
 

 

 

 

 

 

 

 

【テーマ別個別指導とは】 

個別指導９０分×５コマで(計４５０分)で構成される、生徒各自固有の弱点を補強するためにテーマ

(分野)ごとに絞った対策を行う講座です。 

弱点を克服するには「短期間」で「集中的」に学ぶことが効果的です。この講座で苦手分野を得意分

野へと変えてください。 

どのテーマを受講するかお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京お茶の水校 
電話：０３-３２１９-３７５５ FAX：０３-３２１９-７８５５ 

〒１０１-００６２ 東京都千代田区神田駿河台２-５ 村田ビル４F 

大阪茨木校 
電話：０７２-６３８-５８０１ FAX：０７２-６３８-０６１６ 

〒５６７-０８２９ 大阪府茨木市双葉町３１-７ 上田ビル２F・３F 

大阪南校 
電話：０６-６６３４-１１６６ FAX：０６-６６３４-１２２２ 

〒５５６-００１１ 大阪府大阪市浪速区難波中１-１６-１２ ビッグバン府立体育館前ビル 

２０１７夏期 

テーマ別個別指導講座ご案内 

「ガチで格闘する熱い真夏の 5 日間」 

この秋、君の背中はライバルより「頼もしく」成長している。 

 

 

◆岩渕昭平プロ講師による、キラッ輝く医進数学の完全攻略法伝授シリーズ！ 

◆奥平禎プロ講師による、夏に目覚めよ！医系数学頻出問題伝授 5 日間シリーズ 

プロ講師による珠玉の講座！ ビッグバン東西の数学課主任講師が徹底指導！！ 

 

 

◆【東大・理Ⅰ】遠藤による「センター国語・満点を取る必殺解法伝授 5 日間完成」 

◆【東大・理Ⅲ】春名による「医学部数学・必殺解法伝授 5 日間完成」 

◆【京大・医】白井による「医学部化学・必殺解法伝授 5 日間完成」 

◆【阪大・医】松井による「医学部英語・必殺解法伝授 5 日間完成」 

 特別企画 

憧れの東大・京大・国公立 現役医学部生による合格への道しるべ！ 



テーマ別個別指導講座 教科別ラインナップ一覧表（１テーマ：９０分個別指導×５コマ） 
 

数学 

No, ✔ 講座名 レベル 

M０１  夏に完成！数と式１ 基礎 

M０２  夏に完成！数と式２ 発展 

M０３  ０から始める！二次関数１ 基礎 

M０４  チャレンジ！二次関数２ 発展 

M０５  意外と解けない！データの分析  

M０６  場合の数と確率特講１ 基礎 

M０７  チャレンジ！場合の数と確率特講２ 発展 

M０８  意外と解けない！整数の性質１ 基礎 

M０９  チャレンジ！整数の性質２ 発展 

M１０  意外と解けない！図形と方程式１ 基礎 

M１１  夏に完成！図形と方程式２ 発展 

M１２  夏に仕上げる！図形と計量・三角関数１ 基礎 

M１３  夏に完成！図形と計量・三角関数２ 発展 

M１４  夏に仕上げる！指数関数・対数関数１ 基礎 

M１５  夏に完成！指数関数・対数関数２ 発展 

M１６  夏に仕上げる！微分と積分（数Ⅱ）１ 基礎 

M１７  チャレンジ！微分と積分（数Ⅱ）２ 発展 

M１８  夏から始める！数列１ 基礎 

M１９  チャレンジ！数列２ 発展 

M２０  夏から始める！ベクトル１ 基礎 

M２１  チャレンジ！ベクトル２ 発展 

M２２  夏から始める！平面上の曲線１ 基礎 

M２３  究極の！平面上の曲線２ 発展 

M２４  見える！複素数平面完全攻略講座  

M２５  夏から始める！関数と極限１ 基礎 

M２６  究極の！関数と極限２ 発展 

M２７  夏から始める！微分と微分の応用１ 基礎 

M２８  究極の！微分と微分の応用２ 発展 

M２９  夏から始める！積分とその応用１ 基礎 

M３０  究極の！積分とその応用２ 発展 

M９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

国語 

No, ✔ 講座名 レベル 

J０１  ～センター現代文を"読めるようになる"～ ５日間完結講座現代文入門編・完成編  

J０２  ～センター古漢が読める、解ける～ ５日間完結講座センター古文・漢文  

J９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

英語 

No, ✔ 講座名 レベル 

E０１  これで安心！文法１（時制・態・助動詞・仮定法）  

E０２  これで安心！文法２（準動詞）  

E０３  これで安心！文法３（関係詞・接続詞・比較）  

E０４  これで安心！文法４（否定・疑問・倒置・省略・強調・同格）  

E０５  これで安心！文法５（名詞・代名詞・形容詞・副詞）  

E０６  これで安心！文法６（動詞と文型・動詞の語法）  

E０７  夏に完成！文法総合演習～満点を取りに行く集中講座～  

E０８  夏にオールチェック！第１・２・３文型 基礎総合  

E０９  夏にオールチェック！第４・５文型 基礎総合  

E１０  ０から始める！英文解釈１ 基礎 

E１１  意外と解けない！英文解釈２ 発展 

E１２  読める！わかる！長文読解演習１ 基礎 

E１３  周りに差をつける！長文読解演習２ 発展 

E１４  チャレンジ！医系長文読解演習～医系単語を攻略する夏～ 発展 

E１５  究極の！国公立英作文対策（私大英作文・自由英作文対応可）  

E１６  チャレンジ！整序問題・誤文訂正問題総合演習 発展 

E９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

  



