
 
 

 

 
 

 

 

受験のプロ集団。ここに集結。 

道内最高のプロ･スタッフが 
<元札幌予備学院> 

｢少人数授業｣＋｢個人指導｣ 
による合格指導を展開しています 
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2020年度 

入塾案内 
 高2･3生<中高一貫(高１生)> 

 高卒･予備校生 

 再受験生 

合格は学習環境で決まる 
 

 医学部や難関大合格のためには、越えねばならぬ壁が

２つあります。１つは偏差値55手前の「基礎の壁」、２つ

めは医学科ボーダーに近い偏差値65手前の「応用の壁」

です。これら二つの壁付近で伸び悩む受験生が実に多い

のです。これらの壁を短時間で超えるには、経験豊富な

講師による｢少人数授業＋個人指導｣が最も有効です。合

格のための無理のない緻密な「学習計画」と、志望大の

出題傾向に合致した「テキスト」も大切です。本塾は、

受験を熟知したプロのスタッフが受験生に最高の環境を

提供しています。 



合格への最短指導を実施 
 

本塾では、短期間で学力を最大限に引き上げ、合格を確実にする最良の方法を実施しております。本塾

の最大の特徴は、２０名限定の少人数クラスで、年間を通して、きめの細かい指導をおこなっている点に

あります。長い受験指導で得た経験から、以下に具体的にのべられているような独自の合格のための指導

を展開します。受験に精通した講師陣よる効果的な学習指導やアドバイス、さらに精選された良問で構成

されたオリジナルテキストの使用に加えて、豊富な経験に裏打ちされた塾長の進学・生活指導など、最短

で「合格」するための最良の学習環境が本塾には整えられております。 

 

■受験に精通した学習指導講師 
 医学部などの難関大の合格には高い学力が必要となります。それを達成するには受験に精通した講師の指導が不可欠で

す。複雑にからまった知識を、きちんと整理をして理解させ、それを入試で引き出させる指導力が必要なのです。学力を

上げてくれる本物の講師は、受験生の学力の弱点を分析できる能力をもち、そして受験生一人一人に情熱をもって指導す

る、いわゆる教育者でもあります。本塾ではそんなプロの講師が全力で合格指導をしています。 
 

■経験豊富な塾長のアドバイス 
 医学部などの難関大は、学力が高ければ合格するとは限りません。模試Ａ判定で不合格となり、Ｅ判定で合格すること

も珍しくありません。また、札医大がＣ判定なら全国の多くの大学がＣ判定となりますが、でも合格率は現実には同じで

はありません。各教科の学力や特性によってＣがＡやＥになるのです。本塾では経験豊富な塾長が成績を紐解いて、受験

生のために、具体的な進学指導をおこなっております。 
 

■各講座20名限定の｢少人数授業」＋｢個人指導｣体制 
本塾の各講座は20名限定となっています(｢基礎完成医学数学ⅠAⅡB」は10名限定)。少人数にしているのは、｢少人数授

業｣＋｢個人指導｣が短期間で最も学力が上がると塾長が判断したからです。少人数授業は緊張感があり集中力が養成され

また、いい意味での競争意識が芽生えます。本塾では個人質問を大歓迎しています。講師陣との触れ合いで、停滞してい

る学力を、短期間に、壁を突破できる学力にまで引き延ばせるのです。 
 

■目標大学に合致したテキストを使用 
 学力を大きく上げるには使用するテキストがとても大切です。市販の問題集や、予備校や塾でみられる全国一律の共通

テキストでは、受験生によって効果があがらない場合も多いのです。すべての勉強はつながっていますから、共通テスト

も視野に入れて、常に基礎を確認しながら二次試験にまで通用する高レベルの学力に引き上げるテキストが不可欠なので

す。本塾では、経験豊富な講師陣が問題を精選したオリジナル･テキストを使用しています。毎年入試本番でも類似問題

が数多く出題されています。 
 

■実戦演習指導を実施 
 本塾の理系講座は、授業中または終了後に実戦問題演習を実施しています。授業を理解できたかを確かめ、応用力を養

成するには、この授業＋αの演習が最上といえます。また答案の書き方も学ぶことができます。そしてこの実戦演習は、

本番への試験慣れや、解法のスピード感覚を鍛えるという訓練でもあるのです。これは本塾独自の指導方法です。 
 

■ＡＯ･推薦入試の受験指導を実施 
 最近はほとんどの医学科でＡＯ・推薦入試を実施しています。本塾では予備校在職時から長年推薦指導をしてきた塾長

が、塾本科生を対象にＡＯ・推薦入試対策指導を実施しています。 
 

■進学講演･個別進学相談を実施 
 本塾では塾長による進学講演や個人指導、資料配付等を実施しています。講演の主な内容は、受験の心構え、合格学習

計画、効果的な学習法、入試の変更点、共通テスト・２次・私大対策などです。また進学相談はいつでも受けられます。 
 

■自習スペースの利用 
 通常授業日の月曜～金曜は午後２時から10時まで利用できます。土曜は特別講座がない場合は午後７時で閉塾となりま

す。また、授業のない日は原則として休塾のため自習室は利用できません。 

 

 

          
     ■個別指導            ■授業(英作文指導)         ■自習スペース 



講座一覧 
 
本塾の講座は、高校の学年や年齢による受講制限はありません。志望大の受験科目や、現在の学習進度や

学力にあわせて講座を選択してください。(表中の対応学年は公立高校の一般的な学習進度を参考に設定) 
 

