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医学部医学科などの医歯薬系学部
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広大・スタンダードクラス

共通テスト対策

共通テストクラス

★ 選抜 印のついている講座はクラス認定試験などの認定が必要です。
★入塾後、塾内で定期的に行う
「単元テスト」
でクラスは変動します。

将来の大学受験に向け、長井ゼミ独自のカリキュラムでレベルアップ！
一人ひとりの力に合わせた習熟度別クラス。
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★ 選抜 印のついている講座はクラス認定試験などの認定が必要です。
★入塾後、塾内で定期的に行う
「単元テスト」
でクラスは変動します。

長井ゼミであの尾崎英語を開講しています
広島で大きな支持を得ていた尾崎英語を長井ゼミで開講します！
問題演習を繰り返すことで実践的な英語力を身につけます！

尾崎 英 語 講 座
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長井 英 語と尾 崎 英 語 の 違 い
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個別 指 導（ 高 1〜高 3 生対 象 ）P 13
入塾方法について
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現役の心療内科医が主宰する塾です。
生徒の心のケアにも十分注意を払っています。
長井ゼミの講師は、長井ゼミ主宰・心療内科医の長井敏弘による研修を日々積
み重ねており、生徒本人から、あるいは保護者の方からの様々な相談事にも細
かく対応できるよう準備しております。また必要に応じて、臨床心理士の資格
を持つカウンセラーのバックアップをうけられる体制も整えております。
その他、長井ゼミでは、生徒の言葉遣い・服装・髪の染色などに対し厳しく指導
しています。ご理解とご協力をお願いいたします。

長井ゼミ主宰・医師

長井 敏弘
医療法人ハンス理事長
元岡山大学医学部臨床教授
TV番組出演および学校関係の
講演会など幅広く活躍

高3英語

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。

講 座 名 称

選抜

選抜

選抜

講 座 内 容

東大・京大英語演習

東大・京大の過去問に特化して演習することによって、合格する力を養う講座です。授業は
演習⇒解説の順で進んでいき、英作文や要約問題に関しては個別に添削を行います。合格
するのに必要なきめ細かな解答の作り方や知識を伝授していきます。

ハイレベル英語
超ハイ
・広仁門英語

東大・京大・阪大などの難関国立大学および国公立大医学部を目指す人を対象とした講座
です。
これらの大学の過去問を扱いながら、演習⇒解説の順に進んでいきます。二次試験の
長文と英作文に必要な文法・語彙などのポイントを押さえていきます。英作文は個別の添削
を行います。ハイレベルクラスよりも進度が早く、状況によって別プリントでプラスアルファ
の問題演習を行っていきます。

ハイレベル英語

広大・スタンダード英語

阪大・九大・神大などの難関国立大学を目指す人を対象とした講座です。
これらの大学の過
去問を扱いながら、演習⇒解説の順に進んでいきます。二次試験の長文と英作文に必要な
文法・語彙などのポイントを押さえていきます。英作文は個別に添削を行います。

広大、岡大、山大などの中堅国公立大学を目指す人を対象とした講座です。共通テストやセ
ンター試験及び国公立大学の過去問を扱いながら、演習⇒解説の順に進んでいきます。前
期は単元別に復習を行い、基礎的な文法力・長文読解力を養成します。後期は演習を行い、
より実践的な得点力を養成していきます。英作文は個別に添削を行います。

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由…英語と国語には「添削」がある！

英語・国語の答案を講師が添削し、返却時にアドバイスします。
長井ゼミは、本物の「英語力」、
「国語力」が身につきます。
難関大学に合格するには日頃から教科書・参考書の問題を解いて模範解
答で理解する。それも大事です。
しかし、理解したことを自分の言葉で的確
に表現する力は自力ではなかなか身につきません。長井ゼミは受験科目の
中でもとりわけ表現力の必要な英語・国語における英作文や要約問題など
の答案を講師自ら添削し、返却時にアドバイスをします。国公立大学におい

読解力
文法力

＋

表現力

て出題頻度の高い要約問題や英作文問題、ぜひ長井ゼミのスーパー講師
にお任せください。
もちろん無料です（原則としてその科目の受講者に限り
ます）。

通常の授業で
身につく力

添削指導により
身につく力
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高3数学
講 座 名 称

選抜

東大京大数学演習
ⅠＡⅡＢ

選抜

東大京大数学演習
Ⅲ

選抜

超ハイ・広仁門数学
ⅠＡⅡＢ-α

選抜

超ハイ・広仁門数学
Ⅲ-α

選抜

超ハイ・広仁門数学
ⅠＡⅡＢ-β

選抜

超ハイ・広仁門数学
Ⅲ-β

選抜

ハイレベル数学
ⅠＡⅡＢ

選抜

ハイレベル数学
Ⅲ

広大・スタンダード数学
ⅠＡⅡＢ
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選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容

東大・京大など超難関大学受験者を対象とした特別演習講座です。
授業の中では超難関大学の過去問などを扱い、難問と格闘してもらいます。その解説の中で
超難関大学の二次試験レベルの問題で得点を稼ぐために必要な知識、ひらめきの種を伝授
します。
＊基本標準事項を履修済み理解済みであることを前提とします。

