






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 13名
国公立大学
医学部医学科78名

早慶上理246名

東京大学 10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 
中央大学
法政大学  
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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東北大学 法学部
他　立教大学 法学部
      國學院大学 法学部 

現役合格 !

静岡大学 人文社会学部
他　駒澤大学 経済学部　武蔵野大学 経済学部
      東京経済大学 経済学部  

現役合格 !

上越教育大学 学校教育学部
現役合格 !

日本大学 歯学部
現役合格 !

中央大学 文学部
他　國學院大学 文学部

現役合格 !
駒澤大学 文学部
他　拓殖大学 外国語学部
　　杏林大学 外国語学部 など 

現役合格 !

　グリーンクラスでは高3の4月からアカデ
ミー英語を受講していました。授業を受けて
今までなんとなく読んでいた英語を意識して
読めるように変化できたと感じています。また，
自習室を好きなだけ利用できる環境は素晴ら
しいものでした。自宅で勉強しているとどうし
ても勉強以外のことが気になってしまいます
が，自習室に行けば自分以外の人が努力をし
ている様子が伝わってきて，勉強へのモチベー
ションが上がりました。さらに私は友人と一緒
にグリーンクラスに通っていたので，休憩時に
世間話をしてメリハリがつけられたし，つらい
時間も共有して頑張れたと思います。現役生
は最後まで伸び続けると先生から言われ続け
ていましたが，受験を経験して本当にその通
りだと思いました。

橋戸 咲愛さん（長野高校）

　2年の夏からグリーンクラスに通い始めまし
た。3年になり，模試の結果も冬頃になっても
良い判定は出ずに焦ったこともありますが，
しっかりと頭に入れる気で勉強すれば，少しず
つ成果は出ます。受験直前期になって焦らな
いように，夏と秋で苦手なところや基礎の問題
は大抵できるようになっておくと，後々楽にな
ると思います。また，わからないところは早い
段階で先生に聞いておかないと後悔するので，
自分が苦しまないためにも積極的に先生に質
問しました。受験期は皆が勉強しているので
自分が遅れているのではないかと不安になる
こともあると思いますが，多分皆そう思ってい
るので大丈夫です。頑張ってください。

矢口 諒一さん（長野吉田高校）

　私は，高3の4月からグリーンクラスに通い
ました。私がグリーンクラスを選んだのは，授
業の質が高いことと，生徒のレベルも高いこと
が決め手でした。特に現代文は自力で対策す
るのが難しかったので，小出先生に教えてもら
えて，見える世界が変わりました。そして英文
法よりも読解と思っていましたが，浜先生の英
文法は英語の世界を変えてくれました。加えて
雑談も面白く毎回木曜日が楽しみでした。担任
の先生はじめ，たくさんの先生が相談に乗って
くださり，励ましていただけました。また，自
習室を常に使える環境だったので，自宅で集
中できなかった私にとっては自習室も合格につ
ながる場所のひとつでした。1年間通ったこと
で，最後まで諦めることなく合格をつかむこと
ができました。受験は最後まで何があるかわ
かりません。頑張り切った先には成長した自分
がいます。頑張り切れて良かったです。

清瀧 あみさん（長野東高校）

　グリーンクラスの3つのメリットを挙げると，1
つ目は，グリーンクラスは集団授業であるため
別の高校の生徒が集い，互いが刺激を受けるた
め，とても学びやすい場所だということです。ま
た，同じ高校の仲間とも励まし合いながら授業に
取り組めるため勉強への苦手意識が小さくなりま
した。2つ目は，授業後に先生に質問に行くこと
でより理解が深まることです。休み時間や自習中
いつでも質問に行けることはグリーンクラスの利
点だと思います。3つ目は，自習室は平日休日に
かかわらず常に利用でき，空調もしっかりしてい
るため勉強がはかどる環境であることです。自
宅では集中できなかったため自習室に通って勉
強しました。また，授業の質は一級品だと思いま
す。高校で疑問に思うこともグリーンクラスの授
業を聞けば吹き飛ぶと思います。ここまで環境
の整ったところは他にないと思います。

山本 洋義さん（長野日本大学高校）

　グリーンクラスへ入る前，他の個別学習塾
へ通っていました。しかし現代文や英語が伸び
ず悩んでいました。そこでグリーンクラスのパ
ンフレットを見て，さらに説明会に参加した時，
「ここにしよう!」と思い入会しました。特に印
象を受けた授業は「ハイレベル現代文」で，
小出先生のおかげで問題に対する解き方がわ
かるようになりました。しかし技を教えてもらっ
ただけで，すぐに使えるわけではありません。
そこで入試直前期に志望校の約10年分の過去
問を解き，わからない所があったら小出先生
に質問し，ノートに自分の間違えた部分を書
いて整理しました。また英語は，文法は浜先
生に一から教えていただきました。読解は，
文の後ろから読んでしまっていた癖を直してい
ただいたり，句・節に対する基本を教えてい
ただいた吉川先生にとても感謝しています。

