
あなたの全受験日程が終わるまで開く必要はありません
今は、目の前の試験に全力を尽くすことだけ考えて下さい

開 封 厳 禁
ギフト券￥5,000

誤解しないでください。これは単なる釣り文句ではありません。
なぜこのキャンペーンをするのか？
それは、本当に苦しんでいる受験生たちともっと早くに出会いたいと本気で思ったからです。

「もっと早くに医学部特訓塾に来ていればよかった…」（2浪女子 Yさん）

下記キャンペーン詳細をご確認の上、お申し込みください。
皆さんとの出会いを楽しみにしています。

今までの塾生・卒業生のうち、こんな後悔を述べた生徒が実はたくさんいたのです。
なので、受験生たちが予備校選びで後悔しないよう、悩める受験生ともっと早くに出会いた
い！という想いから、このキャンペーンが生まれました。

内容：医学部特訓塾で開催される「2023年度入塾説明会」にご参加いただいた方に amazonギフト 5000円分をプレゼ
ント。ご家族ご友人からのご紹介があった場合は、その紹介者１組にも amazonギフト 5000円分をプレゼント。
対象：「2023年度入塾説明会」に参加され、説明会後のアンケートに全てご記入いただいた浪人生およびそのご家族
（※ご家族を1組とカウントします）。ご家族ご友人からのご紹介があった場合、その紹介者１組
特典：amazonギフトコード（電子版）5000円分
期限：2024年 3月末日までにアンケートにご回答
✓注意事項✓
✓特典のプレゼントは、入塾説明会に参加されたご家族1組につき1度までとさせていただきます。
✓特典のお渡しは、説明会参加後、ご記入いただきましたメールアドレスに電子版の「amazonギフトコード」を送ら
せていただきます。「〇〇〇@igakubu55.com」からのメールを受信できるよう、受信設定の変更をお願いいたします。
✓商品送付後のデータの紛失等の事故につきましては弊社では一切責任を負いません。ドメイン指定受信等により弊社
からのメールが届かない場合につきましても商品の再送はできかねますのでご注意ください。
✓ご案内に掲載した説明会日程以外での、個別対応につきましては、キャンペーン対象外とさせていただきます。
✓当キャンペーンは予告なく、変更・終了する場合がございます。
✓ご記入いただきましたアンケート内の個人情報について、当キャンペーン以外の目的で使用することはございません。

入塾説明会
がもらえる

キャンペーン応募の流れ

キャンペーンについての詳細

説明会
予約

説明会
参加

アンケート
提出

登録メールに
ギフト送付

キャンペーン！先着　  組50

ギフト券￥5,000分
プレゼント！

説明会参加で
先着　  組 !50

ギフト券￥5,000分
プレゼント！

ご家族ご友人からの紹介は
ご紹介者様にも！



合格保証制度

無選抜・先着順！特待生制度なし！

テストの嵐!できるまでの『居残り特訓 』を 毎週実施！

少人数指導に個別指導をプラス！

モチベーション管理も万全！

はじめまして。「医学部特訓塾」の塾長 小柏です。
長く苦しい受験、お疲れ様でした。

まずはじめにもう一度だけ確認を。
もし、今これを読んでいるあなたが、自分の “全”受験日程
を終えていないなら、今すぐこのリーフレットをしまって、
次の試験に向けて勉強してください。今すぐにです。

まだ戦いが終わっていないあなたに、この続きを読んでもらう必要はありません。
どうか最後まで本気で挑戦することをやめないで下さい。
あなたの健闘を心から祈っています。