東大・京大など超難関大学や医学部医学科・歯学部・薬学部受験者を対象にした講座です。
前半は予習問題を解くことで、発想力養成と典型難問習得に重点を置きますが、後半はテス
ト演習を行い、良質な難問を解くことで速さ・正確さのトレーニングも行い、合格するために
必要な数学力を鍛えます。
＊数学Ⅲのクラスでは、基本事項を履修済みであることを前提とし、積分法からスタートします。数学Ⅲ未履
修の場合は【ゼロからの数学Ⅲ】の受講をお勧めします。

阪大・名大・九大・一橋大・早慶などの難関大学や、医学部医学科・歯学部・薬学部受験者を
対象とした講座です。
毎回の授業において、典型問題の例題解説から始め、発展問題の演習まで取り組みます。直
前期には速さ・正確さのトレーニングを行い、難関大学および医歯薬系学部突破の数学力を
養います。
＊数学Ⅲのクラスでは、基本事項を履修済みであることを前提とし、積分法からスタートします。数学Ⅲ未履
修の場合は【ゼロからの数学Ⅲ】の受講をお勧めします。

阪大・九大・神大などの難関大学や、歯学・薬学など難関学部受験者を対象とした講座です。
毎回の授業において、典型問題の例題解説で基礎、標準レベルの理解をしてもらい、発展問
題の演習で発想力の鍛錬をします。
＊数学Ⅲのクラスでは、基本事項を履修済みであることを前提とし、積分法からスタートします。数学Ⅲ未履
修の場合は【ゼロからの数学Ⅲ】の受講をお勧めします。

広大をはじめとする、中堅国私立大学志望者を対象とした講座です。
前期は標準問題の例題解説と類題および発展問題演習を中心に授業を進めます。後期は、
典型解法習得の徹底と応用力養成に重点を置きます。

広大・スタンダード数学
Ⅲ

＊数学Ⅲのクラスでは、基本事項を履修済みであることを前提とし、積分法からスタートします。数学Ⅲ未履
修の場合は【ゼロからの数学Ⅲ】の受講をお勧めします。

ゼロからの数学Ⅲ
【前期完成】

高２終了段階で数学Ⅲを全く習っていない生徒を対象としたクラスです。数Ⅲの基本から講
義しますが、快速学習により夏までに各Ⅲクラスに追いつき、後期からは各クラスへと編入し
ます。

共通テスト数学
ⅠＡⅡＢ

共通テスト数学受験者対象の講座です。
毎回、各単元の基本、標準レベルの問題の解説から始まり、実践演習、裏ワザの紹介など幅
広く扱い、本番で高得点をとるための数学力を養います。

高3化学
講 座 名 称

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容

東大京大化学演習

このクラスは、最初から演習のみのクラスです。化学の基礎はできていて、
より深い演習をし
たい人向けです。東大京大の化学は過去問を研究することが一番ではありますが、中にはそ
の場で読解しながら知らない知識でも解いていくタイプの問題があります。そういった学校
でも、通常の塾でも取り扱わないタイプの問題を春期から挑戦していくクラスです。我こそ
はと思う人たち。挑戦を待っています。

選抜

超ハイ・広仁門化学
α・β

αクラスでは、
標準的なレベルから講義を行い、
一気に超ハイレベルな演習問題まで扱いま
す。
かなりのスピードで進んでいく講座です。
α：東大・京大を目指す人、
広大以上のレベルの医学部医学科受験者を対象にした講座です。
βクラスでは、
前期は基本レベルから講義を行い、
後期は二次試験に頻出の単元を中心に演習
を重ねていきます。
最終的に二次試験で高得点を狙います。
β：阪大・名大・九大等を目指す人、
広大をはじめとする医学部医学科・歯学部・薬学部受験者
を対象にした講座です。

選抜

ハイレベル化学

九大・神大等の難関大学、中堅国私立大学志望者のための講座です。前期は基本的なレベ
ルから講義を行い、後期にはハイレベルな演習まで行います。国公立大二次試験や私立の
入試でも高得点を獲得する力を養います。

選抜

広大・スタンダード化学

高3物理
講 座 名 称

広大をはじめとする中堅国私立大学志望者のための講座です。前期は基本事項の確認をし
ながらゆっくりと講義を進めていきますので、安心してついてきてください。後期からはレベ
ルをあげた入試演習をしますので、私大入試や国公立大二次試験にも対応できる講座です。

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容

選抜

超ハイ・広仁門物理
α・β

東大・京大等の超難関大学受験者および医学部・歯学部・薬学部受験者を対象とした講座です。
α：東大・京大・東工大・慶應大などの超難関大学及び医学部医学科受験者を対象にした講座で
す。
授業は問題演習を中心に行います。
高度な物理のセンスを磨きながら、
数学的理解にも重点
を置き、
難問を解く力を養います。
β：阪大・九大等の難関大学及び医学部医学科・歯学部・薬学部受験者を対象にした講座です。
標準的なレベルから講義を行い、
一気に難問まで取り組みます。

選抜

ハイレベル物理

九大・神大等の難関大学・中堅国公立私立大学志望者を対象とした講座です。基本的なレベ
ルから講義を行い、難度の高い問題演習まで行います。国公立大二次試験や私立大学入試
で高得点を取るための力を養います。

広大・スタンダード物理

高3生物
講 座 名 称

選抜

選抜

広大をはじめとする中堅国公立私立大学志望者を対象とした講座です。基本事項の確認か
ら始め、典型問題の演習まで取り組みます。着実に共通テスト・国公立大二次・私大入試レベ
ルまで引き上げていきます。

