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看護医療系合格には学力と人間力が必要
　学力だけでなく、看護医療職としての人間性が問われる看護医療系の入試。学力を上げることはもちろんですが、それだけ

では入試での合格は難しいのが実情です。

　ena新セミでは、看護医療系の入試を徹底的に分析したテキストと、看護医療系入試を知り尽くしたベテラン講師陣が、看

護医療系の入試で必要な学力のアップに力を尽くします。さらに、「学校別対策ゼミ」など、ena新セミでしか実現し得ないオリ

ジナル講座で本番までのサポートを行い、合格まで導きます。人間性が問われる小論文試験や面接試験対策では、各学校

の傾向に合わせて小論文講師や担任が１人１人を丁寧に指導し、看護医療職として必要な知識や考え方を身に付け、人間

性を高めます。ena新セミの圧倒的な合格実績は、このような「学力」＋「適性」を鍛える指導システムの上に出来上がっている

のです。

圧倒的な合格実績
2016年度　合格実績

国公立看護医療系大学…………… 計96名 合格

私立看護医療系大学…………… 計955名 合格

看護医療系短大・専門学校 …… 計538名 合格
国立看護大学校…………………10名 合格

聖路加国際大学………………… 21名 合格

首都大学東京…………………… 12名 合格

埼玉県立大学…………………… 36名 合格

千葉県立保健医療大学………… 22名 合格

上智大学…………………………… 9名 合格

順天堂大学（医療看護学部） …… 50名 合格

杏林大学………………………… 38名 合格

日本赤十字看護大学 …………… 25名 合格

東京医療保健大学……………107名 合格

防衛医科大学校………………4名 合格

筑波大学………………………1名 合格

茨城県立医療大学……………3名 合格

千葉大学………………………1名 合格

東京医科歯科大学……………2名 合格

神奈川県立保健福祉大学……6名 合格

横浜市立大学…………………1名 合格

慶應義塾大学…………………6名 合格

東京慈恵会医科大学………12名 合格

武蔵野大学…………………23名 合格

北里大学……………………15名 合格

自治医科大学 …………………2名 合格

目白大学 ……………………33名 合格

国際医療福祉大学…………34名 合格

東京医科大学………………20名 合格

共立女子大学………………26名 合格

東邦大学……………………18名 合格

昭和大学……………………23名 合格

帝京大学……………………31名 合格

東京女子医科大学…………20名 合格

埼玉医科大学………………12名 合格

東京家政大学………………11名 合格

東京工科大学………………20名 合格

文京学院大学………………62名 合格

獨協医科大学…………………5名 合格

都立看護専門学校…………45名 合格

杏林大学医学部付属看護専門学校 …27名 合格
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看護医療系入試の難関「面接」を乗り越える
合格への「面接対策講座」・「模擬面接」

　面接は意欲と適性のアピールチャンス。看護医療系では英語や数学に
ひけを取らないりっぱな入試科目。コミュニケーション能力・表現力を養
成することで定評のあるena新セミの模擬面接（面接のリハーサル）、模擬
集団討論で難関をクリアする。

チューターは身近な目標、強い味方
一緒にいるとヤル気と元気がわいてくる

　現役の看護系学生、医療系学生がチューターとして活躍。学校選択・勉
強方法の他に、進学先での実習や就職状況など看護医療系に進む受験生
は相談相手を必要としている。チューターは本校の合格先輩。進学した人
でなければ分からない学校情報やリアルな受験体験談に接しているうち
に、ヤル気と元気がわいてきて、知らないうちに頑張れる。チューターは身
近な目標だ。

大学や高校で講演をしている職員たちが担任
願書添削で合格に大接近

　ena新セミでは全てのクラスに職員が担任としてつき、面接やクラス別
指導を行う。看護医療系入試にくわしいから、受験生が知らないこと、知り
たいこと、知っていると得することをどんどん提供する。その上、こんなこ
とを今さら聞けないと遠慮する必要がまったく無いほど、身近な存在だ。
そんな担任が出願書類のサポートでも実力発揮。答案と同じくらい重要
な志望理由も担任による個別添削で意欲と熱意が伝わる願書に生まれ変
わり、第一志望校にさらに接近する。

圧倒的な合格実績 きめ細かい指導で合格
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新セミならではの幅広い情報
情報力は合格力
入手困難な入試問題もena新セミならある

　看護医療系の入試問題は入手困難。ena新セミでは全国から集めた豊
富な入試情報、最新入試問題をそろえて受験準備をバックアップする。解
答例も作成し、ena新セミ生の過去問チャレンジを応援している。

情報を征する者が入試も征する
「PROGRESS」で入試を攻略
　豊富なデータの一部はオリジナル資料集『PROGRSS』（プログレス）に
編集して定期的に配布。作成は受験生のニーズを知っている職員が行っ
ているから、受験に不可欠な情報が掲載される。入試は情報戦。情報力が
合格力を生んでいる。

188

看護医療系学校偏差値一覧
※偏差値は、新宿セミナー看護医療全国模試における合格可能性概ね60％の偏差値を基準としています。各学校の評価ではありません。

看護大学（国公立大）
偏差値 学　校　名

東北
71 東北大学
63 山形大学
62 弘前大学

宮城大学
61 秋田大学

山形県立保健医療大学
福島県立医科大学

60 青森県立保健大学
岩手県立大学
関東

75 東京医科歯科大学
74 千葉大学
72 防衛医科大学校  自衛官コース
71 首都大学東京
70 筑波大学
69 埼玉県立大学

横浜市立大学
68 防衛医科大学校　技官コース

千葉県立保健医療大学
神奈川県立保健福祉大学

67 国立看護大学校
66 群馬県立県民健康科学大学
65 群馬大学
63 茨城県立医療大学

甲信越
69 静岡県立大学

浜松医科大学
67 信州大学
66 新潟大学
64 山梨大学

長野県看護大学
62 新潟県立看護大学

山梨県立大学

看護大学（私立大）
偏差値 学　校　名

東北
57 東北福祉大学

日本赤十字秋田看護大学
54 秋田看護福祉大学
50 青森中央学院大

弘前学院大学
49 八戸学院大学

弘前医療福祉大学
48 東北文化学園大学

関東
73 慶應義塾大学
70 上智大学
69 聖路加国際大学
67 東京慈恵会医科大学

日本赤十字看護大学
66 武蔵野大学

偏差値 学　校　名
66 北里大学
65 杏林大学
64 自治医科大学

順天堂大学　医療看護
杏林大学　養護
東海大学

63 東京医科大学
東京医療保健大学　医療保健

62 共立女子大学
東邦大学
国際医療福祉大学　小田原

61 東京医療保健大学　東が丘立川
昭和大学

60 帝京大学
東京女子医科大学

59 埼玉医科大学
東京家政大学
東京工科大学
文京学院大学

58 獨協医科大学
目白大学
国際医療福祉大学　大田原
国際医療福祉大学　成田
横浜創英大学

57 桐生大学
淑徳大学
了徳寺大学
帝京平成大学　ヒューマンケア
東京有明医療大学
関東学院大学

56 高崎健康福祉大学
西武文理大学

55 茨城キリスト教大学
群馬パース大学
城西国際大学
帝京科学大学
神奈川工科大学

54 聖徳大学
創価大学

53 上武大学
湘南医療大学

52 群馬医療福祉大学
日本医療科学大学　
帝京平成大学　地域医療
東京医療学院大学
東京純心大学
松蔭大学
東都医療大学

51 つくば国際大学
日本保健医療大学
亀田医療大学

50 人間総合科学大学
49 足利工業大学

三育学院大学
48 千葉科学大学

偏差値 学　校　名
甲信越

61 順天堂大学　保健看護
60 聖隷クリストフｧ−大学
58 常葉大学
57 新潟青陵大学
56 新潟医療福祉大学
52 佐久大学
50 健康科学大学

看護短大
偏差値 学　校　名

東北
54 仙台青葉学院短大
52 岩手看護短大

関東
64 川崎市立看護短大
57 東海大学医療技術短大
52 埼玉医科大学短大

神奈川歯科大学短大部
甲信越

52 飯田女子短大
48 松本短大

看護専門学校
偏差値 学　校　名

青森
55 国立病院機構弘前病院附属看護学校
49 八戸看護専門学校

岩手
56 岩手県立一関高等看護学院
54 岩手県立二戸高等看護学院
51 岩手県立宮古高等看護学院
50 花巻高等看護専門学校
49 岩手看護専門学校
48 水沢学苑看護専門学校

