
上ヨビの
春期講習

3/19 3/31
土 木

新高 2生講習・春特訓

3/21 3/31
月 木

新高 3生準備セミナー

一年間の総まとめ！ますます多くのことを勉強していく2年生、そのスタート前に苦手
をなくしていきましょう！現在信学会グリーンクラスをご利用していない方は3月28日
(月)の18:30～19:00で講習を受講するにあたっての説明をさせていただきます。

新高２アカデミー英語

19：05 ～20：50

難関大を目指す生徒の皆さんを対象とした講座です。高１時に学習した内容を振り返り
つつ，その内容が大学入試に直結していることを確認します。

新高２ハイレベル英語A

19：05 ～20：50

学校のテストで平均点～＋１５点を目指す方に向けての講座です。英文読解に絶対必要
な知識となる”準動詞”を徹底的に復習します。「準動詞って何？」という人は、この講
座をぜひ受講してください！

新高２ハイレベル英語B

19：05 ～20：50

学校のテストで平均点を目指す方に向けての講座です。仮定法はマスターできています
か？仮定法がわかっていないと英文読解もできない・・・と言っても過言ではありませ
ん！この講座で仮定法マスターになろう！

新高２アカデミー数学

19：05 ～20：50

大学入試問題をふまえ，高１生の範囲がいかに重要な分野かを講義します。最難関大を
目指す生徒の皆さん是非受講してください。

新高２ハイレベル理系数学

19：05 ～20：50

高２から理系を選択した生徒対象の講座です。高１時より量が増え，スピードが速くな
ります。この講座では理系選択者にいかに高校の進度についていくか，そして高1の復習
をふまえ，大学入試における学習をどうすればいいかお伝えします。

新高２ハイレベル文系数学

19：05 ～20：50

高２から文系を選択した生徒対象の講座です。高１時より量が増え，スピードが速くな
ります。この講座では文系選択者にいかに高校の進度についていくか，そして高1の復習
をふまえ，大学入試における学習をどうすればいいかお伝えします。

新高２国語

19：05 ～20：50

高２を迎えるにあたって、押さえておくべき基本事項を確認しましょう。

新高2生対象：春期準備セミナー

新高2生 新高3生

お申込みはこちら
・お申込み方法はオンライン申込みのみとなります。受講される学年のQRコードから

Googleフォームへ必要事項をご入力してください。オンラインでのお申込みができな
い場合はお電話にてお問い合わせください。（℡ 0268-22-5588）

・お申込みは各講座の定員に達し次第締め切ります。
・受講講座の確認や新型コロナウイルス感染症の対応等で，上田予備学校からお電話を
させて頂く場合がございます。

上田予備学校

2/17
木

受付開始

201 3/28

202 3/28

203 3/28

211 3/31

212 3/31

213 3/31

221 3/30

新高2受講者特典：春特訓
新高2生で講習を受講した方限定！指導スタッフ＆質問対応付きの，高１総復習を行う
自習室です。普段の勉強時間がそもそも足りない，テストの出来が悪かった，学校の
課題がこなせていない……といった方におすすめです。以下の日程表で春特訓を行い
ます。同日中にA・B両方のコースに出席していただくことも可能です。

3月19日(土) 3月21日(月) 3月22日(火) 3月23日(水) 3月29日(火)

Aコース
14:00～17:00 ○ ○ ○ ○ ○

Bコース
17:30～20:30 ○ ○ ○ ○ ×



新高3生対象：春期準備セミナー
4月になれば3年生！万全の態勢で受験に臨みたい君たちへ、グリーンクラスが自信をもって贈る春期講
習です。

本講習は通常 [6,000円/1講座]のところ、どれだけ受講していただいても無料となります。

新高3準備セミナー 講座一覧

理系
6,000円× 5講座

=30,000円分が無料！

文系
6,000円× 4講座

=24,000円分が無料！

【受講例】

部活・班活で忙しいみなさんも、3年生になる節目のこの機会に学習習慣をつけましょう！受講・学習相
談も随時受け付けております。お気軽にご相談ください。
現在信学会グリーンクラスに通われていない方は3月24日(木)の17:30～18:00で講習を受講するにあたっ
ての説明をさせていただきます。

