
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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