
国公立＆難関・上位大
英文読解ゼミ
看護医療系大学の入試問題で頻出のテー
マを含んだ英文を用いてハイレベルな英
文の読解法と典型的な設問への解法を解
説します。読解重視の大学対策の土台を
完成します。

国公立＆難関・上位大
英文法ゼミ
大学の入試頻出問題を用いて、読解に必
要な文法語法と典型的な問題を攻略する
ための基本知識を指導します。大学英語
攻略に欠かせない講座です。

国公立＆難関・上位大
英文法演習ゼミ
大学の入試頻出問題演習を通し、読解に
必要な文法語法と典型的な問題を攻略す
るための実戦力を養成します。大学英語
攻略に欠かせない講座です。

大学
英文法ゼミ
発音・アクセントから文法語法までオー
ルラウンドな力をきたえます。入試頻出
事項を確認整理し、文法語法の得点力アッ
プを図ります。

大学
英文法演習ゼミ
発音・アクセントから文法語法までオー
ルラウンドな力をきたえます。入試頻出
事項の実践的な問題演習を通じて確認整
理をし、文法語法の得点力アップを図り
ます。

夏期講習会　講座内容（高3・高卒生対象） 夏期講習会　講座内容（高3・高卒生対象）

夏期講習会　講座内容（高2生対象）

大学
英文読解ゼミ
読解力重視の最近の傾向に対処するため、
大学・短大の入試問題を用いて「正確な
読み方」と設問の「解き方」を指導します。

看護医療系
英文読解ゼミ
実際の入試問題を扱って、正しい英文の
訳し方、文のつながり、構成を見抜く力
などを身に付け、読解力と設問解法力の
アップを図ります。

看護医療系
英文法ゼミ
入試頻出あるいは必出の発音・アクセン
ト・熟語・語法などの確認整理をします。
必須基本事項の定着で文法語法を得点源
にするのがねらいです。

看護医療系
英文法演習ゼミ
入試頻出あるいは必出の発音・アクセン
ト・熟語・語法など演習を通じて確認整
理をします。必須基本事項の定着で文法
語法を得点源にするのがねらいです。

センター試験対策
英語ゼミ
センター試験英語を攻略するには、迅速かつ
正確な問題処理能力が要求されます。その実
際を知り、今後の学習の指針を与えると同時
に、出題形式に対応した、様々な問題をこな
しながら、基本事項を押さえ、センター試験
独特の出題形式に対応できる力を養成します。

隆行流 夏の総まとめ
英語ゼミ
長文はサクサク読みまくる。文法は頻出
問題を解きまくる。単語・熟語は最重要
語をおぼえまくる。整序問題は並べ替え
まくる。最強の 5日間！最高の充実感！

隆行流 慶應・上智・聖路加・日赤大と
国立看護大学校の英語完全攻略ゼミ
東京医科歯科大、千葉大、国立看護大学校な
どの難関国公立大、慶應義塾大、上智大、聖
路加国際大、日赤看護大などの人気難関私
立大入試突破に必要な読解力を強化する。
長文を用いて速読速解法を身に付け、テーマ
理解に必要な最新医学・医療の知識を養う。

隆行流 順天堂・武蔵野・杏林・北里・慈恵医大の
英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の看護大学を徹底攻略 !! 絶
対合格を確実にする英語力を養成 !! 長文
読解から、文法、整序英作文、会話文問
題まですべてを完全 GET!!　慶應、聖路
加、国立看護大など難関大志望の人も受
講しておきたいこの講座 !

隆行流 看護医療系
“東京”六大学英語完全攻略ゼミ
東京医療保健大・東京女子医大・東京医科
大・東京工科大・東京有明医療大・東京家政
大志望者大集合!!長文から文法まですべて
を完全制覇!!授業は鈴木隆行流。この夏は、
今、大人気の看護系大学合格を目指して、
基本問題から難問までどんどんチャレン
ジしよう!!

