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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 18名
国公立大学
医学部医学科81名

早慶上理295名

東京大学 11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 
東北大学 
東京大学 
名古屋大学 
京都大学 
大阪大学 
九州大学 
筑波大学 
千葉大学 
お茶の水女子大学 

東京外国語大学 
東京工業大学 
東京学芸大学 
横浜国立大学 
新潟大学 
金沢大学 
信州大学 
東京都立大学 
横浜市立大学 
長野県立大学 
ほか国公立大学総勢 

早稲田大学 
慶應義塾大学 
上智大学 
東京理科大学 
明治大学 
青山学院大学 
立教大学 
法政大学 
中央大学 
学習院大学 

関西大学 
関西学院大学 
同志社大学 
立命館大学 
自治医科大学 
北里大学 
東京薬科大学 
津田塾大学 
東京女子大学 
日本女子大学 

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。
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合格実績が 違う!
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名古屋大学 教育学部
他　東洋大学　文学部
      武蔵野大学　教育学部  

現役合格 !

大阪大学 外国語学部
現役合格 !

東京外国語大学 言語文化学部
他　立教大学　異文化コミュニケーション学部
      獨協大学　外国語学部

現役合格 !

上智大学 外国語学部
現役合格 !

法政大学 社会学部
他　亜細亜大学　国際関係学部 

現役合格 !
中央大学 商学部
現役合格 !

　グリーンクラスでは，印象に残ったことが２点あります。
１点目は，濃密で質の高い授業に加え，懇切丁寧に質問
対応をしていただいたことです。授業では，高校で教わ
らない事柄を指導していただくことはもちろん，入試で
狙われるのがどこか，何が重要なのかを最新の傾向を踏
まえ，熱弁していただきました。また，授業のみでは理
解が及ばなかった箇所から難問まで，時間を惜しむこと
なく詳しく説明していただきました。１時間以上質問ブー
スにいたこともありました。本当に粘り強い指導をして
いただき，ありがとうございました。２点目は，授業外
で様々な相談にのっていただいたことです。学習のみな
らず，日常生活のこと，大学進学後のこと，興味のある
ことなど，生徒と先生という枠組みにとらわれず，温か
く接していただいたと感じています。とりわけ受験直前
期は，先生方に多くの時間を割いていただいて話を聞い
ていただきました。グリーンクラスにはハイレベルな授
業と懇篤で洗練された先生方がそろっています。どのよ
うな人にとっても学習する場として最適だと思います。

小林 拓翔さん（新潟県・高田高校）

　私は自分自身の知識を蓄積することに重点
を置いていたのでアカデミー英語を受講し，
毎日自習室をフル活用しました。また受講して
いないにも関わらず，綿田先生に丁寧に数学
を教えていただき，とても力になりました。９
月頃に志望校を決め，「阪大以外の大学には
行かない！」と言い張り勉強を進めましたが，
最初はそこまでつらいと感じていませんでし
た。しかし共通テストが迫ってくるにつれ精神
的につらくなりました。また２次試験直前に私
立大が不合格だとわかり，意外とショックを受
けて自信を喪失してしまいました。強い意志
があっても精神的に追いつめられると過去の
自分の考えが変わってしまうことともあるの
で，後に後悔しないような選択をしてください。
ですが，やはり第一志望を貫くことも大切だと
思います。

倉島 志月さん（長野高校）

　無事に合格することができ，ホッとしました。
グリーンクラスではアカデミー英語の授業を
受講していました。その中で普段なんとなく
読んでいた長文が，数や比較など，ポイント
を意識して読めるようになったと感じていま
す。また，グリーンクラスの先生方はとても
経験豊富なので，授業以外にも受験での心構
えを教えてくださったり，些細な相談にも乗っ
てくださったりして，様々な面で支えていただ
きました。自習室では，とても多くの人が勉
強をしていて，何度も刺激を受けました。同
じ高校の人が多かったので，皆やっているとい
う意識を持てたことが大きかったと思います。
自宅にいると様々なことを考えてしまうので，
継続して自習室に通って勉強モードに切りかえ
ることで受験勉強をやりきることができたこと
が，目標達成の一つの要因だと思います。本
当にありがとうございました。

