがたかったです。グリーンクラスの先生方のサポー
トも手厚く，受験についての情報をたくさん教えていただ
きました。受験勉強はとても辛いですが努力した分，必ず
結果に返ってきます。最後まで諦めずやり抜いた人だけが
合格を掴み取れるのだと思います。がんばってください。

小島理紗子さん（県立長野高校）

　短い間でしたが，とてもお世話になりました。
私は，高３の後期から数学と英語の授業を受
講していました。私は数学が苦手でしたが，
グリーンクラスで授業を受けることで「ああ，
だからここで数学的帰納法なのか」などと理
解を深めることができました。また，英語の
授業はとてもおもしろく，ためになりました。
受験は学力戦の面がもちろん第一ではありま
すが，メンタル戦，情報戦，戦略戦などの面
もあると思います。グリーンクラスに通うこと
で学力面だけでなく，その他の面も補強する
ことができました。先生方は頼るとそれに応え
てくださる方々で，添削をしていただいたり，
相談に乗っていただいたりしたことは本当に感
謝しています。特に葉密先生，平澤先生，片
山先生，斎藤先生にはとてもお世話になりま
した。ありがとうございました。

小林明里さん（須坂高校）

　今まで勉強してきて，念願の大学に合格できた
ので自分自身に自信を持っています。私が受験を意
識した勉強を始めたのは高校２年の冬休みの講習で
す。私は元々，勉強は好きな方でしたが，この講
習を受けて「もっとやらなきゃ」と強く思いました。
放課後に高校の教室で皆が楽しそうに話していて加
わりたくなった時でも，高校や長ヨビの自習室に行っ
て勉強したことに意味があったのだと今なら思えま
す。勉強が好きとはいえ，決して楽な１年間ではあ
りませんでした。グリーンクラス担任の平澤先生は，
授業後や面談・試験前などに励まし，やる気にさせ
てくださる素敵な先生です。辛い時は高校の先生
はもちろん，グリーンクラスの先生を頼っていいと
思います。でも勉強は辛いこともあるけどやはりお
もしろいです。自分の知りたいことを思い切り勉強
する１年にしましょう。

澁谷純太郎さん（長野西高校）

　グリーンクラスの良いところは，先生との距離が
近いところです。教科ごとに先生を決めてたくさん
質問しました。自習室で勉強してわからないことが
あればすぐに質問して，理解が不十分な部分を着
実につぶしていくことができました。国公立大の二
次試験では，記述力，解答を作成する力が必要に
なってきます。そこで私は，過去問を解いたら先生
に提出して添削してもらいました。それを続けたお
かげでセンター後から前期試験直前の間に大きな
成長がありました。自分の気に入った先生を見つけ，
頼りまくって，二人三脚のつもりでがんばってくだ
さい。大学受験は，明確な目標を持ち最後まで諦
めずにがむしゃらにやり抜いた者だけが成功します。
そうは言っても辛いこともたくさんあったしやる気
が無くなる時がありました。そんな時は，大学生活
を想像してみてください。モチベーションが上がり
ます。がんばってください。応援しています。

蔵之内俊さん（長野吉田高校）

　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）

グリーンクラスの先輩から君たちへのメッセージ

　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）

　私は，グリーンクラスの授業を３年間活用するこ
とで，第一志望に合格することができました。特に
高３で受講した，葉密先生の英文読解の授業が印
象的でした。第一パラグラフの精読によるテーマ
把握や，表現や比較等に注目した内容理解等，論
理的な文章を素早く読解するテクニックを学びまし
た。東大の英語はとにかく量が多いので，この能
力は非常に役に立ちました。また，英語以外にも
受験に関する様々なアドバイスをいただきました。
アカデミーの講座だったので教室には同じ東大志
望の友人がおり，切磋琢磨して力を伸ばすことが
できました。進路決定は主に高校で行いましたが，
担任の片山先生は私の決定を尊重してくださいま
した。このように私はグリーンクラスを利用するこ
とで，第一志望合格を実現できました。これから受
験するみなさんも，塾や予備校を自分なりに活用
できると良いと思います。応援しています。

東京大学 文科一類

現役合格 !

山㟢優介さん（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）



6 入会案内 2019

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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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

高
校
3
年
生

個
別
面
談
①（
入
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時
面
談
）

入
会
ガ
イ
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ス

L
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R
②

個
別
面
談
②（
学
習
状
況
の
確
認
）

L
H
R
④

保
護
者
説
明
会
②

冬
期
・
直
前
講
習

L
H
R
⑤

個
別
面
談
④（
出
願
校
決
定
）

合
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祈
願
式

L
H
R
①

保
護
者
説
明
会
①

夏
期
講
習

L
H
R
③

個
別
面
談
③（
受
験
校
選
定
）

個
別
添
削
指
導

受
験
結
果
報
告

個
別
面
談
①

入
会
ガ
イ
ダ
ン
ス

個
別
面
談
②

公
開
模
試
①

高
2
保
護
者
説
明
会
①

高
1
保
護
者
説
明
会

個
別
面
談
③

冬
期
・
直
前
講
習

個
別
面
談
④

公
開
模
試
③

高
2
保
護
者
説
明
会
②

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。

　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
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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。

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。

　自習室がとても良かったと思います。自習室には，「本当に勉強したい！」とか「合格したい！」というような強い志を持つ他校の人が多かっ
たので，私もモチベーションを高く保つことができました。また，自習室で勉強をするという習慣をつけることも大切だと感じました。毎日，
学校が終わったら長ヨビのグリーンクラスの自習室に行き，土日にも決めた時間に行きました。このように自分の中のスケジュールに従っ
て毎日コツコツ勉強を続けていった先に合格があったと思います。現役合格に向けて，私は予備校生と同じ校舎で過ごしたり，同じ授業
を受けることが重要であると思います。予備校生は現役生と比べてレベルの高い人が多く，勉強に対する闘争心が強い人がとても多かっ
たと感じました。そのような自分より勉強を頑張っている人々と一緒に生活したり，勉強することで，自分をさらに高めることができました。

長野県立大学 グローバルマネジメント学部 合格　村山柊花さん（長野吉田高校）

環境・サポート
が 違う!