私たちにとっては「当たり前」のことばかりですが、ぜひ読んで見て下さい。

質問し放題 授業をしている先生に直
接質問ができます。それ
もきちんと理解できるま
で何回でも。

スグプリ課題 生徒が要望すれば、いつ
も先生が追加の課題プリ
ントを出します。もちろ
ん先生独自のオリジナル。

常勤率 90% 以上 どのクラスも必ず常勤の
指導を受けます。もちろ
ん1年間ずっと。

やりこみ 3 周
のカリキュラム カリキュラムは年間で

各単元を 3 周以上繰り返
します。できるまでやり
こみます。

再提出マラソン 出された課題は先生が直
接採点します。それもき
ちんと理解できるまで何
回でも、つき返されます。

だれとでも面接
だれだって小論

小論面接だって、生徒全
員が通年で授業を受けま
す。全員の合格に必要な
ことだからです。

医学部特訓塾 1 次合格率 　　　（過去 3 年の平均）

医学部特訓塾は、先着順・無選抜で限定 20 名の超少人数
指導を行う医学部受験専門予備校です。

ごあいさつ

医学部特訓塾の「当たり前」は、
あなたにとっても「当たり前」ですか？

私達は塾生の合格に責任をもつ予備校です。
医学部に合格できなければ、翌年の授業料を全額免除し、
合格のその日まで共に歩みます。

医学部特訓塾は、医学部への「逆転合格」を目指すための予備校です。現在の学力
は問いません。必要なのはあなたの「やる気」だけです。

毎朝の小テスト、毎週の復習テスト、同じ単元を 3 回以上繰り返すカリキュラム、
できるまで帰らせない「居残り特訓」で徹底的に塾生を指導します。

正規カリキュラムの中に苦手科目の個別指導が最初から組み込んであるので、
１人ひとりに合ったきめ細やかな指導が可能です。

受験生のメンタルケアは勉強と同等に重要です。毎日の朝礼でモチベーション管理
を行い、また、カウンセラー資格を持つ専門社員が、塾生の相談に常に応じます。

年間学習総時間 　　　 時間 2602
( 年間指導総時間数　　　  時間＋年間総復習時間数　　  時間 )1834 768

合格方程式医学部特訓塾の

学力
学習量
1日の

＝ × ×

入塾説明会 無料体験 入塾決定お問い合わせ
対象とされる生徒様や志望
校について、電話・メール
にてお問い合わせ、ご相談
を受け付けます。

説明会にお越し頂き、私達
の理念や情熱を直に感じて
頂きたいと思っております。

プレ開講講座にご参加頂け
ます。実際の授業にご納得
して頂いてからご入塾の手
続きを行わせて頂きます。

申込用紙に必要事項をご記
入の上、直接お持ちいただ
くか、ご郵送ください。

定着率
反復回数

特訓塾の   つの特長5

申込の流れ

%%8282

圧
演

倒的圧
演 量量!!!!

倒的
習

もし私たちの「当たり前」が、あなたの「当たり前」でなかったのなら…。
もしあなたがこれを読んで、１つでも「え！？本当に？」と驚いているのなら…。
そして、もし今年で医学部合格を果たしたいと本気で挑戦しようとしているのなら…。

ぜひ私たちの話を聞きに来て下さい。
医学部特訓塾では、中身の詰まった授業と演習量に加えて、もしかしたら、あなたにとっては「驚き」
かもしれないことが、「当たり前」に行われています。それを知るだけでもあなたにとって十分に価値
はあると確信しています。ですから、無意味なしつこい勧誘を一切しません。お約束します。

私たちの理念は「本気の挑戦が未来を変えることを証明する」ことです。
私たちの求める生徒像は「心優しいがゆえに弱さを持つ生徒」です。
この考えに共感してもらえるあなたが正しい決断をするのを、私たちは待っています。

なお、お申込み・ご入塾は、現在の学力に関わらず、先着順となります。あらかじめご了承ください。



マンション

私たち「医学部特訓塾」は

    　　　という言葉を掲げる、医学部受験専門の塾です。この言葉には、じっくりとてい
ねいに学ぶべきことを習得し、長い合格までの道のりをともに歩んでいこう、という私たちの思いが込められています。

私たち「医学部特訓塾」は

    　　　という言葉を掲げる、医学部受験専門の塾です。この言葉には、じっくりとてい
ねいに学ぶべきことを習得し、長い合格までの道のりをともに歩んでいこう、という私たちの思いが込められています。