また、本セミナー受講から4/6までにグリーンクラスに入会される方は入会金20,000円が免除となり
ます。

講習日程・時間割

英語 ＋ ×1数学 国語 社会

＋ ×2理科英語 数学 国語

英
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国
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理
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会

新高3生対象：リスニング特訓
日時 ・・・3月24・25・28・30・31日（5日間）
時間 ・・・18：05～18：55（50分間）
受講料・・・5,000円

本講座では、様々なリスニング音源を聞き、リスニング、ディクテーション、シャドーイング、問題演

習を通して「英語の耳を鍛える」ことを目的としています。

残念ながら、リスニングの点数は一朝一夕で伸びるものではありません。正しく聞き続けることで、着

実に点数が伸びていくものです。

リスニングの点数を伸ばしたい人、特訓を通じて耳を鍛え抜きましょう！

※リスニング講座は有料となります。24日（13：00～17:30）１階にてお支払いください。

また、当日のリスニング特訓直前は1階受付の混雑が予想されます。お早めにお越しください。

新高3アカデミーα英語 (個別試験対策) 東大・京大をはじめとする最難関大を目指す生徒の皆さんを対象とした講座です。英語構文を軸に最難関大合格
に必要な要素について学びます。

新高3アカデミー英語（個別試験対策） ＧＭＡＲＣＨから早慶クラスの難関私大を目指す方や、国公立個別試験で英語を受験する方に向けての講座です。
文法や和訳を中心に、大学合格に向けて必要な知識の確認を行います。

新高3共通テスト・私大対策英語α 共通テストで７割以上を目指す方＋難関私大を目指す方に向けての講座です。英文読解の基礎の一つ上の内容を
着実に身につけ、使いこなせる力を養います。

新高3共通テスト・私大対策英語 共通テストで平均点以上を目指す方＋中堅私大を目指す方に向けての講座です。英語を基礎から確認し、定着さ
せることを目的としています。基礎を固めて英文読解に必要な英語力を養います。

新高3アカデミーα数学ⅠAⅡB
偏差値68以上の最難関である東大・京大・医学部系を目指す生徒対象です。

新高3アカデミー数学ⅠAⅡB 偏差値55以上の難関大を目指す生徒対象です。一つの問題を様々な視点から解く力は受験生にとって必須です。
現役合格を勝ち取りたい生徒は是非受講してください。文理は問いません。

新高3ハイレベル理系数学ⅠAⅡB 理系学部を希望する生徒や文系でも個別試験で数学を利用する生徒が対象です。基本は出来るが応用になると点
が取れないのは，うまく公式や考え方が使えないだけです。４月からいいスタートを切りたい受験生，是非受講
してください。

新高3ハイレベル文系数学ⅠAⅡB 文系学部を希望する生徒や数学がとにかく苦手でなんとかしたい生徒が対象です。公式を覚えていない，学校の
課題が手につかない生徒は是非受講してください。

新高3受験のための数学Ⅲ 数学Ⅲを受験で利用する生徒は必須です。
数学Ⅲは共通テストが終わってからでは身につきません。微積分の計算を中心に講義し，今何をすべきかを話し
ます。

新高3国語 現代文対策 国公立大学個別試験の記述式問題と共通テスト・私立大学入試の客観式問題、両方を取り扱い、根拠を明確にし
た解答の基本を確認します。

新高3国語 古文対策 国公立大学個別試験の記述式問題と共通テスト・私立大学入試の客観式問題、両方を取り扱い、根拠を明確にし
た解答の基本を確認します。

新高3文系世界史 今年度実施された共通テスト・私大入試・国立入試を参考に、学習方法の研究と講義を行います。入試で世界史
を使う生徒に受講をおすすめします。

新高3文系日本史 共通テスト・個別試験で日本史を受験する方が対象です。それぞれの入試ではどのような知識が必要になるのか、
実際に問題を解いて研究をしましょう。今年一年で身に着けるべき力は何かを発見します。

新高3理系アカデミー物理 難関大を目指す生徒対象講座です。現役合格に必要な実戦力をつけるためには、基本原理や法則を正しく理解し、
問題に出てくる現象を正しく考えられることが必要です。そんな点を意識して問題に取り組んでみましょう。

