




高2・高1生対象 大学入試へ向けて基礎固め・
応用力のアップを！

※400分講座を1講座と計算します。200分講座（講座番号の末尾にSのつく講座）は，0.5 講座として考えます。
※2講座以下の場合の受講料についてはP22をご覧ください。 
※対象講座は高2・高1特訓ゼミ（E91～E96，M91～M100S，J91・J92，S91S・S92S）です。

※詳しくは長野予備校まで , お気軽にお尋ねください。

（申込金も無料になります）
1講座10,000円！

4教科レベル別講座4教科レベル別講座

2講座※以上受講する場合

来たるべき入試へ向けて早目の準備を。大学入試で求められる「考える力」 ‚ 「表現する力」のベース
になる基礎学力を付けておきましょう！

長ヨビの講習をおトクに受けて成績アップ！！

長ヨビ講習パスポート
この 1年，長ヨビの講習でしっかり力をつけたい君へ！！

高3生対象

「長ヨビ講習パスポート」（１冊 69,000 円）を利用すると，申込金が無料の上，
夏期講習と冬期・直前講習を合わせて７講座受講できます。通常の納入金では７講座で申込金と
合わせて 109,000 円なので 40,000 円分もお得 !!
※指定の講座数を超えて講習を申し込む場合，グリーンクラス生料金（１講座　12,000 円）で受講できます。

1冊 69,000円 で

夏期講習 ＋ 冬期・直前講習

特典

生徒・保護者の皆さんへのお願い

安心してお通いいただくために
新型コロナウイルス感染症対策について

① ご家庭にて検温していただき、37.5 度以上の
　 熱や風邪のような症状があるときは、来校をお控えください。

② 来校時には消毒液で
　 手の消毒を行ってください。

③ 来校時にはマスクの着用を
　 お願いいたします。

マスク着用
職員は、毎日出勤時に検温を
おこなったうえで、マスクを着
用して勤務しております。また
授業もマスクを着用しておこ
なっています。

教室の清掃／消毒
校舎には消毒用アルコールを設
置し、机やドアノブ、階段の手
すり等、手指が触れる箇所を適
宜消毒しています。

換気
各校舎では、授業前後・授業
中の換気をこまめにおこなって
います。

座席配置の工夫
３つの密（密閉・密集・密接）
を避けるため、座席間隔を十分
にとっています。

夏期講習と冬期・直前講習合わせて 
7講座受講可能！
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　夏の暑さでなかなか勉強に意欲がわかない，と困っている人，家で勉強しようとしても色々誘惑が多くて，と悩ん
でいる人，長ヨビの自習室ならそんな悩みとは無縁です！！
　長ヨビの自習室を先輩たちは「やる気にさせる自習室」と呼んできました。やる気が出ない時も，この自習室に来
れば頑張っているみんなの姿がある。そんなライバルたちの姿に刺激されれば，自分のやる気も一気にＭＡＸへ。こ
れこそが「やる気にさせる自習室」です。もちろん冷房も完備した快適な環境で，
勉強の能率も大きくＵＰ！　さらに，わからないところがあれば職員室へ行って
質問もできるから，学習効率もＵＰする。長ヨビでは現役生のみなさんのために
「現役生専用自習室」も設けています。この夏，長ヨビ自慢の「やる気にさせる自
習室」を大いに活用して，「勉強の夏」にしていきましょう。

学習環境がスゴい！ やる気にさせる自習室

　授業を聞いていて疑問に思った，それこそが大きく力をつけるチャンスです。そ
の疑問を解決することが第一志望合格への大きな一歩になります。映像授業ではな
い，対面授業だからこそ質問に答えられる講師がそこにいます。授業の質問はもち
ろん，進路の相談など様々な相談に親身に応える講師陣が職員室で待っています。

講師がスゴい！ 親身と熱意が自慢の精鋭講師陣

　長ヨビは「フェイストゥフェイス」の対面
授業にこだわり続けています。それはこの授
業スタイルこそがみなさんの力をつける最適
なものだと信じているからです。

◎互いの顔が見えるから，だから力がつく！
　映像授業は気軽に勉強できるように見えるかもしれません。でもそこで流されているのは，一方通行の授業。それ
では本当の力は身につきません。長ヨビの対面授業ではみなさんの様子を見ながら授業を進め，わかりにくい部分は
時間をかけてじっくり扱います。だから力がつくのです。
◎熱さも伝わる，だから力がつく！
　長ヨビの講師陣共通の思い，それは「みなさんに力をつけてもらいたい」。その熱い思いは授業の中にあふれてい
ます。その熱さこそがみなさんのやる気や集中力を引き出します。だから力がつくのです。
◎学び競い合う仲間がいる，だから力がつく！
　自分がやる気が出ない時，周りに頑張る姿があればまた前に進むことができるはず。一人で頑張るのではなく，
みんなで頑張る。講師だけで授業を作るのではなく，みんなで作る。だから力がつくのです。

授業がスゴい！ 「フェイストゥフェイス」の対面授業だから力がつく

長ヨビの自慢  ココがスゴい！

受験生のみなさんへ「長ヨビ流　夏の過ごし方」アドバイス

1．ここまでの学校の定期テストや模試の結果から自分の弱点を見つけよう！
　まずは自分の現状を把握します。その際定期テストや模試などの結果から，特に自分が苦手にしている教科・科目
また分野などを洗い出しましょう。
2．夏休み中の予定を考え，この夏の目標を立てよう！
　夏休み中も高校の補習などの予定があると思います。まずはそういった予定も含め，この夏の各教科の目標を決め
ます。できるだけ具体的に，でも欲張りすぎない目標を設定しましょう。
3．夏の目標を実現するために，具体的な計画を考えよう！
　最終目標から逆算し，何をいつまでに進めておくのかを考えます。その際「自分でも頑張れそうな部分」と「講習
などでしっかりやった方が良い部分」とに分けて考えると良いですね。
4．長ヨビの夏期講習を考えよう！
　計画で「講習などでしっかりやった方が良い」と考えた部分について，講習の受講計画を考えます。講座の内容や
レベル，講座配置表を参考にして，受講講座を選びましょう。迷ったときは相談窓口で相談しましょう。

　夏休みはまとまった時間を自分の学習プランに沿って使うことができる期間といえます。秋以降にさらなるレベル
アップを図るためにも計画的な学習が必要です。ここでは長年受験生を導いてきた長ヨビの講師から，夏休み前～夏
休み中のアドバイスをしたいと思います。

夏休みが始まる前に

1．苦手科目・分野を克服する！
　苦手はどうしても後回しにしがちですが，克服できれば全体の成績が大きくアップします。時間のかかる苦手の克
服だからこそ，じっくり取り組めるこの時期に最優先で取り組むべきでしょう。ただ苦手意識があるものは自分で取
り組むのは大変なので講習などを活用すると良いですね。「基礎」や「標準」というレベル設定の講座が目安になります。
2．自分の得点源を作る！
　やっぱり得点源になる教科があると心強いもの。ある程度自信を持っている教科についてはさらなるレベルアップ
を図りたいですね。夏期講習では「標準」「発展」というレベルに設定されている講座などを受講すると良いでしょう。
3．講習を活用し，規則正しい生活を！
　受験生としては少なくとも１日８時間は勉強時間を確保したいです。しかし自分だけでそれだけの時間を勉強するの
は意外と大変。長ヨビの講習は朝の９時10分から1時限が始まるのでペースメーカーとして利用するのがオススメです。

夏休み中に

夏期講習　受講ガイダンス

■長ヨビの夏期講習2022開講カレンダー
7月 8月
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

月水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 日 月 火 水 木 金 木土土 日 金 土 日月 火 水

1期
7/23
▼
7/26

2期
7/28
▼
7/31

3期
8/1
▼
8/4

4期
8/5
▼
8/8

5期
8/9
▼
8/12

6期
8/13
▼
8/16

7期
8/17
▼
8/20

月
29

グリーン
クラス
後期（2学期）
授業
スタート
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講座の紹介
高 3 生

受験勉強前半の総まとめ＋秋以降の学習へ向けての4日間集中特訓！

長ヨビの現役生専用講座！長ヨビの現役生専用講座！
この4日間でライバルたちに差をつけろこの4日間でライバルたちに差をつけろ!!!!

※講座番号のはじめにGがついている講座は高3生専用の講座です。

現役合格 集中特訓ゼミ

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

GE01  
高３　アカデミー英語読解

基礎 標準 発展

GE01 葉密　繁 68/13〜16 517:40〜19:25

　この夏，クラスメートに差をつける!　現役高校3年生専用の最上位講座です。最難関大学に現役合格するために，
この夏押さえておくべきポイントとテクニックを完全伝授。夏休みが終わったら，志望校がグッと近づいているはず!

