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来春を期す受験生の皆さんへ！ 

この一年をあなたはどう過ごすべきか? 

 

受験生の皆さん、長い人生を輝かしいものとするためには将来の進路をしっかりと

見定め、それと直結した大学を第一志望とし、来春こそ「第一志望大学合格」という

青春の努力の結晶をつかみとらなければなりません。 

そこで皆さんがこれからなすべきことは、可能性が無限に広がるように、得意科目

を伸ばすと同時に不得意科目を何としても克服して、得点源へと転化することです。そう

することによって、合格への道はおのずから開かれてくるのです。 

栄光予備校ではこうした認識にもとづいて、次の２点を来春合格のために絶対に欠か

せない最大の柱として、皆さんに約束します。 

当予備校においてはこの２点が万全の体制であることによって、皆さんの一年先輩

である本年予備校卒業生については今春、全員の合格が見込まれている次第です。 

 

①個人指導の実施：弱点科目を得点源とするために、ベテランスタッフが当予備校生 

全員に対して「パーソナルコーチング授業」を一年間継続する。 

②少数授業の実現：１クラスの定員を 10名前後とすることによって「対話形式授業」を 

進め、皆さんが十分に納得しポイントを理解できるまで徹底した 

指導を一年間継続する。 

 
さあ、来春を期す受験生の皆さん！ 

栄光予備校の情熱みなぎる教師陣

とともに、来春完全合格への第一歩

を踏み出そう!! 

                                  

 



 

 

【基本的指導方針・指導の特色】 

   

 

 

 

 

 

【合格率 100％を生み出す対話指導】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

指導効果の完璧を期し、全国トップレベルの大学受験生と対等の立場で勉学に励める

よう、最新の大学入試のデータをもとに最高水準の授業を展開し、受験生の皆さんを徹

底的に鍛えあげていきます。また全国模試に積極的に参加してもらい、全国レベルでの

位置を随時確認していきます。 

  栄光予備校の全講座を通じて、授業の第一方針となるのが“対話指導”です。一方的

な解説・説明に終始する授業、問題集ばかりに精を出す授業、興味の湧かないひっそり

とした授業…こうした形式の授業では絶対に学力は伸びません。ひとりひとりの個性豊か

な学力を尊重し、それを最大限に引きのばすもの―それこそが皆さんとの対話を通し

て実現する“対話指導”なのです。 

  実際のところ50人も100人も一緒の授業では、一人ひとりの個性･学力を把握し、不合

格の原因をはっきりとつかんだうえで弱点を補強することは非常に困難です。 

当予備校では１クラスの定員を１０名前後とし、また個人指導を随所にとり入れたパ

ーソナルコーチング授業を実現し､進学・学習に関するあらゆる面でのリードを行いま

す。 

少数指導―“対話指導”の完全実施のために､１クラスの定員を 10名前後とします。 

個人指導―最大弱点科目については、集団形式の授業ではほとんど効用があり 

          ません。そこで当予備校の全生徒について弱点科目の個人指導を 

          実現します。これによって、来春合格への道が大きく開けてきます 

          （他の予備校では絶対に真似のできないことです）。 

          すべてのコースにおける弱点科目個人指導についての授業料は、年 

間の授業料に含まれています。 

授業時間―午前 10時頃より午後 5時頃まで。（コースによって多少の差異 

           があります） なお希望する皆さんについては、自習室にて学習 

           することもできます。 

自習時間──午前 10時頃より午後 9時頃まで。 

 

 

 



【栄光予備校 2023年度 設置コース案内】 

 

コース名 コース概要 

国立大ハイレベル理系コース 難関国公立大学合格を目指して、実戦力・

応用力を養成していきます。 国立大ハイレベル文系コース 

国立大スタンダード理系コース 国公立大学合格のために、基礎力から応用

力まで訓練していきます。 国立大スタンダード文系コース 

信州大学サクセスコース 信州大学合格のために、今まで信大に多く

の合格者を出してきた精鋭講師陣が後押し

していきます。 

私立大ハイレベル理系コース 難関私立大の難解な入試問題に対する解

法・応用力を身に付けていきます。 私立大ハイレベル文系コース 

私立大スタンダード理系コース 弱点分野を確認・克服しながら、入試に必

要な実践力を養っていきます。 私立大スタンダード文系コース 

医療系メディカルコース 医療・看護系の短大、専門学校を目指して

いくコースです。 看護系ナーシングコース 

 

 

●授業の空き時間を利用して、弱点科目の個人指導を行います。   

●個人指導の週１回分は無料です。週２回以上を希望する場合は、追加分につ

いては有料になります。 

●当予備校主催の夏期講習・冬期講習については、正規授業料のほぼ半額で参

加できます。 

 

 

 