宮城
59 国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校
57 石巻赤十字看護専門学校
54 東北労災看護専門学校
52 仙台徳洲看護専門学校
51 気仙沼市立病院附属看護専門学校

秋田
58 秋田県立衛生看護学院
52 中通高等看護学院
50 秋田しらかみ看護学院

秋田市医師会立秋田看護学校
49 由利本荘看護学校

山形
57 山形市立病院済生館高等看護学院

国立病院機構山形病院附属看護学校
54 鶴岡市立荘内看護専門学校
52 酒田市立酒田看護専門学校
50 三友堂病院看護専門学校

山形厚生看護学校

大学から専門学校まで
一堂に集めてガイダンス

　本校だけの冬期入試ガイダンス・講演会・新増設学部学科説明会に看
護医療系の大学・短大・専門学校から先生方がena新セミに来校する。教
授や実際に学生を指導している先生方が来るので、アットホームな雰囲気
の中、医療の実際も聞くことができる。受験準備へのモチベーションはみ
るみる高まる。夢が現実の目標になる。

保護者として知っておきたい入試状況を解説
保護者の安心感は受験生の成功につながる

　看護医療系進学は他の分野への進学以上にご家族の理解と協力が不
可欠。定期的な保護者対象講演会では、変動する入試状況を的確に分析
し、収集した多くの情報を整理して提供。ベストな進路選択を実現する。入
試に対する保護者と受験生の共通理解が受験を乗り越えるポイントだ。
保護者の安心感、受験生の自信が合格への最後の一歩を確実にする。
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❺ 「PROGRESS」がもらえる
　7月号は看護医療系受験生のアンケート特集号、11月
号は入試情報特集号です。

❻ 役に立つ無料講演会・イベント
　様々な講演会・イベントを実施しています。入試目前の
受験生に必須の情報を伝えます。
※実施日時は受講校舎にご確認ください。

冬期直前講習受講生の6大特典
ena新セミの冬期直前講習受講生には様々な特典があります。

❶ プロの担任によるフォロー
　担任（年間1,000校以上の大学や高校で講演実施の職
員）による個人面談・進学相談等のフォローが受けられま
す。

❷ ena新セミ全校舎の自習室を 
利用できる

　ena新セミの自習室を予習・復習などにご活用くださ
い。

❸ 看護医療系入試問題（実物）・赤本 
などの閲覧

　個人で購入すると経済的に負担がかかる入試問題集、
受験生必見の入試問題実物などの貴重な資料を閲覧でき
ます。

❹ よそでは入手できない、 
過去問の解答を入手できる

　過去問の収集はもちろん、その解答まで用意してあり、
講習受講生は閲覧が許可されます。

56

学科試験
《生物基礎・化学基礎／合わせて60分》〈生物基礎〉ＤＮＡについて・形
質転換・免疫について・植物群落の遷移・河川の水質・刺激の受容・動
物の発生・動物の反応と行動・生物の多様性と生態系・遺伝情報の発現、

など〈化学基礎〉小問集合・物質量・溶液の濃度・酸化還元、など
●先輩から一言
学校で配られた問題集の化学基礎「リードα」、生物基礎「セミナー」と、教科書に載っている
問題を中心に勉強しました。教科書の太字はもちろん、なんでこうなるのかなどの過程もしっか
り理解しておくと良いと思います。１つの問題集を３回やるとすごく自信がつきます。１つのも
のを繰り返すことがとても大切です。まず基本は勉強をしっかりやりましょう。

面　　接
受験生１人に対して面接者２人／ 7分
〈質問内容〉志望理由・看護師志望理由・試験の出来・小論文の内容につ
いてどう思ったか・高校生活で頑張ったこと、それによって得られたこ

と・一番印象に残っている看護体験・健康管理で心掛けていること・得意科目と不得意科目・な
ぎなた部を通して学んだこと、また看護でどう活かすか・３期生になる上でどのような学校生活
を送りたいか・家族や友人は看護師になることを応援しているか・理想の看護師・その人らしい
生き方とは何か・看護師に向いていること、向いていないこと・「ありがとう」以外でやりがい
を感じる時・患者が死んだ時どうするか・総合的学習でのテーマ研究について、また今の気持ち
を花に例える（テーマ研究で花について調べたので）・授業はグループ討論が多いがどのように
行動できるか・看護師にとって大切なことはどういうことだと考えるか・コミュニケーションを
とる時に心掛けていること・看護学生になるにあたり課題となるものはあるか・最近読んだ本、
など
●先輩から一言
面接会場までは受験生１人に対して係の方が１人が付いて、案内してくださいました。面接の雰囲
気は優しく、緊張せずに臨めました。学校で練習したよりも時間は短く、質問も思っていたより少
なかったです。志望理由はもちろん、仕事についてしっかり理解し、この大学に入りたいと強く思
うことが大切です。笑顔を忘れずに自分の思いをしっかり伝えられれば大丈夫だと思います。

小 論 文
「理系女子的生き方の
ススメ」（美馬のゆり
著）を読み、以下の設

問に答える。　問１．図から読み取れること２
つと、その２つの事が生じた理由について述べ
る（400字）、問２．今、考えている将来の仕
事と、もし異なる性だったら考える将来の仕事
について、対比しながら自分の考えを述べる
（400字）。800字・60分・横書き
●先輩から一言
小論文の練習は、最低10回程度は行っておいた
方が様々な問題への対応力が身につくので良い
と思います。また、データ型の問題を中心に行っ
た方が良いです。設問に対して書くべきことを
捉え、字数に沿って書く練習を積むと良いと思
います。過去問を解くこともお勧めします。

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現Ⅰ／ 60分》長文２題・並び替え・
文法・会話文、など《国語 ・数学ⅠＡⅡ・（化学基礎・

化学）・（生物基礎・生物）・（化学基礎・生物基礎）～２／ 60分》〈国語〉
長文２題・漢字、など
●先輩から一言
英語は過去問を何回もやると、とても解きやすいと思います。国語は漢
字の誤字がどれかを選ぶので、漢字をたくさん書いて覚えておくと解け
ると思います。基本問題が多いので、基本を完璧にすることが大事だと
思います。

面　　接 〔集団面接〕受験生２人に対して面接者２人／ 10分
〈質問内容〉志望理由・看護師志望理由・高校生活で

欠席が多かったのはなぜか・入学したらどんな勉強がしたいか・普段家
でやっていること・オープンキャンパスの雰囲気はどうだったか・今ま
で読んだ本の中で印象に残っている本と具体的な理由・学校生活での立
ち位置・得意科目、不得意科目・自己PR、など
●先輩から一言
控室が寒かったので、寒さ対策をしていった方が良いと思います。質問
の答えに対して、さらに質問してくる感じでした。

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
沢山の過去問を解き、本番へと自
信をつけ、自分を高めて行って下
さい。