■各講座は20名限定です (｢基礎完成医学数学ⅠAⅡB｣は10名限定です)。 

＜補足説明＞ 

１.上記講座は一応は目安としての対応学年を設けておりますが、高校の学年や年齢などによる受講制限はありません。

志望大学の受験科目や現在の学力、表中の「難易レベル」や「対応学年」を参考にして、講座を選択してください。 

２.※１「北大・医大実戦英語」「北大・医大英語」「共通テスト対策英語」を受ける場合は、学力を最大限に引きあげる

ために、｢合格必須英文法・作文｣を同時に受講されることをお勧めします。 

※２「北大・医大実戦数学」「北大・医大数学」を受講する場合は、学力を最大限に引きあげるために、「合格必須数

学Ⅲ」を同時に受講されることをお勧めします。 

◆「基礎完成医学数学ⅠAⅡB」は演習形式による個人指導(10 名限定)を行います。 

3.すべての講座は、２学期(～12月)までに全範囲を終了し、高３・高卒生が入試に対応できる授業内容となっています。

★の講座は、１・２学期に引き続き３学期(１～３月)を高２(中高一貫高１)生を対象に実施します。授業内容は１・２

学期の総復習と実戦問題演習が中心で、とくに入試頻出分野を重点的に学習していきます。高３生・高卒生・再受験生

が翌年の受験準備のために受講してもかまいません。 

 

 

 

               
    ■進学講演                       ■面接個人指導                   ■オリジナルテキスト 

 講座名 難易レベル 目標とする大学・学科 対応学年 

 

 

 

英語 

 

 

 北大・医大実戦英語 ※１ 高 北大、札医大、旭医大、その他難関大  高３・卒 

 北大・医大英語 ※１ 中～高 北大、札医大、旭医大、その他難関大  高３・卒 

 合格必須英文法・作文 ※１ 中 国公立大、私大など全大学・学科  高３・卒 

 共通テスト対策英語 ※１ 中 国公立大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高２・３・卒 ★ 

 
 
 
数学 

 

 

 

 北大・医大実戦数学 ※２ 高 北大、札医大、旭医大、その他難関大  高３・卒 

 北大・医大数学 ※２ 中～高 北大、札医大、旭医大、その他難関大  高３・卒 

 合格必須数学Ⅲ ※２ 中 国公立大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高３・卒 

 共通テスト対策数学ⅠAⅡB 中 国公立大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高２・３・卒 ★ 

 基礎完成医学数学ⅠAⅡB  ◆ 基礎～中 国公立大、私大（医学医療・文系学科） 
 高２（中高一貫高１)･ 
３・卒 ★ 

 
 
理科 
 
 

 北大・医大化学 中～高 北大、札医大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高３・卒 

 北大・医大物理 中～高 北大、札医大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高３・卒 

 北大・医大生物 中～高 北大、札医大、私大（医・歯・薬・獣医・他）  高３・卒 

国語 共通テスト対策国語 中 国公立大、私大など全大学・学科  高２･３・卒 ★ 



講座内容の紹介 
 

 北大・医大実戦英語  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 これまでの勉強で、かなり高度な知識は習得できていても、それだけでは入試レベルの長文には歯が立ちません。併せ

て、多くの英文に取り組むことが必要になるのですが、ただ闇雲にやるのでは「労多くして効少なし」になります。仮定

法、分詞構文、名詞構文、無生物主語などの知識を正確に運用しながら、どんなに長いセンテンスでも文頭からどんどん

読み進められる「技」を、的確な指導による長文練習で習得することがこの講座の目的です。実戦的な英作文練習も行い

ます。学力を効果的に身に着けるために本講座＋「北大・医大英語」、本講座＋「合格必須英文法・作文」という選択を

お勧めします。 

 

 北大・医大英語  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 北大・医大レベルの英文に対応するには、本物の読解力が必要になります。「大体わかる」では通用しません。文頭か

ら順に、まとまった単位ごとに、構文・文法の知識を、素早く、ほとんど無意識に読み通せなければ、「英語が読める」

とはいえません。こういう力をしっかり身につけている受験生は少ないのが実状です。本講座では、文型、準動詞、関係

詞、名詞構文、仮定法などの文法項目に沿いながら、数多くの短・中文で練習して、長文で応用力を確認します。また作

文力養成のために、文法項目に沿った長文の和文英訳も行います。この講座と「合格必須英文法・作文」の受講をお勧め

します。この 2講座でたしかな英語力が習得できます。 

 

 合格必須英文法・作文  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、単なる穴埋めや誤文訂正問題の羅列ではなく、実際に英文を読む・書くということに直結させて、文法をそ

の本質から理解しながら習得することを目的にしています。英語の核心である文法の授業は、高校や予備校でも現状は不

十分で、本格的な読解や作文の問題にぶつかると、必ずといっていいほど壁にぶつかります。本講座を受講して、配慮さ

れた多様な練習問題に取り組めば、「英語とはこういうものだったのか」と実感するはずです。高３生や高卒・予備校生

は、「北大・医大実戦英語」、「北大・医大英語」、「共通テスト対策英語」と併せて受講することをお勧めします。 

 

 共通テスト対策英語  ＜高２・３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、私大の医学系を目指す受験生のための講座です。また、新たに始まる共通テストのための英語力充実を目指

す受験生にも対応します。高得点をとるためには、読解・内容把握文を精緻に読み解くオールラウンドな英語力が必要に

なります。確実な基礎力と応用力を備える必要があるのです。本講座では、主要な文法項目を中心にしながら、文法、作

文、読解の問題練習を行います。また各講の最後では、共通テストや私大医学系で出題が予想される読解問題や文法問題

に取り組みます。受験生はもちろん、高２生もこの講座を受講して、本格的な受験英語を早期に習得してください。 

 

  