荻原 愛実さん（長野高校）

　高２の１月からグリーンクラスに通いました。
それまで自分の勉強方法に少し不安を感じてい
ましたが，授業を受ける中で自分の苦手な部分
を見つけ出し，それを中心に勉強する癖がつき
ました。特に高３の前期から受講した葉密先生
のアカデミー私大英語の授業では，長文の能率
的な読み方や語彙力の強化はもちろん，英語以
外の知識も増やすことができて良かったです。
また，集中できる自習室や，いつでも先生方に
質問できる環境が整っているので，グリーンク
ラスに通って良かったと思っています。高１の頃
から志していた大学に４月から入学できることを
とてもうれしく思います。最後に，私の受験を
支えてくださったグリーンクラスの先生方に心
から感謝しています。ありがとうございました。

宮島 梨々子さん
（長野清泉女学院高校）

　第一志望の大学に合格することができて本当に
うれしいです。４月からグリーンクラスに通い始め，
勉強のリズムを確立しました。2020年度は新型
コロナウイルスの影響で４・５月は高校に行けま
せんでしたが，その時期にグリーンクラスの先生
方がオンラインで授業をしてくださったおかげで，
自宅にいても“受験生”という意識を持つことが
でき，“おうち時間”を勉強にあてることができま
した。私大の入試までの間はほぼ毎日グリーンク
ラスの自習室に通い，直前講習にも積極的に参加
しました。これが合格につながったと思います。
そして担任の片山先生には何度も背中を押してい
ただき，自分の進路を自分で決めることの大切さ
を教えていただきました。受験のプロが担任とし
てついてくださるのは本当に心強いです。

西島 陽菜さん（長野西高校）

　高３の６月からグリーンクラスでお世話にな
りました。2020年度は新型コロナウイルスの
影響で休校になってしまい，高校の授業は例
年よりも遅れていたので，受験生としても不
安でした。しかし，グリーンクラスに通ってい
たおかげで状況に左右されることなく，苦手
だった英語は大幅に点数を伸ばすことができ，
得意教科と言える程になりました。また，夏休
み期間を中心に積極的に自習室を利用するこ
とで他の受験生から良い刺激を受け，自分も
頑張ろうという励みになりました。グリーンク
ラスに通っていたおかげで志望校に合格する
ことができ，本当に感謝しています。ありがと
うございました。

吉見 理花さん（須坂高校）

グリーンクラスの先輩から君たちへのメッセージ

　グリーンクラスでは，物理と化学を受講しま
した。それまで，教科書の内容を理解してい
たつもりでも実際に問題を解いてみると，覚
えた法則や公式をどう問題に応用すれば良い
のかわからないということが多くありました。
しかし，グリーンクラスで物理を受講したこと
でその法則や公式が意味することの本質を理
解できるようになり，初めて経験するような条
件の問題の対応力が身に付いたと実感しまし
た。確かに物理は苦手教科でしたが，難易度
の高い問題を解いたという経験が不安の解消
につながり，心に余裕をもって本番に臨むこと
ができたので，グリーンクラスの効果は大き
いと思います。

名古屋大学 工学部
他　東京理科大学　理学部

現役合格 !

中島 志人さん（長野高校）

　グリーンクラスの授業では古典を受講しまし
た。私は文法・単語は理解できているけれど，
読解の時それをどのように生かすのかという所
がわかっていませんでした。グリーンクラスで
はそのような所も教えていただけたのでとて
も参考になりました。２次試験の直前講習では，
本番さながらの雰囲気で問題を解くことがで
きて，本番へ向かうことができました。使用さ
せてもらった教材は，それぞれのポイントがお
さえられていて，間違った時には，その間違
いを起こさないためにはどうすれば良いのかと
いう勉強につなげられました。自習室では多く
の人が休日も勉強をしていて，休日だらけな
いようにメリハリをつけて勉強できる環境が
整っていました。志望校合格への道は，やは
り基本的な所をおさえる所にあると思うので，
そこを大切にして勉強できたので良かったと思
います。

新潟大学 医学部（医）
現役合格 !