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容

超ハイ・広仁門生物

東大・京大・阪大および国公立大医学部・歯学部・薬学部受験者を対象とした講座です。標
準的なレベルから講義を行い、多くの難問に取り組みます。前期から後期にかけてハイレベ
ルな演習を行い、実験考察問題・論述問題に対応できるように鍛えていきます。最終的に国
公立大二次試験での高得点を狙います。

ハイレベル生物

九大・神大等の難関大学・中堅国公立私立大学、および歯学部・薬学部を目指す人を対象と
した講座です。前期は基本的なレベルから講義を行い、後期にはそれに加えてハイレベルな
演習を行い、実験考察問題・論述問題に対応できるように鍛えていきます。国公立大二次試
験や私立の入試で高得点を狙います。

広大・スタンダード生物

生物を一から勉強したい人を対象とした講座です。
どの単元も基本事項の確認をしながら
ゆっくりと講義を進めていきます。
また、後期からは総合演習を重ね、着実に国公立大二次・
私大入試レベルまで引き上げていきます。
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新

長井ゼミの「理科基礎講座」
共通テスト 化学基礎／物理基礎／生物基礎／地学基礎

2022年度より新たに開始。
１講座分の受講料で２科目の受講が可能。
４つの基礎科目の中から、自分に必要
な科目を自由に２つ選択できます。1科目60分。理科基礎講座はすべて9月開講となっており、4か月の短期
集中講座です。

高3理科基礎
講 座 名 称

講 座 内 容

共通テスト化学基礎
【後期（9月）開講】

大学入試共通テストで高得点を狙う講座となっており、後期の4か月で化学基礎のすべてを
網羅します。知識分野と計算分野に特化したテキストでレベルアップを図ります。主要な知識
の理解を深める講義に加え、マーク形式の問題演習を行うことで、実践問題に必要な力の定
着を図ります。

共通テスト物理基礎
【後期（9月）開講】

大学入試共通テストで高得点を狙う講座です。力学から電磁気までのすべての単元を後期
の4か月で網羅します。知識や現象の理解を深める講義に加え、マーク形式をメインに問題
演習を行うことで、実践に必要な力の定着を図ります。

共通テスト生物基礎
【後期（9月）開講】

大学入試共通テストで高得点を狙う講座となっており、後期の４か月で生物基礎の全てを網
羅します。主要な知識の理解を深める講義に加え、マーク形式の問題演習を行うことで、図
やグラフを正確に読み解く力や、実験等の考察する力など、実践問題に必要な応用力の定着
を図ります。

共通テスト地学基礎
【後期（9月）開講】

共通テスト地学基礎で9割以上の得点を目指す講座です。出題頻度の高い内容を単元ごと
に学習していきます。特に、地震・飽和水蒸気量などの計算問題や、地層・天気などの図を用
いた問題については丁寧に説明を行うことで、試験本番で得点できるように実力を養成して
いきます。

長井ゼミが医学部受験に強い理由…現役医師による「面接対策」がある！

長井ゼミでは、現役医師による面接対策を行っています。
対象

高3・卒生を対象に無料で実施。

医系学部の受験では、医師が面接します。問われるのは「将来医療にたずさわ
る者としての答え」です。一般的な予備校・塾や学校の面接対策では面接担当
官が医師ではないため、十分な対策ができません。
しかし長井ゼミでは、現役
医師でもある学院長自らが面接指導を実施し、面接官が何を求めているかを
的確に指導します（高3の長井ゼミ生対象で、2学期に行います。
もちろん無料
です）。

よろこびの声

中田 夏実 さん（ノートルダム清心高校出身）

広島大学医学部医学科 合格

私は、周囲に医療に関わる人もおらず、医学部の面接ではどのような事を聞かれるのだろうととても不安に思っていました。
特に私はふるさと枠での受験であったため、面接の配点が高く、
とても不安でした。
しかし、長井ゼミでは面接のための心得について現役医師である長井先生が直々に講義をして下さることで、面接のイメージが湧き、雰
囲気を掴むことができました。
本番では少し圧迫気味の面接でしたが、長井ゼミのおかげで落ち着いて応対することができました。ありがとうございました。
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高3国語
講 座 名 称

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容

東大京大国語演習

東大・京大レベルの問題演習特化の講座です。1年間を通して、演習→添削→解説を繰り返
し、単に文章の読み方、解答の書き方を学ぶだけでなく、無駄を無くし一言一言の表現にまで
こだわった完成度の高い解答を作成する力を養います。
＊この講座は
「ハイレベル記述国語」
の認定が必要です。

ハイレベル記述国語

難関国公立大学二次試験レベルの講座です。古典（古文・漢文）は前期・後期で記述解答作
成のベースとなる知識を整理しながら、併せて読解力も養います。現代文は記述形式の問題
演習で記述力を身につけます。
＊この講座は前期は古典のみ、
後期は古典と現代文を隔週で開講します。

ハイレベル共通テスト古典
スタンダード共通テスト古典

共通テストのみ国語を必要とする人を対象にした講座です。文章読解のベースとなる知識を網
羅し、初見でも
「誰が、何を、
どうしたのか」
を捉えることのできる読解力を身につけていきます。
高2で国語を受講している→ハイレベル
古典文法は完璧だ→ハイレベル
高3から国語の勉強を始める→スタンダード
古典文法に不安がある→スタンダード