 北大・医大実戦数学  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、ある程度の数学力を持った受験生が、より高い実戦力を養成し、入試本番への感覚を体得するための講座で

す。高い偏差値をさらに引き上げるには、柔軟な思考力を身につける必要があります。そのためには、選び抜かれた良問

を多く解き、講師に質問をしながら、解法の糸口にいちはやく気付く訓練をすることが最良の方法です。授業内容は、1

学期は確率・数列・ベクトルなど数IAⅡBの入試頻出分野、２学期は入試必出分野の数Ⅲが中心となります。さらに最近

の入試でよくみられる融合問題も数多く取り上げる予定です。授業の最後には、授業の理解度をはかり、そして入試本番

の実戦訓練もかねて演習を行います。 

 

 北大・医大数学  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 医学系など難関大の数学は２次配点が高く、得点が大きく開きます。この授業を通して、学力を入試攻略できるものに

高め、入試本番への感覚を体得してください。学力を上げるには、選び抜かれた良問を多く解き、講師からのアドバイス

で、今まで気付かなかった解法に気付くことが最良の方法です。授業は1学期に確率・数列・ベクトルなど数IAⅡBの入試

頻出分野を中心に学習します。２学期は入試必出分野である数Ⅲの克服をめざします。また、最近の入試で多くみられる

融合問題も学習します。授業の最後には演習をして、実戦力の養成を図ります。本講座と一緒に「合格必須数学Ⅲ」の受

講をお勧めします。この２講座で難関大数学対策を万全にすることができます。 

 



 

 合格必須数学Ⅲ  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、数学Ⅲの基礎力・応用力を完成させ、入試問題を解くための実戦力をつけることを目標とします。国公立大

の理系学部や、私大の医学科などに対応します。これらの大学の入試問題は数学Ⅲの比重が高く、合格のためには数Ⅲを

得意にすることが不可欠といえます。しかし、とくに現役生は数学Ⅲの基礎・応用力を十分につけないうちに入試を迎え

ることが多いようです。よって授業では、数学Ⅲ各分野の基礎事項から解説をはじめ、入試問題を解く応用力を高めるた

め、効果的に指導を展開していきます。万全を期するため、「北大・医大実戦数学」「北大・医大数学」または「共通テス

ト対策数学ⅠＡⅡＢ」と併行して受講することをお勧めします。 

 

 共通テスト対策数学ⅠAⅡB  ＜高２・３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、岩手医大や金沢医大、東京女子医大や東海大(医)などの中位レベル医学科に対応します。「合格必須数学Ⅲ」

と一緒に受講してください。また酪農大(獣医)や薬学科など、数学IAIIBが出題範囲となる大学にも対応します。これら

の大学は難問が少ないので、基礎力を固め、苦手分野を確実に克服することが大切です。また、この講座は新たに始まる

共通テストで高得点を取るための講座でもあります。過去のセンター試験や、私大入試頻出分野に重点をおき、良問を効

果的に配置したテキストで大幅な学力アップをめざします。授業の最後には演習をして、実戦演習指導も行います。高２

生はこの講座を受け、本格的な受験準備を始めることをお勧めします。 

 

 基礎完成医学数学ⅠAⅡB （演習個別指導）  ＜高２(中高一貫高１)・３生・高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、医学医療系学科の基礎力を万全にするための講座です。最近人気が続いている学科ですが、入試問題は基礎

から中レベルのところが多いのです。基礎力に不安がある受験生は、この講座で基礎を完璧にしてください。医学医療系

の大学は出題範囲が大きく異なるため、授業は個別に演習をしながら指導をしていきます。志望大の出題範囲や、受講生

の苦手分野にあわせて問題を解かせ、個別に指導を進めていきます。中高一貫高１生はこの講座をお勧めします。演習形

式による個別指導なので、高校によって学習進度が違っても対応できます。数学が苦手な高２・３生も、本講座で基礎を

完璧なものにしてください。 

 

  

 北大・医大化学  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、北大や札幌医大などの難関大化学を、基本を確認しながら万全にしたいという受験生のための講座です。北

大や医学科などで出題される化学では、高いレベルの学力が必要とされます。本講座では受験までの限られた時間を効率

よく使うため、化学基礎と化学を再構成した独自のテキストを用い、主に１学期に北大・医大入試にまで対応可能な化学

の基本事項を習得し、確実に高得点できるようになる応用力を養成します。２学期は新傾向の問題や、合否に差のでる頻

出問題を時間内に、速く正確に解くための方法を習得します。講義のあとは演習を行い、論述問題を含めて答案の書き方

の指導も行います。 

 

 北大・医大物理  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、北大や札幌医大などの難関大物理を、基本を確認しながら万全にしたいという受験生のための講座です。岩

手医大をはじめ、全国の私大医学科入試にも十分に対応します。授業では、１学期は力学と熱、波の基本を、２学期は電

磁気と波の応用、原子と原子核を学習していきます。入試頻出分野といえる力学と電磁気に重点を置いて、物理の徹底攻

略を目指します。各分野とも、医学医療系大学の実際の入試問題を用いて、基礎事項の確認から応用力の構築を目指しま

す。授業は、演習を交えながら実戦力の養成も併行して進めていきます。 

 

 北大・医大生物  ＜高３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座は、北大や札幌医大などの難関大生物を、基本を確認しながら万全にしたいという受験生のための講座です。岩

手医大をはじめ、全国の私大医学科入試にも十分に対応します。授業は生物基礎と生物を再編集した独自のテキストを使

い、基礎を確認し応用力を養います。１学期は多くの受験生が苦手とする代謝や、遺伝などを学び、２学期は１学期の内

容を踏まえて残りの分野を学びます。本講座の特徴は、生物入試で大きく差のつく論述問題を添削指導する点にあります。

本番で差のつく頻出問題を速く正確に解く練習も行います。 

 