風間 基輝さん（篠ノ井高校）

　私は高3の夏から勉強を始めたので，周りの
人に比べ遅いスタートでした。しかし，夏休み
から受験直前まで自習室に通い続けたことで，
毎日勉強する習慣がつきました。自習室は他
の人がいるので，怠けたい心を引き締めて集
中することができ，とてもありがたかったです。
また，私はいつも赤本を借りて解いていまし
た。赤本を解いて傾向を知り対策を講じたこ
とは合格に大きくつながったと思います。グ
リーンクラスの先生方はどなたも親身で，悩
みを相談した時に，その悩みが解決せずとも
心がすごく軽くなったのを覚えています。また，
質問しに行った時もわかるまで説明していただ
いてうれしかったです。悩んでいることやわか
らないことを先生に聞きに行こうと思わせてく
れる温かい環境でした。

藤牧 真唯さん（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

　私は天才的な頭脳を微塵も持ちません。高
校入学時，他の生徒と大差のない学力で，高
校の予習などもしておらず，高校数学のレベ
ルに驚いていたことを思い出します。また，
高3の6月までラグビー班でバリバリ運動もし
ていました。何が私をここまで押し上げたかと
いうと，早期からの高い目標設定と，何として
でも合格してみせるという気概をずっと持ち，
努力を積み重ねたことだと思います。高3から
は名大医学部を目指し，それを目指して努力
しました。すると，少しずつ実力が伸びていっ
たのです。学習面で大切なことは実力と経験
のあるグリーンクラスの先生をはじめとする人
を信じることと，基礎を固め，思考力を伸ばし
ていくことです。

名古屋大学 医学部（医）
他　愛知医科大学 医学部（医）

現役合格 !

植谷 彰吾さん（長野高校）

　グリーンクラスはテキストや授業の質が高いの
はもちろんのこと，先生方の生徒への対応がと
ても丁寧だったので非常に助かりました。私は班
活が高3の7月末まであったため周りの人たちに
比べると勉強時間が取れていませんでした。そ
んな中でも志望校対策として英語の添削を個別
でしていただいたり，教わっていない教科の質
問にも快く答えていただいたりしたおかげで班活
を最後までやりきることができましたし，勉強も
計画通りに進めることができました。また，新型
コロナウイルス感染予防のためグリーンクラスに
行くことを控えていた二次試験直前期には，数
学の添削をしていただくために過去問の答案を
メールでやりとりしていました。生徒の要望に沿っ
て臨機応変に対応してくださるのもグリーンクラ
スの良いところだと思います。学習面以外でも，
共通テストが終わってから出願校についてとても
悩んだ際，励ましながら親身に相談に乗ってくだ
さったことが非常にありがたかったです。

東京大学 理科二類
他　慶應義塾大学 薬学部
　　東京理科大学 薬学部　立命館大学 薬学部

現役合格 !

堀内 咲希さん（長野高校）

　小学4年生から約9年間，信学会には本当
にお世話になりました。成績が伸び悩んでい
る時に，当時担任であった竹内先生に相談を
しました。竹内先生から励ましの言葉をかけて
いただき，高校3年間頑張り抜くことができま
した。どの先生方も質問に行くとすぐに対応し
ていただけました。どんなに簡単で初歩的な
質問であっても，一つひとつ丁寧に答えてく
ださいました。また，自習室に初めて入った時，
とても驚いたのを今でも覚えています。誰一
人として話すことなく勉強に取り組んでおり，
とても集中しやすい環境が整っていました。何
度も心が折れそうになりましたが，自習室で
頑張っている他の人に刺激を受けました。授
業も非常に質が高く，自分のどこが弱いのか，
わかっている“つもり”のところは無いかとい
うことを常に確認することができて良かったで
す。

日本大学 医学部（医）
現役合格 !