　合格保証制度で二浪目がタダになる、という安易な考えで体験に来ましたが、分かりやすく親しみやすい先
生方に惹かれたことと、医特の先生はそれまでどの予備校の先生にも諦められていた私の可能性を信じて下
さったので入塾を決意しました。英語の偏差値 36、他教科も 40台で、学校や今までの予備校ではお荷物扱い
だった私が医学生となることが出来たのは医学部特訓塾の力に他なりません。奇跡は必ず起こります。１年間
ありがとうございました。

　私は、大学卒業後に医学部再受験を目指した生徒でしたが、医学部特訓塾で合格でき
たのは、化学は基礎から徹底的に小テストを受け、数学では大量の居残り演習と課題を
こなし、万全の学力をつけられたことが大きかったです。ブランクがあった自分には、
とにかくたくさんの演習を解き、体に勉強を叩き込むやり方があっていたのだと思いま
す。直前期には、英語の里見先生から直接添削を受けることができ、読解や英作文に対
してどのようにアプローチすべきか学ぶことができ、本番に強い学力をつけることがで
きました。国立前期で合格を決められたのは、毎日塾で勉強し続けた結果だと自信を持っ
て言えます。先生方、再受験の自分を支えていただき本当にありがとうございました。

野上 剛さん（広島大学医学部合格）再受験生

木屋 光博さん（岩手医科大学合格）

　「医学部特訓塾での 1年は本当に濃いものでした。勉強面では量も質もどちらもとれて
いて弱いところは量をこなして埋めていき、得意なところは質を上げて進めていけまし
た。また先生と の距離がとても近かったので質問などはもちろんのこと、ちょっとした
ことなども気軽に話すことのできる関係を築くことが出来ました。これは受験を乗り切
る上でとても支えになりました。どちらもここだったからこそできたことだと思います。
またこのような環境のもとだったからこそただの憧れだったものを現実のものにできま
した。本当に最高の環境で 1年間過ごすことができました。ありがとうございました !

野村朝子さん　（北海道大学 医学部合格）

合格 体験記 医学部特訓塾で合格を勝ち取った
先輩からのメッセージです

医学部特訓塾
チャンネル

人気のコンテンツ

頂いたコメント

ご紹介
YouTube「医学部特訓塾チャンネル」では、医学部受験生たちを応援する、さまざまなコンテンツを公開しています。
苦手単元の攻略、各大学別の対策ポイント、1次合格した生徒しか知ることのできない面接情報　など、皆さんの医学部受験
に役立つコンテンツをお見逃しなく！
動画には全塾生を担当する常勤講師が出演していますので、医学部特訓塾の先生がどんな人か？気になる人もぜひ見に来てく
ださい！そして、もし動画が役に立ったと思ったら、チャンネル登録！高評価！もぜひ！

入試直前に押さえておきたい
ポイントや大学別対策も順次公開！ 高評価

医学部受験生にとって役に立つ情報が満載！
詳しくは...

で検索！！
スマホからも
チェックしてね

チャンネル視聴回数 75,000 回以上 !

帝京大学医学部入試対策【英語編】
１日目、２日目の出題形式の違いについてお話しています。
対策のポイントとなる難しい単語はどうする？カギとなる大問は？と
いう問いにもお答えしています。

医学部２次試験で出された質問をまとめています。
典型的な質問への対応の仕方はもちろん、返答に困るような質問への
答え方のコツもお話しています。

医学部面接対策

COD- 化学的酸素要求量 -に関する知識・枠組みの説明をしています。
問題を解く際に必要な酸化剤の比較について解説しています。

【医学部受験化学】ここで差がつく！苦手問題　～COD( 前編 )～

ビニロンの性質・問題を解く上で必要な考え方を解説しています。
また、計算のコツについてもお伝えします。

【医学部受験化学】ここで差がつく！苦手問題　～ビニロン～

医学部特訓塾チャンネル

ブランクテストがある COD定量の問
題が全く理解できず困ってましたが、
こちらの動画で解決しました。
ありがとうございました！

すごいありがたい
特にコロナの質問に関して
はとても参考になります。
ありがとうございます



※入塾説明会のお席には限りがございますので、いずれの説明会にご参加頂く場合にも、あらかじめ電話にてご予約下さい。
※上記日程でご都合がつかない方は、個別説明会を随時実施させて頂きますので、お電話にてご予約をお願い致します。
※新規入塾者が定員に達した場合、予告なく説明会を終了する可能性がございます。ご了承ください。