隆行流　帝京・帝京平成・帝京科学・
目白・文京学院大の英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の中堅看護医療系大学を徹
底攻略 !! 絶対合格を確実にする英語力を
養成 !! 長文読解から、文法、整序英作文、
会話文問題まですべてを完全 GET!!　順
天堂・武蔵野・杏林大など上位大志望の
人も受講しておきたいこの講座 !

英語 頻出アイテムの
NETWORKゼミ
内容は文法・語法が中心となりますが、英
文を「正確に」読むための文法事項や長文
中の設問を解くための考え方も同時に扱っ
ていきます。1学期に出遅れた感じのある
人！またある程度勉強したつもりだけどイ
マイチピンとこない方にも“自力で解ける”
感覚がこの講座で得られることでしょう。

北里・順天堂・日赤大の
英語完全攻略ゼミ
北里大、順天堂、日赤大などの人気上位
私立大入試突破に必要な読解力を強化す
る。長文を用いて速読速解法を身につけ、
文法・英作文など文法問題演習により、
上位大対策に万全を期す。

東邦・昭和・東京医療保健大の
英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の看護医療系大学を徹底攻略!! 
絶対合格を確実にする英語力を養成!! 　長文
読解から、文法、整序英作文、会話文問題ま
ですべてを完全GET!!　難関大志望の人も
受講しておきたいこの講座!　第一志望大学
の基礎固めに最適です。

夏の総まとめ英語ゼミ

文法分野を万全の体制で入試を迎え撃ちた
い受験生対策の集中講座。取上げるのは不
定詞・動名詞といった勉強が手薄になりが
ちだけど入試で出題されている重要事項を
がっちりと教えます。早く正確に解答を出
す方法や学習効率を上げる方法などもアド
バイス。

必須問題攻略
発音・アクセント完成

必須問題攻略
頻出熟語特訓

入試本番では重要項目を覚えていれば、即得点アップにつながります。数ある重要項目の
中から、看護医療系入試に「絶対ハズせない !!」ものだけに絞り込んで指導します。英語
の偏差値が上がらず悩んでいるキミ！「やらなきゃいけない講座はこれだ！」

国公立＆難関・上位大
現代文ゼミ
最近の看護医療系大学の入試では、考えさ
せる問題に重点がおかれています。これは、
実際の医療現場の要請から出たというの
が、真の理由です。読解を中心に看護医療系
ならではの総合的講義を展開します。

大学
現代文ゼミ
過去の出題傾向を検討し、現代文の読解
法を身につけます。また記述力、選択肢
の判別法、空所補充、段落区分のとらえ
方など多様な設問に対応できるテクニッ
クを養い、国語力を強化します。国語常
識などにもふれます。

看護医療系
現代文ゼミ
実際の入試問題をもとに、現代文の読解
法を身に付けます。記述力、選択肢の判
別法、空所補充、段落区分のとらえ方な
ど多様な設問に対応できるテクニックを
養い、国語力を強化します。国語常識な
どにもふれます。

かずの「攻めの現代文」
ロジカルリーディングゼミ
看護医療系入試では小論文の文章題や資料
読解などに代表されるように、文章を読み
取る力が最重要となってきている。この講
座では＜文章を速読する力とテーマを正確
に読み取る力＞を培うことを狙いとする。＜
小論文攻略を視野に入れた現代文＞ロジカ
ルリーディング！

必須問題攻略
国語常識
入試本番では重要項目を覚えていれば、即得
点アップにつながります。数ある重要事項の
中から、看護医療系入試国語常識の中で「絶対
ハズせない!!」ものだけに絞り込んで指導しま
す。何をしたらよいか迷っているキミ！やらな
きゃいけない講座はこれだ！

高2看護医療系
現代文＆小論文
看護医療系入試で実際に出題された問題にチャレンジしな
がら、入試現代文の「解き方のルール」を高 2 の夏でい
ちはやくマスターします。
小論文は原稿用紙の使い方から、頻出テーマに対する考
え方等、必要なポイントを丁寧に指導します。