小林 魁良さん（長野日本大学高校）
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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 19：40 21：10 0：00
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授業

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。

　3年間グリーンクラスに通って，一番助かったのはいつでも学習できる自習席でした。班活帰りに寄ったりして，勉強の習慣
が高1・2の時期に身につけられたのは大きかったと思います。4階のブース席は周りが気にならないのでおすすめです。また，
担任の先生には何度も進路について相談させていただきました。他塾には無い親身な指導も大きな魅力の1つだと思います。
勉強において気をつけなければいけないと思ったことは，1つ目は1年の頃から英数はしっかりやっておいた方がいいです。私
が本気で英単語や数学をやり始めたのは高3の夏休みくらいからでした。すごく苦労したし，後回しにすると理科などに割く時
間が減ります。2つ目はスマホとの付き合い方です。受験が終わるまで我慢してください。合格すればいつでも触れます。

名古屋市立大学 薬学部  現役合格！　杁山 央翼さん（長野高校）

※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）
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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。

　合格という文字を見てとても安心しました。私は高1からグリーンクラスに通い始め，高3では葉密先生の「アカデミー英
語総合」を受講しました。葉密先生の授業では，今までなんとなく読んでいた英語長文の読解のポイントや設問の意図など
を教えていただき，とても力になりました。また，グリーンクラスは担任制なのでとても相談しやすく，先生も親身になっ
てくださったので進路に関してとてもお世話になりました。私は自宅では勉強に集中できないので，自習室をフル活用しま
した。自習室もたくさんあるので気分に合わせて変えられるし，集中している仲間を見て自分も頑張ろうと思えました。お
昼は友達と食べたりして，息抜きも必ずしました。

埼玉大学 教育学部 他 文教大学 教育学部 現役合格！　山口 茉優さん（長野高校）

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。

保護者説明会
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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

　小学生の頃からの夢であった音楽教諭になるためのスタートを切れることをうれしく思います。音楽専攻の入試には実技
があり，週3回レッスンに通いながらグリーンクラスにも通いました。実技は5教科の勉強とは全く違うので勉強との両立が
大変でした。また，私は高1の頃，全く勉強をしていなかったので，学年順位はあまりよくありませんでした。しかし，高2になっ
てグリーンクラスに入り，問題の解き方のコツや解くスピードを上げるコツなどを丁寧に教えてくださる授業，いつでも親
身になって相談に乗っていただき質問に答えてくださる先生方のおかげで，学年順位も上がりました。また集団授業のため，
友達の解くスピードや理解度，頑張っている姿勢を見て，自分も頑張ることができました。

群馬大学・共同教育学部 現役合格！　髙橋 杏菜さん（長野吉田高校）

先輩より

　私は高3の7月まで部活動に打ち込んでおり，部活動を引退したと同時にグリーンクラスに入りました。教科の基礎になっ
てくる部分が私には欠けていたのでまずはそこから徹底的に反復して覚えていきました。また夏休みから毎日自習室に通う
ようにしていました。私は自宅にいるとすぐ勉強から逃げてしまうので朝から夜までグリーンクラスにいました。夏休みが終
わり一通り基礎が固まってきたと感じだしたころから短い文を読み始め，全て問題を解いたら訳の確認，わからない単語の
書き出し，文法の確認といった作業をくり返し行い，段々と長い文に挑戦していきました。数学と理科は答えを見ずに自力
で解けるようになるまで高校から配られたテキストをやり込みました。私は最後の模試になっても上手く結果を伸ばせませ
んでした。しかし最後まで頑張り続けることができれば必ず伸びる時が来ます。焦りや不安を感じた時こそ自らを信じて投
げ出さなければ大きく成長できると思います。

宇都宮大学 共同教育学部 現役合格！　内山 颯斗さん（長野西高校）
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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

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

大川夏実
おお かわ なつ  み

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

中嶋亜也
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

田子雅章
 た　ご　まさ あき

高橋謙人
たか はし けん  と

志摩美穗
し ま み ほ

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

三溝香織
さ  みぞ  か  おり　

中村秀州
なか むら ひで くに

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　岳
ほり うち　　 たける

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

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（国公・私立）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・読解の極意
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（国公・私立）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

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。

先輩より

　第一志望の大学に合格することができ，うれしく思います。私は高3の春からグリーンクラスに通い始めました。通い始
めた理由は授業を受けることはもとより，自習室を使うためでもありました。グリーンクラスの自習室は朝8時から夜9時過
ぎまで開いており，多くの人が勉強に励んでいたので，「みんなが頑張っているのだから私も頑張ろう」と刺激を受け，最
後まで諦めずに受験を終えることができました。また，クラス制で担任の先生がつくので，私立の併願校など心配なことに
ついての相談がとてもしやすかったです。グリーンクラスの先生方や，自習室で勉強をしている人の姿に励まされて勝ち取
ることのできた合格だと思います。とても恵まれた環境で勉強することができました。ありがとうございました。