新高3理系ハイレベル物理 共通テスト個別試験で物理を受験する生徒対象講座です。公式や法則の意味を、問題演習を通して仕組みから整
理します。知識どうしをつなげていくことで問題を自分で確実に解ききる力を身につけます。

新高3理系アカデミー化学 難関大を目指す生徒対象講座です。現役合格に必要な実戦力をつけるためには、化学を体系的に学習し、基礎力
を固めそのうえで演習を重ね、どんな問題にも柔軟に対応できる思考力が必要になります。そんな点を意識して
問題に取り組んでみましょう。

新高3理系ハイレベル化学 共通テスト個別試験で化学を受験する生徒対象講座です。個別試験で高得点を狙うためには、丸覚えではなく、
現象や反応などの理解を深めておくこと、そして問題文の条件をしっかり読み解いていくことが大切になります。
演習を通して理解を深め、入試問題に対応できる得点力をつけていきましょう。

新高3理系生物 共通テスト個別試験で生物を受験する生徒対象講座です。入試本番でも使える形で効率よく生物の知識を再確認
しながら、大学入試ではもちろん、普段の試験でもライバルと差がつく生物のチカラについて、入試問題の演習
を通して一緒に確認しましょう。
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3月21日(月・祝) 3月24日(木) 3月25日(金)

18:05～18:55 新高3リスニング特訓１日目 新高3リスニング特訓２日目

19:05~20:50

新高3理系アカデミー物理 新高3アカデミーα数学ⅠAⅡB 新高3アカデミーα英語

新高3理系ハイレベル物理 新高3アカデミー数学ⅠAⅡB 新高3アカデミー英語

新高3理系生物 新高3ハイレベル理系数学ⅠAⅡB 新高3共通テスト・私大対策英語α

新高3文系世界史 新高3ハイレベル文系数学ⅠAⅡB 新高3共通テスト・私大対策英語

3月28日（月） 3月30日（水） 3月31日（木）

18:05～18:55 新高3リスニング特訓３日目 新高3リスニング特訓４日目 新高3リスニング特訓５日目

19:05~20:50

新高3受験のための数学Ⅲ 新高3理系アカデミー化学 新高3国語 現代文対策

新高3文系日本史 新高3理系ハイレベル化学

新高3国語 古文対策

※難易度はハイレベル＜アカデミー＜アカデミーαとなります。



QR

新高1準備セミナー

▶お申込み方法

上 ヨ ビ の

生徒・保護者対象 新高1ガイダンス１

生徒対象英語・数学体験授業２

夢中に、出会おう。

上田予備学校

0268-22-5588
平日9:00～18:00 土日祝9:00～16:00

386-0012

上田市中央1-2-21▶入会特典

※ 本DMは今まで信学会をご利用していただいた方のみの特典DMとなります。

3月

26(土)

3月

27(日)

• お申込み方法はオンライン申込みのみとなります。右のQRコードから
Googleフォームへ必要事項をご入力ください。オンラインでのお申込み
ができない場合はお電話にてお問い合わせください。

• 受講講座の確認や新型コロナウイルス感染症の対応等で，上田予備学校か
らお電話をさせて頂く場合がございます。

【αコース：長野・上田・屋代】 10:00～11:40
【アカデミーコース説明会】 11:50～12:20
【βコース：上田染谷・上田東・上田西】 14:00～15:40

・高校生になると何が変わるのか？
・高校で失敗しないためには何をすればいいのか？
・英語4技能は大学入試にどう役立つのか？
高校生活が始まる前に解消しておきたい疑問や不安、生活から学習まで全てお答えします！

同じ英語であるはずなのに、中学英語と高校英語は大きく違います！ この「違い」
をいち早く理解して、ライバルに差をつけよう！
数学は中学に比べ、量・スピードともに違います。この講座では、高校数学の最初の
分野を講義し、いいスタートが切れるようにします。

• 4月10日までの入会で入会金20,000円が免除となります。また、3週間
分の授業料最大22,800円が免除となります。(アカデミーコースは除く)

• この他にも特典がございます。詳細はお問い合わせください。

【英語】αコース：13:00～14:00 βコース： 14:10～15:10
【数学】αコース：14:10～15:10 βコース： 13:00～14:00
講座別（上田・染谷・スタンダード）説明会 15:20～15:40


