
ご案内ご案内

　通常授業への入室を希望される場合、入室テストを受験してください。
◆入室テスト実施科目：英語、数学、国語  〈物理、化学、小論文は受講相談にかえさせていただきます〉
◆入室テスト実施時期及び入室テスト合格者の通常授業入室時期

入室テスト実施時期 通常授業入室時期

11月、1月 Fターム入室：2019年1月14日（月）～

2月、3月、4月 Gターム入室：2019年4月8日（月）～

6月、8月 Eターム入室：2019年9月2日（月）～

＊ 国語（東大・難関・私大）は月毎の分野別（現代文・古文・漢文）の受講ができますので、入室テストは随時承って
おります。事務局までご連絡ください。
＊ 小論文は月毎の分野別（人文科学系・経済学系・法学系・医歯薬看護系）の受講ができます。
　受講をご希望の場合は、事務局までご連絡ください。
＊ 入室テスト日時等の詳細は、ホームページ【www.gnoble.co.jp】または電話【事務局：03-5371-5487】にてご確認ください。

◆入室テスト申込方法：ホームページまたは電話にてご予約ください。
◆ 入室テスト結果連絡： ホームページにて発表します。なお、合否及びクラスの案内のみとし、得点等の成

績公表は行っておりません。
　※合格された方に入室手続き書類【入室申込書・入室手続き案内（授業料・支払方法・クーリングオフ等】を送付いたします。
　※入室テスト結果、定員等により入室をお断りする場合もございます。
　※ 特別授業（春期講習・夏期講習・冬期講習・直前講習等）を希望される場合、各講習案内冊子のレベルチェック（自
己診断テスト）、受講相談等にて適正レベルを確認のうえ、お申し込みください。

■住所変更などの場合
　 住所など、入室手続書類にご記入いただきました内容に変更があった場合は、事務局【新宿本館・受付】まで
ご連絡ください。

■受講科目を追加、変更する場合
　 追加や変更の場合は、時期（回数）によりお支払いいただく金額が異なります。詳しくは事務局【新宿本館・受付】
までお問い合わせください。

■退室の場合
　 退室（通常授業で受講している全科目または一部科目の受講をとりやめる）される場合、事務局【新宿本館・受付】
にて申請してください（電話による申請もできます）。途中退室による返金など詳細は入室時にご案内いたします。

入室テスト（無料）

入室後の手続きについて

◆開講科目・カリキュラム・日程・担当者・費用などは変更となる場合もございます。

グノーブル事務局【新宿本館・受付】03-5371-5487

個人情報の取り扱いについて
各種書類などにご記入いただいた個人情報（お客様氏名、住所、電話番号など個人を特定できる情報）はGnobleにおいて
適切に管理し、保持します。これらの個人情報は、お客様への連絡（緊急時を含む）、書類送付、出席簿作成、成績管理、
受験管理、授業料管理などの生徒管理に使用するために利用いたします。
個人情報は法令による場合を除き、お客様の同意なく第三者へ開示されることはありません。第三者に委託する場合には、
委託契約等により個人情報の安全管理及び監督を義務付け、その第三者からの漏洩、再提供の防止に努めます。また、
開示する個人情報は必要最低限とし、使用範囲も生徒管理に使用する目的の範囲内とします。
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2019-20 Gnoble 大学受験生

  休講のお知らせ【通常授業・特別授業】  
ウェブサイトhttp://www.gnoble.co.jp/でお知らせします。
　台風、大雪などで休講になる場合はウェブサイト（トップページ）でお知らせします。
　QRコードを使用できる場合は、右のQRコードを利用してください。

  授業の振替  　座席確保等の都合上、事前に事務局までご連絡ください。
　同一学年、科目、レベルの授業が複数曜日開講されている場合、事前に連絡をいただければ振替を認めてい
ます。ただし座席がすべて埋まっているときには受講していただけません。ご了承ください。正規登録の生徒
を優先しますから、その方が遅刻された場合に席を譲っていただくことがあります。

  欠席教材  　ウェブサイトhttp://www.gnoble.co.jp/

　欠席教材はインターネットを利用してダウンロードしてください。 配信にはPDF形式を使用しています。
ウェブサイト（トップページ）にある「Gnoble生ページ」をクリックし、後は画面の指示に従ってください。
ダウンロードには、パスワードが必要です【別途、ご案内いたします】。原則として授業の翌日午後から１週間
ダウンロード可能です。
　欠席教材の現物は、学年・科目・校舎（新宿・渋谷・お茶の水）を問わず、各受付にてお渡しします。ただし、
事前に事務局【新宿本館・受付】まで受取希望日・校舎をご連絡ください。ご連絡をいただいていない場合や当
日連絡・当日受取の場合にはお渡しできないことがあります。また準備の都合上、ご希望の日・校舎に対応で
きない場合もあります。ご了承ください。

■欠席連絡の際に欠席教材の受取希望日・校舎をお申し出ください。
■ご希望の方には着払いの扱いにて送付させていただきます。

  英語音声教材  　ウェブサイトhttp://www.gnoble.co.jp/

　グノーブルでは、英語の音声面（聞く、音読する）を重視していますが、音声教材はすべてウェブサイトから
配信し、CD等による配付は行いませんのでご了承ください。配信にはmp3形式を使用しています。ウェブサイト
（トップページ）にある「Gnoble生ページ」をクリックし、後は画面の指示に従ってください。ダウンロード
には、パスワードが必要です【別途、ご案内いたします】。

  受付時間、教室解錠・警備開始時間  
事務局【新宿本館・受付】
　月～金曜15:30～ 21:00／土曜14:00～ 21:00　日曜　休館（説明会・テスト日除く）
　TEL 03-5371-5487　　FAX 03-5371-5488　　〒151-0053 渋谷区代々木2-8-3 新宿GSビル1F