東京外国語大学 国際社会学部　　　　　　　現役合格！　松本 夏果さん（長野高校）他 上智大学 総合グローバル学部
　　立教大学 法学部

先輩より

　塾に行くことを迷っていましたが，グリーンクラスの理解するまで教えてくれる授業を受けて点数が上がったので，
入会して良かったです。私は高3の春まで社会科目をあまり勉強していなかったため，グリーンクラスでは日本史と地
理を受講しました。最初の頃は暗記で大丈夫だろうと思っていましたが，それでは点数が上がりませんでした。そこで
先生に勉強方法について質問したところ，「暗記だけではなく流れをつかむことが大切」とアドバイスをいただきました。
そこから勉強のやり方を変え，点数を上げることができました。グリーンクラスに入らず一人で勉強をしていたら，現
役で合格することができなかったと思います。

信州大学 教育学部　　　　　　　　現役合格！　唐澤 佳右さん（長野日大高校） 他 順天堂大学 スポーツ健康科学部
　　大阪体育大学 教育学部

先輩より

　高1時からグリーンクラスの授業や自習室を活用して，勉強習慣をつけるようにしました。高3になると，理系科目を中心
とした講義を受講しました。グリーンクラスの授業では，先生方は，基礎から応用まで丁寧に解説してくださったので，効
率よく勉強することができました。英作文の添削なども丁寧に対応してくださり，とても力がついたと感じています。グリー
ンクラスで勉強できて良かったです。ありがとうございました。

北海道大学 水産学部 他　北里大学 獣医学部 現役合格！　原山 心莉さん（長野高校）

先輩より

　グリーンクラスでは，担任の先生に大変お世話になり，面談等を通じて，自分の現状を理解しながら前向きに受験勉強
ができました。どの教科で何点とりにいくのかといった戦略的な部分は，グリーンクラスの先生と相談しながら考えていく
べきだと思います。私は7月まで班活に打ち込んでいて，勉強はほとんどゼロからのスタートでした。夏休み中，夏期講習
も受けて，また毎日自習室にこもり，徹底的に基礎的な勉強をしました。この期間に受験生らしい生活と基礎への取り組み
ができたことが後々効果を発揮したと思います。グリーンクラスの後期に受けた共通テスト英語は大変良かったです。早い
うちからリスニング対策もあり，共通テストまでに経験値を積めたことはありがたかったです。受験は最後まで何が起きる
かわかりません。粘り強く諦めないで戦い抜いてください。そして先生や家族への感謝をしっかり持ち続けてください。

東京学芸大学・教育学部 現役合格！　中村 渓介さん（長野高校）
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国
語

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）
※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

　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！この講座では二次試験の記述対策を中心に進めていきます。後期からの短期集中
で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）
※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

　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

※後期開講の授業は9 〜 12月の開講です。
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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！

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！

須坂駅前校 高3生

国
語

※後期開講の授業は9 〜 12月の開講です。
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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。

1年で仕上げる 超！英文法
基礎 標準 発展

　新学習指導要領により，高校現場は以前にも増してコミュニケーション等を重視した授業にシフトしつつあります。それに伴い，文
法の体系的な勉強をする機会が大きく減っています。しかし，『英文法＝英語のルール』であることは変わりません。この講座では，
多くの生徒から「英文法のエキスパート」と称賛される教師が，1年間で主要な英文法を1通り仕上げていきます。英文法を正しく勉
強することで，英語の見方が大きく変わり，次年度の英語の理解度がグッと上がることでしょう。1，2年生オススメの一押し講座です。

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。（現代文と古文を隔週で扱います。）

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

　化学基礎の「酸と塩基」「酸化還元反応」の復習と（専門）化学の「電離平衡」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。理系の人はぜひ受講しましょう。

高2生物※3学期開講
基礎 標準 発展

　基礎がつかない応用（専門）の生物です。生物を受験科目とする人が気を付けなければいけないことは，共通
テストや難易度の高い大学では，単なる知識問題だけでなく考察問題が多数出題されるということです。いち早
く生物の受験対策を始めて，ライバルに差をつけ，現役合格へのスタートダッシュを決めましょう。

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

　第一志望の大学に合格することができ，うれしく思います。私は高3の春からグリーンクラスに通い始めました。通い始
めた理由は授業を受けることはもとより，自習室を使うためでもありました。グリーンクラスの自習室は朝8時から夜9時過
ぎまで開いており，多くの人が勉強に励んでいたので，「みんなが頑張っているのだから私も頑張ろう」と刺激を受け，最
後まで諦めずに受験を終えることができました。また，クラス制で担任の先生がつくので，私立の併願校など心配なことに
ついての相談がとてもしやすかったです。グリーンクラスの先生方や，自習室で勉強をしている人の姿に励まされて勝ち取
ることのできた合格だと思います。とても恵まれた環境で勉強することができました。ありがとうございました。