  

 共通テスト対策国語  ＜高２・３生 高卒・予備校・再受験生対応＞ 

 本講座では、現代文・古文・漢文の基礎を固めながら、共通テストで高得点をとるための応用力を養成します。現代文

は長文化が進んでおり、内容を短時間でスピーディに読みとることが必要です。これは付け焼き刃の勉強では対応できま

せん。長文を読みとるノウハウと、的確に正解を探し出すテクニックを、実戦的に指導していきます。また、古文・漢文

は単語・文法の知識は必要ですが、それを増やしても高得点を取れるとは限りません。問題文の内容を的確に捉え、重要

な箇所を判断する方法を実戦的に指導します。 



講座時間割 
 

 

▼「北大・医大物理」は事情により授業時間が「16:00～18:10」に変更となりましたのでご了承ください。 

(注) 土曜日は「特別講座」がない場合は午後７時で閉塾となります。特別講座は随時実施する予定です。 

＜補足説明＞ 
１.上記講座は、高校の学年や年齢などによる受講制限はありません。志望大学の受験科目や現在の学力、別ページの「講

座一覧」の表中にある「難易レベル」や「対応学年」を参考にして、講座を選択してください。 

２.※1「北大・医大実戦英語」「北大・医大英語」「共通テスト対策英語」を受ける場合は、学力を最大限に引きあげるた

めに｢合格必須英文法・作文｣を同時に受講されることをお勧めします。 

※2「北大・医大実戦数学」「北大・医大数学」を受講する場合は、学力を最大限に引きあげるために「合格必須数学

Ⅲ」を同時に受講されることをお勧めします。 

※の北大・医大化学の授業は同じ内容です。水曜日と木曜日のいずれかの曜日を受講して下さい。 

◆「基礎完成医学数学ⅠAⅡB」は演習形式による個別指導(10 名限定)を行います。 

３.授業は予定時間を大きく超えることがあります。また知識定着確認のため、当てることもありますので事前にご了承

ください。 

４.すべての講座は、２学期(～11 月末)までに全範囲を終了し、高３・高卒生が入試に対応できる授業内容となっていま

す。★の講座は、１・２学期に引き続き３学期(１～３月)を、高２生を対象に実施します。授業内容は１・２学期の

総復習と実戦問題演習が中心で、とくに入試頻出分野を重点的に学習していきます。高３生・高卒生・再受験生が翌

年の受験準備のために受講してもかまいません。 

 

 授業年間スケジュール  
  
  

＜補足説明＞ 

１.夏期講習と冬期・直前講習の日程および内容は別途連絡致します。いずれも合格のポイントになる最重要分野につい

て、完全理解のための特別授業またはテストゼミを実施する予定です。（入塾生の学力にあわせ設定します） 

２.３学期は高２生を対象とした授業(上記｢講座時間割｣★印)を、１・２学期に引き続き実施します。授業内容は、主と

して１・２学期の総復習と実戦問題演習が中心で、とくに入試頻出分野を重点的に学習します。高３生・高卒生・再

受験生が翌年の受験準備のために受講してもかまいません。 

<授業時間> 18:30～20:40 15:00～17:10 別途連絡 

月 火 水 木 金 土 (注) 

北大・医大 

数学    ※2 

北大・医大 

実戦数学 ※2 

北大・医大 

実戦英語 ※1 

共通テスト対策

国語     ★ 

北大・医大 

英語    ※1 

▼北大・医大 

物理 

特別講座 

(未定) 

共通テスト対策 

英語 ※1  ★ 

合格必須英文

法・作文※1 

北大・医大 

化学 ※     

北大・医大 

化学 ※      

共通テスト対策 

数学ⅠAⅡB 

★ 

北大・医大 

生物 
 

 

 

 

 

合格必須 

数学Ⅲ※2 

基礎完成医学 

数学ⅠAⅡB 

◆★ 

 

 

 

  

１学期  夏休み  ２学期  冬休み  ３学期  

4/20 

～  

7/15 

<全12回> 

夏期講習 

(日程別途) 

8/17 

～  

11/30 

<全14回> 

冬期講習･２次対策SP講座（日程別途） 

<高３・高卒生対象> 

冬期講習(日程別途) 

<高２生対象> 

1/18～3/12 
<高２生対象 全8回> 



講座選択例 

 

■国公立大医学科志望者 

医学科などの難関大は、２次学力を上げることが合格の大きなポイントです。「北大・医大実戦英語」「北大・医大英語」

「北大・医大実戦数学」「北大・医大数学」「北大・医大化学」「北大・医大物理」「北大・医大生物」が対応講座です。学

力を効果的に上げるため、英語は「合格必須英文法・作文」、数学は「合格必須数学Ⅲ」を同時に受講されることをお勧

めします。苦手科目がある場合は、英語は「共通テスト対策英語」、数学は「共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ」「合格必須数

学Ⅲ」に変更するか、上記講座とこれらを併行して受講してください。また、医学志望者に苦手の多い「共通テスト対策

国語」の受講もぜひお勧めします。 

 

■国公立大保健医療学科志望者 
 札幌医大や旭川医大、札幌市立大や名寄市立大などの保健医療学科は、２次試験が小論文や面接のため、大学入学共通

テストで高得点をとることが、合格の大きなポイントになります。共通テスト対策講座を受講して、共通テスト対策を万

全にしてください。「共通テスト対策英語」「共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ」が対応講座となっています。学力を効果的に

上げるために英語は「合格必須英文法・作文」を、数学は「基礎完成医学数学ⅠＡⅡＢ」を並行して受講されることをお

勧めします。 

 