文京学院大学保健医療技術学部看護学科

〔一般／Ⅰ期〕H28〔公募推薦〕H28

面接試験会場見取り図

面接者

受験生

入口
荷物置場

面接試験会場見取り図

面接者

受験生

防衛医科大学校医学教育部看護学科
自衛官コース

学科試験
《英語ⅠⅡ・英語表現Ⅰ／60分》語彙（医療系）５題・文法５～６題・長文（医療系）
設問約８題・長文設問約５題、など《国語 ／60分》評論文・擬古文（語彙・四
字熟語・助詞の品詞・文章把握/設問計20題）、など《数学ⅠＡ／60分》計算問題・

場合の数・三角関数、など《（物理基礎・物理）・（化学基礎・化学）・（生物基礎・生物）～１／60分》〈生物
基礎・生物〉ミクロメーター・異化同化・肝臓・進化・血液・植物のつくり（道管師管）・塩基・ゲノム、など
●先輩から一言
前年度の過去問と大きく形式が変わっており、動揺しました。「該当なし」の選択肢が在るということは、
前年と共通している部分で根拠を持って解答することが大切なことだと思いました。英語はセンターレベル
です。満点が取れる問題だと思ったので、ミスをしないよう確実に解きました。時間も半分くらい余り、見
直しの余裕も十分ありました。数学はセンターレベルを大幅に上回っていました。得意教科でしたが、解い
たことのない問題が大半で半分も解けませんでした。この教科では差がつかない、皆解けないと考え、諦
めないことです。生物はまだ終わっていない範囲の出題もありましたが、基礎問題が多かったのでそこを落
とさないようにしました。

面　　接
受験生１人に対して面接者３人／10分
〈質問内容〉志願理由・看護官志願理由・なぜ日赤よりも防医に行きたいのか・
趣味のランニングについて、誰とどういう頻度で行なっているのか・他人と意見

が違った時の対処法・将来の人生設計は立てているか、それはどのようなものか・海外派遣についてのイメー
ジ・国内ニュースで気になったもの、など
●先輩から一言
関東甲信越の受験者が集まり、地方ごとに２つの控室に分けられました。約10グループ各10人に分かれ、
面接会場の前で約５分待機し、面接者に呼ばれるという流れです。学校の先生や東京地方協力本部の各
出張所での面接練習を積極的に利用し、なるべく不安がなくなるまで練習をしましたが、緊張はしました。
でも面接者は自分の良い所を引き出そうとしてくれているのだと考え、ハキハキと自分の言葉で喋ることが
できれば大丈夫だと思います。

小 論 文
課題文を読み、以下の設問に答える。　問１．傍線部に関して、筆者の気持ち
について自分の考えを述べる（200字）、問２．本文でとった筆者の作戦は何か、
賛否を明らかにした上で、自分の考えを述べる（600字）。90分・横書き

●先輩から一言
時間は十分にあるので、文章をじっくりと読み、構成を考えてから書くといった基本的な練習を確実にする
ことが大切だと思います。今回はグリーフワークがテーマで、小論文の授業で既習のテーマだった為、すぐ
に考えがまとまりました。新セミの授業で板書した
内容の復習だけでなく、配布された資料をくまなく
読み、自分の考えをまとめる練習をしました。毎年
抽象的なテーマが多いので（幸福感、豊かさ、死
など）、知識のみでは書けないことについて日常的
に考えておくと良いと思います。

そ の 他
〈２次・身体検査／60分〉
身長・体重・胸囲・視力・
肺活量・X線・色覚検査・

尿検査・血液検査・血圧・聴覚検査・歯科検診・
問診、など
■先輩からのアドバイス
偏りの無い基礎学力の定着が最重要であると思い
ます。新設されて３回目の試験でしたが、過去と出
題形式が大きく変わっており、全体的に難化してい
たという印象でした。得意科目で点数を稼ぐのでは
なく、平均的な学力（センターレベル）を完璧にし
ましょう。

〔一般〕H28
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学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現Ⅰ／ 60分》文法・長文・穴埋め、な
ど《国語 ／ 60分》評論・小説、など《数学ⅠＡ／ 60分》

確率、など《（物理基礎・物理）・（化学基礎・化学）・（生物基礎・生物）～１
／ 60分》
●先輩から一言
英語は医療単語を覚えておくと良いです。

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／ 10分
〈質問内容〉志望理由・この学校を知ったきっかけ・この

学校の志望順位・学校の印象・第一志望に合格したらどうするか・自己PR・
看護師として働く上で長所はどのように役立つか・短所の対処法として実践
したこと・チームをまとめる上であなたが意識したこと・入寮を希望するか・
４年間勉強した後、６年間隣接病院で勤務することが義務だが、親はどう思っ
ているか・助産師になろうと思ったきっかけ、など
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堂で面接をする部屋ごとに分かれました。２人ずつ呼ばれ、部屋の外で少し
待ちました。面接は終始穏やかなムードで、面接者も優しく雑談から始まり
ました。トイレなどは、なるべく早目に済ませ、可能であれば周りの受験生
と話すくらいの余裕を持てると良いと思います。

小 論 文 「新田次郎の息子」（藤原正彦著）を読み、以下にの質問
に答える　問１．筆者が「父を亡くして全く悲しくなかっ

た」のはなぜか、自分の考えを述べ
る（200字）　問２．筆者の行った作
戦とは何か、またその作戦の賛否を
含め自分の考えを述べる（600字）。
90分・横書き
●先輩から一言
色々な文章を読んで要約文を作る練
習をすると良いと思います。
■先輩からのアドバイス
センターの過去問が時間的にも難易
度的にも使いやすかったです。自分
が難しいと感じた問題は、周りも難
しいと思っているはずです。
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学科試験 実施せず
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れ、緊張を解いてくれようとしているようでした。とても優しく面接し
ていただき、厳しい感じはありませんでした。笑顔で一生懸命伝えよう
とすることが大切です。面接に慣れていると思わず、練習をして何を聞
かれても答えられるようにしておくことが大切です。
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善を加える立場に立ち、自分の考えを述べる。800 ～ 1000字・60分・
横書き
●先輩から一言
文字数が多いので、時間を計って
書き上げる練習をした方が良いで
す。医療関連とは違う題も出題さ
れるので、ニュースや社会に目を
向けて知っておくことも必要だと
思います。社会人入試でも合格は
出来ます。試験内容をよく知って
おきましょう。

学科試験 実施せず
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こが良いのか（国立系の病院が良いと答えたため）・行ったことのある国立系の
病院・初対面の人との会話は得意か・英語は得意か・外国人に道を聞かれたら
どうするか、答える自信はあるか・ハンドボール部を選んだ理由・マネージャー
を務めた理由・マネージャーを通して学んだこと、改善できたこと・部活動の
魅力・部活で学んだことを看護の場面でどう活かせるか・チーム医療の定義・
保育技能検定とはどのようなことをするのか・自分の性格・長所と短所・短所
を改善するために務めていること・合格したらどうするか、どのように過ごし
たいか・大学までの所要時間・最近読んだ本・自己PR・珍しい名前だがどこの
出身か、など
●先輩から一言
面接者はにこやかでしたが、質問されたことに答えたら、答えたことに質問さ
れる形式だったので回答を細かく理解しておくと良いと思います。自分の話し
たいことや、アピールしたいことを質問させるように会話の流れをコントロー
ルすると良いでしょう。緊張し過ぎず、コミュニケーションの場だと思って落
ちついて下さい。

小 論 文 介護と仕事の両立
について自分の考え
を述べる。800 ～

1000字・60分・横書き
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課題文は朝日新聞か日本経済新聞から
引用されています。日頃から、新聞を
読み自分の考えを文章にする練習をし
ておくと良いと思います。課題文が長
い場合に備えて、速く読めるように練
習しておいたほうが良いと思います。