選抜

選抜

共通テスト現代文演習
【後期（9月）開講】

現代文はマーク式問題演習で実戦力を身につけます。試験本番で時間内に解き切れるよう
に練習します。現代文の読み方が分からない、選択肢の選び方が分からない人は春期講習の
「共通テスト現代文解法」
を受講しておくのがオススメ！

高3地歴
講 座 名 称

講 座 内 容

共通テスト日本史

共通テストの日本史で高得点を目指す人を対象とした講座です。共通テストの日本史は、
一問一答的な用語の理解だけでは得点できません。知識と知識を有機的に結びつけ、暗記
の負担を最小限にするための講義を行います。併せて基礎項目のチェックと正誤問題の解
法も伝授していきます。

共通テスト世界史

共通テストの世界史で高得点を目指す人を対象とした講座です。共通テストの世界史は、一問
一答的な用語の理解だけでは戦えません。膨大な暗記量を削ぎ落とし、
『 出る世界史』だけに
絞り込みます。
さらに、
『流れがわかる』特製テキストは、受験直前のお守り、
と大好評！
＊
「共通テスト世界史」
は、毎週２コマの講義をします。授業料は、
１コマ分です。
＊国公立大二次試験等に向けた論述指導が必要な方は、
講師にご相談ください。

共通テスト地理

共通テストの地理は、
「地理的考え方」
をマスターできれば、細かい地名や産業の知識がなく
ても得点できます。
この講座では、前期に指導する気候・地形などの系統地理を通じて「地理
的考え方」
を徹底的に理解し、後期の地誌演習で知識の定着を図ります。

高3公民
講 座 名 称

講 座 内 容

共通テスト倫理政経

倫理政経は政治経済と倫理のバランスが肝心です。政治経済分野は問題に即応する実戦
力、倫理分野は知識力が問われます。
この講座では、前期に政治経済分野で問われる知識を
整理し、後期に思想家のキーワードをマスターし、総合演習で実戦力を高めます。

共通テスト現代社会

共通テストの現代社会は、知識の理解は最小限度にとどめ、演習を通じて問題文を読み慣れ
たり、出題傾向などを理解していくことが最も効果的な学習方法です。
この講座では、前期
に現代社会で問われる知識を整理し、後期に共通テスト対策の演習を繰り返し、実戦力を高
めていきます。
＊この講座は後期は隔週で開催します。

共通テスト倫理
【後期（9月）開講】

共通テストの倫理は、地歴・公民7科目の中で最も得点がとりやすい科目と言えるでしょう。
志望校の受験科目に倫理があれば大チャンス！長井ゼミの倫理は、
「 60秒ですべてわかる倫
理！」
「Ethics Keyword Master」
など、共通テストで高得点を保障するノウハウ満載！倫理
対策は、半年あれば十分です！
＊この講座は隔週で開催します。
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高2講座
講 座 名 称

英
語

選抜

数
学

選抜

高2英語 E-1,2

高２数学
M-Top
（前期）

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。
講 座 内 容
前期は文法テーマに沿った長文問題の演習を行っていき、長文読解のための基礎力
を養います。
また、後期からは、
Ｅ-１では、国公立大二次の過去問を扱った長文読解
と、基本的な和文英訳を行い、英作文の実戦力を養います。
Ｅ-２では、同じく長文読
解と、基本的な文法問題を通じて英作文のための文法知識や表現の確認も行いま
す。授業は問題確認⇒重要事項確認⇒演習の流れで進んでいきます。

数学を武器に、東大・京大および国公立大医学部などの難関大学を突破する生徒の
ための講座です。
ⅠＡⅡＢ範囲の復習と同時に、入試レベルの演習に積極的に取り組
んでいきます。

数学
ⅠAⅡB-Top（後期）

＊まずは高１の単元テスト等の成績により内部生から受講者を選抜します。外部募集はしていません。
その後は高２の単元テストの成績により受講者を選抜していきます。

高２数学
M-1,2,3（前期）

前期は数学Ｂの単元である
「ベクトル」
「微分積分」
をゼロから履修します。長井ゼミオリ
ジナルの教材を使用し、
ゼロからの導入解説とともに、大学入試演習まで行います。
ま
た、単元の履修を終える毎に全クラス共通のテストを実施し、
クラス分けを行います。

数学
ⅠAⅡB-1,2,3（後期）

後期は数学ⅠＡⅡＢの復習をしながら、複数の単元にまたがる分野融合問題を含め、
レ
ベルアップのための典型入試問題演習に取り組みます。

高２数学 Ⅲ-1,2,3
【後期（9月）開講】

数学Ⅲの単元である、
「 極限」
「 微分法」
「 積分法」
を履修します。計算の基本から始ま
り、数学Ⅲならではの考え方を身につけていきます。高２後半の半年間で、数学Ⅲの力
をどこまでつけるか、
が受験学年での成績を大きく左右します。

選抜

選抜

高２ゼロからの数学
ⅡB

化
学

選抜

高２化学 C-Top

数学ⅡBをはじめからじっくり学びたい人向けの講座です。一年かけて数学ⅡBを学校
の定期テストレベルから、受験の基礎・標準レベルまで履修します。
じっくりゆっくり進
めて行くので、学校の勉強や部活動が忙しくても、大きな負担なく受講することが可能
です。高３からはレベル別のクラスに継続します。