■私立大医学科志望者 
 最近の私大医学科の入試問題は、慶応大、慈恵医大、日本医大、順天堂大、昭和大といった上位レベル大学はもちろん

ですが、岩手医大、金沢医大、埼玉医大、東京女子医大といった中位レベル私大も問題が難しくなっています。したがっ

て、難関国公立大の２次レベル相当の学力をつけておくことが必要です。日常の学習では、出題傾向にあまりとらわれず

各教科の学力(地力)を最大限に引き上げることを目標にすることが大切といえます。対応講座は「北大・医大英語」「北

大・医大数学」「北大・医大化学」「北大・医大物理」「北大・医大生物」です。学力を効果的に上げるため、英語は「合

格必須英文法・作文」、数学は「合格必須数学Ⅲ」を同時に受講されることをお勧めします。また、英語、数学に自信が

あれば、本番の問題により近い「北大・医大実戦英語」「北大・医大実戦数学」を受講しても構いません。苦手科目があ

る場合は、英語は「共通テスト対策英語」、数学は「共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ」「合格必須数学Ⅲ」に変更するか、こ

れらの講座と上記講座を併行して受講されることをお勧めします。 

 

■私立大保健医療学科志望者 
 看護・理学作業療法・福祉系などの保健医療学科は、志望大の受験科目や、自分の学力レベルにあわせて次の講座の中

から選択してください。英語は「共通テスト対策英語」「合格必須英文法・作文」、数学は「基礎完成医学数学ⅠＡⅡＢ」

「共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ」「合格必須数学Ⅲ」、理科は「北大・医大化学」「北大・医大物理」「北大・医大生物」、

国語は「共通テスト対策国語」が対応講座です。 

 

■高校２年生（中高一貫教育の高１生） 
 本塾の講座は、学年や年齢による受講制限はありません。高校の学習進度や自分の現在の学力、独自の学習進度にあわ

せて講座を選択してください。一般的に高２生は「共通テスト対策英語」「共通テスト対策数学ⅠＡⅡＢ」「共通テスト対

策国語」が対応しますが、上述のように現在の学力に応じて他の講座（EX.「基礎完成医学数学ⅠAⅡB」など）に変更す

るか、または併行して受講してください。難関大の現役合格のためには、高２生のうちに共通テストレベルの問題に対応

できる学力をつけておくことが必要です。すべての勉強はつながっています。２次科目と同じ共通テスト科目は、高２終

了時には共通テスト高得点を取れる学力がつくように努力してください。 

なお、上記に挙げた講座は、３学期(１～３月)についても開設します（高２生対象）。 

 

医学科に合格するためには、二次科目を得意科目にする必要があります。従って基本的には、二次科目

対応の英語、数学、理科２科目の受講をおすすめします。この場合共通テスト対策講座の内容もカバーさ

れておりますので、二次の講座と共通テスト対策講座を重複して受講する必要はありません。ただし、医

学科志望者が失敗しやすい共通テスト対策国語は、二次科目と併行しての受講をおすすめします。以下に、

志望大学別の講座選択例を示しますが、本塾ではセット講座はありませんので、基本的には自分の受講し

たい講座を選択してください。 



進学相談Ｑ＆Ａ 
 

本塾では塾生をはじめ、多くの受験生やご父母の皆様からの進学相談を受け付けております。電話、メー
ル等でお気軽にご相談ください。ここでその一例をご紹介いたします。（詳細はＨＰをご覧ください） 
 
Ｑ：医学進学塾は夜間の授業のようですが、高卒生はどう勉強しているのでしょうか。 
Ａ：本塾は通常の学習塾と同様に、土曜日を除き平日は夜６時30分からの授業です。高卒の塾生は、予備校生と自宅浪人
生がいます。予備校生は予備校の授業終了後に来ています。テキストを多くこなせばよいわけではありませんから、予備
校の授業を選んで受けている生徒が多いようです。自宅生は本塾の授業を中心に、余力があれば問題集等の勉強を加えて

います。本塾は予備校に通うことを勧めていますが、それは塾の授業だけでは対応できないということではありません。
生活のリズムが大きく狂うのを避けたいからです。規則正しい生活ができるなら本塾だけでも十分に対応可能です。 

Ｑ：国公立大医学科を志望していますが、学習計画はどう立てたらよいでしょうか。 
Ａ：医学科攻略の第１のポイントは、英語・数学・理科といった２次科目を、早期に得意科目にすることです。多くの大
学が２次配点が高く、問題も難しいため、たとえ新たに始まる共通テストで高得点をとっても、２次が弱ければ失敗して
しまいます。２次科目は、秋までに学力を最大限に引き上げることに集中してください。共通テストが心配な受験生は、

学習時間が多く取れる夏休みに、その傾向と対策を研究しておくとよいでしょう。注意したいのは国語です。医学科志望
者が最も失敗する恐れがあるのが、共通テスト(今春までのセンター試験)の国語なのです。国語は年間を通して対策をし
ておきましょう。もし現代文と古典を同時に勉強する時間がとれなければ、早い段階では古典の勉強に比重をおいて、夏

までにほぼ完成させておくのが高得点のコツといえます。 

Ｑ：国公立大と私大の医学科をめざしていますが、注意すべきことはありますか。 
Ａ：一般入試における医学科の難度ランクは高く、とくに私大は近年大きく上昇しています。注意することは、私大を国

公立大のスベリ止め的な感覚で受験してはいけないことです。国公立大合格者が、受験したすべての私大に失敗すること
も珍しくはないのです。つまり中途半端に国私併願の勉強をすると「共倒れ」になるケースが多くみられるのです。事情
が許せば、私大専願にしたほうがよい受験生が多くいます。国公立大合格のためには共通テスト高得点が必要ですが、そ