国公立＆難関・上位大
数学ⅠAゼミ
数学ⅠAの重要項目を看護医療系大学標
準レベルの入試問題を通して強化します。
これだけは知っておいて欲しいという解
法と実践力を養成します。

大学
数学ⅠAゼミ
看護医療系大学・短大の数学ⅠAの問題
を扱います。基礎事項のチェックからはじ
め、標準的な問題へと到達します。

国公立＆難関・上位大
数学ⅠA演習ゼミ
数学ⅠAの重要項目を看護医療系標準レ
ベルの入試問題演習を通して強化しま
す。これだけは知っておいて欲しいとい
う解法と実践力を養成します。

大学
数学ⅠA演習ゼミ
看護医療系大学・短大の数学ⅠA問題を
通し実践力養成を徹底します。基礎事項
のチェックからはじめ、標準的な問題へ
と到達します。

看護医療系＆センター
数学ⅡBゼミ
数ⅡBの頻出重要項目の典型的な実戦問
題を使って、ていねいに学習していきま
す。数学Ⅱ、数学Bのうちの重要項目を扱
います。
数Ⅱのみ受講
前半3日間　授業料10,000円

夏の総まとめ
数学ⅠAゼミ
数学Ⅰ・Aについて、入試に必要な実戦力
を養うことを目指します。過去の入試問題
から精選した問題を学習して、標準的な入
試問題に対する考え方を理解させることを
中心に演習していきます。

生物ゼミ

看護医療系の出題を分析し、新課程に合わ
せた内容で、最新の問題をとりあげます。
受験生が苦手とする発生に重点をおき、万
全を期します。人気校対策を考えている受
験生に最適です。
※生物基礎の範囲は含みません。

化学基礎ゼミ

看護医療系化学基礎・センター化学基礎突
破のための基礎力の養成。基礎の説明を十
分に行い、解説を加えながら問題を解くこ
とによって、重要事項を理解させます。

生物基礎ゼミ

看護医療系入試の出題を分析し、新課程
に合わせた内容で、苦手分野の克服、弱
点補強を目指します。

国公立＆難関・上位大
生物＆生物基礎演習ゼミ
看護医療系の出題を分析し、新課程に合
わせた内容で、最新の問題を演習します。
人気校対策を考えている受験生に最適で
す。

生物基礎演習ゼミ

看護医療系入試の出題を分析し、新課程
に合わせた内容で、問題演習とその解説
を通して苦手分野の克服、弱点補強を目
指します。

夏の総まとめ
生物＆生物基礎ゼミ
看護医療系の出題を分析し、新課程に合
わせた内容で、最新の問題をとりあげま
す。人気校対策を考えている受験生に最
適です。

夏からスタート！
小論文・作文ゼミ
この夏から小論文・作文をスタートする方
のための講座です。小論文・作文の基本的
なルールと、おさえておきたい頻出課題を
添削指導します。
（小論文作文ゼミとセット受講が効果的）

推薦入試・AO入試対策
小論文・作文ゼミ
推薦入試・AO入試のポイントは小論文です。推
薦・AO攻略を講義と添削の組合せで基礎から
指導します。要となる「志望動機」「自己PR」な
どの書き方はもちろんのこと、入試頻出テーマ
の取り組み方を示します。小論文作文ゼミとあ
わせて受講することをお勧めします。

看護医療系
小論文・作文ゼミ
看護医療系小論文の要点を把握し、合格答
案作成法をマスターさせます。小論文・作
文はいかに書くべきかという講義を聞き、
それに基づいて文章を作成し、添削指導を
受け、講評を聞いてさらに書く。5日後、
君の書く力は変革されているでしょう。

国公立＆難関・上位大
小論文ゼミ
東京医科歯科大、千葉大、首都大学東京、
埼玉県立大、慶應義塾大、聖路加国際大
等難関大学から私大上位校を目指す受験
生のための小論文講座です。求められる
問題意識、知識、方向性、文章力のトレー
ニングを行います。