・ 学力＝1日の学習量 × 定着率 × 反復回数

・反復回数を増やすために、カリキュラムは1月までで○周させる 

・ ○○大学の人気がなくなったのは、本当なのか？

・ 入試日程に隠れている、医学部合格のためのヒミツ

■ 意外と知られていない

医学部受験の真実 

■ 基礎からでも医学部合格を勝ち取る

「合格方程式」

■ 無選抜で驚異の

そのヒミツは…
1次合格率８２％（過去3年の平均）

■ 「合格保証制度」
を掲げつづける真意

・医学部合格を第一目標にした、私たちの徹底したスケジュール選定 

・試験が終わっても、塾生たちがわざわざ塾に集まるのは、○○のため 

・保証制度は私たち教師側の「責任」と「覚悟」を示すもの 

・保証制度を適用する条件は、本当に○○のみ 

などを、お話し致します。

医学部特訓塾 入塾説明会では医学部特訓塾 入塾説明会では

第3回 2/12 13:00日

第1回 2/5 13:00日

第5回 2/26 日13:00

第2回 2/11 土
第4回 2/19 日 13:00

13:00

第6回 3/5 日 13:00
第7回 3/12 13:00日

第9回 3/21 火 13:00
第8回 3/19 日 13:00
第10回 3/26 日13:00

医学部特訓塾入塾　　　説明会高卒本科コース

令和五年度

〒166-0004東京都杉並区阿佐谷南3-37-2  第2大同ビル2F
JR阿佐ヶ谷駅より徒歩1分

03-6279-9927TEL.

まずは一度お問い合わせください

医学部特訓塾 検索

URL:https://igakubu55.com/

全塾生が必ず受講をする授業の専任講師が担当します。

今回の体験講座では、居残り演習まで１つの講座になっております。居残り演習はその性質上、終了時刻が遅くなってしまう場合があります。

担当の専任講師が、選りすぐった単元の導入講義からスタート。その単元がニガテな人
でもわかるよう、基礎からていねいに説明していきます。

「講義を受ける」→「わかる」では、実は成績はあがりません。「わかる」→「自分で解ける」まで到達できて、はじめて成績がアッ
プするのです。今年度の無料体験講座は、ついに「居残り演習」まで開講します。なぜなら、私たち医学部特訓塾が成績をアッ
プさせるための特別な講座を、皆さんにも体験して欲しいからです。この特別講座「居残り演習」を受ければ、「自分で問題が
解けるよう」になり、成績が必ずアップします！

導入講義を聞いたあとは、学習したことを実践できるかどうか演習問題にチャレンジし
てもらいます。専任講師の解説を通して、単元の理解度を深めていきます。

この居残り演習が、生徒の成績をアップさせる医学部特訓塾だけの特別講座です。この
時間で、今日学習したこと・演習したこと　を自分ひとりでできるようになるまで、徹
底的に演習し尽くしてもらいます。与えられた課題を、専任講師が直接マルつけ・添削・
ヒント出しをしていくプロセスで、生徒一人ひとりに合った指導が可能となるのです。

※居残り演習中に、個別に学習カウンセリングを行い、生徒一人ひとりに本人の弱点と
有効な勉強方法も指導します。

体験講座を受講する際の注意事項

無料体験講座当日のながれ

ご案内の

医学部特訓塾 早期入塾特典
個別指導 無料受講 入塾金減免＋6コマ まで2/24 金

無料体験講座

導入講義

居残り演習

演習・解説

対象科目 :英語 数学 化学

個別学習アドバイス

2
(月)より随時開講

詳しくは、説明会にてご案内致します。
お気軽にお問い合わせください！

スタート!各回6 13:00/

ギフト券￥5,000
入塾説明会

説明会 各回　　名限定！は お申し込みはお早めに10

がもらえる
キャンペーン！先着　  組50

詳しくは裏表紙をご覧ください