東京外国語大学 国際社会学部　　　　　　　現役合格！　松本 夏果さん（長野高校）他 上智大学 総合グローバル学部
　　立教大学 法学部

先輩より

　塾に行くことを迷っていましたが，グリーンクラスの理解するまで教えてくれる授業を受けて点数が上がったので，
入会して良かったです。私は高3の春まで社会科目をあまり勉強していなかったため，グリーンクラスでは日本史と地
理を受講しました。最初の頃は暗記で大丈夫だろうと思っていましたが，それでは点数が上がりませんでした。そこで
先生に勉強方法について質問したところ，「暗記だけではなく流れをつかむことが大切」とアドバイスをいただきました。
そこから勉強のやり方を変え，点数を上げることができました。グリーンクラスに入らず一人で勉強をしていたら，現
役で合格することができなかったと思います。

信州大学 教育学部　　　　　　　　現役合格！　唐澤 佳右さん（長野日大高校） 他 順天堂大学 スポーツ健康科学部
　　大阪体育大学 教育学部

先輩より

　高1時からグリーンクラスの授業や自習室を活用して，勉強習慣をつけるようにしました。高3になると，理系科目を中心
とした講義を受講しました。グリーンクラスの授業では，先生方は，基礎から応用まで丁寧に解説してくださったので，効
率よく勉強することができました。英作文の添削なども丁寧に対応してくださり，とても力がついたと感じています。グリー
ンクラスで勉強できて良かったです。ありがとうございました。

北海道大学 水産学部 他　北里大学 獣医学部 現役合格！　原山 心莉さん（長野高校）

先輩より

　グリーンクラスでは，担任の先生に大変お世話になり，面談等を通じて，自分の現状を理解しながら前向きに受験勉強
ができました。どの教科で何点とりにいくのかといった戦略的な部分は，グリーンクラスの先生と相談しながら考えていく
べきだと思います。私は7月まで班活に打ち込んでいて，勉強はほとんどゼロからのスタートでした。夏休み中，夏期講習
も受けて，また毎日自習室にこもり，徹底的に基礎的な勉強をしました。この期間に受験生らしい生活と基礎への取り組み
ができたことが後々効果を発揮したと思います。グリーンクラスの後期に受けた共通テスト英語は大変良かったです。早い
うちからリスニング対策もあり，共通テストまでに経験値を積めたことはありがたかったです。受験は最後まで何が起きる
かわかりません。粘り強く諦めないで戦い抜いてください。そして先生や家族への感謝をしっかり持ち続けてください。

東京学芸大学・教育学部 現役合格！　中村 渓介さん（長野高校）

※3学期開講の授業は1 〜 3月の開講です。
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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。）

1年で仕上げる 超！英文法
基礎 標準 発展

　新学習指導要領により，高校現場は以前にも増してコミュニケーション等を重視した授業にシフトしつつあります。それに伴い，文
法の体系的な勉強をする機会が大きく減っています。しかし，『英文法＝英語のルール』であることは変わりません。この講座では，
多くの生徒から「英文法のエキスパート」と称賛される教師が，1年間で主要な英文法を1通り仕上げていきます。英文法を正しく勉
強することで，英語の見方が大きく変わり，次年度の英語の理解度がグッと上がることでしょう。1，2年生オススメの一押し講座です。

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。
（現代文と古文を隔週で扱います。）

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

　第一志望の大学に合格することができ，うれしく思います。私は高3の春からグリーンクラスに通い始めました。通い始
めた理由は授業を受けることはもとより，自習室を使うためでもありました。グリーンクラスの自習室は朝8時から夜9時過
ぎまで開いており，多くの人が勉強に励んでいたので，「みんなが頑張っているのだから私も頑張ろう」と刺激を受け，最
後まで諦めずに受験を終えることができました。また，クラス制で担任の先生がつくので，私立の併願校など心配なことに
ついての相談がとてもしやすかったです。グリーンクラスの先生方や，自習室で勉強をしている人の姿に励まされて勝ち取
ることのできた合格だと思います。とても恵まれた環境で勉強することができました。ありがとうございました。