社会人入試・学士編入対策
小論文・作文ゼミ
社会人や学士の皆さんは社会経験や大学生活
を経ているので、入試では高校生や浪人生とは
異なる視点と意見を要求されます。本講座では
限られた時間内に自分の考えを自分の言葉でま
とめ上げ、さらに漠然とした思いを説得力ある
各自の主張に成長させることを目指します。

神奈川県立保健福祉大学の
英文小論文対策ゼミ
神奈川県立保健福祉大学の2次試験「総
合問題」への対策はもちろん、推薦入試
にも対応した講座です。英文による小論
文の出題と医療・福祉に関わる問題の傾
向を踏まえ、合格答案作成の必須条件と
は何かを考えていきます。

埼玉県立大学対策
小論文ゼミ
埼玉県立大学の推薦入試・一般入試の出
題形式は、日本語または英文の課題文、
および図表・グラフからの出題です。推
薦入試・一般入試の合格に向けて、過去
問題の出題内容の分析と注目テーマの演
習を行い、今後の対策を示します。

小論文作文の書き方解説
題材・テーマに関する
基礎知識・考え方解説

小論文作文  答案作成演習

授業担当講師による添削指導

全体講評と解説

新宿セミナー小論文作文講座
指導システム

新宿セミナーオリジナル
志望理由書作成＆面接対策講座
看護医療系受験に絶対欠かせない志望理
由書作成＆面接対策の解説＆実戦演習を、
新セミ夏期講習会受講生の皆さんのため
に行います。志望理由書の作成、面接指
導で他を寄せ付けない新宿セミナーなら
ではの講座です。

順天堂・東邦・東京医療保健・国際医療福祉大学対策
英語完全攻略ゼミ

千葉県立保健医療大学対策
小論文ゼミ

聖路加・日赤・順天堂・東京医療保健大学対策
現代文完全攻略ゼミ

杏林大学保健学部の
英語完全攻略ゼミ

首都大学東京推薦入試対策
小論文ゼミ

日本赤十字看護大学対策
英文読解演習ゼミ

聖路加国際大学対策
小論文ゼミ

埼玉県立大学
小論文特訓完成ゼミ

都立看護専門学校
の数学Ⅰ完全攻略ゼミ

都立看護専門学校推薦入試対策
小論文ゼミ

順天堂大学医療看護学部
推薦入試対策小論文ゼミ

都立看護専門学校
の英語完全攻略ゼミ

看護医療系入試は他の分野と異なる出題傾
向がある上、さらにそれぞれの学校ごとに
個性が際立っています。志望校合格に入試
問題研究は欠かせません。問題分析と対策
講義を通じて頻出事項をチェック。志望校
攻略を目指します。

都立看護専門学校
の現代文完全攻略ゼミ

高2看護医療系
英語
看護医療系入試英語の基本となる文法と読解を学習しま
す。入試頻出の単語に関する問題をはじめとする様々な文
法問題と看護医療系テーマの短めな英文の読解、
会話文に関する問題にチャレンジします。

高2看護医療系
数学ⅠA
数ⅠAの重要項目である、2次関数、三角比、確率を中
心に、基本事項を徹底的にチェック。看護医療系入試に
おける受験対策で、一歩先に進めるようにします。

慶應・上智大＆難関私大
英文読解ゼミ
慶應義塾大、上智大、北里大、聖路加国際大、
日本赤十字看護大などの人気難関私立大入試
突破に必要な読解力を強化する。超長文を用
いて速読速解法を身につけ、テーマ理解に必
要な最新医学、医療の知識も養い、トップ難
関大対策に万全を期す。東京医科歯科大など
の難関国公立大志望者にもオススメ。

看護医療系
数学ⅠA演習ゼミ
数学ⅠAの基本問題を通して基礎力・計
算力の完成を目指します。過去の出題傾
向を考慮に入れて、基礎問題を数多く演
習していねいに解説します。

