
G R E A T  G R I T

難関⼤学専⾨
⾦沢個別予備校

パーソナルトレーナーと⼀緒に合格を勝ち取る⼤学受験予備校。

憧れの⼤学に合格するために必要なアイテムが全て揃っています。
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10ヶ月頑張って本当の第一志望へ！



THE BRIGHT DAYS

KANAZAWAhttps: / /greatgr i t - japan.com

FINE DAYS
浪⼈⽣活は、暗くて⻑い

トンネルのようなものではない！

CALM DAYS
浪⼈に気合も根性もいらない。

毎⽇コツコツ知らないことを覚えるだけ。

PRECIOUS DAYS
浪⼈は⾃分みがき期間。成績を上げて
⼈間⼒も上げて⼤学⽣になろう！

TIME FLIES
あっという間の10ヶ⽉

あっという間に憧れの⼤学⽣

https://tr-ex.me/%E7%BF%BB%E8%A8%B3/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/calm+days
https://tr-ex.me/%E7%BF%BB%E8%A8%B3/%E8%8B%B1%E8%AA%9E-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/calm+days


https://greatgrit- japan.com
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OUR
SCHOOL
浪⼈経験者から聞くのは、⾟かった思い出か、せっか

くの１年もらったのに、怠けてしまった話ばかり。

⽬標に向かう、希望に満ちた１年を過ごすティーンネ

イジャーたちに、暗い顔や、不安な思いをさせたくな

い。

そんな想いから、浪⼈⽣専⾨の予備校を、2020年に

開講しました。

浪⼈⽣活は⾟そうですか？

KANAZAWA

いえいえ。現役⽣より、余裕を持って学習で

きます。やればやるほど成績が上がりますの

で、不安な毎⽇を過ごす必要はありません。

本当に⾏きたい⼤学⽬指して頑張るステキな

１年を過ごしましょう！

① あなただけの学習プランを作る予備校

② あなたの年間指定席がある予備校

③ あなたに必要なことだけする予備校

それは、⾦沢予備校GREAT GRITです。



浪⼈⽣活は暗く、⻑いトンネルのようなものだと⾔われてきました。

今の勉強が本当に正しいのか。続ければ合格できるのか。

不安を抱えながら受験まで必死に勉強をするしかありませんでした。

⾦沢予備校GreatGritが登場するまでは。

GreatGritは、浪⼈⽣の⼤切なこの１年を、不安なく、明るく過ごせ、

あっという間に合格してほしいと願っています。

今までブラックボックスだった受験勉強の量と質を視覚化することで、受験⽣に安⼼感

を与えるとともに、進路指導担当者が「感覚」で「なんとなく」指導することがなくな

りました。

⾼校３年次の模試を分析し、⼊学から合格までの年間計画をはじめに組みます。そし

て、パーソナルコーチと共に学習しながら、適宜修正していくことで、常に合格への最

短距離を進みます。学習効率を⾶躍的に上げることが可能になります。

https://greatgrit- japan.com



すぐ始めよう！
受験⽣を続けよう！

だから、予備校に「⼊学式」はいらない。時間が欲しい⼈ばかりですよね。

４⽉まで予備校の開始を待たない。「今⽇から受験⽣」ではなく、「ずっと受験⽣」。

浪⼈⽣活が始まるのではなく、受験⽣をあと１年続ける。

GREAT�GRITは、⼊学後すぐ受講開始。最短で１⽉の共通テスト直後にすぐ始めることができます。

せっかく、ラストスパートで受験⽣らしくなったのに、決してブレーキを踏まない。

⼀度ブレーキを踏んでしまうと、ゼロから加速するのは⼤変です。

そのまま受験⽣⽣活を続けられる唯⼀の予備校がGREAT�GRITです。

浪⼈することにして、予備校を決めて、「よしやるぞ！」と

思ったら、授業は４⽉の⼊学式の後にやっと開始。

「じゃ、それまではゆっくりしよう。」

「少し単語でも覚えておこうかな？」