※ 授業のある教室には始業1時間前から入れます。自習などをして静かにお使いください。特に臭いがきつくなければ
軽食をとってもかまいません。
※警備員による立哨・巡回等の教室警備も始業１時間前から始めます。

◇ 特別授業（春期講習・夏期講習・冬期講習・直前講習等）の授業の振替、欠席教材、英語音声教材、
受付時間、教室解錠・警備開始時間につきましては、各講習のお申し込み時にご案内します。
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登録料・授業料

　登録料　　通常授業入室登録料　16,200円

  通常授業・年間授業料  

各科目の年間授業料は、お支払い方法【①年間一括型、②ターム分納型、③小ターム分納型】
により金額が異なります。
年間一括型、ターム分納型には割引があります。

① 年間一括型
2019/1/14（月）～ 12/14（土）年間授業回数全33回分を一括でお支払いいただく方法です。

② ターム分納型
年間授業回数全33回を3つのターム【Fターム、Gターム、Eターム】に分けてお支払いいただく方法
です。学期毎のお支払い方法とお考えください。

Fターム：1/14（月）～  2/23（土） 授業回数全6回
Gターム：4/ 8（月）～  7/13（土） 授業回数全13回
Eターム：9/ 2（月）～ 12/14（土） 授業回数全14回

③ 小ターム分納型
年間授業回数全33回を10回の小タームに分けてお支払いいただく方法です。
月毎のお支払い方法とお考えください。

1回　F1ターム ： 1/14（月）～ 2/ 2（土）　 授業回数全3回
2回　F2ターム ： 2/ 4（月）～ 2/23（土）　 授業回数全3回
 ※Fターム：1/14（月）～ 2/23（土）　授業回数全6回

3回　G1ターム ： 4/ 8（月）～ 4/27（土）　 授業回数全3回
4回　G2ターム ： 5/ 6（月）～ 6/ 1（土）　 授業回数全4回
5回　G3ターム ： 6/ 3（月）～ 6/22（土）　 授業回数全3回
6回　G4ターム ： 6/24（月）～ 7/13（土）　 授業回数全3回
 ※Gターム：4/8（月）～ 7/13（土）　授業回数全13回

7回　E1ターム ： 9/ 2（月）～ 9/21（土）　 授業回数全3回
8回　E2ターム ： 9/23（月）～ 10/19（土）　 授業回数全4回
9回　E3ターム ：10/28（月）～ 11/23（土）　 授業回数全4回

10回　E4ターム ：11/25（月）～ 12/14（土）　 授業回数全3回
 ※Eターム：9/2（月）～ 12/14（土）　授業回数全14回

小ターム（授業回数全3回）×7回 ＋ 小ターム（授業回数全4回）×3回
＊特別授業【春期講習、夏期講習、冬期講習、直前講習等】の受講料は別途案内いたします。
＊金額は全て税込表示です。
＊2019年10月1日からの消費税率引上げに伴う授業料等の金額は別途ご案内いたします。（2018年10月現在）
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2019-20 Gnoble 大学受験生　通常授業料一覧（金額は全て税込表示）

科　目
支払方法別  年間授業料

① 年間一括型 ② ターム分納型 ③ 小ターム分納型

英語
【読解】＋【作文・文法】
週1回4時間（各2時間）
年間授業回数全33回

332,856円
342,576円

Fターム : 61,776円
Gターム :134,784円
Eターム :146,016円

370,656円
小ターム（3回）
　33,696円×7回
小ターム（4回）
　44,928円×3回

理系数学
L系【ⅠAⅡB】＋S系【Ⅲ】
週1回4時間（各2時間）
年間授業回数全33回

332,856円
342,576円

Fターム : 61,776円
Gターム :134,784円
Eターム :146,016円

370,656円
小ターム（3回）
　33,696円×7回
小ターム（4回）
　44,928円×3回

文系数学
L系【ⅠAⅡB】
週1回2時間
年間授業回数全33回

166,428円
171,288円

Fターム : 30,888円
Gターム : 67,392円
Eターム : 73,008円

185,328円
小ターム（3回）
　16,848円×7回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

物理
週1回2時間
年間授業回数全33回

166,428円
171,288円

Fターム : 30,888円
Gターム : 67,392円
Eターム : 73,008円

185,328円
小ターム（3回）
　16,848円×7回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

化学
週1回2時間
年間授業回数全33回

166,428円
171,288円

Fターム : 30,888円
Gターム : 67,392円
Eターム : 73,008円

185,328円
小ターム（3回）
　16,848円×7回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

生物
週1回2時間
年間授業回数27回

136,512円
　140,400円

Gターム：67,392円
Eターム：73,008円

　　151,632円
小ターム（3回）
　16,848円×5回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

国語（東大・難関・私大）
東大国語、難関国語、私大国語
いずれか1科目
週1回2時間
年間授業回数全27回 小ターム単位での申

込制につき、年間一
括型はありません。

140,400円
Gターム : 67,392円
Eターム : 73,008円

151,632円
小ターム（3回）
　16,848円×5回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

小論文
週1回2時間
年間授業回数全27回

140,400円
Gターム : 67,392円
Eターム : 73,008円

151,632円
小ターム（3回）
　16,848円×5回
小ターム（4回）
　22,464円×3回

※ 生物はFターム（２月）まで高１・高２合同クラスで授業を行います。春期講習から（通常授業は4月から）大学受験生
対象の授業を行います。
※難関国語：京大・一橋大・お茶大など国公立大対策　※私大国語：早大・上智大などの対策
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