看護医療系
数学ⅠAゼミ
数学ⅠAの基本問題を通して基礎力・計
算力の完成を目指します。過去の出題傾
向を考慮に入れて、基礎事項をていねい
に解説します。
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国公立＆難関・上位大
英文読解ゼミ
看護医療系大学の入試問題で頻出のテー
マを含んだ英文を用いてハイレベルな英
文の読解法と典型的な設問への解法を解
説します。読解重視の大学対策の土台を
完成します。

国公立＆難関・上位大
英文法ゼミ
大学の入試頻出問題を用いて、読解に必
要な文法語法と典型的な問題を攻略する
ための基本知識を指導します。大学英語
攻略に欠かせない講座です。

国公立＆難関・上位大
英文法演習ゼミ
大学の入試頻出問題演習を通し、読解に
必要な文法語法と典型的な問題を攻略す
るための実戦力を養成します。大学英語
攻略に欠かせない講座です。

大学
英文法ゼミ
発音・アクセントから文法語法までオー
ルラウンドな力をきたえます。入試頻出
事項を確認整理し、文法語法の得点力アッ
プを図ります。

大学
英文法演習ゼミ
発音・アクセントから文法語法までオー
ルラウンドな力をきたえます。入試頻出
事項の実践的な問題演習を通じて確認整
理をし、文法語法の得点力アップを図り
ます。

夏期講習会　講座内容（高3・高卒生対象） 夏期講習会　講座内容（高3・高卒生対象）

夏期講習会　講座内容（高2生対象）

大学
英文読解ゼミ
読解力重視の最近の傾向に対処するため、
大学・短大の入試問題を用いて「正確な
読み方」と設問の「解き方」を指導します。

看護医療系
英文読解ゼミ
実際の入試問題を扱って、正しい英文の
訳し方、文のつながり、構成を見抜く力
などを身に付け、読解力と設問解法力の
アップを図ります。

看護医療系
英文法ゼミ
入試頻出あるいは必出の発音・アクセン
ト・熟語・語法などの確認整理をします。
必須基本事項の定着で文法語法を得点源
にするのがねらいです。

看護医療系
英文法演習ゼミ
入試頻出あるいは必出の発音・アクセン
ト・熟語・語法など演習を通じて確認整
理をします。必須基本事項の定着で文法
語法を得点源にするのがねらいです。

センター試験対策
英語ゼミ
センター試験英語を攻略するには、迅速かつ
正確な問題処理能力が要求されます。その実
際を知り、今後の学習の指針を与えると同時
に、出題形式に対応した、様々な問題をこな
しながら、基本事項を押さえ、センター試験
独特の出題形式に対応できる力を養成します。

隆行流 夏の総まとめ
英語ゼミ
長文はサクサク読みまくる。文法は頻出
問題を解きまくる。単語・熟語は最重要
語をおぼえまくる。整序問題は並べ替え
まくる。最強の 5日間！最高の充実感！

隆行流 慶應・上智・聖路加・日赤大と
国立看護大学校の英語完全攻略ゼミ
東京医科歯科大、千葉大、国立看護大学校な
どの難関国公立大、慶應義塾大、上智大、聖
路加国際大、日赤看護大などの人気難関私
立大入試突破に必要な読解力を強化する。
長文を用いて速読速解法を身に付け、テーマ
理解に必要な最新医学・医療の知識を養う。

隆行流 順天堂・武蔵野・杏林・北里・慈恵医大の
英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の看護大学を徹底攻略 !! 絶
対合格を確実にする英語力を養成 !! 長文
読解から、文法、整序英作文、会話文問
題まですべてを完全 GET!!　慶應、聖路
加、国立看護大など難関大志望の人も受
講しておきたいこの講座 !

隆行流 看護医療系
“東京”六大学英語完全攻略ゼミ
東京医療保健大・東京女子医大・東京医科
大・東京工科大・東京有明医療大・東京家政
大志望者大集合!!長文から文法まですべて
を完全制覇!!授業は鈴木隆行流。この夏は、
今、大人気の看護系大学合格を目指して、
基本問題から難問までどんどんチャレン
ジしよう!!