れが可能かを客観的に判断することが、「国私併願」の一つのポイントです。 

Ｑ：大学入学共通テスト終了後に、医学科を選ぶポイントは何ですか。 
Ａ：医学科には多くの選択ポイントがあり、一言ではとても言えません。過去のセンター試験で90％以上の得点をとって

も不合格となり、80％以下でも合格している受験生がいます。志望大学の合否分布を見ると、ボーダーが同じ大学でも、
合否逆転ゾーンの幅が違います。共通テスト高得点をいかすなら、ゾーンが狭い大学を受けるのが得策です。また、受験
生の得意科目によって受験大学の合格率が変わります。模試はＡ判定でも、憧れの大学に出願して不安になると、その不

安が的中することが多いものです。医学科に限らず、出願の際は受験に詳しい先生に相談して選定することが大切です。 

Ｑ：予備校生ですが成績が伸びません、もう一度浪人かと心配なのですが。 
Ａ：半年以上勉強して成績が伸びないのでしたら、テキストのレベルが自分の学力に合っていないことが考えられます。

勉強が空回りしているのです。対策としては、親身な講師に相談することです。また、成績がある程度伸び、合格まであ
と一歩という学力で停滞している受験生もよくみられますが、これを早期に打破するには大人数指導では難しいものです。
可能であれば講師にお願いして、個人指導や少人数による指導をしてもらうのが最も効果があります。 

 

塾長メッセージ 
１０万回の進学相談 
 私は予備校の進学相談室長として、25年間受験の最前線で戦ってきました。在職中の相談回数はのべ１０万回以上
になります。高校生や父母、教員対象の進学講演や入試研究会を年間80回以上実施したこともありました。進学相談
の対象は全国の大学・学科でした。レベルは東大や医学科などの難関大から専門学校まで、そして文系・理系・学際

領域学科など多彩でした。大学入学後のことや就職状況、学校や家庭のこと、人生におけるさまざまな悩みなど、じ
つに多くの相談がありました。 
 
心の成長が合格を招く 
 毎年、数え切れないほど受験指導をしてきましたが、合格している受験生に共通していることは、学力の上昇はもちろん
ですが、人として大きく成長していることです。言葉を変えると、自分を客観視できるようになることです。自分の学力を客
観分析して学習計画を立てること、強い意志をもって高い「生活偏差値」を自己コントロールできることが必要となります。
合格には学力の上昇とともに「心の成長」が必要になるのです。 
 
合格への情熱を持て 
 私は15年前に予備校を辞め、受験生によりよい環境を提供したいと思い、大学受験専門塾を開校しました。これま
での大人数指導ではなく、皆さんの一人一人とより身近に接していきたいと思っています。講師は道内の受験指導に
おいては、最高の先生達に集まっていただきました。受験生の皆さん、受験は自分に適した環境を選ぶことから始ま

ります。そして、最も必要なのは、皆さんの「合格への情熱」です。受験は最終的には自分との戦いです。常に合格
への情熱を絶やさず、本塾のスタッフと一緒にがんばりましょう。 



合格実績＆体験記 
 

■2019年度合格大学 (医学・医療系大学のみ－合格人数などの詳細はホームページをご覧ください） 

北大(医)(総合理系)(理学療法)(看護) 札幌医大(医)(理学療法)(看護) 旭川医大(医) 帯広畜大(獣医) 室蘭工大(機械) 弘前大

(医) 信州大(医) 山梨大(医) 大阪大(基礎工) 酪農学園大(獣医) 北海道医療大(歯)(薬)(臨床検査) 北海道科学大(薬) 天使大

(看護) 文教大(看護) 日本医科大(看護) 岩手医大(医) 東北医科薬科大(医) 独協医大(医) 埼玉医大(医) 東京女子医大(医) 

杏林大(医)(臨床検査) 東海大(医) 東邦大(医) 北里大(医) 金沢医大(医) 愛知医大(医) 福岡大(医) 東京理科大(薬) 星薬科大

(薬) 東京薬科大(薬) 昭和薬科大(薬) 
 

■2019年度合格体験記 （ホームページより一部抜粋） 

北大（医－医）合格   滝口 昌さん（札幌光星高校） 

一年間お世話になった医進塾は自分の大学合格に不可欠でした。通塾しようか迷っている方
にむけてこの塾の魅力を紹介します。 
 一言で表すとこの塾は「凡才が天才に勝つための」塾といえます。記憶力、思考力ともに私

たち凡人より格上の相手と戦うにはどうするか、それは自分より足の速い人に勝つ方法と同じです、「最短
距離」を走り続けることだと思います。この塾で扱う問題は医学部受験での頻出問題、「できなきゃ受から
ない問題」ばかりです。医学科合格に必要なのは、これらをミスなく即座に解く力であり、「できたら凄い
問題」を解く力ではありません。むやみに難問に取り組むのではなく、この塾のテキストをマスターする
ことが一番の近道と断言できます。  
 数学は西田先生です。数学はチャートなど基本的問題を解くことで多くの武器を得られるでしょう。し
かしそれだけではその武器の使い方がわかりません。西田先生のテキストで学んでいくことで、どんな敵
にどの武器でどう戦うかがわかってきます。化学の松崎先生の緻密かつ体系的な授業は文字通り「完璧」
な授業です。さらに医学部合格に必要な知識が全て詰まっている授業プリントには、本番ドンピシャのも
のがいくつもあり、松崎先生は現代の預言者だと、決しておおげさではなく確信しました。 
塾長の片丸先生は、生徒一人一人の性格や長所短所を見抜き、その状況にあわせた的確なアドバイスを