PM2:00～2:50 漢　文 PM2:00～2:50 漢　文

PM2:50～4:10 数学Ⅰ・Ａ PM2:50～4:10 数学Ⅰ・Ａ

PM4:20～5:50 世界史 PM4:20～5:50 世界史

AM10:40～12:00 漢　文 AM10:40～12:00 漢　文

PM1:00～2:20 数学Ⅰ・Ａ PM1:00～2:20 数学Ⅰ・Ａ

PM2:30～3:50 倫理・政経 PM2:30～3:50 倫理・政経

PM2:30～3:50 共通テスト数学 PM2:30～3:50 共通テスト数学

PM4:20～5:40 地　理 PM4:20～5:40 地　理

AM10:40～12:00 英文法 AM10:40～12:00 英文法

PM1:00～2:20 現代文 PM1:00～2:20 現代文

PM2:30～3:50 古　文 PM4:00～5:20 数学Ⅲ

AM10:40～12:00 共通テスト英語 PM5:20～6:10 物理基礎

PM1:00～2:20 古　文 PM6:20～7:50 物　理

PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ AM10:40～12:00 共通テスト英語

PM4:00～5:30 日本史 PM1:00～2:20 古　文

AM10:40～12:00 英文法基礎 PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ

PM1:00～2:20 現代文 PM4:00～5:30 日本史

PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ AM10:40～12:00 英文法基礎

PM3:50～4:40 地学基礎 PM1:00～2:20 数学Ⅲ

PM4:40～5:30 化学基礎 PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ

AM10:00～11:20 英文解釈 PM4:40～5:30 化学基礎

PM12:00～1:00 英語構文 PM5:40～7:10 化　学

PM1:10～2:00 生物基礎 AM10:00～11:20 英文解釈

PM12:00～1:00 英語構文

PM1:10～2:00 生物基礎

PM2:00～3:30 生　物

月

<時　間　割　例>

国公立大　文系コース 国公立大　理系コース

火

月

火

木

金

木

土

水

金

土

水



PM1:50～2:40 私大特別(英語) PM1:50～2:40 私大特別(英語)

PM2:40～4:00 古　文 PM2:50～4:10 数学Ⅰ・Ａ

PM4:20～5:50 世界史 PM1:00～2:20 数学Ⅰ・Ａ

AM10:40～12:00 漢　文 PM2:30～3:50 共通テスト数学

PM1:00～2:20 古　文 AM10:40～12:00 英文法

PM2:30～3:50 倫理・政経 PM1:00～2:20 英文解釈基礎

PM4:20～5:40 地　理 PM4:00～5:20 数学Ⅲ

AM10:40～12:00 英文法 PM5:20～6:10 物理基礎

PM1:00～2:20 英文解釈基礎 PM6:20～7:50 物　理

PM2:30～3:50 古  文 AM10:40～12:00 共通テスト英語

AM10:40～12:00 共通テスト英語 PM1:00～2:20 英語総合

PM1:00～2:20 英語総合 PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ

PM2:30～3:50 現代文 AM10:40～12:00 英文法基礎

PM4:00～5:30 日本史 PM1:00～2:20 数学Ⅲ

AM10:40～12:00 英文法基礎 PM2:30～3:50 数学Ⅱ・Ｂ

PM1:00～2:20 現代文 PM4:40～5:30 化学基礎

PM2:30～3:50 英作文 PM5:40～7:10 化　学

AM10:00～11:20 英文解釈 AM10:00～11:20 英文解釈

PM12:00～1:00 英語構文 PM12:00～1:00 英語構文

PM1:10～2:00 生物基礎

PM2:00～3:30 生　物

＊詳細は模試ごとの案内を配布していきますので、そちらを参照してください。

【模試について】

栄光予備校では河合塾の以下の全統模試を実施する予定です。

・全統共通テスト模試(共通テスト対策)

・全統記述模試(国公立2次試験/私大対策)

＊長野市内に河合塾による公開会場がある場合は、そこでの受験となります。

　 公開会場がない場合は、栄光予備校にて実施する予定です。

<時　間　割　例>

私立大　文系コース 私立大　理系コース

火

水

月

金

土

火

水

木

木

金

土

月



納 入 金 

授業料 250,000 円 ［2023 年 4 月 7 日～2024 年 1 月 11 日］ 

入学金 130,000 円 

設備費 80,000 円 

教材費 50,000 円 

合 計 510,000 円 

納入方法 

 

一括納入の場合 一括納入の場合には 510,000 円の納入金を

480,000円に割り引きます。 

分割納入の場合 入学時に 310,000円納入となり、以後毎月 

(5月～12月)25,000円の納入となります。 

その他 ・若干ですが夏に冷房費、冬に暖房費が必要となります。 

・一旦納入された授業料などについては、理由を問わず返還できません。 

授 業 日 程 

授業開始：2023年 4月 7日(金) 授業終了：2024年 1月 11日(木) 

夏休み：7月 25日(火)～8月 16日(水) 冬休み：12月 21日(木)～1月 9日(火) 

※他に日曜・祝日、職員研修が休講です。 

※参考：大学入試共通テスト：2024年 1月 13日(土)・14日(日) 

 

入 学 受 付                 ＜栄光予備校 案内図＞ 

 
長野市三輪６-５-１２ ☎026-235-3566 

毎日午前 10時～午後 10時 (日曜・祝日を除く) 

＊進学・学習相談も合わせて行います。 
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