化学を武器にして、東大・京大および国公立大医学部を目指す生徒のための講座で
す。
「化学」の主要単元の先取り学習をし、
さらに入試レベルの演習にも積極的に取り
組みます。来たれ、ハイレベルな諸君よ!!
＊まずは高１の単元テスト等の成績により内部生から受講者を選抜します。外部募集はしていません。
その後は高２の単元テストの成績により受講者を選抜していきます。
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高2化学 C-1,2

一年間で「化学」の主要な単元を終わらせる講座です。他の人より化学を早く仕上
げ、高３になったら入試演習に取り組みたいという人にお薦めの講座です。化学を得
意科目にしたい、共通テストや国公立大二次試験、私大入試で高得点を取りたい人
は是非受講してください。

高２ゼロからの化学

高１終了段階において高校化学を学校で習ったことのない生徒を対象としたクラス
です。初めは「モル」
を含め、
「 化学基礎」
をゼロから丁寧に講義し、一年間で「化学基
礎」
「化学」の主要な単元を学習します。
２年生のうちに化学をある程度完成させたい
人におすすめの講座です。

高2講座

選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。

講 座 名 称

物 理

選抜

高２物理 Ｐ-Top

講 座 内 容
物理を武器にして、東大・京大・東工大および国公立大医学部を目指す生徒のため
の講座です。
「 物理」の主要単元の先取り学習をし、
さらに入試レベルの演習にも積
極的に取り組みます。
＊高２物理の単元テストの成績により内部生から受講者を選抜します。外部募集はしていません。

生 物
国 語

高２物理 Ｐ-１，
２

一年間で「物理基礎」
と
「物理」の主要な単元を終わらせる講座です。物理を得点源
にするコツは、公式を暗記することではなく、 現象や公式を理解すること です。
こ
の講座では、基本事項の導入から現象の理解を深め、入試問題を解く力を養います。

高2生物

生物の重要単元を高校で学習するよりも早く、先取りで進めていく講座です。生物は
暗記教科といわれますが、ただ暗記するのではなく、
「どこ」で「なに」が
「何のため」
に
起きているのかという一連の流れで理解を深める必要があります。
この講座では、実
験や映像等を用いることで理解を深め、入試問題を解く力を培っていきます。
また、講義では生物の基本から進めていくため、初めて生物を学習する方でも受講が
可能です。

高２国語

高１から古典を頑張った人、古典文法はひととおりインプットできた人のための講座
です。文法を完成させ、文章読解へのプロローグとなる内容を扱います。少しずつ長
い文章に触れながら、読解の基礎から応用への磨きをかけ、共通テストレベルの長文
適応力を養っていきます。

高2今から始める古典

「国語はセンスだから努力しても伸びない」
と思っているあなた！実は国語にも他の教科
同様に解答までの道筋があります。そのために、
まずはこの講座で基本的な知識と読解
法をマスターしましょう。設問の見え方・捉え方が今までとは大きく変わってきますよ！
＊この講座では古文・漢文を扱います。

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由…しっかりとした「フォロー体制」がある！

万が一欠席したときも安心！
いつでも見られる授業映像！
病気や学校行事、部活の試合などでやむを得ず欠席・・・ということありますよ
数学Ⅲの単元である、
「極限」
「微分法」
「積分法」
を履修します。高２のうちに計算の基
ね。でも長井ゼミでは安心！ほぼ全ての授業で講義を撮影しています。所定の手
本から始まり、数学Ⅲならではの考え方を身につけていきます。高２後半の半年間で、
続きをするだけで校舎内の所定のブースで気軽に視ることができ、
翌週の授
数学Ⅲの力をどこまでつけるか、
が受験学年での成績を大きく左右します。
業をより良く理解できる、生徒達に好評のシステムです！もちろん、視聴後疑問
点が生じれば質問も受け付けています。
休んだところのフォローをしっかりして、次回の授業に臨んでください‼
（視聴時間は予め決まっております。視聴方法は窓口までお尋ねください。）
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高1講座
英 語

選抜

数 学
選抜

講 座 名 称

講 座 内 容

高１英語 E-1,2

中文・長文読解・英作文を行い、国公立大二次試験のための基礎力を養います。授業
は問題確認⇒重要事項確認⇒演習の流れで進んでいきます。中３時に、文法をある
程度履修していることを前提に授業を進めますので、不安がある場合はコア英語の
受講をお勧めします。

高１コア英語

英文法を単元別に学習していきます。大学入試に必要な文法事項を中心に、読解や
英作文にも活用できる形で指導します。
１年間で基本となる文法事項の完成を目指
します。

高１数学
M-1,2,3

数学ⅡＢの単元をゼロから履修します。長井ゼミオリジナルの教材を利用し、
ゼロから
の導入解説とともに、大学入試演習まで行います。
また、単元の履修を終える毎に全
クラス共通のテストを実施し、
クラス分けを行います。

高１エッセンシャル
数学

広大附属高校などゼロから数学ⅠＡを学ぶ生徒にとって最適の講座です。大学入試に
必要な典型テーマに的を絞り基本事項から解説、大学入試レベルの演習も交えて超
速で学習し、
１年間で先取り学習のスタイルを作り上げます。
高２から
「高２数学Ｍ-Top，
１，
２，
３」の各クラスに編入します。