そんな呑気なこと⾔っていないで、受験⽣なんだから、１⽇

も早く始めよう！いや、１⽇も休まず頑張ろう！

KANAZAWA



 合格から逆算した年間計画で、今の実⼒と志望校との差

を⾒える化。それを実際の⾏動につなげる、テキスト毎の

チェックシート。パーソナルトレーナーが毎⽇８回の学習

管理と、定期⾯談をし、⼀⼈⼀⼈の進度や理解度に合わせ

て年間計画の微調整を繰り返す。

 年間計画は⼀⼈⼀⼈異なります。共通のカリキュラムを

みんながすると、無駄だらけです。難関⼤学を⽬指す⼈

も、苦⼿なこともあるものです。超基礎から学ぶことで、

難化した共通テストや、難関⼤学の超難問にも対応できる

ようになります。

 共通テストが終わり、やむを得ず志望校を変えた⼈は多い

と思います。「浪⼈」とはワンランク上の⼤学を⽬指す⼈で

あり、受験を300⽇延⻑させてもらう⼈です。来年は１年前

の第⼀志望校、現役時代は絶対に受からなかったあの⼤学を

もう⼀度第⼀志望校とし、合格しましょう。

 ⾼校時代は、多くの課題があり、そのおかげで多くのこ

とを暗記できました。しかし、期限までに提出するために

仕上げるだけのものもあったと思います。浪⼈⽣になった

ら、そのような学習は卒業しましょう。これからは、どん

なに速く進んでも、できないことを残したままだと、次に

同じ問題に出会った時にできないだけだと考えましょう。

 １問１問しっかり理解して、何度も復習して、完全に定

着させるまで終わらせない。そして、忘れた頃にまた復習

する。

なぜ難関⼤学を
⽬指す受験⽣に
選ばれるのか？

あの⼤学をもう⼀度！03

宿題や課題のない世界02全てはあなたの合格のために01

GREAT�GRIT

 ⼤学に合格できる学⼒とは、その⼤学の授業を理解できる

学⼒であり、⼤学が求める学⼒です。この１年で、学⼒レベ

ルを上げてから⼤学⽣になりましょう。

 妥協することなく、憧れの⼤学の、興味がある学部に合格

し、それに合う学⼒を付けて進学する。この１年は、君にと

って必要なものだったのです。

実⼒を付けて⼤学へ！04



北海道⼤学�⽂学部 合格への道 ⾦沢⼆⽔⾼校出⾝�YF

春：合格発表が終わってから・・・！

僕がGREAT GRITを見つけたのは、浪人を決めてから何も考え

ずスマホで予備校を調べている時でした。黒板授業で合格で

きる自信がなかった僕は「これだ」と確信して入校を決めま

した。その確信は今も揺らぐことなく、合格から逆算された

年間計画に従って今日も楽しく勉強できています。

ただ「1年浪人して合格した」ではなく、「浪人したのは1年

間だけど、その1年で5年分は成長できた」といつになっても

胸を張って言えるような1年にします。具体的には秋の大学

別模試A判定を出し、共通テストリサーチでもA判定で出願

し、合格します。怠惰な性格も直したいです。

春：いよいよ予備校⽣活スタート！

年間表を見れば、やるべきことがハッキリと分かるので、優

先順位をつけて勉強を進められるようになりました。勉強へ

の姿勢が前向きになりました。なんとなく解いていた古文漢

文が、単語からやり直したことで根拠をもって答えを選べる

ようになり、センター試験の過去問の点数が安定するように

なりました。

苦⼿だった英語が好きになった！
苦手だった英語を好きになれました。現役の時は、英語なん

て意味ないと心の中で思っていたけど、今は役に立つか以前

に英語を読むのが楽しいです。夏だからといって変にこれま

でのペースは崩さず、でも「あの夏があったから合格でき

た」と言えるような夏にしたいです。

夏：全統模試で志望校内１位
現役の時から考えられないくらい結果は良かったです。第1

志望者内で1位を取ることができました。第2回に向けては、

点数の悪かった地理や数学の復習の頻度を高め、触れる回数

を増やしています。これからも英語の1日1長文、前のテキス

トの復習は継続していきます。全教科に隙のない受験生にな

りたいです、なります。

合格⽇記１
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お茶の⽔⼥⼦⼤学�⽣活科学部 合格への道 ⼩松⾼校出⾝�SA