学科試験 《英語ⅠⅡ・英語表現Ⅰ・国語 ・数学ⅠＡ・生物基礎・
生物～３／ 60分》〈英語〉長文・穴埋め・会話文・文

法、など〈国語〉「現代メディアと政治　劇場社会のジャーナリズムと
政治」（谷藤悦史著）より・「なぜ「自由」は不自由なのか　現代リベラ
リズム講義」（仲正昌樹著）より、など〈生物〉DNA遺伝子発現・代謝・
ホルモン・動物の受精・植物の環境応答、など
●先輩から一言
英語は文法が20問から10問に減ったので少し時間に余裕ができて過去
問よりも焦らず解けました。国語は問題数が多く時間ギリギリだったの
で過去問を解いて問題形式に慣れるのが大切だと思いました。生物は基
礎的な問題でしたが計算が少し解き辛かったです。

面　　接 実施せず

小 論 文 実施せず

■先輩からのアドバイス
全学部統一は面接がないので受けた方が良いと思います。

学科試験 《基礎学力試験／ 45分》〈英語〉文法問題、など〈国語〉
朝日新聞（天声人語）から四字熟語、など〈数学〉一

次方程式の応用、など〈生物〉代謝について、など
●先輩から一言
基礎学力試験は特に対策は必要なく、一般に向けて勉強していれば良い
と思います。

面　　接 受験生１人に対して面接者３人／ 30分
〈質問内容〉志望理由・看護師とはなにか・看護師に

必要なこと・家から大学までどのように来たか・試験日までにどんな準
備をしたか・合格後、入学までの時間はどうするか・好きな教科とその
理由・苦手な教科と克服方法・高校生活について・どんな部活か・趣味・
最近の若者の携帯電話の使用について、対面でのコミュニケーションと
画面上でのコミュニケーションの利点と弊害、など
●先輩から一言
面接者の方は穏やかに話して下さり、緊張が和らぎました。笑って頂い
たりする場面もありました。1つの話題から話が広がっていきます。他
の受験生をあまり気にしないようにして自分の気持ちを落ち着かせるこ
とが大事だと思います。面接は聞く姿勢をきちんとし、聞かれたことに
答えれるようにして練習を重ねていれば自信を持って臨めます。

小 論 文 実施せず

目白大学看護学部看護学科

目白大学看護学部看護学科

〔一般／全学部統一〕H28

〔AO入試〕H28

〔社会人入試〕H28

〔公募・指定校推薦〕H28
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し た講師陣。
個性的かつユニークな先生たち
優れた指導者の存在は、受験準備で最大のポイントです。
ena新セミの講師は、看護医療系入試を熟知した上で指導にあたっています。
看護医療系の人気参考書や問題集を出している先生、出題傾向とその対策、
受験生に必要な学力とそれに適した指導に詳しい先生たちです。

数 学　斉藤　和夫 先生
きれいな数学、目指したくない？
そこまでの道案内ならまかせて！

国 語／小論文　石関　直子 先生 国 語／小論文　伊藤　博貴 先生

国 語／小論文　内田　和美 先生

今日の努力が明日の実力、
そして来春の笑顔！

文脈を、論理を、そして人生を
攻める。KAZUと長文一気読み！

入試という戦いに勝つなら、ラクに、しかも
カッコよく勝ちたくない？俺が力を貸すよ

理 科　林　眞一 先生
わかるようになれば面白くなります。
面白くなれば覚えられます。

理 科　吉澤　克彦 先生
合格にも将来にも役立つ生物を、
一緒に楽しんで勉強しましょう。

原稿用紙の使い方から実戦的な課題攻略まで、丁寧な個別
指導で「うかる文章」が書けるようになる小論文作文指導。
授業担当の講師が一人ひとりの添削まで行う一貫性と面倒
見のよさが、受験生から「書く力」を引き出し合格答案を
完成させます。授業で取り上げる課題は小論文試験に出題
されるのはもちろんのこと、集団討論のテーマとしても的
中するすごさ。看護医療系入試に詳しいからできる指導を
期待してください。

個別添削で「書く力」をつける小論文・作文講座

■英語講師／設楽 通浩 先生　鈴木 隆行 先生　高松 康二 先生　築野 秀文 先生　深谷 倫弘 先生　藤田 昭宏 先生　野部 浩 先生　吉武 優 先生

■国語・小論文講師／倉持 美津夫 先生　小林 円 先生　野口 辰也 先生　長谷川 裕 先生　星野 洋介 先生　松島 庄吾 先生　　
■数学講師／橋 雅也 先生　　　　■理科講師／伊藤 聡 先生　伊藤 護 先生　海賀 俊征 先生　百武 明 先生　中 錬太郎 先生　萬代 純一 先生　    

その他の先生

　　　　　が誇る
看護医療系入試を熟知し

英 語　岸川　一恵 先生
自信をもって正解が書けたら
気持ちええで。一緒に頑張ろな。

英 語　西川　英輝 先生
夢が実現しないなんて誰が言ったんだ。
すべての夢は現実からはじまる。

英 語　高久　智弘 先生
受験を通して得た知の構築と思考力は
将来きっと役に立つはずです。

英 語　平林　みどり 先生
将来医療人として使える英語の習得を
目指そう。結果は後からついてくるはず。

英 語　高村　敏之 先生

きっと純粋な願望は具体化する。

英 語　坪井　雄太 先生
今やるべきことを徹底的にやりましょう。
結果は後から必ずついてきます。

数 学　金岡　秀和 先生
解決のコツをつかめば数学は面白い。
新セミで栄冠を勝ち取ろう。

数 学　桑田　健司 先生

看護医療系の入試問題は独特な出題をします。
テキストは、「過去」に実際に入試で出された問題を

」る出に験試に当本「、でのるいてし成作てし究研・析分
学習が可能。
講師は看護医療系
入試のプロ。出や
すいポイントを押
え、無駄な勉強は
させません。

入試直前講座でギリギリまで実力アップをサポート。
志望校別プレ入試ゼミは、本番のような設問・解答形式の
予想問題とポイント解説がセットになっています。
効果的な総仕上げになるはずです。

看護医療系のプロ集団である講師陣

♦数学の才能が無いと思う
♦努力に見合った成果が出ない
♦模試になると手も足も出ない
♦公式を覚えて代入すればよいと思う
1つでも該当する方へ
かつての僕と同じです。学び方、考え方を変えれば数学は
必ず出来るようになります。続きは授業で！●‾∀‾●
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■国語・小論文講師／倉持 美津夫 先生　小林 円 先生　野口 辰也 先生　長谷川 裕 先生　星野 洋介 先生　松島 庄吾 先生　　
■数学講師／橋 雅也 先生　　　　■理科講師／伊藤 聡 先生　伊藤 護 先生　海賀 俊征 先生　百武 明 先生　中 錬太郎 先生　萬代 純一 先生　    