GE02  
高３　アカデミー英文法

基礎 標準 発展

GE02 浜　芳樹 68/13〜16 313：40〜15：25

　この夏，クラスメートに差をつける!　現役高校３年生専用の最上位講座です。なかなか手が回らない文法事項の総
整理＋α! 英作文までカバーします。難関大二次試験に向けた夏の必修講座。読解と合わせて夏の勉強はOK!!

GE03  GE04  
高３　ハイレベル英語読解

基礎 標準 発展

GE03 吉川　渉 68/13〜16 211：10〜12：55 GE04 吉川　渉 78/17〜20 517:40〜19:25

　この夏，クラスメートに差をつける!　現役高校3年生専用の講座です。絶対に現役合格をするために，予備校でしか
教わることのできない，「受験」のための知識やテクニックの数々。きっと夏休み明けの君は別人になっているはず!

GE05  GE06  
高３　ハイレベル英文法

基礎 標準 発展

GE05 浜　芳樹 58/9〜12 517:40〜19:25 GE06 浜　芳樹 68/13〜16 19：10〜10：55

　この夏，クラスメートに差をつける!　現役高校3年生専用の文法講座です。なかなかしっかりと勉強する時間がとれな
い「文法」。でも，文法＝文のルール。文法の勉強は文法問題のためだけならず! ルールがわかれば英文の理解度，
読解のスピード，すべてが大きく変わってきます。英語の見方を変える講座になることを約束します!

GE07  
高3　チャレンジ英語総合

基礎 標準 発展

GE07 田子雅章 68/13〜16 415：40〜17：25

　「部活動に熱中していて少し出遅れたかも」「英語は苦手で後回しになってます」など，英語に不安を感じている高3生
を対象にしています。文法・読解問題を扱いながら総合的な受験英語の基礎固めをします。充実した４日間で夏以降の
ステップアップにつなげましょう！
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英 語

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

GE01  
高３　アカデミー英語読解

基礎 標準 発展

GE01 葉密　繁 68/13〜16 517:40〜19:25 GE02 葉密　繁 78/12〜15 415：40〜17：25

　この夏，クラスメートに差をつける!　現役高校3年生専用の最上位講座です。最難関大学に現役合格するために，
この夏押さえておくべきポイントとテクニックを完全伝授。夏休みが終わったら，志望校がグッと近づいているはず!

  

現
役
合
格

  

集
中
特
訓
ゼ
ミ

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。

講座番号は， 受講申込書
に記入の際に必要です。

開講期間です。
白抜き数字は開講期

開講時間です。
□数字は時限

担当講師名です。

講座番号が複数あるのは複数回， 開講することを示します。それ
ぞれが講座の内容欄の担当講師・開講期・時間と対応しています。

講座の内容を， 担当講師からのメッセージ
も盛り込みながら紹介しています。

講座の紹介ページの見方
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

GM01   
高３　アカデミー数学ⅠAⅡB

基礎 標準 発展

GM01 吉江宏文 58/9〜12 415：40〜17：25

“最高峰の数学講座”　腕に覚えあるもの来たれ!!
　旧帝大や医学部医学科，東工大，一橋大，早慶上智大などの最近の入試問題を素材として，これらの大学を第一志
望とする皆さんに対し，高水準な問題に対するアプローチの仕方や，解くために必要な考え方を詳しく丁寧に解説していき
ます。※理系，文系は問いません。

GM02  GM03  
高３　ハイレベル数学ⅠAⅡB

基礎 標準 発展

GM02 吉江宏文 58/9〜12 619:40〜21:25 GM03 原　雅史 68/13〜16 517:40〜19:25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大志望者を対象にします。教科書レベルの問題は解けるけど，実際の入試問題となると…。難関大の
問題に対応するには単なる知識の収集およびその反復練習だけでは不十分です。融合問題などの演習を通し，柔軟な
思考力の養成を図ります。※理系，文系は問いません。

GM04   
高３　ハイレベル数学Ⅲ

基礎 標準 発展

GM04 村山正好 68/13〜16 415：40〜17：25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大理系志望者を対象にします。数学Ⅲの典型かつ頻出問題の解法や考え方を，難関大の入試問題を
通じて解説します。また，数学Ⅲでは計算力も重要です。問題演習を通して確実な計算力の養成を図ります。
※数学Ⅲの「極限」，「微分法」，「微分法の応用」，「複素数平面」の問題を扱います。

GM05

高３　共通テスト数学ⅠA
基礎 標準 発展

GM05 村山正好 68/13〜16 619:40〜21:25

　共通テストで高得点をとるためには，まず“相手”を知ること。しかし，共通テストはただの“穴埋め”ではありません。
ⅠAの分野の基本が習得できているか確認をするとともに，共通テスト数学攻略のための秋以降の学習の土台を築きましょ
う。

GM06

高３　共通テスト数学ⅡB
基礎 標準 発展

GM06 原　雅史 68/13〜16 313：40〜15：25

　共通テストで高得点をとるためには，まず“相手”を知ること。しかし，共通テストはただの“穴埋め”ではありません。
ⅡBの分野の基本が習得できているか確認をするとともに，共通テスト数学攻略のための秋以降の学習の土台を築きましょ
う。

  

現
役
合
格

  

集
中
特
訓
ゼ
ミ

数 学

国 語
講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

GJ01  
実戦　受験の現代文

基礎 標準 発展

GJ01 小出亮二 78/17〜20 619:40〜21:25

　高３生のみなさんへ，ようこそ「受験の現代文」へ！！　受験において現代文が大切だとよく言われます。しかし何をす
れば良いのか，それが見えないのが現代文です。なぜでしょうか，それは学校の国語（現代国語）と受験の現代文を同
じものと勘違いしているからです。現代文で大切なのは読解などではなく，いかに論理的に考えられるかです。何となくの
読解に頼らない，本当の現代文の力をこの講座で身につけてください。そうすればこの先現代文はどうすれば良いのか，
見えてくるでしょう。

GJ02  
実戦　受験の古文

基礎 標準 発展

GJ02 小泉健二 68/13〜16 313：40〜15：25

　単語や文法を勉強しているのに，なかなか文章の読解ができないと悩んでいる受験生は多くいます。本講座では，古
文の中に出てくる頻出の文法や語彙を生きた言葉としてとらえ，実際の入試問題を読み解きながら，一歩レベルの高い古
文読解力を養っていきます。主に客観式の問題を扱いますので，今後の勉強に役立つでしょう。

GJ03  
高3　共通テスト現代文

基礎 標準 発展

GJ03 小出亮二 58/9〜12 517:40〜19:25

　共通テストの国語でその得点の半分を占めるのが現代文です。つまりここで点数を稼げなければ国語の高得点は望め
ません。ではどうすれば現代文ができるようになるのか。現代文の本質を読解，つまり内容の理解だと思っていては，そ
れは難しいでしょう。大切なのは論理的に考えて設問に答えること。でもそれを自分一人でやるのは大変です。だからこ
の講座で，まずは一緒に考えてみませんか。解き方が分かれば，この後の現代文学習の道が見えてきますよ。

GJ04  
高3　共通テスト古典

基礎 標準 発展

GJ04 佐塚博幸 68/13〜16 19：10〜10：55

　共通テストでは，複数のテクスト，資料に基づく出題がされ，作問に工夫が見られます。しかし，古文では語句や文法
の知識をもとにした解釈や内容の把握が求められ，漢文では，漢字の読みや意味，口語訳や書き下しが問われるなど基
礎知識を生かした設問も多くあります。要は，正確な言葉の知識をもとに，どれだけ古文･漢文を的確に理解することがで
きるかです。その力を本講座を通じて身につけていきましょう。

  

現
役
合
格

  

集
中
特
訓
ゼ
ミ
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講座の紹介
高 3 生 ・ 高 卒 生

英 語
講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

英語の特別強化ゼミについて
　特別強化ゼミは「読解編」と「文法編」をセットで受講することで最大の効果があるように構成されています。したがって「読解編」と「文法編」についてはセットでの受講を
お勧めします。ただし受講する期，  受講する順番には特に指定はありません。またレベルについても「読解編」と「文法編」で異なっていてもかまいません（「アカデミー英語　読
解編」と「ハイレベル英語　文法編」の組み合わせなど）。

E01  E02

アカデミー英語　読解編
基礎 標準 発展

E01 葉密　繁 27/28〜31 211：10〜12：55 E02 葉密　繁 68/13〜16 19：10〜10：55

　最難関大学に合格するために! うわべだけの読解ではなく，速く・深く・正確に文を読み，正答を導き出す。その極意
を伝授し，受験勉強後半戦への指針を示します。最難関大学の過去問を用いて，合格するための答案の作り方を習得
しよう!