隆行流　帝京・帝京平成・帝京科学・
目白・文京学院大の英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の中堅看護医療系大学を徹
底攻略 !! 絶対合格を確実にする英語力を
養成 !! 長文読解から、文法、整序英作文、
会話文問題まですべてを完全 GET!!　順
天堂・武蔵野・杏林大など上位大志望の
人も受講しておきたいこの講座 !

英語 頻出アイテムの
NETWORKゼミ
内容は文法・語法が中心となりますが、英
文を「正確に」読むための文法事項や長文
中の設問を解くための考え方も同時に扱っ
ていきます。1学期に出遅れた感じのある
人！またある程度勉強したつもりだけどイ
マイチピンとこない方にも“自力で解ける”
感覚がこの講座で得られることでしょう。

北里・順天堂・日赤大の
英語完全攻略ゼミ
北里大、順天堂、日赤大などの人気上位
私立大入試突破に必要な読解力を強化す
る。長文を用いて速読速解法を身につけ、
文法・英作文など文法問題演習により、
上位大対策に万全を期す。

東邦・昭和・東京医療保健大の
英語完全攻略ゼミ
首都圏で人気の看護医療系大学を徹底攻略!! 
絶対合格を確実にする英語力を養成!! 　長文
読解から、文法、整序英作文、会話文問題ま
ですべてを完全GET!!　難関大志望の人も
受講しておきたいこの講座!　第一志望大学
の基礎固めに最適です。

夏の総まとめ英語ゼミ

文法分野を万全の体制で入試を迎え撃ちた
い受験生対策の集中講座。取上げるのは不
定詞・動名詞といった勉強が手薄になりが
ちだけど入試で出題されている重要事項を
がっちりと教えます。早く正確に解答を出
す方法や学習効率を上げる方法などもアド
バイス。

必須問題攻略
発音・アクセント完成

必須問題攻略
頻出熟語特訓

入試本番では重要項目を覚えていれば、即得点アップにつながります。数ある重要項目の
中から、看護医療系入試に「絶対ハズせない !!」ものだけに絞り込んで指導します。英語
の偏差値が上がらず悩んでいるキミ！「やらなきゃいけない講座はこれだ！」

国公立＆難関・上位大
現代文ゼミ
最近の看護医療系大学の入試では、考えさ
せる問題に重点がおかれています。これは、
実際の医療現場の要請から出たというの
が、真の理由です。読解を中心に看護医療系
ならではの総合的講義を展開します。

大学
現代文ゼミ
過去の出題傾向を検討し、現代文の読解
法を身につけます。また記述力、選択肢
の判別法、空所補充、段落区分のとらえ
方など多様な設問に対応できるテクニッ
クを養い、国語力を強化します。国語常
識などにもふれます。

看護医療系
現代文ゼミ
実際の入試問題をもとに、現代文の読解
法を身に付けます。記述力、選択肢の判
別法、空所補充、段落区分のとらえ方な
ど多様な設問に対応できるテクニックを
養い、国語力を強化します。国語常識な
どにもふれます。

かずの「攻めの現代文」
ロジカルリーディングゼミ
看護医療系入試では小論文の文章題や資料
読解などに代表されるように、文章を読み
取る力が最重要となってきている。この講
座では＜文章を速読する力とテーマを正確
に読み取る力＞を培うことを狙いとする。＜
小論文攻略を視野に入れた現代文＞ロジカ
ルリーディング！

必須問題攻略
国語常識
入試本番では重要項目を覚えていれば、即得
点アップにつながります。数ある重要事項の
中から、看護医療系入試国語常識の中で「絶対
ハズせない!!」ものだけに絞り込んで指導しま
す。何をしたらよいか迷っているキミ！やらな
きゃいけない講座はこれだ！

高2看護医療系
現代文＆小論文
看護医療系入試で実際に出題された問題にチャレンジしな
がら、入試現代文の「解き方のルール」を高 2 の夏でい
ちはやくマスターします。
小論文は原稿用紙の使い方から、頻出テーマに対する考
え方等、必要なポイントを丁寧に指導します。