その他の先生

　　　　　が誇る
看護医療系入試を熟知し

英 語　岸川　一恵 先生
自信をもって正解が書けたら
気持ちええで。一緒に頑張ろな。

英 語　西川　英輝 先生
夢が実現しないなんて誰が言ったんだ。
すべての夢は現実からはじまる。

英 語　高久　智弘 先生
受験を通して得た知の構築と思考力は
将来きっと役に立つはずです。

英 語　平林　みどり 先生
将来医療人として使える英語の習得を
目指そう。結果は後からついてくるはず。

英 語　高村　敏之 先生

きっと純粋な願望は具体化する。

英 語　坪井　雄太 先生
今やるべきことを徹底的にやりましょう。
結果は後から必ずついてきます。

数 学　金岡　秀和 先生
解決のコツをつかめば数学は面白い。
新セミで栄冠を勝ち取ろう。

数 学　桑田　健司 先生

看護医療系の入試問題は独特な出題をします。
テキストは、「過去」に実際に入試で出された問題を

」る出に験試に当本「、でのるいてし成作てし究研・析分
学習が可能。
講師は看護医療系
入試のプロ。出や
すいポイントを押
え、無駄な勉強は
させません。

入試直前講座でギリギリまで実力アップをサポート。
志望校別プレ入試ゼミは、本番のような設問・解答形式の
予想問題とポイント解説がセットになっています。
効果的な総仕上げになるはずです。

看護医療系のプロ集団である講師陣

♦数学の才能が無いと思う
♦努力に見合った成果が出ない
♦模試になると手も足も出ない
♦公式を覚えて代入すればよいと思う
1つでも該当する方へ
かつての僕と同じです。学び方、考え方を変えれば数学は
必ず出来るようになります。続きは授業で！●‾∀‾●
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いよいよ入試本番に向けてラストスパートをかけるときがやってきました。短期間で入試実力を養うことが、冬期講習のねらいです。本講座では、入試に通用する
総合力完成を目指して指導を行います。とかく不安に陥りやすいこの時期。この講習会の受講が、学習ペースを変えてくれるはずです。各自の目的にあった講
座を選択して最大限の効果を上げて下さい。高３・高卒生・社会人の皆さんを対象に、志望系統別に3～ 12 講座を総合的に学べる総合コースと教科別の単
科ゼミがあります。

総合コース
英語：入試の決め手はやっぱり英語：英文読
解（90分×5回）・英文法（90分×5回）・
英文法演習（90分×5回）で必ず実力をUP
させます。
現代文：看護医療系独特の現代文出題傾向に
対応しています。
数学：数ⅠA（講義：90分×5回）+数ⅠA
演習（90分×5回）で確実な実力を付けます。
生物・生物基礎・化学基礎：入学後の授業に
ついていくためにも絶対必要です。

単科ゼミ

冬期講習 受付開始日

10月1日土14：00～ 19：00

10月8日土14：00～ 19：00

10月15日土14：00～ 19：00

12月17日土14：00～ 19：00

苦手科目・分野を強化したい人、自分
で勉強するのが難しい小論文・作文に
手を付けたい人、特定科目や分野を
集中的に学習したい人のために様々な
単科講座を用意しています。

看護医療系人気校突破特講
高倍率で難易度の高い看護医療系人気校。出題傾
向・形式にも各大学のオリジナリティがあります。
突破には傾向を知り、ポイントを絞り、同傾向問題
の演習を繰り返すしかありません。
各大学の必出ポイント、重要事項、得点源、ココを
押さえれば勝利はいただきという出題の急所を、過
去問分析・同傾向問題演習で徹底追求します。
この一年の努力を本番前に総チェック。試験当日に
200％の力を発揮するための特別講座です。

優先予約
申込

一般申込

教材配付

国公立看護医療系大学

私立看護医療系大学

看護医療系短大・専門学校

●校内生

●本校主催模試受験生

●校外生

【本年度春期・1学期・2学期のいずれの在籍者】

【本年度初めて新宿セミナーの講座を申し込む方】

テキスト配付日には必ず生徒証あるいは申込書控えをご持参ください。（テキスト代は無料です。）

【昨年度・今年度の新セミ公開模試を受験した方 (高 2模試を含む )】

合格
実績

2016年度
計96名
計955名
計538名

合格

合格

合格
■防衛医科大学校 4名
■国立看護大学校 10名
■札幌市立大学 1名
■筑波大学 1名
■茨城県立医療大学 3名
■埼玉県立大学 36名
■千葉大学 1名
■千葉県立保健医療大学 22名
■首都大学東京 12名
■東京医科歯科大学 2名
■神奈川県立保健福祉大学 6名
■横浜市立大学 1名
■獨協医科大学 5名
■自治医科大学 2名
■埼玉医科大学 12名
■西武文理大学 18名
■東都医療大学 4名
■東京家政大学 11名
■日本医療科学大学 9名
■日本保健医療大学 5名
■人間総合科学大学 9名
■目白大学 33名
■亀田医療大学 7名
■国際医療福祉大学（成田） 25名
■三育学院大学 1名
■千葉科学大学 2名
■淑徳大学 34名
■城西国際大学 12名
■聖徳大学 9名
■順天堂大学（千葉） 50名
■帝京平成大学（千葉） 39名
■了徳寺大学 29名
■共立女子大学 26名
■杏林大学 38名

■上智大学 9名
■聖路加国際大学 21名
■帝京大学 31名
■帝京科学大学 20名
■帝京平成大学（東京） 35名
■東京有明医療大学 12名
■東京医科大学 20名
■東京医療学院大学 16名
■東京医療保健大学 107名
■東京工科大学 20名
■東京慈恵会医科大学 12名
■東京純心大学 8名
■東京女子医科大学 20名
■東邦大学 18名
■日本赤十字看護大学 25名
■文京学院大学 62名
■武蔵野大学 23名
■神奈川工科大学 5名
■関東学院大学 12名
■北里大学 15名
■慶應義塾大学 6名
■国際医療福祉大学（小田原） 9名
■松蔭大学 5名
■湘南医療大学 8名
■昭和大学 23名
■東海大学 2名
■横浜創英大学 21名
■順天堂大学（三島） 6名
■埼玉医科大学短期大学 4名
■川崎市立看護短期大学 2名
■（国）西埼玉中央病院附属看護学校 3名
■埼玉医科大学附属総合医療センター看護専門学校 2名
■済生会川口看護専門学校 6名
■さいたま市立高等看護学院 3名

■戸田中央看護専門学校 8名
■獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 10名
■君津中央病院付属看護専門学校 5名
■国保松戸市立病院附属看護学校 5名
■（国）千葉医療センター附属千葉看護学校 19名
■慈恵柏看護専門学校 17名
■千葉県立野田看護専門学校 4名
■千葉市青葉看護専門学校 13名
■千葉中央看護専門学校 18名
■船橋市立看護専門学校 15名
■日本医科大学看護専門学校 20名
■杏林大学医学部付属看護専門学校 27名
■慈恵看護専門学校 17名
■慈恵第三看護専門学校 11名
■昭和大学医学部附属看護専門学校 21名
■帝京高等看護学院 6名
■東京警察病院看護専門学校 6名
■東京女子医科大学看護専門学校 7名
■東京都立看護専門学校
　（板橋・荏原・青梅・北多摩・広尾・府中・南多摩） 計45
 名
■日本大学医学部附属看護専門学校 14名
■神奈川県立衛生看護専門学校 5名
■神奈川県立よこはま看護専門学校 12名
■（国）横浜医療センター附属横浜看護学校 9名
■聖マリアンナ医科大学看護専門学校 8名
■横浜中央病院附属看護専門学校 10名

他 看護医療系大学・
短大・専門学校多数合格

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 3-16-6
TEL：03-5309-2531（代）　FAX：03-5309-2541
受付時間 / 月～土　13:00 ～ 19:00（日を除く）

郵便局

郵便局

交番

東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅

御茶ノ水駅
ena新セミ
御茶ノ水校 御茶ノ水橋口

神田川

ファミリーマート

新宿校

〒186-0002　東京都国立市東 1-4
TEL：042-843-0011（代）　FAX：042-843-0021
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

国立校

〒171-0022　東京都豊島区南池袋 2-18-9 
 マ・シャンブル南池袋 1F
TEL：03-6907-2251（代）　FAX：03-6907-2252
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