高１ゼロからの
数学ⅠA

数学ⅠＡをはじめからじっくり学びたい人向けの講座です。一年かけて数学ⅠAを学校
の定期テストレベルから、受験の基礎・標準レベルまで履修します。
じっくりゆっくり
進めて行くので、学校の勉強や部活動が忙しくても、大きな負担なく受講することが
可能です。高２からは「高２ゼロからの数学ⅡB」
に継続します。

高１学院数学演習

学院高校の生徒に向けた学校で習った内容を扱っていく講座です。普通の準拠クラ
スのように学校の内容を確認して終わるのではなく、発展演習も行い、受験に向けて
の数学力を鍛えていきます。

高１化学 C-1,2

「化学基礎」の初めから
「化学」の一部まで丁寧に学習していきます。基本的な内容は
もちろん、学校では教えてくれないような応用的な内容も取り入れます。楽しく化学
の授業を受けたい人、他の人より化学を一歩リードしたい人、受験に向けて化学を早
く仕上げたい人にお薦めの講座です。

高１ゼロから古典
【後期（9月）開講】

古文・漢文の基礎となる文法をゼロから。古典文法は何にも知らない、文章を読んで
も何が書いてあるのかわからない、
という人大歓迎です。古典を武器にしたい方は是
非始めましょう。学校の定期テストで古典の得点が楽〜に上がっていくかも...。

選抜

化 学
国 語
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選 抜 印のついている講座は選抜クラスのため、認定が必要です。

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由

名物

大 丈 夫 問 題 集

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由…「大丈夫問題集」がある！

「解法」を理解させ、実践もお任せ!
「効率よく成績が伸びるいい問題集ありますか？」世間の受験
生みんなの悩みの種です。でも長井ゼミ生なら大丈夫！
「大丈
夫問題集」がその悩みをすべて解決してくれます。長井ゼミの
講師が検討に検討を重ねた問題、そして授業の内容に即した解
答・解説。授業テキストと合わせ、何回も解くことでどんな入試
問題でも対応できます。
「大丈夫さえやれば大丈夫」合格した先輩の声です。ぜひ実感
してください。
（※受講科目において授業中に配布します）

よろこびの声

S.Yさん（ノートルダム清心高校出身）

広島大学医学部医学科 合格

私は特に数学が苦手で自分の数学力に全く自信がありませんでした。
しかし、長井ゼミの数学のテキストは良い問題しか入っていないの
で、模試などで似た問題に遭遇することが多々あり、解ける問題が増えていくことで自信に繋がりました。
また、長井ゼミの先生方はひと
つの問題にいくつかの別解も教えてくださるので、様々なアプローチを知ることもできました。
なので、テキストをよく復習して、大丈夫問
題集をやり込めば数学が武器になると思います。

S.Aさん（広島大学附属高校出身）

九州大学農学部生物生産学科 合格、同志社大学心理学部心理学科 合格、立命館大学総合心理学部 合格
立命館大学生命科学部生命情報学科 合格、関西大学社会学部心理学科 合格、関西学院大学社会学部 合格
長井ゼミに通う前の私は学校の授業をただ受けているだけで、
自分で何をすればよいかも分からないほど、理科が苦手でした。そんな中、
分かりやすい授業とテキスト、大丈夫問題集という他塾にはないシステムで、苦手な分野の類題をいくつも解くことができ、分かるように
なっていくことを実感できました。

O.Cさん（修道高校出身）

慶應義塾大学環境情報学部 合格、慶應義塾大学総合政策学部 合格、早稲田大学人間科学部人間情報学科 合格
青山学院大学総合文化政策学部 合格、法政大学経済学部現代ビジネス学科 合格、明治大学政治経済学部 合格
長井ゼミの良いところだと思う点は、使う教材がとても良い点です。授業用のテキストでは要点がまとめられていたり、重要な問題が抜粋
されていたりして、繰り返し見直すことで基礎的な部分はしっかり把握できます。
また、長井ゼミでは大丈夫問題集という問題集が配られ
ます。これさえやっておけば大丈夫 という由来からこのような名前になったらしいのですが、本当にその通りです。学校の授業以外は基
本的に大丈夫問題集をひたすら解きました。特に数学の大丈夫問題集は市販したらたぶん日本で一番売れると思います。少なくとも僕が
出会った中ではダントツで最強の問題集でした。
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長井ゼミで尾崎英語を開講しています！

尾 崎 英 語

高1〜
高3生
対象

まず高校1年次には、文構造の取り方を習得するだけでなく、入試頻出の文章を用いて英語長文の読み方を学
びます。
また、授業時に行うテストを通じて学習する習慣を身につけます。そして、高校2年次には、標準的入試
問題を通して和訳スキルや英語論文の書き方について学び、高校3年次には難関大学の入試問題に取り組ん
でいきます。
このように3年間でバランスのとれた真の英語力を無理なく身につけていきます。

長井ゼミ 尾崎英語 講座
講 座 名 称

【目標】長文読解スキルの習得、学習習慣の確立

高1尾崎英語
（リーディング）

入試頻出のテーマを扱った文章を用いて、英語長文を読み解く上での読解スキルを学びま
す。
また、授業時に行うテストを通じて、学習する習慣や研究意識を培うと共に、徹底的な問題
演習を通して、知識を定着させ解法の感覚を身につけます。高校２、
３年生、そして入試で必要
となる土台をきっちりと作り上げます。