E03  E04  
アカデミー英語　文法編

基礎 標準 発展

E03 浜　芳樹 17/23〜26 19：10〜10：55 E04 浜　芳樹 38/1〜4 313：40〜15：25

　最難関大学に合格するために! 文法の勉強は文法問題のためだけならず! 読解，作文，和訳・英訳すべての根幹を成
すものである! 文法力を徹底強化し，受験勉強後半戦への指針を示します。

E05  E06  E07   
ハイレベル英語　読解編

基礎 標準 発展

E05 窪田喜文 38/1〜4 211：10〜12：55 E06 中村寛美 58/9〜12 211：10〜12：55

E07 吉川　渉 68/13〜16 415：40〜17：25

　偏差値55～ 60程度の難関大学を目指す講座です。基本事項の徹底確認をベースに，「受験で戦うための読解力・
解答力」を鍛え，受験勉強後半戦への指針を示します。しっかりと土台を固めて，“本物”の力を手に入れよう! 

E08  E09  E10

ハイレベル英語　文法編
基礎 標準 発展

E08 浜　芳樹 17/23〜26 313：40〜15：25 E09 窪田喜文 38/1〜4 415：40〜17：25

E10 中村寛美 58/9〜12 313：40〜15：25

　偏差値55～ 60程度の難関大学を目指す講座です。文法の勉強は文法問題のためだけならず! 基本事項の徹底確
認をベースに，文法＝文のルールをしっかり意識づけし，英語の力を昇華させます。しっかりと土台を固めて，“本物”の力
を手に入れよう!

E11  E12   
チャレンジ英語　読解編

基礎 標準 発展

E11 加藤　孝 48/5〜8 313：40〜15：25 E12 中村寛美 78/17〜20 211：10〜12：55

　英語が苦手な人のための，夏からでも間に合う読解対策講座です。英語は文法・読解の基本さえしっかり押さえれば，
得点できるようになる教科です! 一緒に伸びを実感しませんか!

E13  E14  
チャレンジ英語　文法編

基礎 標準 発展

E13 大川夏実 27/28〜31 415：40〜17：25 E14 中村寛美 38/1〜4 211：10〜12：55

　英語が苦手な人のための，夏からでも間に合う文法対策講座です。英語は文法・読解の基本さえしっかり押さえれば，
得点できるようになる教科です! 一緒に伸びを実感しませんか!

  

特
別
強
化
ゼ
ミ

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

E01  E02  
アカデミー英語　読解編

基礎 標準 発展

E01 葉密　繁 27/28〜31 211：10〜12：55 E02 木村光朗 58/4〜7 211：10〜12：55

　最難関大学に合格するために! うわべだけの読解ではなく，速く・深く・正確に文を読み，正答を導き出す。その極意
を伝授し，受験勉強後半戦への指針を示します。最難関大学の過去問を用いて，合格するための答案の作り方を習得
しよう!

  

特
別
強
化
ゼ
ミ

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。

講座番号は， 受講申込書
に記入の際に必要です。

開講期間です。
白抜き数字は開講期

開講時間です。
□数字は時限

担当講師名です。

講座番号が複数あるのは複数回， 開講することを示します。それ
ぞれが講座の内容欄の担当講師・開講期・時間と対応しています。

講座の内容を， 担当講師からのメッセージ
も盛り込みながら紹介しています。

講座の紹介ページの見方



9

E15  
医系英語

基礎 標準 発展

E15 葉密　繁 27/28〜31 415：40〜17：25

　難関大医学部の典型的問題である，難度の高い読解問題（要約・説明問題を含む）と英作文問題を扱います。医
療をテーマとした問題を中心に最新トピックにわたる内容になります。医学部入試で要求される高得点獲得の技法を指導
します。

E16  
早・慶・上智大英語

基礎 標準 発展

E16 葉密　繁 68/13〜16 313：40〜15：25

　昨今ますます人気が高まり，競争が激化する早・慶・上智大の受験を突破するために! 早・慶・上智大の過去問から
良問を厳選し，出題傾向を徹底的に分析。合格するために必要な力・テクニックを伝授します。

E17  E18  
MARCH英語

基礎 標準 発展

E17 浜　芳樹 38/1〜4 517:40〜19:25 E18 加藤　孝 48/5〜8 517:40〜19:25

　MARCHの過去問を用いて，長文読解から文法作文まで様々な問題演習を行い，この夏に身につけるべき知識の定
着を図ります。合格のための文法力・読解力の土台をつくるMARCH志望者は必修の講座です。（関関同立の志願者
にもお勧めです）

E19  
日東駒専大英語

基礎 標準 発展

E19 加藤　孝 48/5〜8 211：10〜12：55

　日東駒専大をはじめとした中堅私大を狙う皆さん向けの講座です。いずれの学校の試験も甘くはありません。何気なく
「過去問を解けばなんとかなる」では通用しません。読解から文法問題まで様々な問題を通して各大学の傾向を知り，何
をすべきなのかの指針を得て本番に向けての対策へとつなげていってください。

E20  
基礎からの英文読解

基礎 標準 発展

E20 田子雅章 48/5〜8 415：40〜17：25

　「英文を読む」，そして「解答する」とはどういうことか。大学入試の問題にはどのように取り組んでいけばいいのか。
不安のある，どうしていいかわからない君たちに，解答のプロセスを示す講義をします。夏期限定の，基礎から始める講座
です。

E21  
基礎からの英文法

基礎 標準 発展

E21 大川夏実 78/17〜20 415：40〜17：25

　重要な文法項目である「不定詞」「動名詞」「分詞」「仮定法」「関係詞」に絞り込んで，基本的な要点の確認お
よびその演習をします。夏期限定の，まさに基礎からやり直せる英文法です。

E22  E23  E24  
共通テスト英語

E22 大川夏実 38/1〜4 313：40〜15：25 E23 窪田喜文 48/5〜8 211：10〜12：55

E24 中村寛美 78/17〜20 313：40〜15：25

　共通テストの出題分析をもとに，的確な学習対策をアドバイスします。出題形式の変化にあわてることなく，着実に得
点するための必須知識と解法を意識して問題演習をします。

E25PS  E26PS  E27PS  
Basicリスニング演習

E25PS 吉川　渉 1A  7/23・24 211：10〜12：55 E26PS 吉川　渉 4A  8/5・6 313：40〜15：25

E27PS 吉川　渉 7B 8/19・20 313：40〜15：25

　音素の聞き取りから，イントネーションまで音声の基礎を押さえます。「耳作り」をすることで英語の勉強全体の効率がアッ
プします。リスニングに不安のある皆さんはぜひ受講してください。

  

目
的
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容
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数 学
講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

M01  M02

アカデミー理系数学ⅠAⅡB
基礎 標準 発展

M01 佐藤隆衛 17/23〜26 211：10〜12：55 M02 大楢峰男 38/1〜4 211：10〜12：55

“最高峰の数学講座”腕に覚えのあるもの来たれ!!
　旧帝大や医学部医学科，東工大・早慶大などの最近の入試問題を素材として，これらの大学を第一志望とする皆さ
んに対し，要求される高水準でかつ幅広い総合的な思考力とは何かを詳しく丁寧に解説していきます。

M03  
アカデミー文系数学ⅠAⅡB

基礎 標準 発展

M03 吉江宏文 38/1〜4 415：40〜17：25

“最高峰の数学講座”腕に覚えのあるもの来たれ!!
　旧帝大や一橋大 ・ 早慶上智大などの最近の入試問題を素材として， これらの大学を第一志望とする皆さんに対し， 問
題を“見る眼”と“理解する（わかる）力”を養います。

M04  M05  
アカデミー数学Ⅲ

基礎 標準 発展

M04 佐藤隆衛 38/1〜4 19：10〜10：55 M05 原　雅史 48/5〜8 415：40〜17：25

“最高峰の数学講座”腕に覚えのあるもの来たれ!!
　理系入試数学で出題率4割以上の数学Ⅲの実力を大幅に飛躍させるための講座です。旧帝大や医学部医学科，東
工大・早慶大などの最近の入試問題を素材として，これらの大学を第一志望とする皆さんに対し，要求される高水準でか
つ幅広い総合的な思考力とは何かを詳しく丁寧に解説していきます。

M06  M07  
ハイレベル数学ⅠA（標準～発展レベル）

基礎 標準 発展

M06 大楢峰男 17/23〜26 313：40〜15：25 M07 高倉俊輝 58/9〜12 415：40〜17：25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大志望者を対象にします。教科書レベルの問題は解けるけど，実際の入試問題となると…。難関大の
問題に対応するには単なる知識の収集およびその反復練習だけでは不十分です。融合問題などの演習を通し，柔軟な
思考力の養成を図ります。数学Ⅰ・Aの範囲の標準～発展レベルの問題を扱います。理系・文系は問いません。