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。
　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。2018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20数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。

大学別入試説明会

首都圏国公立大合同説明会
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先輩より

やる気にさせる自習室
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　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
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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
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　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。
　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。2018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20数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。
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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。

　私は野球班に所属していたため，引退まであまり勉強はしていませんでした。その中で大事にしていたのは高校の授業で
す。授業の内容はその１時間で理解することを心がけていました。引退をしてからは苦手科目に絞ってグリーンクラスの講
座を受けました。私は特に日本史ができなくて焦っていたのですが，毎日の勉強＋グリーンクラスの授業を継続して，本番
では目標の点数を取ることができました。グリーンクラスの先生方は，基礎・基本の質問にもしっかり答えていただけるので，
すごくやりやすかったです。また，友人も多くいたのでモチベーションが高く保てたし，息抜きもしやすくとても良い環境で
学習できたと思います。高校生活は野球漬けの日々であまり良いアドバイスはできませんが，目標を決めて妥協することな
くがんばることが大事だと思います。グリーンクラスには合格をサポートしてくれる先生方やたくさんの資料があります。そ
れらを利用してください。必ず力になってくれます。あとはがんばる力次第です。

神戸大学 国際人間学部 合格　小嶋悠太さん（県立長野高校）

　私は数学が苦手だったので，数学の講座を受講しました。私はセンター試験のみで数学が必要だったのでとにかくセンター
試験形式の問題の演習をしました。授業で出された問題，グリーンクラスでもらった教材を何度も何度も自分がわかるよう
になるまで解きました。模試や教材の問題の中で特に解けなかったものを別のノートにまとめたりもしました。そうすると自
分の苦手分野がわかってきてかなり役に立ちました。苦手科目はやる気が出ないし点数も簡単に伸びませんが，ちょっと我
慢して取り組んでみてください。その積み重ねが点数につながっていくと思います。第一志望目指して後悔のないようにが
んばってください。

横浜市立大学 国際総合科学部 合格　中里未央さん（須坂高校）
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では目標の点数を取ることができました。グリーンクラスの先生方は，基礎・基本の質問にもしっかり答えていただけるので，
すごくやりやすかったです。また，友人も多くいたのでモチベーションが高く保てたし，息抜きもしやすくとても良い環境で
学習できたと思います。高校生活は野球漬けの日々であまり良いアドバイスはできませんが，目標を決めて妥協することな
くがんばることが大事だと思います。グリーンクラスには合格をサポートしてくれる先生方やたくさんの資料があります。そ
れらを利用してください。必ず力になってくれます。あとはがんばる力次第です。

神戸大学 国際人間学部 合格　小嶋悠太さん（県立長野高校）

　私は数学が苦手だったので，数学の講座を受講しました。私はセンター試験のみで数学が必要だったのでとにかくセンター
試験形式の問題の演習をしました。授業で出された問題，グリーンクラスでもらった教材を何度も何度も自分がわかるよう
になるまで解きました。模試や教材の問題の中で特に解けなかったものを別のノートにまとめたりもしました。そうすると自
分の苦手分野がわかってきてかなり役に立ちました。苦手科目はやる気が出ないし点数も簡単に伸びませんが，ちょっと我
慢して取り組んでみてください。その積み重ねが点数につながっていくと思います。第一志望目指して後悔のないようにが
んばってください。

横浜市立大学 国際総合科学部 合格　中里未央さん（須坂高校）

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

安藤　繁
あん どう　　しげる

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

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

中村亜弥
なか むら  あ　 や

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

福島宏幸
ふく しま ひろ ゆき

山地宏征
やま  じ   ひろ ゆき

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

森山和貴
もり やま かず   き

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

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

高野圭造
たか  の  けい ぞう

竹内友一
たけ うち ゆう いち

近藤　聡
こん どう　　 さとし

櫻庭和也
さくら ば  かず  や

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

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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英
語

数
学

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

アカデミー英語総合
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！英作文の対策もしっかり行います。1年通しての受講をお勧めします。

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！ 1
年通しての受講をお勧めします。

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！

MARCHレベル私大英語
（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

　近年MARCHを中心に，私立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
クニックなどを確認し，しっかり対策して合格をつかみ取りましょう！
※前期は他の講座で基礎力をつけておくことをお勧めします。

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）

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！英作文の対策もしっかり行います。1年通しての受講をお勧めします。

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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国
語

理
科

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

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。）

アカデミー現代文
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

　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。

アカデミー古文
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

　この講座は最難関の国立大を目指す人を対象にしています。最難関大の入試問題は，単な
る知識の詰め込みだけでなく，その知識をどう使っていくかが最大のポイントとなります。
古文の真髄を伝授します。

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。

数
学
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地
歴
・
公
民

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

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

　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。

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

　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。

ハイレベル日本史
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。

ハイレベル政治・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。

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。

理
科
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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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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

　間もなく入試制度が大きく変わります。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。

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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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
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入会方法・納入金について

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。
①18・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　⑧16・17・18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。

※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
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入会方法・納入金について

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
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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
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・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。

※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