東京外国語大学 国際社会学部　　　　　　　現役合格！　松本 夏果さん（長野高校）他 上智大学 総合グローバル学部
　　立教大学 法学部

先輩より

　塾に行くことを迷っていましたが，グリーンクラスの理解するまで教えてくれる授業を受けて点数が上がったので，
入会して良かったです。私は高3の春まで社会科目をあまり勉強していなかったため，グリーンクラスでは日本史と地
理を受講しました。最初の頃は暗記で大丈夫だろうと思っていましたが，それでは点数が上がりませんでした。そこで
先生に勉強方法について質問したところ，「暗記だけではなく流れをつかむことが大切」とアドバイスをいただきました。
そこから勉強のやり方を変え，点数を上げることができました。グリーンクラスに入らず一人で勉強をしていたら，現
役で合格することができなかったと思います。

信州大学 教育学部　　　　　　　　現役合格！　唐澤 佳右さん（長野日大高校） 他 順天堂大学 スポーツ健康科学部
　　大阪体育大学 教育学部

先輩より

　高1時からグリーンクラスの授業や自習室を活用して，勉強習慣をつけるようにしました。高3になると，理系科目を中心
とした講義を受講しました。グリーンクラスの授業では，先生方は，基礎から応用まで丁寧に解説してくださったので，効
率よく勉強することができました。英作文の添削なども丁寧に対応してくださり，とても力がついたと感じています。グリー
ンクラスで勉強できて良かったです。ありがとうございました。

北海道大学 水産学部 他　北里大学 獣医学部 現役合格！　原山 心莉さん（長野高校）

先輩より

　グリーンクラスでは，担任の先生に大変お世話になり，面談等を通じて，自分の現状を理解しながら前向きに受験勉強
ができました。どの教科で何点とりにいくのかといった戦略的な部分は，グリーンクラスの先生と相談しながら考えていく
べきだと思います。私は7月まで班活に打ち込んでいて，勉強はほとんどゼロからのスタートでした。夏休み中，夏期講習
も受けて，また毎日自習室にこもり，徹底的に基礎的な勉強をしました。この期間に受験生らしい生活と基礎への取り組み
ができたことが後々効果を発揮したと思います。グリーンクラスの後期に受けた共通テスト英語は大変良かったです。早い
うちからリスニング対策もあり，共通テストまでに経験値を積めたことはありがたかったです。受験は最後まで何が起きる
かわかりません。粘り強く諦めないで戦い抜いてください。そして先生や家族への感謝をしっかり持ち続けてください。

東京学芸大学・教育学部 現役合格！　中村 渓介さん（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
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
　須坂高校の授業進度を考慮しつつ，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
　須坂高校の授業進度を考慮しつつ，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屋代高校英語
　屋代高校の授業進度を考慮しつつ，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屋代高校数学
　屋代高校の授業進度を考慮しつつ，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。

須坂駅前校 高2・1生

篠ノ井駅前校 高2・1生

先輩より

　第一志望の大学に合格することができ，うれしく思います。私は高3の春からグリーンクラスに通い始めました。通い始
めた理由は授業を受けることはもとより，自習室を使うためでもありました。グリーンクラスの自習室は朝8時から夜9時過
ぎまで開いており，多くの人が勉強に励んでいたので，「みんなが頑張っているのだから私も頑張ろう」と刺激を受け，最
後まで諦めずに受験を終えることができました。また，クラス制で担任の先生がつくので，私立の併願校など心配なことに
ついての相談がとてもしやすかったです。グリーンクラスの先生方や，自習室で勉強をしている人の姿に励まされて勝ち取
ることのできた合格だと思います。とても恵まれた環境で勉強することができました。ありがとうございました。

東京外国語大学 国際社会学部　　　　　　　現役合格！　松本 夏果さん（長野高校）他 上智大学 総合グローバル学部
　　立教大学 法学部

先輩より

　塾に行くことを迷っていましたが，グリーンクラスの理解するまで教えてくれる授業を受けて点数が上がったので，
入会して良かったです。私は高3の春まで社会科目をあまり勉強していなかったため，グリーンクラスでは日本史と地
理を受講しました。最初の頃は暗記で大丈夫だろうと思っていましたが，それでは点数が上がりませんでした。そこで
先生に勉強方法について質問したところ，「暗記だけではなく流れをつかむことが大切」とアドバイスをいただきました。
そこから勉強のやり方を変え，点数を上げることができました。グリーンクラスに入らず一人で勉強をしていたら，現
役で合格することができなかったと思います。

信州大学 教育学部　　　　　　　　現役合格！　唐澤 佳右さん（長野日大高校） 他 順天堂大学 スポーツ健康科学部
　　大阪体育大学 教育学部

先輩より

　高1時からグリーンクラスの授業や自習室を活用して，勉強習慣をつけるようにしました。高3になると，理系科目を中心
とした講義を受講しました。グリーンクラスの授業では，先生方は，基礎から応用まで丁寧に解説してくださったので，効
率よく勉強することができました。英作文の添削なども丁寧に対応してくださり，とても力がついたと感じています。グリー
ンクラスで勉強できて良かったです。ありがとうございました。