近藤 梓さん（長野高校）

　グリーンクラスの自習室は集中できる環境で，
とても勉強がはかどりました。これから受験を控
える人達に伝えておきたいのは，集中して勉強で
きる環境がどれだけ大切か，ということです。８
時間，自宅でダラダラ勉強するのと，４時間自習
室で集中して勉強するのとでは，絶対に後者の方
が身につくし効率も良いと思います。受験前の自
習室は，朝の８時から夜の９時過ぎまで開いてお
り，自分を高める場所としては最高だと思います。
またグリーンクラスの先生方は，受講している講
座の担当でなくても気軽に質問できるので，わか
らないことがある時はいつでも頼ることができま
す。これから受験を控える人達は共通テストとい
う新しいテストに対して不安があると思います。
しかし，そんな不安は必要ありません。しっかり
努力しつづければ，必ず結果はついてくると思い
ます。もし不安があるなら，どんどんグリーンク
ラスの先生方を頼っても良いと思います。

東京学芸大学 教育学部
現役合格 !

牧島 幸佑さん（屋代高校）
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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!
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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 19：50 21：20 0：00
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「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１の時からグリーンクラスに通っていました。中学時代から英語を著しく苦手としていたので，高校の授業だけでは不十分だと思ってい
たからです。高校では浅くなりがちな文法を特に取り上げていただいたので，受験期に入って長文を読み取る時に頭の中で品詞分解がスムー
ズにできて，とても役立ちました。また，高３になり，「共通テスト」という新しいテスト形式で戸惑う気持ちが大きくなってきた頃に，あま
り点数が伸びていなかった生物を受講しました。教科書には載っていない情報や知識を学べて私立大の勉強で大いに参考になりました。私
立大も受かり，第一志望の国立大にも受かったのは，グリーンクラスの先生方の支えがあったからです。「受験」という大きな壁に立ち向か
うことは，不安や苦労の連続だと思います。しかし，その先には自分の目指した輝かしい未来があります。諦めないでがんばってください。

山梨大学 生命環境学部 　　　　　　　　　現役合格！　池田 菜々恵さん（長野吉田高校）

※定期的にLHRがあります。

先輩より

授業の復習
質問・相談
（自習室）

他　東京農業大学　農学部
　　日本大学　生物資源科学部
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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。

　「勉強しなくちゃ！」と焦りを感じ始めたのは高３の夏頃。志望校への点数は到底足りませんでしたが，それでもやる気は起きず，このままではダメだと
思い，秋頃からグリーンクラスに通い始めました。こんな状況の私でも志望校に無事合格できたのは，グリーンクラスが提供してくれた環境と先生方の
アドバイスのおかげです。通い始めた時期が遅く，残りの授業数が少なかったため，自習室がとても役立ちました。高校に比べて知り合いが少ない上に，
全員が受験に向かって必死に勉強しているので，勉強の習慣がきちんとついていなかった私にとって，最高の空間でした。また，自宅いるとやる気が起
きないので，授業がない日も通い，自習室を利用していました。これから受験を控えているみなさんも，今ある状況を最大限に生かして受験に臨んで
もらえたらと思います。また試験当日は，緊張しすぎるのも，しなさすぎるのも良くないと思います。自分にできることを精一杯やってください。

福井大学 医学部（看護） 現役合格！　栁澤 実乃里さん（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。
※状況に応じてオンラインでの開催やイベントを見送る場合もございます。
　

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
　例年主な国公私立大学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11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。グリーンクラスでは，多くの方のニーズに応えるための
イベントを提供しております。入試改革が進む時代だからこそ最新の情報
を元に，私たちグリーンクラスがみなさまの力になれると考えています。
※状況に応じてオンラインでの開催やイベントを見送る場合もございます。

大学別入試説明会

首都圏国公立大合同説明会

保護者説明会
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先輩より
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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。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！