池袋校

〒194-0021　東京都町田市中町 1-1-14 
 武友ビル 3F
TEL：042-850-9941（代）　FAX：042-850-9942
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

町田校

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 2-3-45
 お茶の水茗溪ビル 4F
TEL：03-5244-5691（代）　FAX：03-5244-5692
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

御茶ノ水校

〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
 2-26-4　第 3 安田ビル 6F
TEL：045-316-5873（代）　FAX：045-316-5874
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

横浜校

〒260-0028　千葉県千葉市中央区新町 17-13 
 第 12 東ビル 8F
TEL：043-248-5381（代）　FAX：043-248-5380
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

千葉校

〒277-0005　千葉県柏市柏 2-8-13 サンサンビル 2F
TEL：04-7167-5061（代）　FAX：04-7167-5065
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

柏校

〒274-0825　千葉県船橋市前原西 2-13-10 
 自然センタｰビル 8F
TEL：047-429-8911（代）　FAX：047-429-8912
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

津田沼校

〒330-0844　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-47 
 大宮 SG ビル 5F
TEL：048-645-5201（代）　FAX：048-645-5200
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

大宮校

〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷 1-16-1 
 布武プラザ越谷ビル
TEL：048-972-6821（代）　FAX：048-972-6057
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

新越谷校

〒359-0037　埼玉県所沢市くすのき台 3-4-1 
TEL：042-941-3541（代）　FAX：042-941-3546
受付時間 / 月～土　14:00 ～ 19:00（火・日を除く）

所沢校

ena新セミ
新宿校

京王線
初台駅

ヤマダ電気

文化学園

JR

宿
新

駅
南口

東京
オペラシティ ena国立大学受験部

国立駅

行
銀
な
そ
り

り
通
学
大

ena新セミ国立校

ミニストップ

至新宿至立川

たましん

三井住友銀行

池袋駅

ena新セミ
池袋校

東口

ジュンク堂書店
メガネドラッグ

スターバックス

ト
モ
ツ
マ

シ
ヨ
キ

マツモトキヨシ

ローソン

郵便局三井
住友銀行

西武百貨店

南池袋公園 ファミリー
マート

メガネドラッグ
りそな

北口

小田急町田
駅

ヤマハ
音楽教室

ena新セミ
町田校

JR

田
町

駅
北口

町田モディ 長崎屋

郵便局

スターバックス

町田東急

ドトール

ヨドバシ
カメラ

県民
センター

岡田屋モアーズ

セブンイレブン
県道 青木浅間線バスターミナル

ena新セミ横浜校

横浜駅
西口

至大船 至東京

ena新セミ
千葉校

JR千葉駅

ローソン

1000CITY
ビル そごう

デパート そごう
デパート

千葉銀行

至東京

ena新セミ柏校

柏駅
東口

そごう
至我孫子至上野

ビックカメラ

マツモト
キヨシ

VAT

り
通
前
駅

り
通
ン
サ
ン
サ

ena新セミ
大宮校

大宮駅

三菱東京UFJ銀行 足利銀行

サンパレス
Loft

屋
島
高

浦和・大宮線（旧中山道）

至高崎・宇都宮 至浦和・東京

東口

沼
田
津

駅
北口

ena新セミ
津田沼校くすりの

福太郎
メガネドラッグ

パルコ パルコ
B館

千葉銀行
セブンイレブン

沼
田
津
新

駅

イトー
ヨーカドー

イオン
モール

三菱東京
UFJ銀行 ローソン

西口 東口

至
航
空
公
園

至
新
秋
津

至
東
村
山

至
西
所
沢

西
武
新
宿
線

　所
沢
駅

西
武
池
袋
線

　所
沢
駅

駐車場

飯能
信用金庫

りそな
銀行

東口郵便局

西武第二ビル

所沢
中央病院

ena 新セミ
所沢校南口

至東川口 至越谷レイクタウン
至
越
谷

至
蒲
生

JR 武蔵野線南越谷駅
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン
新
越
谷
駅

東
口

ena 新セミ
新越谷校

りそな銀行

三井生命

日本生命 楽園タウン

すきや

セブンイレブン

ファミリーマート
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総合コース　受講の仕方
入試は全受験科目の総合力で合否が決まります。新セミ冬期講習会では、受験校の入試レベル・科目に合わせて講座を組み合わせることので
きる総合コースがあります。講座数に応じて受講料が割引になります。どのコースを取れば合格力を付けられるか、ぜひご相談下さい。

看護医療系国公立&難関・上位大コース
目標校▶国公立大＆慶應・上智・聖路加・日赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天堂・東邦・東京医療保健・帝京大など
　　　　新セミ偏差値58以上の私大

英・国・数必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
国語

＋
数学

＋
センター&看護医療系数学ⅡB
センター&看護医療系化学基礎

センター&看護医療系生物
センター&看護医療系生物基礎

国公立&難関・上位大英文読解 
国公立&難関・上位大総合英語 

国公立&難関・上位大英文法演習
国公立&難関・上位大現代文 国公立&難関・上位大数学ⅠA 

国公立&難関・上位大数学ⅠA演習

※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
高校の先生の紹介で新宿セミナーを知り、自分だけで勉強していたら間に合わないと思った
ので、新宿セミナーに入りました。授業は先生の話しが面白く、医療
についての知識を身につけることができました。内田先生の授業は、
元気で、面白く、分かり易く、アドバイスが的確で、とてもよかったで
す。受験勉強は大変だけれど、ここを乗り越えれば楽しい大学生活
が待っていますので頑張ってください。

首都大学東京　健康福祉学部　理学療法学科 合格
竹蓋　結 さん　東京都立武蔵丘高等学校

選択科目から6講座(合計12講座） 115,000円
選択科目から5講座(合計11講座） 111,000円
選択科目から4講座(合計10講座） 106,000円
選択科目から3講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から2講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から1講座(合計7講座） 85,000円

選択科目なし(合計6講座） 76,000円

英・国必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
国語

＋
国公立&難関・上位大数学ⅠA

国公立&難関・上位大数学ⅠA演習
センター&看護医療系数学ⅡB　センター&看護医療系化学基礎

センター&看護医療系生物　センター&看護医療系生物基礎

国公立&難関・上位大英文読解
国公立&難関・上位大総合英語

国公立&難関・上位大英文法演習
国公立&難関・上位大現代文

※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
英語の講座を受講したとき、聖路加の英語の特徴や対策法などをたくさん教えて下さり、解法
のコツも丁寧に分かり易く説明して下さって、とても自分のためになり
ました。小論文では提出した小論文は必ず添削されて返却されるの
で、自分の修正すべき部分が明確になり、上達することができました。
新宿セミナーには看護医療系の資料が豊富にあり、いつでも手にとる
ことができて、とても役に立ちました。また、看護系に詳しい方が身近
に多くいることで、不安や心配なことをすぐに相談できます。

聖路加国際大学　看護学部 看護学科 合格
江口　カンナ さん　成田高等学校

選択科目から6講座(合計10講座） 106,000円
選択科目から5講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から4講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から3講座(合計7講座） 85,000円
選択科目から2講座(合計6講座） 76,000円
選択科目から1講座(合計5講座） 66,000円