 
 

化学 

No, ✔ 講座名 レベル 

C０１  夏から始める！計算まみれ特講（mol・濃度・熱化学） 基礎 

C０２  出直し滴定（酸・塩基、酸化・還元） 基礎 

C０３  滴定問題を極める（酸・塩基、酸化・還元） 発展 

C０４  物質（三態・気体）の芽生え 基礎 

C０５  物質（三態・気体）の完成 発展 

C０６  夏から始める！電気化学 基礎 

C０７  最高峰の電気化学 発展 

C０８  夏から始める！反応速度・化学平衡 基礎 

C０９  チャレンジ！反応速度・化学平衡 発展 

C１０  ０から始める！有機化合物の基礎 基礎 

C１１  夏から始める！高分子の基礎 基礎 

C１２  夏から始める！構造決定１ 基礎 

C１３  究極の！構造決定２ 発展 

C１４  初めての無機 基礎 

C１５  意外と解けない！金属 発展 

C１６  意外と解けない！非金属 発展 

C９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

物理 

No, ✔ 講座名 レベル 

P０１  夏から始める！等速運動・運動方程式・仕事とエネルギー  

P０２  学んでおくべき力とモーメント・物体の衝突・相互運動１ 基礎 

P０３  究極の！力とモーメント・物体の衝突・相互運動２ 発展 

P０４  夏から始める！等速円運動・単振動・惑星の運動１ 基礎 

P０５  究極の！等速円運動・単振動・惑星の運動２ 発展 

P０６  学んでおくべき電場と電位・コンデンサーとその回路１ 基礎 

P０７  チャレンジ！電場と電位・コンデンサーとその回路２ 発展 

P０８  夏に完成！直流回路・電流計電圧計・RC 回路  

P０９  夏に完成！電流と磁場・荷電粒子の運動  

P１０  夏から始める！電磁誘導・自己誘導相互誘導１ 基礎 

P１１  チャレンジ！電磁誘導・自己誘導相互誘導２ 発展 

P１２  これで安心！RLC 直流回路・交流回路・振動回路  

P１３  夏から始める！熱力学１ 基礎 

P１４  熱力学集中講座２ 発展 

P１５  学んでおくべき波の伝わり方・平面波・定常波  

P１６  夏から始める！音波・光波１ 基礎 

P１７  音波・光波集中講座２ 発展 

P１８  意外と解けない！原子物理のオールチェック  

P９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

生物 

No, ✔ 講座名 レベル 

B０１  夏から始める！細胞・分裂・組織・生体元素のオールチェック  

B０２  究極の！生殖・発生  

B０３  遺伝１マスター入門編 基礎 

B０４  遺伝２マスター完成編 発展 

B０５  夏から始める！神経系・恒常性１ 基礎 

B０６  意外と解けない！神経系・恒常性２ 発展 

B０７  植物総整理  

B０８  夏から始める！分子遺伝１ 基礎 

B０９  夏に完成！分子遺伝２ 発展 

B１０  ０から始める！代謝１ 基礎 

B１１  夏に完成！代謝２ 発展 

B１２  フライングで完成！生物の集団・生態系  

B１３  フライングで完成！進化・系統分類  

B９０  総合演習・復習（分野生徒別）  

 

  



テーマ別個別指導講座 お申込書 

生徒お名前 性別 生年月日 

(フリガナ) 

(漢字) 男・女 

西暦      年    月    日 

満年齢     歳 

学校名・学年/卒年 

保護者様お名前 印 高等学校 

中学校 (フリガナ) 

(漢字) 

                           (続柄) 

 年生        年卒 

生徒 携帯電話番号 

ご住所  

〒 保護者様 携帯電話番号 

                    (続柄) 

ご自宅 電話番号 

 

(備考) 

 

ご自宅 FAX 番号 

 

お申込み講座番号 

     

     

     

     

 

【お申込みにつきまして】 

下記フリーダイヤルまで（または各校舎まで直接）お電話いただくか、上記お申込書に必要事項をご記入の上、FAX にてお申し込みくだ

さい。※FAX お申込みの際には必要に応じて中央より半分（A４サイズ）に切り離して送信してください。 

 

【受講料】 

１テーマ（９０分個別指導＜＠１５,０００円税別＞×５コマ、計４５０分） 

７５,０００円（税別）※講師により受講料が異なる場合があります。詳細は教務課までお問い合わせください。 

 

【受講日時】 

生徒・保護者様と面談の上で、決定いたします。 

不明点・疑問点などがありましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

 

 

 

東京お茶の水校 
電話：０３-３２１９-３７５５ FAX：０３-３２１９-７８５５ 

〒１０１-００６２ 東京都千代田区神田駿河台２-５ 村田ビル４F 

大阪茨木校 
電話：０７２-６３８-５８０１ FAX：０７２-６３８-０６１６ 

〒５６７-０８２９ 大阪府茨木市双葉町３１-７ 上田ビル２F・３F 

大阪南校 
電話：０６-６６３４-１１６６ FAX：０６-６６３４-１２２２ 

〒５５６-００１１ 大阪府大阪市浪速区難波中１-１６-１２ ビッグバン府立体育館前ビル 

 