北海道大学 水産学部 他　北里大学 獣医学部 現役合格！　原山 心莉さん（長野高校）

先輩より

　グリーンクラスでは，担任の先生に大変お世話になり，面談等を通じて，自分の現状を理解しながら前向きに受験勉強
ができました。どの教科で何点とりにいくのかといった戦略的な部分は，グリーンクラスの先生と相談しながら考えていく
べきだと思います。私は7月まで班活に打ち込んでいて，勉強はほとんどゼロからのスタートでした。夏休み中，夏期講習
も受けて，また毎日自習室にこもり，徹底的に基礎的な勉強をしました。この期間に受験生らしい生活と基礎への取り組み
ができたことが後々効果を発揮したと思います。グリーンクラスの後期に受けた共通テスト英語は大変良かったです。早い
うちからリスニング対策もあり，共通テストまでに経験値を積めたことはありがたかったです。受験は最後まで何が起きる
かわかりません。粘り強く諦めないで戦い抜いてください。そして先生や家族への感謝をしっかり持ち続けてください。

東京学芸大学・教育学部 現役合格！　中村 渓介さん（長野高校）
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入会方法・学費について

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
本校のルールを遵守できる方
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。

グリーンクラス入会資格 学費

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

信学会グリーンクラス生の特典

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。

・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

保護者様名義の金融機関の口座から自動引落（口座振替）いたします。口座振替依頼書
の記入及び捺印をしていただきます。学費の納入

特典）オンライン授業への参加　教室参加が基本となりますが，事情により参加できない場合にご利用いただいております。
特典）校舎での自習室の利用
特典）校舎での生徒用Wi-Fiの利用　高校課題作成や学習コンテンツの視聴，進学に関わる調べものなどの用途でご利用ください。 
特典）大学・入試情報資料の閲覧，受験情報の提供　アドバイスが必要な場合は，職員室でご相談ください。
特典）進学イベントや保護者会などへの参加
　　　　志望校合格に向けての情報共有が不可欠と考えます。各学年・時期に応じた内容で実施いたします。
特典）担任との二者面談（または保護者を加えた三者面談の実施）・学習管理・成績管理
　　　　個別面談が時期に応じて実施されます。またご希望の場合には，随時対応させていただいております。 
特典）個別の添削指導　志望大学に応じて，随時対応しています。お気軽にご相談ください。
特典）定期テスト対策授業・教科担当付き自習室 （定期テストジム）への参加　※ 実施形態は校舎により異なります。
特典）メッセージアプリを通じた全体情報共有と個別相談
　　　　担任または教科担当と直接，メッセージのやり取りができます。わからないことは，気軽にご相談ください。 
特典）駿台atama+学力判定テスト の受験　学期ごと年3回の会場実施を予定しております。 
特典）講習会の受講特典　優先申し込みや優待料金で受講可能です。

年間分納回数
学　年
高1生
高2生
高3生

11回分納

8回分納

年間分納回数
単位：円授業回数（年間）

学　年
高1・2生
高3生

33回
26回

授業回数
学費 分納1回あたりの納入額

受講講座数
分納1回あたりの納入額

授業料
サポート料

1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座

・分割回数は，入会時期により異なります。
・初回手続き時の学費は，
　入会金+授業料（分割1回あたりの授業料×2回） +サポート料（分割1回あたりのサポート料×2回）
　の合計額です。基本は，入会手続き日翌月の引落となります。
　※ 授業開始日を考慮し，初回の分割納入金額を算出いたします。

・学費は保護者様名義の金融機関の 口座から自動引落(口座振替)いたします。
　※ 自動引落（口座振替）させていただくために，入会手続き（生徒台帳提出）時に，口座振替依頼書の記入及び捺印をいただきます。
　※ 信学会ゼミナールに在籍した方で既に 口座振替依頼書をご提出いただいている方は，ご利用の口座が同様であれば，継続手続き時に再度提出し
　　ていただく必要はございません。
　※ 学費の納入月については，入会時にご案内いたします。

※ 学費には消費税を含みます。
※ サポート料には設備費・光熱費・運営システム利用料・在籍データ管理料などを含みます。 サポート料は授業料の分割回数を基準に，受講講座数に
　　関わらず毎回，定額を納入いただきます。