M08  M09  
ハイレベル数学ⅡB（標準～発展レベル）

基礎 標準 発展

M08 福島弘幸 27/28〜31 211：10〜12：55 M09 原　雅史 38/1〜4 313：40〜15：25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大志望者を対象にします。教科書レベルの問題は解けるけど，実際の入試問題となると…。難関大の
問題に対応するには単なる知識の収集およびその反復練習だけでは不十分です。融合問題などの演習を通し，柔軟な
思考力の養成を図ります。数学Ⅱ・Bの範囲の標準～発展レベルの問題を扱います。理系・文系は問いません。

M10  M11  
ハイレベル数学ⅠA（標準レベル）

基礎 標準 発展

M10 松島依織 27/28〜31 313：40〜15：25 M11 福島弘幸 58/9〜12 415：40〜17：25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大志望者を対象にします。入試問題を解くためには，まずは基本問題や標準問題をしっかり理解するこ
とが重要です。それぞれの分野において内容を十分に理解できるように，入試問題を通して確認をします。数学Ⅰ・Aの
範囲の標準レベルの問題を扱います。理系・文系は問いません。

M12  M13  
ハイレベル数学ⅡB（標準レベル）

基礎 標準 発展

M12 大楢峰男 17/23〜26 19：10〜10：55 M13 高倉俊輝 27/28〜31 517:40〜19:25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大志望者を対象にします。入試問題を解くためには，まずは基本問題や標準問題をしっかり理解するこ
とが重要です。それぞれの分野において内容を十分に理解できるように，入試問題を通して確認をします。数学Ⅱ・Bの
範囲の標準レベルの問題を扱います。理系・文系は問いません。

M14  M15  
ハイレベル数学Ⅲ

基礎 標準 発展

M14 原　雅史 17/23〜26 517:40〜19:25 M15 松島依織 48/5〜8 415：40〜17：25

この夏，入試問題に取り組んで問題解決力をつけよう。
　難関国公私立大理系志望者を対象にします。数学Ⅲの典型かつ頻出問題の解法や考え方を，難関大の入試問題を
通じて解説します。また，数学Ⅲでは計算力も重要です。問題演習を通して確実な計算力の養成を図ります。

M16   
チャレンジ数学ⅠA

基礎 標準 発展

M16 村山正好 48/5〜8 313：40〜15：25

基礎を固め，得点力アップを目指せ!!
　数学ⅠAの基礎力を確実にしたいという皆さんを対象にします。基本事項を確認しながら，それらが実際に入試問題の
中でどのように出題されているかを学んでいきます。理系・文系は問いません。

M17    
チャレンジ数学ⅡB

基礎 標準 発展

M17 村山正好 17/23〜26 313：40〜15：25

基礎を固め，得点力アップを目指せ!!
　数学ⅡBの基礎力を確実にしたいという皆さんを対象にします。基本事項を確認しながら，それらが実際に入試問題の
中でどのように出題されているかを学んでいきます。理系・文系は問いません。
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M18   
チャレンジ数学Ⅲ

基礎 標準 発展

M18 高倉俊輝 27/28〜31 211：10〜12：55

基礎を固め，得点力アップを目指せ!!
　数学Ⅲの基礎力を確実にしたいという皆さんを対象にします。理系受験生にとって重要な数学Ⅲの各分野の内容を，
基本事項を確認しながら，それらが実際に入試問題の中でどのように出題されているかを学んでいきます。

M19  M20   
医系数学

基礎 標準 発展

M19 佐藤隆衛 17/23〜26 415：40〜17：25 M20 原　雅史 48/5〜8 19：10〜10：55

医師になるために…
　医学部医学科で問われることが多い数学Ⅲを中心に，「定番に近いけれどもひとひねり」がある問題を扱います。1つ
の問題を完答するための勘所（何を知っておくべきか，どこを見るか）をつかむことを目指します。

M21  M22  
共通テスト数学ⅠA

M21 大楢峰男 38/1〜4 415：40〜17：25 M22 松島依織 78/17〜20 415：40〜17：25

　共通テストで高得点をとるためには，まず“相手”を知ること。典型頻出な良問を用いて知識と技術の定着を図ります。
授業で解説した問題を演習問題で試せるので，無理なく数学Ⅰ・Aをマスターできます。共通テスト攻略を確実なものとし， 
秋以降の学習の土台を築きます。

M23  M24

共通テスト数学Ⅱ
M23 大楢峰男 17/23〜26 517:40〜19:25 M24 松島依織 27/28〜31 19：10〜10：55

　共通テストで高得点をとるためには，まず“相手”を知ること。典型頻出な良問を用いて知識と技術の定着を図ります。
授業で解説した問題を演習問題で試せるので，無理なく数学Ⅱをマスターできます。共通テスト攻略を確実なものとし，秋
以降の学習の土台を築きます。

M25  M26

共通テスト数学B（数列・ベクトル）
M25 福島弘幸 27/28〜31 517:40〜19:25 M26 村山正好 48/5〜8 517:40〜19:25

　共通テストで高得点をとるためには，まず“相手”を知ること。典型頻出な良問を用いて知識と技術の定着を図ります。
授業で解説した問題を演習問題で試せるので，無理なく数学Bをマスターできます。共通テスト攻略を確実なものとし，秋
以降の学習の土台を築きます。
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国 語
講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

J01  
アカデミー現代文（論述対策）

基礎 標準 発展

J01 小出亮二 38/1〜4 19：10〜10：55

　国公立二次試験で国語を使う予定の人，この夏この講座で記述対策をしませんか。現代文の本質は本文の読解にあ
らず，論理的に設問を考えること。それにより答えの軸になるものを見つけ出すことが大切です。さらに記述の場合，答
えの軸になるものを見つけ出したら，自分で答えをまとめる必要があります。つまり見つけることとまとめること，この二つが
求められているのです。記述対策に時間がかかる理由です。だから今から記述対策，始めていきましょう。

J02   
アカデミー古文

基礎 標準 発展

J02 小泉健二 17/23〜26 415：40〜17：25

　国公立大学の個別試験の古文は記述で解答する設問が主です。そのため，本文の内容を正確に把握する，より高度
な読解力を必要とします。本講座では，文法や単語などの基礎知識をもとに，どう本文を読み解き，どう答案を作成していくか，
読解の方法や設問へのアプローチ方法などを確認しながら，記述･論述問題にも対応できる精度の高い読解力を養成し
ます。

J03  J04  
ハイレベル現代文

基礎 標準 発展

J03 小出亮二 38/1〜4 313：40〜15：25 J04 荒井美紀 48/5〜8 415：40〜17：25

　「現代文って何をすれば良いのか分からない」「読んで何となく解いているだけ」という人，この講座で本当の現代文
の力を身につけましょう。現代文の本質は読解ではなく論理的思考，つまり理屈で考えることです。何となく文章を自分な
りに理解して，何となく設問に答える，それでは本当に受験で使える力にはなりません。でも論理的な解き方を身につけら
れれば，どんな問題でも大丈夫！この夏，この講座で現代文攻略の基礎を固めて，秋以降の飛躍につなげていきましょう。

J05  J06

ハイレベル古文
基礎 標準 発展

J05 小泉健二 17/23〜26 211：10〜12：55 J06 吉沢百合子 27/28〜31 211：10〜12：55

　古文の中に出てくる頻出の文法や語彙を生きたことばとしてとらえ，やや難解な文章も積極的に読み解きながら，高レ
ベルの古文読解力を養成します。難関私大や国公立大の二次試験にも対応できるよう， 選択式から記述式まであらゆる
出題形式の問題を幅広く取り扱います。

J07  
基礎現代文

基礎 標準 発展

J07 荒井美紀 78/17〜20 19：10〜10：55

夏に現代文の扉をたたく!!
　現代文，苦手だけど何とかしたいという人。現代文はあんまり好きじゃないけど，でも頑張ってみようと思っている人。現
代文の勉強って何をしたらいいかわからないという人。そんな人たちにお勧めなのがこの「基礎現代文」。現代文の力を
身につけるには時間がかかるもの。この夏から現代文のスタートを! まずは現代文の扉をたたいてみませんか。（私大の過
去問を中心に扱います）

J08  
基礎古文読解

基礎 標準 発展

J08 佐塚博幸 68/13〜16 211：10〜12：55

　入試古文について，読解・単語・文法のあらゆる面から総合的に講義する講座です。様々な文章を読み，読解のた
めの基本手順と着眼ポイントを講義するとともに，必須単語・重要文法の確認，整理をしていきます。古文読解を基礎か
ら確認したい人，標準的な入試古文を読めるようにしたい人にお勧めです。