【目標】和訳スキルの習得、
日本語の表現力の向上

高2尾崎英語
（リーディング）

尾崎英語オリジナルの単語集である
「単語三兄弟」の学習を通じて質の高い和訳スキルを習
得します。
また、説明問題や要約問題を使って日本語の表現力をアップさせていきます。テスト
の内容を標準的なものから発展的なものへと徐々に移行させ、長文読解スキルをさらに高め
ます。

高2尾崎英語
（ライティング・リスニング）

【目標】英訳スキルの習得、
リスニング力の向上

文法力を活用して、身近な事柄を英語で表現する英訳スキルを習得します。英作文に必要な
文法事項を確認した上で、和文英訳、そして自由英作文へと段階を踏んで着実に英作文力を
身につけます。
また、
リスニング演習を通して、英語を聞き取る力を身につけます。

【目標】答案作成能力の習得

高3尾崎英語
（リーディング）

旧帝大をはじめとする難関国公立大、
早慶大などの難関私立大、
および医歯薬獣医学部を目指す人を
対象とした講座です。最新の入試事情に合わせて、和訳や読解問題だけでなく、
２００字前後の日本語
で筆者の意見をまとめる要約問題や総語数１０００語を超える長文問題の解法を習得します。
演習回を
重ねるごとに答案作成能力が身につく構成になっています。
高校１、
２年次に習得した読解スキルと和
訳スキルを飛躍的に向上させ、
難関大学の入試に十分な英語力と答案作成能力を完成させます。

高3尾崎英語
（ライティング・リスニング）

【目標】実践的な英作文力とリスニング力の習得

文法・語法・構文力を駆使して、身近な事柄だけでなく、抽象的で難度の高い日本語も英語で表現する
能力を習得します。また、ほぼ全ての国公立大学および難関私立大学で出題される自由英作文の書き
方についても、順序だてて伝授していきます。さらにリスニングについては、共通テストで出題される問
題を形式別に演習することによって、それぞれの形式の問題をどう攻略するかについて伝授します。

【目標】答案作成能力の習得

高3尾崎英語
（スタンダード）

広大をはじめとする中堅国公立大や関関同立大などの中堅私立大を目指す人、および共通テストのみを
必要とする人を対象とした講座です。文法問題、下線部和訳問題、長文読解問題を中心に扱います。問題
演習を通じて、基礎〜発展的な英語力が身につく構成になっています。文法・和訳スキル、読解スキルを
習得し、中堅国公立・私立大学の入試に必要な英語力、
さらには答案作成能力の完成を目指します。

高1〜3のいずれの授業もテストゼミ形式で行います。
高1生
（リーディング）
（英文法）
問題演習
（15分）
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＋

解説講義
（75分）

高2生
（リーディング）
（ライティング・リスニング）
問題演習
（20分）

＋

解説講義
（70分）

高3生
（リーディング）
（ライティング・リスニング）
問題演習
（25分）

＋

解説講義
（65分）

高3生
（スタンダード）
問題演習
（20分）

＋

解説講義
（70分）

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由…教え方の違う2つの英語講座がある！

「長井英語」
と
「尾崎英語」
2つの講座の違いって何？
長井ゼミには、
「長井英語」
と
「尾崎英語」の2つの英語講座が存在しています。
その理由は、一人一人にあった勉強法で英語力UPを目指すためです。
「 長井
英語」
と
「尾崎英語」はどういった違いがあるのか、マラソンに例えて、その学
習課程の違いを説明してみたいと思います。

長井英語

尾崎英語

まず基礎体力をつける
STEP-1

走る練習をして基礎体力をつける
STEP-1

英語で言えば、基礎問題を通して文法事項を身につ
けるよ！

英語で言えば、長文問題を解きながら読解に必要な
文法事項を身につけるよ！

徐々に走る距離を伸ばしていく
STEP-2

走り込みをしてタイムを縮める
STEP-2

短文→中文→長文というように、徐々に長い文章の
問題に挑戦していくよ！

長文読解スキルを使った問題演習を重ね読むスピー
ドを上げていくよ！

英語力UP!
志望校合格！
を目指す！
「長井英語」
と
「尾崎英語」
は、併用して受講することもできます。
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長井の個別は本当の意味での「個別指導」

長 井 の 個 別 指 導
長井ゼミの「個別指導」は、
「勉強をやらせていて、教師（学生）が監督しているだけ」
「一人の教師が複数の個別
ブースを回って教え、一人の生徒に向かい合う時間はごくわずか」
というような他塾でよくある
「個別指導」
とは
異なります。長井ゼミでは、生徒の学力をしっかりと伸ばす「意味のある個別指導」
を実施しています。

長井ゼミで学ぶと学力が伸びる理由…「意味のある個別指導」がある！

個別指導なら長井ゼミ！
「4つのポイント」
対象

高1〜高3生（学期途中などいつからでも始められます。）

指導教科

POINT

1

英語、数学、国語、理科、社会

80分丸ごと１人の生徒を指導します
もちろん指導内容は生徒と相談して決めますが、生徒主導ではな
く講師主導でのマンツーマンプログラムです。問題演習の際も、
解く様子を見てその都度指導します。

POINT

2

長井ゼミ講師または長井ゼミ卒業生の医歯薬学部の大学生が指導
「長井の個別」は、講師にもこだわっています。担当するのは、長井ゼミで一斉授業を担当している講師、
または
長井ゼミ卒業生の中から選抜したスーパー大学生です。
どちらも
「長井の教え方」
をマスターしているので、質
の高い指導を提供できます。