くださいます。自分はケアレスミスがひどかったのですが、塾長の的確な指導のおかげで、なんとかそれ
を防ぐことができるようになりました。面接対策も盤石の指導をしていただけます。 
テキストは先生方が厳選されたものばかりです。「この問題を通して何を学んでほしいのか」「学んだこ

とをどのように応用したらよいのか」などを考えて学習することで合格を手にできると思います。気にな
ったことがあれば先生に質問してください。先生方は何でもとても丁寧に指導してくださいます。受験生
の皆さん、プロ中のプロが集まっているこの医進塾で、ぜひ目標大学の合格を勝ち取ってください。 

   札幌医大(医-医)合格   佐々木遼太朗さん（札幌南高校） 

現役時代の私の成績を考えると、医学進学塾の質の高い授業と、片丸先生との出会いが無け
れば、一浪で医学部に合格することはほぼ不可能だったと思います。 
 英語は品野先生が担当しています。当てられるのでとても緊張感があり、中身の濃い授業で

す。２次直前では毎授業ごとに長文を一つ取り扱うのですが、文法や長文を前から読む技術など色んな知
識を得ることができます。私は復習で日本語訳や取り扱った文法を頭の中で思い返しながら音読すること
で「前から訳す」技術を身につけることができ、英語の成績を劇的に伸ばすことができました。 
 化学は松崎先生が担当しています。松崎先生は今まで出会った化学の先生の中で一番わかりやすい先生
でした。授業では毎授業後にテストがあります。授業は基礎知識からテストで差がつくところまですべて
を網羅しており、予習・復習だけをしっかりおこなうことで、それまではほとんど化学の勉強をしたこと
の無かった私の学力を一気に受験で戦えるレベルまで引き上げてくれました。 
数学は西田先生ですが、先生の授業を受けていなかったら、計算量も多く難解な札医の数学に太刀打ち

できなかったと思います。授業の板書が丁寧で細部までこだわった減点のされない解答解説をしてくださ
います。授業後にテストがあり、西田先生に一発で正解を貰える解答づくりを心掛けていたことで解答作
成力がつきました。 
 私は現役時代、模試成績は散々でセンター試験も失敗し、高校の先生や周りの人たちから「浪人しても
無理、諦めて志望校を変えなさい」と言われ、落ち込んでいた私を、唯一信じて見捨てずに励ましてくだ
さった塾長には感謝してもしきれません。また、「入試は自分の解ける問題を確実に解いた者が勝つ」とい
った数々の塾長の言葉は受験が終わった今考えてみると、本当だったと心から思います。塾長に会えてい
なかったら医学部なんてとっくに諦めて適当な大学で適当な人生を送っていたと思います。立派な医師と
なり、別の形ではありますが、片丸塾長に負けないくらい多くの人たちを救っていきたいです。 