学費は，「入会金」・「授業料(年間授業料)」・「サポート料」の合計額です。  
「入会金」以外は，「分割納入」でのお支払いをご利用いただきます。

初回引き落とし時のみ，入会金20,000円を納入いただきます。

16,400
12,000
4,400

28,400
24,000
4,400

40,400
36,000
4,400

52,400
48,000
4,400

64,400
60,000
4,400

76,400
72,000
4,400

入会時にのみかかる費用です。
※ただし，次の項目に該当される方は，入会金の減免（割引）がありますので，入会願書を受付にご持参いただいた際にお申し出ください。
①21・22年度のグリーンクラス生　②ゼミナール修了生　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信学会幼稚園・保育園卒園生，専科教室修了生　⑥３名以上同時入会　⑦20・21・22年度信学会学力テスト年間成績優秀者
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入会方法・学費について

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
本校のルールを遵守できる方
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。

グリーンクラス入会資格 学費

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

信学会グリーンクラス生の特典

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。

・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

保護者様名義の金融機関の口座から自動引落（口座振替）いたします。口座振替依頼書
の記入及び捺印をしていただきます。学費の納入

特典）オンライン授業への参加　教室参加が基本となりますが，事情により参加できない場合にご利用いただいております。
特典）校舎での自習室の利用
特典）校舎での生徒用Wi-Fiの利用　高校課題作成や学習コンテンツの視聴，進学に関わる調べものなどの用途でご利用ください。 
特典）大学・入試情報資料の閲覧，受験情報の提供　アドバイスが必要な場合は，職員室でご相談ください。
特典）進学イベントや保護者会などへの参加
　　　　志望校合格に向けての情報共有が不可欠と考えます。各学年・時期に応じた内容で実施いたします。
特典）担任との二者面談（または保護者を加えた三者面談の実施）・学習管理・成績管理
　　　　個別面談が時期に応じて実施されます。またご希望の場合には，随時対応させていただいております。 
特典）個別の添削指導　志望大学に応じて，随時対応しています。お気軽にご相談ください。
特典）定期テスト対策授業・教科担当付き自習室 （定期テストジム）への参加　※ 実施形態は校舎により異なります。
特典）メッセージアプリを通じた全体情報共有と個別相談
　　　　担任または教科担当と直接，メッセージのやり取りができます。わからないことは，気軽にご相談ください。 
特典）駿台atama+学力判定テスト の受験　学期ごと年3回の会場実施を予定しております。 
特典）講習会の受講特典　優先申し込みや優待料金で受講可能です。

年間分納回数
学　年
高1生
高2生
高3生

11回分納

8回分納

年間分納回数
単位：円授業回数（年間）

学　年
高1・2生
高3生

33回
26回

授業回数
学費 分納1回あたりの納入額

受講講座数
分納1回あたりの納入額

授業料
サポート料

1講座 2講座 3講座 4講座 5講座 6講座

・分割回数は，入会時期により異なります。
・初回手続き時の学費は，
　入会金+授業料（分割1回あたりの授業料×2回） +サポート料（分割1回あたりのサポート料×2回）
　の合計額です。基本は，入会手続き日翌月の引落となります。
　※ 授業開始日を考慮し，初回の分割納入金額を算出いたします。

・学費は保護者様名義の金融機関の 口座から自動引落(口座振替)いたします。
　※ 自動引落（口座振替）させていただくために，入会手続き（生徒台帳提出）時に，口座振替依頼書の記入及び捺印をいただきます。
　※ 信学会ゼミナールに在籍した方で既に 口座振替依頼書をご提出いただいている方は，ご利用の口座が同様であれば，継続手続き時に再度提出し
　　ていただく必要はございません。
　※ 学費の納入月については，入会時にご案内いたします。

※ 学費には消費税を含みます。
※ サポート料には設備費・光熱費・運営システム利用料・在籍データ管理料などを含みます。 サポート料は授業料の分割回数を基準に，受講講座数に
　　関わらず毎回，定額を納入いただきます。

学費は，「入会金」・「授業料(年間授業料)」・「サポート料」の合計額です。  
「入会金」以外は，「分割納入」でのお支払いをご利用いただきます。

初回引き落とし時のみ，入会金20,000円を納入いただきます。

16,400
12,000
4,400

28,400
24,000
4,400

40,400
36,000
4,400

52,400
48,000
4,400

64,400
60,000
4,400

76,400
72,000
4,400

入会時にのみかかる費用です。
※ただし，次の項目に該当される方は，入会金の減免（割引）がありますので，入会願書を受付にご持参いただいた際にお申し出ください。
①21・22年度のグリーンクラス生　②ゼミナール修了生　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信学会幼稚園・保育園卒園生，専科教室修了生　⑥３名以上同時入会　⑦20・21・22年度信学会学力テスト年間成績優秀者
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