J09  
早大現代文

基礎 標準 発展

J09 小出亮二 58/9〜12 313：40〜15：25

待ってろ早稲田，極めろ現代文!
　本気で早稲田を目指すみなさん，この夏「早大現代文」で合格への第一歩を踏み出しましょう。早稲田の現代文は
難問ぞろい，でもちゃんと考え方さえ分かれば大丈夫! 文章を読めたかにこだわるのではなく，どうしたら解けるのか，そこに
こだわっていきましょう。現代文を極めれば，早稲田の合格が見えてくる!（早稲田の過去問を扱います）

J10  
早大古文

基礎 標準 発展

J10 小泉健二 17/23〜26 517:40〜19:25

敵を知り己を知れば百戦危ふからず!
　早大の古文は手強いです。いったいどういう特徴があるのか，それにどう対処すればよいのか，何をやっておけばよいの
か，過去問を探ることで伝授します。来春笑うために，この夏から始めましょう。

J11   
MARCH現代文

基礎 標準 発展

J11 荒井美紀 78/17〜20 313：40〜15：25

この夏，ＭＡＲＣＨをつかめ!!
　明治・青学・立教・中央・法政，この５大学を合わせてＭＡＲＣＨ。それぞれに個性豊かなこの大学群は，現代文の出
題も個性豊か。だから大学毎の問題傾向を知り，早めの対策スタートでライバルたちに差をつけよう。自分ではなかなか対
策しにくいのが現代文，だからこそこの講座でＭＡＲＣＨ攻略の一歩を踏み出しましょう。（ＭＡＲＣＨの過去問を扱います）
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J12  J13   
MARCH古文

基礎 標準 発展

J12 吉沢百合子 48/5〜8 517:40〜19:25 J13 小泉健二 68/13〜16 211：10〜12：55

この夏，MARCHをつかめ!!
　毎年多くの受験生が目標とする，MARCH。攻略するためには国語の力，特に古文の対策が国語の点数の底上げ
につながります。この講座ではMARCHの過去問題を扱い，実際の入試で必要とされる知識，思考力をつけていきます。
この講座でMARCHへの一歩を踏み出しましょう。

J14  
必修古典文法

基礎 標準 発展

J14 佐塚博幸 48/5〜8 211：10〜12：55

　文法力を身につけなければ，古文の得点をアップさせることはできません。しかし，文法の勉強はついつい後回しにされ
がちです。そんなことがないよう，この夏休みに確実に自分のものにしておきましょう。

J15  
漢文（論述対策）

基礎 標準 発展

J15 吉沢百合子 78/17〜20 211：10〜12：55

　共通テストの漢文は，選択肢を利用しながら読めば，問題も解けるけれど，国公立大の個別試験の漢文はどうもうまく
答えられないという人はいませんか。それは，自分で記述の解答を作らなければならないからです。選択肢などあてにせずに，
書き下し文や現代語訳を作ったり，文章全体の内容や筆者の言いたいことをつかむ訓練を夏からしっかりはじめましょう。

J16  
漢文　整理と演習

基礎 標準 発展

J16 佐塚博幸 27/28〜31 19：10〜10：55

　漢文で高得点を取るためには，文法にあたる句形や語いを習得し，それにもとづいて読解をすることが必要です。本講
座では重要句形の総整理と，標準的な問題の演習を通じて，合格点が取れるようにすることを目標とします。

J17  J18  
共通テスト現代文

J17 荒井美紀 17/23〜26 415：40〜17：25 J18 小出亮二 78/17〜20 415：40〜17：25

　受験生のほとんどが受ける共通テスト。なかでも国語，とりわけ現代文は自分で対策するのが難しいものです。だからこ
そこの講座で現代文攻略の第一歩を。現代文は何となく読んで，何となく答えても力はつきません。大切なのは「論理
的な思考」，どうすればこの設問に答えられるのか，それを考えることです。この４日間，徹底的に論理にこだわってみましょう。

J19  J20  
共通テスト古典

J19 吉沢百合子 27/28〜31 415：40〜17：25 J20 佐塚博幸 48/5〜8 19：10〜10：55

　共通テストでは，複数のテクスト，資料に基づく出題がされ，作問に工夫が見られます。しかし，古文では語句や文法
の知識をもとにした解釈や内容の把握が求められ，漢文では，漢字の読みや意味，口語訳や書き下しが問われるなど基
礎知識を生かした設問も多くあります。要は，正確な言葉の知識をもとに，どれだけ古文･漢文を的確に理解することがで
きるかです。その力を本講座を通じて身につけていきましょう。

J21S  J22S  
徹底攻略２days！ 古文助動詞

基礎 標準 発展

J21S 吉沢百合子 4B 8/7・8 313：40〜15：25 J22S 吉沢百合子 7B 8/19・20 415：40〜17：25

　２日間で古文の助動詞だけを徹底して演習する講座です。文法の中でも，面倒だとか難しそうだとかと敬遠されがちな
分野です。大切だとわかっていながらなかなか手がつけられなかった人，ついつい後回しにしてしまっている人，夏のうちに
何とかマスターしませんか。入試で出題されるパターンを踏まえながら，基礎から講義していきます。

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

S01  S02

アカデミー物理
基礎 標準 発展

S01 杉山善則 27/28〜31 313：40〜15：25 S02 原　友彦 58/9〜12 19：10〜10：55

　難関国公立大・私立大の入試では，問題の状況を理解し，物理の基礎知識（定義・法則・公式）を活用する思考力が
問われます。この講座では，「力と運動」「熱と気体」「波」「電気」の分野の頻出かつ応用的な問題を通して，入試に対応
できる実力を強化します。

S03  S04

ハイレベル物理
基礎 標準 発展

S03 杉山善則 27/28〜31 415：40〜17：25 S04 原　友彦 68/13〜16 517:40〜19:25

　この講座ではこれまでに学習してきた「力と運動」「熱と気体」「波」「電気・電流」の分野の基礎知識（定義・法
則・公式）の総整理・総確認を行い，問題演習を通して頻出かつ標準的な入試問題の考え方をまとめます。

S05  S06

アカデミー化学（気体・溶液）
基礎 標準 発展

S05 小林裕之 38/1〜4 415：40〜17：25 S06 小林裕之 58/9〜12 517:40〜19:25

　気体・溶液の計算は，その容器の中がどのようになっているのか，という現象がわからないと解けません。難関校の問
題であるほど条件が変化し，複雑に絡み合います。この講座では，難関校の気体の問題を扱い，特に問題文からわかる
条件・現象を読み解いて，計算問題を解く力をつけていきます。

S07  S08

アカデミー化学（反応速度・化学平衡）
基礎 標準 発展

S07 小林裕之 58/9〜12 313：40〜15：25 S08 小林裕之 78/17〜20 19：10〜10：55

　反応速度・化学平衡の分野を中心に講義を行います。化学平衡の問題は，どの段階の濃度や圧力を用いて平衡状
態を表すのかを理解していなければ，手がつけられません。この講座では，現象や状態を理解しながら計算演習をしていき
ます。

S09  S10

ハイレベル化学（気体・溶液）
基礎 標準 発展

S09 木内徳雄 17/23〜26 211：10〜12：55 S10 横山誠一 48/5〜8 313：40〜15：25

　「アカデミー化学（気体・溶液）」よりも，基本的なことを確認しながら問題を解いていきます。苦手意識をもっている
受験生が多いのですが，現象を理解し，再度確認をして演習していきましょう。

S11  S12

ハイレベル化学（反応速度・化学平衡）
基礎 標準 発展

S11 横山誠一 58/9〜12 313：40〜15：25 S12 小林裕之 78/17〜20 313：40〜15：25

　「アカデミー化学（反応速度・化学平衡）」よりも，基本的なことを確認していきます。反応速度，化学平衡には熱
化学に関する問題も多くあります。実際に出題された問題を解いていきます。問題文を読んで，現象等が目に浮かぶよう
にしていきましょう。

S13  S14

アカデミー生物
基礎 標準 発展

S13 谷口博紀 48/5〜8 211：10〜12：55 S14 水野雅雄 78/17〜20 211：10〜12：55

　この講座では様々な実験結果のデータを読み取り判断する演習などを通し，基本的な知識を具体的な現象と関連づけ
て活用する力や，実験の意味を理解して考えることができるような思考力を養っていきます。難関大を目指す人，生物を
得意としている人におすすめです。

S15  S16

ハイレベル生物
基礎 標準 発展

S15 谷口博紀 38/1〜4 19：10〜10：55 S16 水野雅雄 78/17〜20 415：40〜17：25

　近年の国公立大学個別試験・私立大学入試試験問題の分析をふまえて，出題頻度の高い問題を厳選し，受験生物
の全体像をつかみます。

  