　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。

先輩より

　私は高校の近くにある映像授業の塾を１カ月ほど体験したのですが，そこでは授業で出た「？」をすぐに解決できませんでした。しかし，グリー
ンクラスでは，ライブ授業が受けられ，その授業は面白く，わかりやすいものでした。また自習室は静かで，他の人たちががんばって勉強
しているので，良い意味で緊張感を持ちながら集中して勉強することができ，わからない問題でつまずいたら，すぐに職員室の先生方のも
とに行き，質問しました。自宅だったら，解答を見てわからないまま，ただ無理やり解答を詰め込み，苦手があるままになっていたと思います。
私ががんばれば先生方はいつでも応援してくれました。先生方のおかげで合格することができました。ありがとうございました。

長野大学 環境ツーリズム学部　　　　　　現役合格！　横江　竜さん（篠ノ井高校）他　大月短期大学

先輩より

　グリーンクラスでは，同じ目標に向かって勉強を続けるライバルであり仲間でもある人達と同じ空間で勉強に取り組むことができ
ました。現実から逃げたくなってしまった時も，自習室で机に向かっている友人の姿を見ると自ずとやる気が出ました。自習室は，
言葉が合っているかはわかりませんが，強制的に勉強できる場所だと思います。こういった空間があることで，スマホやテレビといっ
た誘惑に負けずに勉強に没頭できたと思います。受験勉強は正直に言って本当につらく苦しいものでした。しかし，この苦しい勉強
も周りで支えてくれる多くの人のおかげでやり切ることができました。そういった人達への感謝の気持ちを忘れることなく，自分の
ことも信じ続ければ，このつらい日々を笑って話せる日が来るはずです。後輩の皆さん，応援しています。頑張ってください。

信州大学　経法学部 現役合格！　藤沢 颯聖さん（須坂高校）
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英
　語

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

木内徳雄
き  うち  のり  お

古谷裕康
ふる   や   ひろ やす

荒井美紀
あら  い   み    き

大工原美香
だい  く   はら  み    か

下平清志 
しもだいらきよ  し

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

高橋秀彰
たか はし ひで あき

小松　崇
こ  まつ　　 たかし

唐澤和宏
から さわ かず ひろ

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

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

長屋善之
なが  や  よし ゆき

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

窪田喜文
くぼ  た   よし ふみ

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

中島亜矢
なか じま  あ　 や

寺岡綾子
てら おか あや　こ

中村寛美
なか むら ひろ　み

竹村宗哲
たけ むら のり あき

高橋謙人
たか はし けん  と

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

宮坂千文
みや さか ち  ふみ

原　友彦
はら        とも ひこ

宮坂和樹
みや さか かず  き

福島宏幸
ふく しま ひろ ゆき

山地宏征
やま  じ   ひろ ゆき

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

根本奈津美
 ね  もと  な    つ    み

綿田晃夫
わた  だ   あき  お

中村秀州
なか むら ひで くに

高倉俊輝
たか くら とし　き

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

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

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

松島依織
まつ しま　い  おり

堀内仁志
ほり うち  ひと  し

原　雅史
はら        まさ   し

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

小泉健二
こ いずみけん  じ

小出亮二
こ   いでりょう じ

谷口博紀
たに ぐち ひろ  き

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

理
　科

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

杉山善則
すぎ やま よし のり

地
歴・公
民

松下史久
まつ した ふみ ひさ

小松亜紗子
こ  まつ  あ   さ    こ

高橋幸光
たか はし ゆき みつ

小松浩司
こ  まつ ひろ   じ

黒栁和香
くろやなぎ わ　か

片岡　晶
かた おか　　あきら

細谷智彰
ほそ  や   とも あき

高野圭造
たか  の  けい ぞう
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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2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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。

アカデミー和文英訳
～難関大2次試験対策※後期開講

基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　難関大の2次試験の「和文英訳」に特化した講座です。京大や阪大を始め，医学部医学科においても，長
めの和文英訳の攻略は必須です。そもそも，点の取れる和文英訳の解答とはどのようなものか。長年多くの
難関大合格を後押ししてきた講師が，そのノウハウを伝授します。英語が得意な人ほど陥りやすい罠，日本
人が陥りやすい罠，等々，多くの演習問題を通して，○のもらえる解答の作り方をしっかりとお伝えします！