POINT

3

教えっぱなしではありません
講師は毎回の指導後、指導内容や生徒へのアドバイスを記入した「個別指
導報告書」
を作成しています。4回の指導終了後に生徒のご自宅に「個別
指導報告書」
を送付します。
また、
ご希望に応じて保護者面談も承ります。
▲個別指導報告書

POINT

4

長井ゼミオリジナル教材の問題を使用して受験対策ができます
長井ゼミのノウハウが詰まったテキスト問題の演習を行ったり、
「 数列の漸化式」
「 英文法」など特定の分野・単
元を集中的に学習するなど、
目標へ向けての受験対策をすることもできます。
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【入塾までの流れ】
詳しくは
「入塾手続ご案内」
（水色の冊子）
をご覧ください。
各講座1回限り無料で授業を体験できます。お気軽にお電話ください（高校部 082-264-7004）。

クラス 認 定 申し込 み
受講をご希望のクラスによって認定の申し込み方法が異なります。

選抜クラス

その他のクラス

●クラス認定試験による認定
お電話でクラス認定試験をお申し込みください。
日時を設定いたしま
す。試験当日、
クラス認定申込書と筆記用具をお持ちください。

●模擬試験の結果による認定（高3・高2生のみ）

校舎事務局まで
お問い合わせください。

直近に受けられた模擬試験の結果とクラス認定申込書を校舎事
務局にご提出ください。

体 験 授 業による認 定
各講座、年度を通じ1回のみ体験が可能です。授業体験後、授業担当からクラス認定を受けた場合
はクラス認定試験・模試認定は不要となります。
＊高3生の方で、特待生認定を希望される方は、特待生認定用入塾テストを受験してください。

ク ラ ス 認 定
クラス認定のあと、入塾に必要な書類をお渡しします。

受講料振込・必要書類の提出
入塾金および授業料をお振込みください。
受講申込書および誓約書に必要事項を記入・捺印・写真添付の上、校舎事務局までご提出ください。

受

講

開

始

後日、
塾生証を送付します。
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長井ゼミグループ
https://www.nagaizemi.com/
長井ゼミ セレクトエイト

長井ゼミ 特別医進クラス

長井ゼミ ハンス

広島市南区大須賀町14-16

広島市南区大須賀町14-16

安芸郡海田町窪町2-14 ハンドウビル1F

TEL.082-264-7004

TEL.082-821-0009

TEL.082-568-7507

海田校

長井ゼミ 皆実校

長井ゼミ ハンス

広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

広島市南区翠1丁目2-8 グランメゾンNii3F

安芸郡海田町窪町2-14 ハンドウビル3F

長井ゼミ 小學舎

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ 小學舎

広島本校

TEL.082-263-0133

大町校

TEL.082-258-3952

新白島校

海田校2号館

TEL.082-821-0009

矢野校

広島市安佐南区中須1丁目29-23 ソレーユ西山1F

広島市中区西白島町16-21 今田ビル白島3F

広島市安芸区矢野東2-23-15 クレール本田1F

長井ゼミ 小學舎

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

TEL.082-830-6063

井口校

広島市西区井口1丁目3-9

舟入校

五日市校

TEL.082-847-5507

広島市中区舟入南2丁目1-8-2F

東広島市西条町西条東802-1

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

TEL.082-532-2223

TEL.082-275-5583

長井ゼミ 小學舎

TEL.082-962-3342

舟入校2号館

西条校

TEL.082-430-7802
西条校2号館

広島市佐伯区五日市駅前1丁目3-11-2F

広島市中区舟入南2丁目1-5 グランドハイツ舟入2F

東広島市西条町西条東802-1-3F

長井ゼミ 小學舎

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

TEL.082-925-5161

海田校

安芸郡海田町窪町2-14 ハンドウビル1F

TEL.082-821-0009

長井ゼミ 小學舎

TEL.082-532-2223

国泰寺校

西条校

長井ゼミ ハンス

西高屋校

東広島市高屋町中島434-7

広島市中区小町2-10-1F

TEL.082-434-8756

TEL.082-236-6543

東広島市西条町西条東802-1

TEL.082-430-7802

緑井校

長井ゼミ ハンス

西高屋校2号館

広島市安佐南区緑井3丁目15-21

東広島市高屋町中島449-5

長井ゼミ 中學舎

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

広島市安佐南区中須1丁目29-23 ソレーユ西山1F

広島市南区大須賀町14-16 スギイビル

長井ゼミ 高校部 本校

長井ゼミ ハンス

長井ゼミ ハンス

広島市南区大須賀町14-16

広島市西区井口1丁目3-9

長井ゼミ附設 長井塾

長井ゼミ ハンス

広島市南区大須賀町14-16

広島市佐伯区五日市駅前1丁目3-11-2F

TEL.082-430-7802

TEL.082-568-7507

TEL.082-264-7004

TEL.082-264-7004

TEL.082-831-1333

大町校

TEL.082-830-6063

井口校

広島校

TEL.082-568-7507

翠町校

広島市南区翠５丁目２２-５

TEL.082-275-5583

TEL.082-925-5161

TEL.082-434-8756

TEL.082-831-1333㈹

五日市校

長井ゼミ 予備校部 医系理工学舎
広島市南区大須賀町14-16

TEL.082-262-4731