特
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S17

テーマ別　物理（力と運動・電気）
基礎 標準 発展

S17 原　友彦 58/9〜12 211：10〜12：55

　「力と運動」は物理の基本をおさえる上で非常に重要な分野です。また「電気」は抽象的で理解しにくい分野です。
この2つの分野について，標準的な入試問題をつかった講義で理解を深め，思考力を強化しましょう。

S18

テーマ別　物理（波・気体・熱）
基礎 標準 発展

S18 福島弘幸 27/28〜31 313：40〜15：25

　具体的なイメージをつかみにくい「波」および「気体・熱」を，基礎から丁寧に解説します。波の式，波の干渉，光・
音の性質，気体の仕事，気体の法則，分子運動，熱力学第一法則を扱います。

S19

テーマ別　化学（理論化学全般）
基礎 標準 発展

S19 横山誠一 17/23〜26 517:40〜19:25

　原子構造，気体，溶液，酸・塩基，酸化還元，電気化学の理論化学の計算問題の演習をします。基礎から標準レ
ベルの問題を中心に扱い，現象・実験，原理・法則を再確認し，計算力・思考力・実戦力を養います。

S20

テーマ別　化学（無機化学全般）
基礎 標準 発展

S20 木内徳雄 17/23〜26 415：40〜17：25

　無機化学はテーマごとのまとめ方が勝負の分かれ目になります。化学反応，性質，分離などしっかり理解していないと
本番で迷いが生じます。本講座では入試問題を通じて知識の確認とまとめ方を扱い，秋以降の実戦問題着手に向けた
準備をしていきます。

S21

テーマ別　化学（有機化学全般）
基礎 標準 発展

S21 小林裕之 38/1〜4 19：10〜10：55

　各大学とも必ず有機化学の問題が出題されます。本講座では，夏休み明けの有機化学の学習に弾みをつけるために，
過去の標準的な入試問題を通じて，脂肪族，芳香族化合物の性質や反応を中心にまとめあげていきます。

S22

テーマ別　生物（遺伝・遺伝情報の発現）
基礎 標準 発展

S22 下平清志 58/9〜12 211：10〜12：55

　多くの受験生が苦手意識を持つ，これら2つの分野を扱います。中でも特に重要な「遺伝子の連鎖と組換え」「遺伝
子の発現調節，バイオテクノロジー」の項目を，基礎から取り上げ，講義を中心に問題の解法をマスターすることを目標に
します。きっと，この分野も「得意」になります。

S23

テーマ別　生物（代謝・筋収縮と受容器）
基礎 標準 発展

S23 谷口博紀 38/1〜4 313：40〜15：25

　これら２つの分野は，「呼吸」や「光合成」，「筋収縮」を含む入試生物で差のつきやすい分野です。これらの分野
について，標準的な入試頻出問題をつかった基礎からの講義を通して，苦手が解消され，得点につながるようまとめてい
きます。
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

S24  
共通テスト物理

S24 福島弘幸 58/9〜12 211：10〜12：55

　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，重要なテー
マにポイントを絞り「深く理解」することに重点を置きながら，実戦形式の問題を通して重要事項をまとめます。

S25  
共通テスト化学

S25 横山誠一 17/23〜26 313：40〜15：25

　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「化学基礎」の分野も
含めた「化学」の範囲について演習しながら，各分野のポイントをまとめていきます。また，「二次私大で化学を使う予定だけ
れど苦手で…」という方が基礎を固めるのにも適しています。なお，天然有機・合成高分子は未履修の方も多いので扱いま
せん。

S26   
共通テスト生物

S26 谷口博紀 68/13〜16 211：10〜12：55

　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，
共通テストに対応できるように，問題に慣れると同時に重要事項を確認していきます。

S27S

共通テスト化学基礎
S27S 横山誠一 4A 8/5・6 517:40〜19:25

　共通テストの理科基礎は，2科目で60分なので短時間で正確な答えが導けるよう，演習しながら各分野のポイントをまと
めていきます。基礎～標準的な問題を扱うので，苦手な方が基本を固めるのに適しています。

S28S  S29S

共通テスト生物基礎
S28S 谷口博紀 4A 8/5・6 415：40〜17：25 S29S 下平清志 5B 8/11・12 415：40〜17：25

　生物基礎全般を扱います。後回しにしがちな科目ですが，あせってやるとなかなか頭に入りません。安定した確実な得
点力をつけるために，時間のあるこの時期にポイントを確認しておくことをお勧めします。

S30S  
共通テスト地学基礎

S30S 小松亜紗子 7A 8/17・18 211：10〜12：55

　地学基礎全般を扱います。細かい知識まできちんと覚えておく必要がある科目ですので，この時期に大枠の部分をきち
んと固めておき，秋から細かい部分を補強していくと効果的です。各分野のポイントをまとめ，演習を行います。
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

H01

世界史～頻出テーマの整理～
基礎 標準 発展

H01 小松浩司 27/28〜31 19：10〜10：55

　古代～18世紀までの世界史を，入試でよく出る地域や時代に重点を置いて，歴史の流れ，年代，地図を確認しなが
ら理解を深めていきます。

H02  
世界史～周辺地域史の整理～

基礎 標準 発展

H02 小松浩司 58/9〜12 19：10〜10：55

　普段の学習では見落としがちな，東南アジア，朝鮮，内陸アジア，アフリカ，中南米，東ヨーロッパの古代～近代（18
世紀頃）史を解説します。世界史で高得点を目指したい人にお勧めです。

H03  
早大日本史

基礎 標準 発展

H03 片岡　晶 78/17〜20 19：10〜10：55

　私立大学の最難関校を早慶上智大とひとくくりにしますが，この講座では早稲田大学の日本史に絞って対策します。
教育・社学・文学・文化構想学部には前近代史をしっかり学び，商学・法学・政経学部へ向けては，この夏に近現代
史まで見ておく欲張り講座です。慶應・上智大志願者にとっても学習意欲の高まる刺激的な内容です。

H04  
ハイレベル日本史演習

基礎 標準 発展

H04 片岡　晶 48/5〜8 19：10〜10：55

　MARCH（明治・青山学院・立教・中央・法政）をはじめとする難関私立大学に出題された問題を見ながら，夏の段階で「こ
こをこう押さえておきたい」というポイントを学んでいきます。年々厳しくなっている私立大学文系学部に合格する日本史の
力をつけていきます。

H05  
私大地理（各国地誌）

基礎 標準 発展

H05 片山　剛 78/17〜20 517:40〜19:25

　私大の地理では「地誌」の問題が攻略のカギになります。分野別の系統地理の内容を各地域・各国に集約し，発
展的な問題を扱います。秋以降の知識の吸収のきっかけとなることを目指します。

H06

私大政治・経済
基礎 標準 発展

H06 横田　研 78/17〜20 211：10〜12：55

　政経の得点を伸ばすコツは，用語を正確に「理解」し，ポイントを「整理」し，「考える」ことです。この講座では，
入試で出題されやすい単元の問題演習を通して，重要事項の理解と整理の仕方，考え方を指導します。
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

H07  
共通テスト世界史B（前近代）

H07 小松浩司 78/17〜20 19：10〜10：55

　今年実施された共通テストでは史料や図版が多用されましたが，基本的な知識とその理解が問われていました。この傾
向を踏まえて，この講座では古代～18世紀頃までの各地域の重要なポイントを整理していきます。

H08  H09

共通テスト日本史B
H08 片岡　晶 27/28〜31 517:40〜19:25 H09 片岡　晶 78/17〜20 313：40〜15：25

　共通テストの正誤問題に勝利するためには，時代の流れや背景・原因・結果・影響を理解しなければなりません。教
科書の太字以外の「地の文章」にこそ，正誤問題の秘密があるのです。そのことを実践的に学んでもらうことが，この
講座の目的です。

H10  H11   
共通テスト地理B

H10 片山　剛 38/1〜4 211：10〜12：55 H11 片山　剛 58/9〜12 619:40〜21:25

　出題傾向を分析し，この時期に完全に理解しておく必要がある重要分野を扱います。自然環境，産業の立地と変貌，
地球的課題などについて，問題演習を通じ徹底的に指導します。この夏に地理の土台を固めてしまおう。

H12  
共通テスト現代社会

H12 横田　研 58/9〜12 415：40〜17：25

　共通テストで差がつくのは「政治・経済分野」です。「憲法と人権・日本の政治機構・選挙」「市場・金融・財政」
などの試験によく出る政治・経済分野を中心に，丁寧に指導します。復習はもちろん，夏休み以降の予習にも最適です。