ハイレベル英語・読解
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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。

ハイレベル英語・文法完全攻略
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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。

共通テスト英語※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストでは，実際的な場面の知識・表現力に加えて，情報の高速処理をするための「直
読直解力」が求められます。本講座では演習を通じて，まずは基礎となる語彙力・文法力・
読解力を育成しながら，英語をそのままで読む（聞く）「英語回路」を鍛えていきます。

アカデミー数学Ⅲ
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　「数学ⅠAⅡB」の範囲を，前期は，共通テスト対策にもなる，入試に必要不可欠な知識を
整理し，後期は，入試に出題される総合問題を題材として記述対策をしていきます。（数学
ⅠAⅡBまで，理系・文系対象）

共通テスト数学ⅠAⅡB※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストで求められるのは，数学を活用する力。それにはまず，記述力を身につけるこ
とが必須です。前期のハイレベル数学ⅠAⅡBで記述力を身につけ，後期から活用する思考
法を身につけましょう。

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

アカデミー英語総合
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共 通 テ ス ト 共 通 テ ス ト

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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講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

現代文（難関国立大対策）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　国立大をめざす人，この講座おすすめです！国立大に合格するためには共通テストを頑張
らないと，これ当然。でも二次試験に現代文があるのなら，記述対策もやらないと。だから
この講座！この講座では共通テスト対策と二次試験の記述対策を同時に進めていきます。現
代文の総合力アップ，そして第一志望合格へ！

古文（難関国立大対策）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　国立大の個別試験は，記述･論述形式の設問が中心です。単語や文法をただ覚えただけで
はとても太刀打ちができません。ぜひこの講座で，基礎知識だけではなく，古典の背景も押
さえた，より確実な文章読解のコツをつかみましょう。様々なジャンル，様々な内容の文章
を読み進めながら，主に記述･論述問題を扱っていきます。

現代文総合対策
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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，共通テスト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。

古文総合対策
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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。

共通テスト現代文※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　前身のセンター試験とは様変わりした「共通テスト」。でもその本質は決して変わっては
いません。本質とは何か，それは論理で考えること。現代文は読めたかどうかではなく，い
かに論理的に考え，そして正しく解けるかを競うもの。後期からの短期集中で現代文の力を
一気にアップさせましょう！

共通テスト古典※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストでは，「知識・技能や思考力，判断力，表現力」といった総合的な力が問われます。
ただ，古典は基礎知識をしっかり身につけ，ポイントを押さえた読解ができれば高得点が狙
えます。この講座では，問題演習を通じて，古文・漢文の基礎事項の確認をするとともに，
限られた時間で速くかつ正確に解く力を養います。

物理（2次・私大対策）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　「物理基礎」「物理」を国公立大の2次試験や私立大の入試で使うみなさんを対象に物理の
基礎（定義，法則，公式）の確認から始めて，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。

化学（2次・私大対策）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　「化学基礎」「化学」を国公立大の2次試験や私立大の入試で使うみなさんが対象です。前
期は論理的な分野（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
義する予定です。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。

生物（2次・私大対策）
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　国公立大の2次試験や私立大の入試で「生物基礎」「生物」を使うみなさんを対象に，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。

共通テスト物理※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストでは「深い理解」「思考力」「判断力」を重視した問題が出題されます。そこで
この講座では，定義・法則・公式などの重要事項を「深く理解」することに重点を置きながら，
幅広い「物理」を効率よく攻略していきます。

共通テスト化学※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストでは「深い理解」「思考力」「判断力」を重視した問題が出題されます。この講
座では，「化学」の中でも重要な範囲について，正確に速く解くためのポイントを解説します。
基礎から解説するので，「深い理解」に不安がある人でも学習を進められます。

共通テスト生物※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　共通テストでは「深い理解」「思考力」「判断力」を重視した問題が出題されます。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，共通テストでの得点力を確実なものにします。

理
科
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講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

世界史総合対策
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　大学入学共通テストから，国立大2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。

日本史総合対策
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　大学入学共通テストから，私立大学入試，国公立大学2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。