春：合格発表が終わってから・・・！
自分が浪人するなんて夢にも思っていませんでした。暗やみ
の中に突き落とされた感覚で、人生初めての挫折を味わいま
した。合格発表後はほとんど自分の部屋にいて、抜け殻みた
いな状態になりました。合格していたら友達と買い物をした
り、映画を見に行ったりしたいのになぁ…と思い、たくさん
泣きました。そんな中、GREAT GRITに面談に行き、「ここに
来たい」、「すぐに勉強を始めたい」と思いました。今は明
るい気持ちで毎日コツコツ勉強しています。受験に失敗して
思いっきり落ち込んだけど、悔しい思いをした分、そこから
這い上がって、「浪人して良かった」、「GREAT GRITに行っ
て良かった！」と言える1年にします。

春：いよいよ予備校⽣活スタート！
年間計画表のおかげで、いつどんなことを勉強すれば良いか
ということを可視化することができ、安心して勉強できま
す。また、Doチェックシートによって、参考書1冊を仕上げ
る度に達成感を感じ、自宅でも休日でも毎日コツコツ問題を
解くことができるようになりました。スタディープラスとい
うアプリを使って、勉強時間を毎日記録することで時間を無
駄遣いしないようになりました。本当にGREAT GRITに入学で
きたおかげで、前向きで明るい気持ちで勉強できるようにな
りました。大学に入っても、この勉強法を続けたいと思って
います。GREAT GRITに入学させてくれた両親に心の底から感
謝しています。

夏：化学も物理も絶好調！
化学の無機と有機の暗記がなかなかできていなかったのに、

参考書を何回も繰り返し読むことで、だんだん覚えられるよ

うになれたので、うれしいです。

秋：共通テストまで、あと100⽇
苦手なことから逃げずに1つずつ克服します。1度勉強したも

のを後から見直せるようにして、電車や車で隙間時間に思い

出すことを繰り返して、長期記憶になるようにしようと思い

ます。地理は知識が身についたので、演習をして共通テスト

の点を上げたいです。国語は古文の敬語や主語の補い方がで

きていないので演習を通して慣れたいです。また、体調管理

もしっかりします。

秋：模試が本番です。
今までしてきた勉強をもう1回復習して、全ての知識をフル

活用できるようにします。この模試が本番だと思って、模試

までに完璧に定着させて良い点数を取りたいです。テストの

問題を見た瞬間に解法が思いつくぐらいに復習をしようと思

います。
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合格⽇記２



京都⼤学�⼯学部 合格への道 ⾦沢泉丘⾼校出⾝�MR

春：合格発表が終わってから・・・！
受験後、そして合格発表後もしばらくは勉強のことは忘れ
て、遊び呆ける日々でしたが、グレートグリットに入学する
ことを決めてからは来年の受験に向け、しっかりと切り替え
て勉強を始めることができました。県内の他の予備校より早
くスタートを切れたので良かったです。

春：いよいよ予備校⽣活スタート！
まずは自分に妥協しないこと。そして、自分の事だけ考える
のではなく、周りの人への感謝を忘れない1年にします。

夏：「夏だから」と気負わない
4月から約4ヶ月経って、日々の学習リズムが安定してきまし
た。1年を通して、やるべき事は常に変わらずあるので、
「夏だから」頑張るのではなく、「この夏も」1日1日安定し
た学習の質と量を積み重ねていきたいです。