H13  H14

共通テスト政治・経済
H13 横田　研 17/23〜26 19：10〜10：55 H14 横田　研 58/9〜12 211：10〜12：55

　この講座では共通テストで必要不可欠な， 政治 ・ 経済についての「正しい理解」と「正確な知識」， そして「考えて
解く力」を養成します。復習はもちろん， 夏休み以降の予習にも最適です。【共通テスト倫理，政治・経済】の選択者
もぜひどうぞ。

H15S

共通テスト倫理， 政治・経済（倫理分野）
H15S 横田　研 1A 7/23・24 313：40〜15：25

　２日間で，倫理の思想分野について，共通テストで出題される多くの思想家の思想のポイントを確認し，問題の解き方・
考え方を指導します。【共通テスト倫理】の選択者もぜひどうぞ。

H16S

共通テスト倫理， 政治・経済（政治分野）
H16S 横田　研 1B 7/25・26 313：40〜15：25

　２日間で，政治･経済分野の問題の解き方・考え方を指導し，丁寧に解説をして重要事項をまとめていきます。復習は
もちろん，これから学習する単元の予習や苦手分野の発見にも役立ちます。政治･経済を初めて勉強する人や苦手な人
は４日間講座の【共通テスト政治・経済】を併願するとさらに効果的です。
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高2・高1特訓ゼミ

長ヨビの夏期講習では英語・数学のレベル別講座と国語の対策
講座を設定。普段は部活などでなかなか勉強する時間がとれな
い人も，来年の受験に向けて実戦力を養いたいという人も，それ
ぞれのレベルや目的に合わせた講座でさらなる実力アップ。学校
の補習とはひと味違う，受験を意識した長ヨビの夏期講習で第一
志望合格への第一歩を踏み出しましょう。

高2・高1短期完成特訓ゼミ

特に自分では勉強しにくい理科について，この夏に最低限ここまで
は学習しておきたいというポイントを，分野ごとに絞り込んだ講座
になります。２日間という短期集中講義で，特に基本事項の確認
を中心に，基礎力・応用力の養成を目指します。

長ヨビの夏期講習では英語・数学のレベル別講座と国語の対策
講座を設定。高校生活が始まったばかりで，まだ大学受験なんて
先のこと，と思っているキミ，全国のライバルはもうスタートしてい
ます。このあと充実した高校生活を送るためにも，この夏，苦手
科目を克服し得意科目はさらに得意にして，受験学力の基盤を固
めていきましょう。

高 1 生

1 生高 2 生 ・ 高

1 生高 2 生 ・ 高

2 生高
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E94

高1　アカデミー英語
基礎 標準 発展

E94 葉密　繁 27/28〜31 619:40〜21:25

　高校英語の学習内容は，分量が非常に多く，進度が格段に速くなっています。充実感をもって日々の学習をこなしてい
る皆さんへ。高1夏のこの時期だからこそ最難関大学・学部突破を目指し，一歩も二歩も進んだ訓練を重ねていきましょう。

E95

高1　ハイレベル英語
基礎 標準 発展

E95 田子雅章 68/13〜16 619:40〜21:25

　高1前半でつまずいてしまうと，なかなか遅れが取り戻せなくなってしまいます。まずは文法を中心に高校教科書の範囲
を確実に押さえて不安をなくし，勉強のリズムを上げていくことで，英語を得意科目にしていくきっかけにしてください。

E96

高1　スタンダード英語
基礎 標準 発展

E96 大川夏実 78/17〜20 619:40〜21:25

　まずは高校教科書の内容をしっかり押さえ，基礎力を固めたいみなさん向けの講座です。主に文法の既習事項の復習・
演習を通じて，各事項が習得できているか確認をするとともに，英語の勉強法の点検をし，夏以降につながる有意義な講
習にしましょう。

M95

高1　アカデミー数学
基礎 標準 発展

M95 村山正好 17/23〜26 619:40〜21:25

最難関大学を目指すキミへ!!
　東大・京大・医学部医学科などの最難関大学を目指す皆さんを対象とします。入試問題の中から高１までの学習分
野に相当するものを厳選し，実際に問題に取り組みながら思考力・応用力を身につけ，東大・京大・医学部医学科など
への現役合格に向けた実戦力を着実に養成します。数学Ⅰの範囲の内容をテーマとします。
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

E91

高2　アカデミー英語
基礎 標準 発展

E91 吉川　渉 48/5〜8 619:40〜21:25

　高2生の標準学力を超えた実力を持った皆さんへ。厳選した教材を使用し，難解な英文の正しい読み方・設問の解き方・
考え方を習得していきます。文法・作文・読解の各分野を幅広くカバーします。

E92

高2　ハイレベル英語
基礎 標準 発展

E92 田子雅章 48/5〜8 619:40〜21:25

　基礎から応用へと英語力を伸ばしたい高2生のための英語特訓講座です。文法から読解まで既習事項をしっかり定着
させ，秋から来春へと大きくステップアップして，志望大学の合格を勝ち取りましょう。

E93

高2　スタンダード英語
基礎 標準 発展

E93 大川夏実 27/28〜31 619:40〜21:25

　まずは教科書レベルの内容をしっかり押さえ，基礎力を固めたいみなさん向けの講座です。これまでの範囲の復習を通
じて，少しでも不安をなくし，自信を持って来年度の受験に望めるよう，充実した講習にしましょう。

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

M91

高2　アカデミー数学
基礎 標準 発展

M91 高倉俊輝 78/17〜20 619:40〜21:25

最難関大学を目指すキミへ!!
　東大・京大・医学部医学科などの最難関大学を目指す皆さんを対象とします。入試問題の中から数学Ⅱの内容で高２
の夏までに学習する分野に相当するものを厳選し，実際に問題に取り組みながら思考力・応用力を身につけ，東大・京大・
医学部医学科などへの現役合格に向けた実戦力を着実に養成します。数学Ⅱ（一部）の範囲の内容をテーマとします。

M92

高2　ハイレベル数学
基礎 標準 発展

M92 松島依織 78/17〜20 619:40〜21:25

数学を得意科目にしたいキミへ!!
　高校の授業（教科書の内容）は理解できていて，さらに実力をつけたい皆さんを対象とします。「基本事項は押さえて
いても，解いてみると思うように得点できない」あなたに足りないのは応用力。教科書に書かれていることを応用すること
によって，いろいろな問題が解けることを実感できるはずです。数学Ⅱの「式と証明」「複素数と方程式」「図形と方程式」
「三角関数」の内容をテーマとします。

M93

高2　スタンダード数学
基礎 標準 発展

M93 原　雅史 38/1〜4 619:40〜21:25

　まずは高校教科書の内容をしっかり押さえ，基礎力を固めたいみなさん向けの講座です。各分野が習得できているか確
認をするとともに，少しでも不安をなくし，自信を持って来年度の受験に望めるよう，充実した講習にしましょう。数学Ⅱの「式
と証明」「複素数と方程式」「図形と方程式」「三角関数」の分野を扱います。

M94

高2から始める数列の極限と関数の極限
基礎 標準 発展

M94 吉江宏文 68/13〜16 619:40〜21:25

　１－１＋１ー１＋・・・＝？
　数学Ⅲで扱われる数列の極限や関数の極限について，未履修者にもわかるように解説します。そして，極限操作にお
ける勘どころについても演習を交えて説明します。そうすることで，この変形は当然だよねというように式を見ることができる
ようなります。このときはこの変形という闇雲な丸暗記は必要ありません。
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

S91S

高2・1　物理基礎
基礎 標準 発展

S91S 原　友彦 3A 8/1・2 517:40〜19:25

　「運動とエネルギー」の分野を2日間でまとめます。物理の学習の基礎となるこの分野を攻略して，理解を深めましょう。

S92S

高2・1　化学基礎
基礎 標準 発展

S92S 横山誠一 4B 8/7・8 517:40〜19:25

　「物質の構成」と「物質量の計算」の分野を2日間でまとめます。化学の学習の基礎となるこの分野を攻略して，理解
を深めましょう。
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理 科

M99S

身に付く場合分け
基礎 標準 発展

M99S 吉江宏文 1A 7/23・24 619:40〜21:25

数学を得意科目にしたいキミへ！！
　わかっているつもりでいても，いざ問題を解くとなるとできないのが場合分け。
２次関数だけでなく，未知数による場合分けは高校数学の一つの関門でもあります。この講習を通して簡単な問題から
入試問題にいたるまで練習し，場合分けのエッセンスを身につけましょう。

M100S

三角関数の合成をマスターしよう！
基礎 標準 発展

M100S 松島依織 5B 8/11・12 517:40〜19:25

　共通テストでも必ず出題される三角関数。今回は三角関数の合成を図を使わずにできる方法で考えます。目標はsin
合成・cos合成の両方をできるようにすること！　受験生になった時にできるようにしておいて良かったと必ず思います。
※加法定理を使うので覚えてきてください。
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J92