政治・経済総合対策
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

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，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。

共通テスト世界史※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　各教科基礎・基本事項を確認し，昨年度から実施された共通テストで要求される「思考力」・
「判断力」を問題演習を通じ養っていきます。

共通テスト日本史※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

共通テスト地理※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

共通テスト政治・経済※後期開講
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

講座名／レベル 対象（オススメ） 講座内容

ハイレベル英語
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　近年の入試英語では単なる知識にとどまらず，文章力・表現力などプラスアルファの力が
要求されています。本講座では，様々な入試形態に対応するために，まずは文法・読解のしっ
かりとした土台の上に，共通テストから国公立2次・私大までつながる「総合的英語力」の
養成を目指します。

ハイレベル数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

理系 文系
国立大2次 国立大2次

共通テスト 共通テスト

私立大入試 私立大入試

　国公立2次試験・私大入試・共通テストに幅広く対応できる力を身につけます。この講座
で基礎力から実践力まで身につけて，志望校合格を勝ち取りましょう！

須坂駅前校 高3生

先輩より

　後期で千葉大学に合格したとわかった時は，自分自身とても驚いてしまいましたが，徐々に合格した実感が得られ大いに
喜びました。高１からグリーンクラスに通い，「アカデミー数学」と「アカデミー英語」を受講し，高１のうちから数学と英
語の基礎・基本の徹底に努めました。また，高３時は「ハイレベル物理」と「ハイレベル化学」を受講し，理科の問題をひ
たすら解くようにしました。グリーンクラスのテキストの問題はとても洗練されており，高校で勉強した内容を生かすのにと
ても役立ちました。また先生方には，補習プリントで様々な大学の過去問を用意していただくなど２次試験に向けた準備を
数多くしていただきました。またロングホームルームの時間には，担任の先生に受験に向けた心構えなどを説明していただ
き，さらに面談を通して私の進路を親身になって考えてくださいました。このように，先生方のサポートは大変充実してい
ました。高３の時に担任をしていただいた綿田先生には様々な相談に乗っていただき，とても感謝しています。

千葉大学　理学部 現役合格！　宮坂 廉さん（長野高校）
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講座名／レベル 講座内容

高2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。）

高2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。

高2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。）

高2ハイレベル数学α
基礎 標準 発展

　大学受験を意識しながら，「数学的に考える力」の養成を目指す講座です。駿台予備学校のオリジナルテキス
トを使用し，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底を目指します。また，標準的な難易度の問題を
確実に得点できる力の養成を目的とします。

※「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

高2ハイレベル数学β
基礎 標準 発展

高2国語
基礎 標準 発展

　駿台予備学校のオリジナルテキストで，共通テストをはじめとして求められる「思考力・判断力・表現力」を養い，
来年度の大学受験を見据えて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。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ましょう。（主に現代文と古文を扱います。）

高2物理※3学期開講
基礎 標準 発展

　基礎がつかない応用（専門）の物理です。公式を覚えて式を立てるだけでは問題を解く力がつかない物理を，
受験生になる前に対策しましょう。物理の土台となる「力と運動」「エネルギー」を中心に解説します。いち早
く受験勉強をはじめて，現役合格を果たしましょう。

高2化学※3学期開講
基礎 標準 発展

　基礎がつかない応用（専門）の化学です。「物質の状態」（気体・溶液の計算問題）を中心に，問題演習をします。
3年生からの化学につなげる大切な分野です。理系の人は是非受講しましょう。

長野予備学校 高2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。

先輩より

　数学は模試で思うように成績が伸びず苦手意識があったので，数学に意識を向けたいと思いグリーンクラスに通い
始めました。そのおかげで共通テストでは数学の点数が最もよく，受験大学の配点も数学が高かったため，数学に助
けられたと思います。共通テスト直前の講座では本番に合わせた問題集を取り扱ったことで，数学の力がかなりついた
と思います。夏期講習や直前の２次対策講座も受講しました。授業はもちろん，他の受験生や先生方の熱意が伝わっ
てきたことがモチベーション向上につながりました。グリーンクラスで授業を受ける一番のメリットはそこにあると思い
ます。これから受験を迎える方は，必死に机に向かう日が続くと思います。焦りも生まれてくると思いますが，高校の
授業の，予習・復習をする大切さは変わりません。自主学習とグリーンクラスのバランスをみながらグリーンクラスを
存分に活用し，合格を勝ち取ってください。