国公立＆難関・上位大
数学ⅠAゼミ
数学ⅠAの重要項目を看護医療系大学標
準レベルの入試問題を通して強化します。
これだけは知っておいて欲しいという解
法と実践力を養成します。

大学
数学ⅠAゼミ
看護医療系大学・短大の数学ⅠAの問題
を扱います。基礎事項のチェックからはじ
め、標準的な問題へと到達します。

国公立＆難関・上位大
数学ⅠA演習ゼミ
数学ⅠAの重要項目を看護医療系標準レ
ベルの入試問題演習を通して強化しま
す。これだけは知っておいて欲しいとい
う解法と実践力を養成します。

大学
数学ⅠA演習ゼミ
看護医療系大学・短大の数学ⅠA問題を
通し実践力養成を徹底します。基礎事項
のチェックからはじめ、標準的な問題へ
と到達します。

看護医療系＆センター
数学ⅡBゼミ
数ⅡBの頻出重要項目の典型的な実戦問
題を使って、ていねいに学習していきま
す。数学Ⅱ、数学Bのうちの重要項目を扱
います。
数Ⅱのみ受講
前半3日間　授業料10,000円

夏の総まとめ
数学ⅠAゼミ
数学Ⅰ・Aについて、入試に必要な実戦力
を養うことを目指します。過去の入試問題
から精選した問題を学習して、標準的な入
試問題に対する考え方を理解させることを
中心に演習していきます。

生物ゼミ

看護医療系の出題を分析し、新課程に合わ
せた内容で、最新の問題をとりあげます。
受験生が苦手とする発生に重点をおき、万
全を期します。人気校対策を考えている受
験生に最適です。
※生物基礎の範囲は含みません。

化学基礎ゼミ

看護医療系化学基礎・センター化学基礎突
破のための基礎力の養成。基礎の説明を十
分に行い、解説を加えながら問題を解くこ
とによって、重要事項を理解させます。

生物基礎ゼミ

看護医療系入試の出題を分析し、新課程
に合わせた内容で、苦手分野の克服、弱
点補強を目指します。

国公立＆難関・上位大
生物＆生物基礎演習ゼミ
看護医療系の出題を分析し、新課程に合
わせた内容で、最新の問題を演習します。
人気校対策を考えている受験生に最適で
す。

生物基礎演習ゼミ

看護医療系入試の出題を分析し、新課程
に合わせた内容で、問題演習とその解説
を通して苦手分野の克服、弱点補強を目
指します。

夏の総まとめ
生物＆生物基礎ゼミ
看護医療系の出題を分析し、新課程に合
わせた内容で、最新の問題をとりあげま
す。人気校対策を考えている受験生に最
適です。

夏からスタート！
小論文・作文ゼミ
この夏から小論文・作文をスタートする方
のための講座です。小論文・作文の基本的
なルールと、おさえておきたい頻出課題を
添削指導します。
（小論文作文ゼミとセット受講が効果的）

推薦入試・AO入試対策
小論文・作文ゼミ
推薦入試・AO入試のポイントは小論文です。推
薦・AO攻略を講義と添削の組合せで基礎から
指導します。要となる「志望動機」「自己PR」な
どの書き方はもちろんのこと、入試頻出テーマ
の取り組み方を示します。小論文作文ゼミとあ
わせて受講することをお勧めします。

看護医療系
小論文・作文ゼミ
看護医療系小論文の要点を把握し、合格答
案作成法をマスターさせます。小論文・作
文はいかに書くべきかという講義を聞き、
それに基づいて文章を作成し、添削指導を
受け、講評を聞いてさらに書く。5日後、
君の書く力は変革されているでしょう。

国公立＆難関・上位大
小論文ゼミ
東京医科歯科大、千葉大、首都大学東京、
埼玉県立大、慶應義塾大、聖路加国際大
等難関大学から私大上位校を目指す受験
生のための小論文講座です。求められる
問題意識、知識、方向性、文章力のトレー
ニングを行います。