夏：模試で結果を出す
第1回全統模試は浪人の5月ということもあって、そこそこ好
成績でしたが、現役生が力をつけてくるここからが本番だと
思うので、しっかり目標の得点を取れるように頑張りたいで
す。最近は、もともと苦手だった地理と古文をたくさんやっ
ているので、模試で結果を出したいです。

秋：質の⾼い勉強で合格を
自分の生活リズムだと、無理せずにできる1日の勉強時間は

12時間強が限界だとわかってきたので、ここからは勉強時間

を増やそうとするのではなく、入試本番までの限られた時間

の中で最大の効果が得られるような質の高い勉強をできるよ

うに意識していきたいです。

秋：不安なく⼊試本番へ・・・
全統記述模試も、もちろん自分の立ち位置を確認する目安に

はなりますが、やはり大事なのは本番と同じ形式である大学

別模試と共通テスト模試だと思っています。不安なく入試本

番に臨めるように、この２つの模試でちゃんと良い結果を残

したいです。
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合格⽇記３



京都⼤学�農学部 合格への道 ⼩松⾼校出⾝�MR

春：合格発表が終わってから・・・！
昨年度の大学受験では、共通テストで思うような点数が取れ
ず第一志望校合格が厳しい状況になりました。一番行きたい
大学だったので、そのまま受験しましたが不合格となり、と
てもショックでした。その後、予備校選びをする中で母が
GREAT GRITを紹介してくれました。HPを見ていると、なんだ
か楽しそうでした。実際に入学してみて、自分のペースで進
められる分、毎日成長を実感できるので、楽しく勉強できて
います。

春：いよいよ予備校⽣活スタート！
4月だけで、数学IAIIBの基礎問題精講に載っている問題を見
て、パッと解法を出せるようになったのがとても嬉しいで
す。また、漢文の読み方を浪人して初めてじっくり勉強した
のですが、知らなかったルールが意外とたくさんあって成長
できたかなと感じています。

夏：数学・理科とじっくり向き合うぞ！
数IAIIBの基礎固めを中心に勉強していた春に比べ、最近は
少しレベルを上げた問題集に取り組んでいますが、きちんと
基礎固めをしたことで自分で方針を立てられる問題が増えた
ように感じます。理科の演習も始まって進めるのに時間がか
かってしまうこともありますが、理解して次から次に進むこ
とを大切にしたいです。夏は、今まで以上に勉強時間を増や
して、数学と理科にじっくり向き合い、テキストの内容を完
璧に身に付けたいです。

秋：いよいよ⾚本！
どの教科のテキストも入試レベルのものになってきたので、

1つ1つよく考えて分からなかったところは自分の中にしっか

り落としてから先に進むよう心がけたいです。また、赤本も

並行して取り組み、入試でどのように合格点を取るのかも分

析していきたいです。

秋：模試は本番同様に
10月の全統共通テスト模試最終回や記述（大学別模試）の模

試が本番だと思って臨みたいです。もう一度今までに使った

テキストの復習をして、知識の抜けがない万全な状態にしま

す。特に数学と理科で点を取れるように頑張ります。
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合格⽇記４



2023年1⽉
新年度⽣�募集開始

GREAT�GRITなら、⼊学⼿続き完了後、すぐに受講開始できます。
⼀般的な予備校が４⽉に⼊学式を⾏うころには、英語・数学・国語の

基礎を完成させることが可能です。

300日 50時間 35冊

https://greatgrit-japan.com

金沢市北安江2-11-26

国立大学の後期合格発表から次の共通テストまで10ヶ月（300日）もありません。すぐに始めて１日１日を大切に！

高校生が２年以上かけて

少しずつ覚えている

シス単や古文単語は

一気に集中して学習すると

50時間で覚えられます。

１冊を何度も繰り返し、どの問題も見た瞬間解けるようになったら完成とします。グレグリ生が１年間に完成させる問題集は35〜50冊です。

2023年度 金沢市広岡に移転予定！

076-254-1661
GREAT GRIT