信州大学　繊維学部 他　新潟薬科大学　薬学部　現役合格！　坂井 愛莉さん（屋代高校）
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講座名／レベル 講座内容

高1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。）

高1スタンダード英語
基礎 標準 発展

　本格的な大学受験勉強を視野に入れ，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。駿台予備学校のオリジナルテキストを使用し，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。

高1長野高校英語 　長野高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。文法・読解の総合的な英語力の養成
を目指し，一段上の問題を解く力を養うことを目的とします。

高1長野吉田高校英語 　長野吉田高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。文法・読解の総合的な英語力の
養成を目指し，一段上の問題を解く力を養うことを目的とします。

高1長野西高校英語 　長野西高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。文法・読解の総合的な英語力の養
成を目指し，一段上の問題を解く力を養うことを目的とします。

高1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。）

高1スタンダード数学
基礎 標準 発展

　大学受験を意識しながら，「数学的に考える力」の養成を目指す講座です。駿台予備学校のオリジナルテキス
トを使用し，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底を目指します。また，標準的な難易度の問題を
確実に得点できる力の養成を目的とします。

高1長野高校数学 　長野高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。応用問題の演習・解説を通して数学
に対する理解を深め，実践力を身につけることを目指します。

高1長野吉田高校数学 　長野吉田高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。応用問題の演習・解説を通して
数学に対する理解を深め，実践力を身につけることを目指します。

高1長野西高校数学 　長野西高校の授業進度を考慮しつつ，大学受験を意識した授業を行います。応用問題の演習・解説を通して数
学に対する理解を深め，実践力を身につけることを目指します。

高1国語
基礎 標準 発展

　大学入試では，現古漢すべての分野で「思考力・判断力・表現力」が問われます。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。
（主に現代文と古文を扱います。）

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。

先輩より

　高２の冬からグリーンクラスに通い始め，高３になってから本格的に自習室などを利用するようになりました。グリーンクラスの自習室はとても集
中でき，周りには目標に向かってがんばっている仲間がたくさんいるので無言で高め合える環境にあり，とても良かったです。また，たくさんの先
生方に助けていただきました。特に印象に残っているのは古文の小泉先生です。授業をしっかり聞いていれば授業の終わりには文章を理解できるし，
先生が配ってくださったプリントが受験の最後の最後まで役に立ちました。さらにどの先生方も，問題などの質問はもちろん進路の相談にも親身
になって乗ってくださり，本当に感謝しています。このような素晴らしい環境を自分のためにどう活用していくのかが大切だということも感じました。
受験を通して言えることは，最後まで諦めないということです。ありきたりな言葉ですが，これがすべてだということを私は本当に痛感しました。

青山学院大学　経済学部 他　東京女子大学　現代教養学部 現役合格！　下平 芽里さん（長野高校）
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講座名／レベル 講座内容

高2ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　本格的な大学受験勉強を視野に入れ，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。駿台予備学校のオリジナルテキストを使用し，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。

高2ハイレベル数学（文系）
基礎 標準 発展

　数学に対する理解を深め，基礎基本を徹底させ，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。駿台予備学校のオリジナルテキストを使用し，問題演習を通して，解法の理解度を深め得点力の
向上を目指します。

高2ハイレベル数学（理系）
基礎 標準 発展

　大学受験を意識し，数学の学力を強化するために「数学的に考える力」を身につけることを目的とします。駿
台予備学校のオリジナルテキストを使用し，問題演習を通して，解法の理解度を深め得点力の向上を目指します。

高1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。

高1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

高2ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　本格的な大学受験勉強を視野に入れ，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。駿台予備学校のオリジナルテキストを使用し，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。