社会人入試・学士編入対策
小論文・作文ゼミ
社会人や学士の皆さんは社会経験や大学生活
を経ているので、入試では高校生や浪人生とは
異なる視点と意見を要求されます。本講座では
限られた時間内に自分の考えを自分の言葉でま
とめ上げ、さらに漠然とした思いを説得力ある
各自の主張に成長させることを目指します。

神奈川県立保健福祉大学の
英文小論文対策ゼミ
神奈川県立保健福祉大学の2次試験「総
合問題」への対策はもちろん、推薦入試
にも対応した講座です。英文による小論
文の出題と医療・福祉に関わる問題の傾
向を踏まえ、合格答案作成の必須条件と
は何かを考えていきます。

埼玉県立大学対策
小論文ゼミ
埼玉県立大学の推薦入試・一般入試の出
題形式は、日本語または英文の課題文、
および図表・グラフからの出題です。推
薦入試・一般入試の合格に向けて、過去
問題の出題内容の分析と注目テーマの演
習を行い、今後の対策を示します。

小論文作文の書き方解説
題材・テーマに関する
基礎知識・考え方解説

小論文作文  答案作成演習

授業担当講師による添削指導

全体講評と解説

新宿セミナー小論文作文講座
指導システム

新宿セミナーオリジナル
志望理由書作成＆面接対策講座
看護医療系受験に絶対欠かせない志望理
由書作成＆面接対策の解説＆実戦演習を、
新セミ夏期講習会受講生の皆さんのため
に行います。志望理由書の作成、面接指
導で他を寄せ付けない新宿セミナーなら
ではの講座です。

順天堂・東邦・東京医療保健・国際医療福祉大学対策
英語完全攻略ゼミ

千葉県立保健医療大学対策
小論文ゼミ

聖路加・日赤・順天堂・東京医療保健大学対策
現代文完全攻略ゼミ

杏林大学保健学部の
英語完全攻略ゼミ

首都大学東京推薦入試対策
小論文ゼミ

日本赤十字看護大学対策
英文読解演習ゼミ

聖路加国際大学対策
小論文ゼミ

埼玉県立大学
小論文特訓完成ゼミ

都立看護専門学校
の数学Ⅰ完全攻略ゼミ

都立看護専門学校推薦入試対策
小論文ゼミ

順天堂大学医療看護学部
推薦入試対策小論文ゼミ

都立看護専門学校
の英語完全攻略ゼミ

看護医療系入試は他の分野と異なる出題傾
向がある上、さらにそれぞれの学校ごとに
個性が際立っています。志望校合格に入試
問題研究は欠かせません。問題分析と対策
講義を通じて頻出事項をチェック。志望校
攻略を目指します。

都立看護専門学校
の現代文完全攻略ゼミ

高2看護医療系
英語
看護医療系入試英語の基本となる文法と読解を学習しま
す。入試頻出の単語に関する問題をはじめとする様々な文
法問題と看護医療系テーマの短めな英文の読解、
会話文に関する問題にチャレンジします。

高2看護医療系
数学ⅠA
数ⅠAの重要項目である、2次関数、三角比、確率を中
心に、基本事項を徹底的にチェック。看護医療系入試に
おける受験対策で、一歩先に進めるようにします。

慶應・上智大＆難関私大
英文読解ゼミ
慶應義塾大、上智大、北里大、聖路加国際大、
日本赤十字看護大などの人気難関私立大入試
突破に必要な読解力を強化する。超長文を用
いて速読速解法を身につけ、テーマ理解に必
要な最新医学、医療の知識も養い、トップ難
関大対策に万全を期す。東京医科歯科大など
の難関国公立大志望者にもオススメ。

看護医療系
数学ⅠA演習ゼミ
数学ⅠAの基本問題を通して基礎力・計
算力の完成を目指します。過去の出題傾
向を考慮に入れて、基礎問題を数多く演
習していねいに解説します。

看護医療系
数学ⅠAゼミ
数学ⅠAの基本問題を通して基礎力・計
算力の完成を目指します。過去の出題傾
向を考慮に入れて、基礎事項をていねい
に解説します。
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