高1　ハイレベル国語
基礎 標準 発展

J92 荒井美紀 48/5〜8 517:40〜19:25

　「大学受験はまだまだ遠い先のこと」と思っている人も多いはずです。しかし!! あっという間に時が流れ，気づいたとき
には間に合わず「もっと早く始めていたら…」そんな声をよく耳にします。後悔しないよう，国語の取り組み方，読解する
技術を学んでいきましょう。まず一歩踏み出そう!
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講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

J91

高2　ハイレベル国語
基礎 標準 発展

J91 荒井美紀 17/23〜26 619:40〜21:25

　「現代文の問題は何となく解いている」「古文の単語・文法は覚えようとしているけど，文章が読めない」…そんな皆さん
に贈ります。実際の入試問題を扱い，現代文は，感性やセンスに頼りがちな部分を論理的に考える練習をし，古文は，単純
な暗記学習にとどまらず，文章を正確に読解する練習を積みながら，入試に必要な解答力を身につけることを目指していきます。

国 語

講座番号／講座名／講座レベル 担当講師／開講期・時間／講座の内容

M96

高1　ハイレベル数学
基礎 標準 発展

M96 吉江宏文 38/1〜4 619:40〜21:25

数学を得意科目にしたいキミへ!!
　高校の授業（教科書の内容）は理解できていて，さらに実力をつけたい皆さんを対象とします。「基本事項は押さえて
いても，解いてみると思うように得点できない」あなたに足りないのは応用力。教科書に書かれていることを応用すること
によって，いろいろな問題が解けることを実感できるはずです。数学Ⅰの「数と式」「2次関数」の内容をテーマとします。

M97

高1　スタンダード数学
基礎 標準 発展

M97 松島依織 48/5〜8 619:40〜21:25

　まずは高校教科書の内容をしっかり押さえ，基礎力を固めたいみなさん向けの講座です。各分野が習得できているか確
認をするとともに，数学の勉強法の点検をし，夏以降につながる有意義な講習にしましょう。数学Ⅰの「数と式」「集合と
命題」「２次関数」の分野を扱います。

M98

高校1年生のための2次関数集中特訓演習
基礎 標準 発展

M98 高倉俊輝 58/9〜12 619:40〜21:25

 現役合格を目指すには自主学習の習慣をつけることが大事です。確認事項の講義をしたあと，２次関数の問題をレベル
ごとに出題し，各個人のレベルアップを目指します。分からないところがあれば質問がいつでも出来る講座になります。後
半にテストと解説をしますので定着度を確認することも出来ます。
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各講座とも開講日の2日前まで受講申し込みを受け付けます。申し込み方法

申し込み方法・納入金

　本校では個人情報保護の観点から,受講申込等で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,適切な管理をいたします。ご本人の
同意なく第三者に提供することはありません。

〈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
〈お問い合わせ先〉校舎窓口までお問い合わせください。

※信学会グループの「プライバシー・ポリシー」につきましては,ホームページ（shingakukai.or.jp）をご覧ください。

受　講　料
○テキスト代を含みます。

○受講料とともにお支払
　いください。

申　込　金

納　入　金　※お得な「講習パスポート」もございます。詳しくは3ページをご覧ください。

申込金と受講料の合計金額が納入金になります。 ※すべて消費税を含みます。

「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ「納入金（申込金＋受講料）」を同封して， 下記宛に現金書留で郵送して
ください。受領後， 本校から確認のお電話を差し上げます。

上記フリーダイヤルにお電話のうえ， 『夏期講習の申し込み』とお伝えください。 受講希望の「講座番号」「講座名」な
ど「受講申込書」への記入事項をお聞きいたします。
※納入金は受付日から７日以内に「窓口申込」の「受付場所」に持参いただくか , 現金書留で郵送いただきますのでご了承ください。

※納入金は受付日から７日以内に「窓口申込」の「受付場所」に持参いただくか， 現金書留で郵送いただきますのでご了承ください。

「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ， 上記「FAX番号」に送信してください。 FAX受信後， 本校から確認のお
電話を差し上げます。

郵送先 〒380-0826 長野市北石堂町1022　長野予備学校　夏期講習係

電話番号 0120-377-509申込専用フリーダイヤル

FAX番号 026-224-8788

窓 口 申 込1

郵送申込2

FAX 申 込4

電話申込3

「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ「納入金（申込金＋受講料）」を添えて,下記受付場所で直接お申し込みください。
長野予備学校
TEL.026-226-1774
受付時間
【平日・土曜日】9：00～18：00
【日曜・祝日】10：00～12：00/13：00～17：00

須坂駅前校
TEL.026-248-4488
受付時間
【火～土曜日】14：00～17：00

１講座につき▶15,000円（ グリーンクラス生 12,000円 ）

【受講料例】
 特別強化ゼミから２講座，目的別・テーマ別特訓ゼミから１講座，共通テスト試験対策ゼミから２講座，
 短期完成ゼミから１講座，計６講座を受講する場合
 15,000円×５講座＋7,500円×１講座 ＝ 受講料 82,500円
【高2・高1生】
 2講座以上受講の場合，1講座につき 10,000円（詳しい内容はP3をご覧ください。）

●次の方は申込金が免除になります。申し込みの際にお申し出ください。
2021年度の夏期講習・冬期講習・新学年準備セミナーの受講生／信学会幼稚園・保育園卒業生／信学会ゼミナール修了生
（１年以上在籍）／兄弟姉妹で受講する場合／兄弟姉妹が2022年度信学会３予備学校生，グリーンクラス生，ゼミナール
生，PASS生の方／2020・2021年度グリーンクラス生／2019・2020・2021年度信学会学力テスト年間成績優秀者／３
名以上同時申込／PASS在籍生／グリーンクラススペシャルDAY！！参加者／高2高1生対象講座を2講座以上申込まれた方

個人情報の取り扱いについて

申　込　金　　　4,000円

篠ノ井駅前校
TEL.026-292-1288
受付時間
【火～土曜日】14：00～17：00

受付時間 【平日・土曜日】9：00～18：00
　　　　 【日曜・祝日】10：00～12：00/13：00～17：00

（ 2日間完結講座は 7,500円 ／ グリーンクラス生 6,000円 ）
上記の金額に受講講座数をかけて受講料を算出してください。
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　夏はまとめて時間がとれる，だからレベルアップを図るのに最適な時期。でも部活もあったり忙しいし，そもそも勉強っ
てなにをしていいのか分からない，そんな人もいるでしょう。そこで長ヨビではこの夏，高校１年生と高校２年生のみなさ
んを対象に英数国の３教科について特別講座を開講します。この夏，もっとレベルアップを図るためにこの講座でステップ
アップしましょう！

「夏の無料公開講座」に参加されたみなさんは夏期講習の申込金（4,000円）が無料に
なります。
「グリーンクラス スペシャルDAY!!」についてのお問い合わせ・お申し込みは，長野予備学校まで。
（各講座定員になり次第締め切ります）

特 典

夏のイベント　
グリーンクラス スペシャルＤＡＹ！！ 開催決定

高１・２生
夏の無料公開講座　７月18日（月祝）

　部活も終わった，文化祭も終わった，これから本格的に受験勉強を始めようと思っているみなさん，そのやる気を実力に
変える第一歩をこの無料公開講座から始めませんか。長ヨビ自慢の精鋭講師がこの夏，そしてこれからの受験勉強に役立つ
ピンポイント・アドバイスを行います。各科目 60 分の集中講義，「えっ，たったの 60 分」と思うかもしれませんが，こ
の 60分がみなさんのこれからを大きく変える，そんな時間になりますよ。乞うご期待！！

高３生

姉妹校／ 提携信州予備学校◎　　 提携上田予備学校

〒380-0826 長野市北石堂町1022

E-mail ： nagayobi@shingakukai.or.jp
ホームページ ： shingakukai.or.jp/

026-226-1774
026-224-8788

長野予備学校

　この夏から本格的に受験勉強に取り組もうと熱く燃えているみなさん，信学会グリーンクラスでは後期（２学期）
からの受講生を募集しています。毎年多くの先輩たちが夏期講習からグリーンクラスへと通い，第一志望の大学
に見事合格しています。今年はみなさんの番，ぜひグリーンクラスを活用し自分の目標を達成してください。

夏期講習の申し込みと同時にグリーンクラスに入会する場合，夏期講習はグリー
ンクラス生料金で受講することができます。特 典

グリーンクラス後期生（２学期生）受付中!!
グリーンクラスは，第一志望へ現役合格を目指す高校生の
ための，信学会予備学校の進学指導コースです。

8月29日（月）
授業開始！！