スタッフ紹介 
 
■品野健一 先生（英語） 
東京教育大学(現筑波大)英語学科卒業後、多くの進学高校で教鞭をとる。札幌南高校在職時には、生徒か

ら「品塾」と呼ばれ、輝かしい実績を残し、その指導には絶大な評価と人気を得ていた。その後、大手予備

校に移り、主として東大や医学部をはじめとする難関大学の指導にあたってきた。 

長い経験に培われた深く幅広い知識と、明快な理論に裏付けされた授業は素晴らしく、受験生から絶大な

信頼と人気を得ている。人柄は温厚で、個人指導もとても熱心で、受験生からの信頼は極めて厚い。授業は

生徒の理解度をみながら、重要事項を何度も解説していくため、授業時間を大きく超えることが多い。英文

読解や英作文指導の根底には、常に正しい英文法があり、真の英語力を養成することを意識している。 

受験英語の指導においては、他の追随を許さない道内最高の存在である。 

 
■西田 俊 先生（数学・理科） 
東京大学理学部数学科卒業後、同大学院数理科学研究科修士課程を修了する。その後、東京や札幌の塾や

予備校で、数学・物理の受験指導に携わる。常に基本を重視しながら、問題の解法ポイントを的確に理解さ

せる指導は独自のものがあり、苦手な数学・物理を得意にした受験生も多い。 

問題分析にも秀逸で、毎年各大学の入試問題を的中させている。とくに札医大数学はここ数年、複数の問

題を的中させている。個人指導を重視し、受験生のレベルにあわせた指導をしており、生徒からの信頼はと

ても厚い。授業ではテキストの他に、実戦力をつけるための演習を実施している。演習は規定時間まで、個

別に指導をしている。その徹底した集中力の養成が、数学感覚を開花させるのである。 

受験数学・物理の指導に情熱を持ち、人気、実力ともに道内随一の存在である。 

 
■松崎弘幸 先生（理科） 
北海道大学大学院理学研究科博士後期課程修了と同時に学位(理学博士)を取得。その後、札幌市内の大手

予備校や進学高校で、化学・生物の受験指導に携わる。受験問題集や参考書の執筆も手がけている。研究熱

心で、理科に関連する学際領域分野の知識はとても豊富である。 

どんな難解な理論や問題も、分かりやすく次々と解説していく授業はとても素晴らしく、個人指導も熱心

で、受験生から絶大な信頼と評価を得ている。また毎年、北大や札幌医大をはじめ多くの大学の入試問題を

的中させている。授業ではテキストの他に、独自に編集した参考資料を配付しているが、その内容評価は極

めて高い。また、理解力を試し応用力を養成するために実施している演習も高い人気がある。 

受験化学・生物の指導においては、道内では比類なきナンバー・ワンの存在である。 

 
■灰谷睦郎 先生（国語・小論文） 
早稲田大学文学部卒業後、札幌東高校などの進学校で教鞭をとる。その後、札幌市内の大手予備校に移り、

長年、国語・小論文の指導に携わる。先生が編み出した、独自の国語問題解法術「面積読解法」は、全国的

にも有名で、多くの講師が読解法を利用した授業を真似ている。 

卓越した理論と豊富な経験に基づいた授業は、受験生から最高の評価と信頼を得ている。センター試験か

ら、東大・京大などの難関大学の問題まで、オールマイティに指導をこなしてきた。温厚な人柄で、分かり

やすく解説してくれる個人指導や添削指導は、受験生から絶賛されている。授業ではテキストの他に、文図

プリントや、独自に編集された「共通テスト対策古典手帳」などを副教材として配布する予定である。 

国語・小論文の受験指導においては、全国でも屈指の指導者である。 

 
■片丸和男 塾長（進学指導） 
札幌の大手予備校で、25年間進学相談室長として受験の最前線で活躍してきた。浪人生はもとより、現役

生や保護者等と、在職時の相談はのべ10万回にもおよぶ。また、高校生・保護者への進学講演会や、高校教

諭対象の入試研究会も数多く実施してきた。大学・高校・教育機関などの受験関係者とも幅広い交流があり、

新聞・雑誌・ＴＶなどマスコミへの対応も精力的に取り組んできた。 

予備校退職後、「受験生のためにより優れた受験環境を提供したい」との思いで医学進学塾を設立する。

現在、塾長が認める最高のプロ講師とともに、塾生一人一人を大切に、合格へむけて進学指導をこなしてい

る。また現在も、塾の指導の合間をぬって、受験生や保護者を対象とした進学講演や進路相談をしている。 

経験、実績ともに道内受験指導における第一人者である。 
 



学費＆申込方法 
 

■学費 

学 期 授業回数 学     費 

１学期 
(4/20～7/15) 

全12回 
(３ヶ月) 

１講座お申込みの場合 

６５,０００円 

２講座お申込みの場合 

１講座 ６０,０００円 

３講座以上お申込みの場合 

１講座 ５５,０００円 

２学期 
(8/17～11/30) 

全1４回 
(３.５ヶ月) 

１講座お申込みの場合 

７６,０００円 

２講座お申込みの場合 

１講座 ７０,０００円 

３講座以上お申込みの場合 

１講座 ６４,０００円 

３学期 
(1/18～3/12) 

全8回 
(２ヶ月) 

１講座お申込みの場合 

４３,０００円 

２講座お申込みの場合 

１講座 ４０,０００円 

３講座以上お申込みの場合 

１講座 ３７,０００円 

入学金は無料。学費にはテキスト代、配付資料、学習指導、進学指導、面接指導、進学講演、冷暖房費等を含みます 

（消費税を含みます） 

 

■学費規定（抜粋） 
 １.学費の納入は各学期とも、一括納入と分割納入(２回)がございます。 

 ２.途中入塾の場合は、本学規定に従い学費をお支払いいただきます。 

 ３.途中退塾の場合は、学費の返金はできませんので、事前にご了承ください。 

 ４.特別講座(自由参加)を実施する際は、別途学費をお支払いいただきます。 

 

■学費の分割納入（1講座お申込の場合－２講座以上の場合はお問い合わせください） 

学期 第１回 (入学手続時 )納入額  第２回納入額  第２回納入締切日  

１学期 １ 講座 ３５,０００円 １ 講座 ３０,０００円 ５月３１日 

２学期 １ 講座 ４１,０００円 １ 講座 ３５,０００円 １０月３１日 

３学期 １ 講座 ２３,０００円 １ 講座 ２０,０００円 ２月２８日 

 

■申込方法 
 １.塾窓口でお申し込みの場合 
   入塾願書、写真１枚(3×3㎝)、学費をご持参のうえお申し込みください。 

 ２.郵送でお申し込みの場合 
   現金書留をご利用ください。現金書留封筒に、入塾願書、写真１枚(3×3㎝)、学費(現金)を入れ、下

記住所まで郵送してください。 

   送付先  医学進学塾 〒063-0811 札幌市西区琴似1条4丁目4-10 (011)613-2724 

 ３.銀行振込の場合 
   入塾願書、写真１枚(3×3㎝)をご持参、または郵送していただき、銀行振込による納入をお申し出く

ださい。その際に詳細を文書にてお知らせ致します。 

 

■注意事項（本塾規定より） 

１．各講座は20名限定(一部10名限定)のため、定員になりしだい締切りとなります。講座の増設はありませ

んので、事前にご了承ください。 

２．本塾では、自習室および教室内での私語、会話を一切禁止としています。塾は気分転換の場ではなく、厳しい

戦いの場です。自習室・教室に入ったら勉強に集中・没頭してください。 

３．塾内で大声を出したり騒いではいけません。また、飲酒・喫煙は退塾とします。塾内での携帯電話の使

用も禁止となっています。 

 ※その他の禁止事項は教職員の指示に従ってください。改善が見られない場合は退塾となりますので事前

にご了承ください。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験のプロ集団。ここに集結。 

 

 

札幌市西区琴似1条4丁目4-10 
 〒063-0811 (011)613-2724 

 HP http://www.igaku-mps.com 
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琴似栄町通 

進学医学塾 

北洋銀行 

 
イオン 
  琴似店 

ツルハ 
  ドラッグ 

地下鉄 
琴似駅 

アインズ 

 
琴似バス 
ターミナル 

スポーツ 
クラブＺＩＰ 

地下鉄琴似駅３番出入口より徒歩１分 

ＪＲ琴似駅から徒歩 10分 

http://www.igaku-mps.com/