選択科目なし(合計4講座） 55,000円

英必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
国公立&難関・上位大現代文

国公立&難関・上位大数学ⅠA
国公立&難関・上位大数学ⅠA演習

センター&看護医療系数学ⅡB　センター&看護医療系化学基礎
センター&看護医療系生物　センター&看護医療系生物基礎

国公立&難関・上位大英文読解
国公立&難関・上位大総合英語

国公立&難関・上位大英文法演習

※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
高校の先生が「看護医療系を目指すなら新宿セミナーが良い」と紹介してくださいました。毎
週授業前の復習テストは習った内容を自分のものにする欠かせない
ものです。新宿セミナーでの大学ガイダンスは、一度に多くの看護医
療系大学の情報を得る良い機会でした。看護医療系の現役大学生の
チューターさんは新宿セミナーならでは。新宿セミナーの授業を休ま
ず、しっかり復習し、努力を続ければ、最後に良い結果がやってきま
す。最後まで第一志望を追い続けてください！！

杏林大学　保健学部　看護学科 合格
柳沢　あすか さん　文京学院大学女子高等学校

選択科目から6講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から5講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から4講座(合計7講座） 85,000円
選択科目から3講座(合計6講座） 76,000円
選択科目から2講座(合計5講座） 66,000円
選択科目から1講座(合計4講座） 55,000円

選択科目なし(合計3講座） 43,000円
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看護医療系コース
目標校▶新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

英・国・数必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
国語

＋
数学

＋
センター&看護医療系数学ⅡB
センター&看護医療系化学基礎

センター&看護医療系生物
センター&看護医療系生物基礎

看護医療系英文読解
看護医療系英文法

看護医療系英文法演習
看護医療系現代文 看護医療系数学ⅠA

看護医療系数学ⅠA演習

※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
高校で新宿セミナーのパンフレットを見て知りました。自分の力だけでは勉強量が足りない
と思い、新宿セミナーに入ろうと思いました。講師の先生は面白く、
授業も分かりやすいです。難しいことも、生徒が知っているものに関
連させて教えて下さいます。新宿セミナーの方々は悩みを聞いてくだ
さり、それだけで大変助けられました。模擬面接では同じ人だけでは
なく、様々な人にお願いするといいです。いろいろなシチュエーション
に適応できる応用力がつきます。

東京都立南多摩看護専門学校 合格
久保田　霞 さん　東京立正高等学校

選択科目から4講座(合計10講座） 106,000円
選択科目から3講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から2講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から1講座(合計7講座） 85,000円

選択科目なし(合計6講座） 76,000円

英・国必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
国語

＋
看護医療系数学ⅠA　看護医療系数学ⅠA演習

センター&看護医療系数学ⅡB　センター&看護医療系化学基礎
センター&看護医療系生物　センター&看護医療系生物基礎

看護医療系英文読解
看護医療系英文法

看護医療系英文法演習
看護医療系現代文

※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
新宿セミナーの講演会で、この先生の下でなら第一志望に合格できる、ついて行きたいと思
い、新宿セミナーに入りました。新宿セミナー全体で合格まで後押
しをしてくれるのが大きな魅力です。担当の先生だけでなく、事務の
方も合格発表までの不安な時期に話しを聞いて下さるなど、精神的
なサポートをして下さりました。仲間と互いに励まし合い、競争し合
い、共に夢に向かって高め合える素敵な環境の下で勉強できます。妥
協せずに突き進んでください。

順天堂大学　医療看護学部 合格
海老原　玲佳 さん　千葉県立松戸高等学校

選択科目から5講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から4講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から3講座(合計7講座） 85,000円
選択科目から2講座(合計6講座） 76,000円
選択科目から1講座(合計5講座） 66,000円

選択科目なし(合計4講座） 55,000円

英必須型受験校 　▶入会金 5,000円　新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必要です。

必須科目 選択科目

英語

＋
看護医療系現代文　看護医療系数学ⅠA

看護医療系数学ⅠA演習　センター&看護医療系数学ⅡB
センター&看護医療系化学基礎　センター&看護医療系生物

センター&看護医療系生物基礎

看護医療系英文読解
看護医療系英文法

看護医療系英文法演習
※校舎により設置講座は異なります。詳しくは各校舎にご相談下さい。

授業料 合格者の声
部活の先輩から話しを聞き、体験入学した際に、授業も分かりやすく、先生にすぐ相談できる
環境であり、過去問や合格体験記など充実していたため、新宿セミ
ナーに入ろうを思いました。各授業のはじめに、前回学んだことの小
テストを行い、弱点を把握することができます。諦めずに努力した結
果、合格できました。自分の努力を信じて頑張ってください！！

国際医療福祉大学　成田看護学部　看護学科 合格
東﨑　美優さん　千葉県立我孫子高等学校

選択科目から6講座(合計9講座） 100,000円
選択科目から5講座(合計8講座） 93,000円
選択科目から4講座(合計7講座） 85,000円
選択科目から3講座(合計6講座） 76,000円
選択科目から2講座(合計5講座） 66,000円
選択科目から1講座(合計4講座） 55,000円

選択科目なし(合計3講座） 43,000円

フリーチョイスコース
入試科目、日程の都合、強化したい科目を重点的に受講したい、など個々のニーズに合わせて、上記総合コース対象講座を自由に組み合わせ
て受講することが出来ます。

授業料 　　

10講座 106,000円
9講座 100,000円
8講座 93,000円
7講座 85,000円

    

6講座 76,000円
5講座 66,000円
4講座 55,000円
3講座 43,000円

▶入会金 5,000円　 新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena
過去在籍生以外は入会金5,000円が別途必
要です。
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冬期講習会　講座一覧（高3・高卒生対象）

英語講座
看護医療系国公立＆難関・上位大英文読解徹底攻略ゼミ

講座内容 目標校

看護医療系難関大学を突破するには英文読解力が決め手です。看護医療系入試頻出テー
マの英文を用いて内容一致問題・正誤問題・適語補充問題・下線和訳などで得点できる
読解力を完成させます。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ1 12/26～12/30 9：30～11：00 平林みどり先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

御茶ノ水 Ｄ1 1/3～1/7 9：30～11：00 高村敏之先生
横浜 Ｙ1 1/3～1/7 9：30～11：00 設楽通浩先生
津田沼 Ｔ1 12/20～12/24 19：10～20：40 坪井雄太先生
所沢 Ｊ1 12/26～12/30 11：20～12：50 深谷倫弘先生

看護医療系国公立＆難関・上位大総合英語徹底攻略ゼミ
講座内容 目標校

看護医療系難関大学入試に頻出の整序問題・会話文・空所補充など様々な形式の問題を
総整理。総合問題の攻略法を確認しつつ、実戦応用力を強化します。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料

新宿 Ｓ2
12/23 13：40～17：00

高久智弘先生

15,500円
 
※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は

Ｐ.9～10参照。

12/24 15：30～20：40
国立 Ｇ2 12/26～12/30 9：30～11：00 高村敏之先生
御茶ノ水 Ｄ2 12/26～12/30 13：40～15：10 小林　淳先生
横浜 Ｙ2 12/26～12/30 13：40～15：10 高久智弘先生
津田沼 Ｔ2 12/26～12/30 17：20～18：50 平林みどり先生
所沢 Ｊ2 12/20～12/24 19：10～20：40 深谷倫弘先生

看護医療系国公立＆難関・上位大英文法演習ゼミ
講座内容 目標校

大学の入試頻出問題演習を通し、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。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ3 1/3～1/7 13：40～15：10 高久智弘先生

15,500円
 
※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は

Ｐ.9～10参照。

国立 Ｇ3 1/3～1/7 17：20～18：50 西川英輝先生
御茶ノ水 Ｄ3 1/3～1/7 15：30～17：00 小林　淳先生
横浜 Ｙ3 12/26～12/30 15：30～17：00 高久智弘先生
津田沼 Ｔ3 12/26～12/30 19：10～20：40 平林みどり先生
所沢 Ｊ3 1/3～1/7 13：40～15：10 深谷倫弘先生