高2ハイレベル数学
基礎 標準 発展

　大学受験を意識しながら，「数学的に考える力」の養成を目指す講座です。駿台予備学校のオリジナルテキス
トを使用し，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底を目指します。また，標準的な難易度の問題を
確実に得点できる力の養成を目的とします。

高1ハイレベル英語
基礎 標準 発展

　本格的な大学受験勉強を視野に入れ，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。駿台予備学校のオリジナルテキストを使用し，文法・読解の総合的な基礎力の養成を目指します。

高1ハイレベル数学
基礎 標準 発展

　大学受験を意識しながら，「数学的に考える力」の養成を目指す講座です。駿台予備学校のオリジナルテキス
トを使用し，日頃不足しがちな問題演習を通して基本解法の徹底を目指します。また，標準的な難易度の問題を
確実に得点できる力の養成を目的とします。

須坂駅前校 高2・1生

篠ノ井駅前校 高2・1生

先輩より

　2020年度は新型コロナウイルスの影響を大きく受けた受験となりました。自粛期間中に高３になり，高校がいつ再開されるのかわからず不安を感じていました。そ
んな中，夏期講習に参加して先生方の生徒たちへの熱意を感じ，グリーンクラスに通うことを決めました。グリーンクラスの先生方は，高校だけでは身につけられな
い受験本番で生きる問題への取り組み方をたくさん教えてくれます。特に英語は，文章を読む量が増えたことにより，時間との闘いでしたが，葉密先生の授業を受け
たことで，長文を効率よく読むことができました。コロナ禍の受験でしたが，グリーンクラスの先生方のサポートのおかげで，受験当日も落ち着いて取り組めました。
最後までがんばり続ければ，本番で最大限の力を出すことができることを，私は今回の受験で実感しました。受験生の皆さんが最後までやり切れることを願っています。

信州大学 人文学部 　　　　　　　　　　　　　　　　　 現役合格！　寺島　雅理奈さん（長野西高校）他　明治学院大学　文学部
　　文教大学　文学部，人間科学部
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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対応させていただきま
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，写真を貼ってお持ちく
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 20,000円
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。
①21・20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　⑧19・20・21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（総合管理部長）
 〒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

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。

単位：円

※グリーンクラスでは、随時入会を受け付けています。途中入会の場合は、残りの授業回数を納入いただきます。
※受講料には、テキスト代、大学受験情報紙「飛翔」の購読代、光熱費などが含まれます。

【高1生・高2生】1学期（12回）+2学期（13回）+3学期（8回）（授業回数33回）
受講講座数
１学期受講料
2学期受講料
3学期受講料

1講座
44,400
48,100
29,600

2講座
88,800
96,200
59,200

3講座
133,200
144,300
88,800

単位：円

【高3生】前期4月～7月（12回）+後期9月～12月（14回）（授業回数全26回）
受講講座数
前期受講料
後期受講料

1講座
44,400
51,800

2講座
88,800
103,600

3講座
133,200
155,400

4講座
177,600
207,200

5講座
222,000
259,000

納入方法は学期ごとで分割してお振込みいただきます。
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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対応させていただきま
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，写真を貼ってお持ちく
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 20,000円
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。
①21・20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　⑧19・20・21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（総合管理部長）
 〒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

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。

単位：円

※グリーンクラスでは、随時入会を受け付けています。途中入会の場合は、残りの授業回数を納入いただきます。
※受講料には、テキスト代、大学受験情報紙「飛翔」の購読代、光熱費などが含まれます。

【高1生・高2生】1学期（12回）+2学期（13回）+3学期（8回）（授業回数33回）
受講講座数
１学期受講料
2学期受講料
3学期受講料

1講座
44,400
48,100
29,600

2講座
88,800
96,200
59,200

3講座
133,200
144,300
88,800

単位：円

【高3生】前期4月～7月（12回）+後期9月～12月（14回）（授業回数全26回）
受講講座数
前期受講料
後期受講料

1講座
44,400
51,800

2講座
88,800
103,600

3講座
133,200
155,400

4講座
177,600
207,200

5講座
222,000
259,000

納入方法は学期ごとで分割してお振込みいただきます。

19入会案内 2022