12

看護医療系英文読解徹底攻略ゼミ
講座内容 目標校

入試で差がつく英文読解＆総合問題でいかに多くの点を取ることができるかが合格への
条件です。様々な問題を通して、重要構文の確認と実際的な設問解法を重点的に指導し
ます。

新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ4 12/26～12/30 11：20～12：50 平林みどり先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 G4 12/26～12/30 11：20～12：50 高村敏之先生
池袋 Ｂ4 1/3～1/7 11：20～12：50 坪井雄太先生
町田 Ａ4 1/3～1/7 17：20～18：50 築野秀文先生
横浜 Ｙ4 1/3～1/7 11：20～12：50 設楽通浩先生
千葉 Ｃ4 1/2～1/6 17：20～18：50 岸川一恵先生
柏 Ｋ4 12/26～12/30 9：30～11：00 坪井雄太先生
大宮 Ｍ4 12/26～12/30 15：30～17：00 藤田昭宏先生
新越谷 Ｈ4 12/20・21・23～25 19：10～20：40 野部　浩先生
所沢 Ｊ4 12/26～12/30 15：30～17：00 深谷倫弘先生

看護医療系英文法徹底攻略ゼミ
講座内容 目標校

よくでる文法・語法・会話文・発音などを総整理します。不安を解消し、自信をもって
入試に臨める英語力を完成させます。 新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ5 1/3～1/7 9：30～11：00 高久智弘先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 G5 1/3～1/7 19：10～20：40 西川英輝先生
池袋 Ｂ5 12/20～12/24 17：20～18：50 高村敏之先生
町田 Ａ5 12/26～12/30 17：20～18：50 西川英輝先生
御茶ノ水 Ｄ5 12/20～12/24 15：30～17：00 小林　淳先生
横浜 Ｙ5 12/26～12/30 17：20～18：50 高久智弘先生
千葉 Ｃ5 12/20～12/24 19：10～20：40 岸川一恵先生
柏 Ｋ5 1/2～1/6 17：20～18：50 高久智弘先生
大宮 Ｍ5 1/3～1/7 17：20～18：50 高村敏之先生
新越谷 Ｈ5 12/26～12/30 11：20～12：50 西川英輝先生
所沢 Ｊ5 12/20～12/24 17：20～18：50 深谷倫弘先生

看護医療系英文法演習ゼミ
講座内容 目標校

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。 新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ6 1/3～1/7 11：20～12：50 高久智弘先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

池袋 Ｂ6 12/20～12/24 19：10～20：40 高村敏之先生
町田 Ａ6 12/26～12/30 19：10～20：40 西川英輝先生
横浜 Ｙ6 12/26～12/30 19：10～20：40 高久智弘先生
千葉 Ｃ6 1/2～1/6 15：30～17：00 岸川一恵先生
柏 Ｋ6 1/2～1/6 19：10～20：40 高久智弘先生
大宮 Ｍ6 1/3～1/7 19：10～20：40 高村敏之先生
新越谷 Ｈ6 12/26～12/30 13：40～15：10 西川英輝先生
所沢 Ｊ6 1/3～1/7 11：20～12：50 深谷倫弘先生
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センター試験英語ゼミ
講座内容 目標校

センター試験に出題されるものは、標準的なものが多い。本講ではセンター試験の出題
形式に完全対応した、多様な設問を含む客観的問題を演習し、実戦力を強化するととも
に、最終チェックポイントを講義します。

国公立大＆センター利用私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1101 12/20～12/23 19：10～20：40 藤田昭宏先生 13,000円

冬の英語総まとめ完成ゼミ
講座内容 目標校

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・熟語は重要語をおぼ
えまくる。整序問題は並べかえまくる。
最強の５日間！最高の充実感！

国公立大＆私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1102 12/26～12/30 14：00～15：30 鈴木隆行先生 15,500円

私大最強英語ゼミ
講座内容 目標校

私大志望者大集合!!長文から文法まで全てを完全制覇!!授業は鈴木隆行流。ハイレベル・
ハイスピード・ハイテンション!!この冬は、ワンランク上の合格を目指して、基本問題
から難問まで幅広くチャレンジ!!かなりハードな1日!!かならず得られる達成感!!

上位～中堅私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1103 12/18 9：00～13：50 鈴木隆行先生 10,000円

看護医療系“東京”六大学英語演習ゼミ
講座内容 目標校

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。この冬は、
今、大人気の看護医療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!!

東京医療保健大・東京女子医科大・東
京医科大・東京工科大・東京有明医療
大・東京家政大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1104 12/23・12/25 10：30～12：00 鈴木隆行先生 7,000円

杏林・北里・順天・東京慈恵医大の英語演習ゼミ
講座内容 目標校

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、英作文まですべてを完全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！

杏林・北里・慈恵・順天堂大など私大
上位校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1105 12/25 12：40～15：50 鈴木隆行先生 7,000円

英語総まとめ　おおみそか特訓
講座内容 目標校

長文から文法まで最重要な項目だけに絞り込み、たった１日でポイントを押さえる“隆
行流英語”。英語力をさらにアップさせたい受験生、まだまだおさらい不足の受験生、
どちらも必須の講座です！第一志望校へ向けて大晦日こそ追い込みのチャンス!!

看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1106 12/31 13：30～16：40 鈴木隆行先生 7,000円
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英語頻出アイテムのＮＥＴＷＯＲＫゼミ実戦編
講座内容 目標校

夏も超好評を博した本講座の第２弾！入試頻出問題を厳選・最終整理！冬は実戦力！→
選び抜かれた問題＋解説を通して諸君の文法力は完璧へとむかう！→勿論、ダメ出しは
復習教材で！名詞・形容詞・副詞の超盲点文法事項まで面倒みちゃう！勿論詳細な付録
付き！受講せずして合格はありえない!!

看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
国立 1201 12/26～12/30 13：40～15：10 高村敏之先生

15,500円
池袋 1301

12/23 13：40～17：00
高村敏之先生

12/24 11：20～17：00
御茶ノ水 1501 1/3～1/7 11：20～12：50 高村敏之先生
大宮 4101 12/26～12/30 17：20～18：50 高村敏之先生

現代文講座
看護医療系国公立＆難関・上位大現代文重要問題総まとめ

講座内容 目標校

４年制大学に合格するために必要なものを、読解を中心に確実に鍛錬します。評論・小
説・随筆を使い、選択式から記述式問題まで、すべての設問形式に対する正解へのプロ
セスを確認し、合格への思考力と自信をつけさせる講座です。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ7 12/26～12/30 11：20～12：50 内田和美先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 Ｇ7 12/26～12/30 15：30～17：00 野口辰也先生
御茶ノ水 Ｄ7 12/26～12/30 15：30～17：00 伊藤博貴先生
横浜 Ｙ7 1/3～1/7 11：20～12：50 長谷川裕先生
津田沼 Ｔ7 12/26～12/30 13：40～15：10 倉持美津夫先生

看護医療系現代文重要問題総まとめ
講座内容 目標校

看護医療系で出題される問題のパターンは実にさまざまです。なかでも読解に欠かせな
い指示語・接続語・強調表現にこだわって、トレーニングします。 新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ8 12/26～12/30 9：30～11：00 石関直子先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 G8 1/3～1/7 15：30～17：00 星野洋介先生
池袋 Ｂ8 12/26～12/30 13：40～15：10 長谷川裕先生
町田 Ａ8 1/3～1/7 19：10～20：40 星野洋介先生
横浜 Ｙ8 1/3～1/7 9：30～11：00 長谷川裕先生
千葉 Ｃ8 1/2～1/6 9：30～11：00 伊藤博貴先生

柏 Ｋ8
1/5・1/6 13：40～17：00

伊藤博貴先生
1/7 15：30～17：00

大宮 Ｍ8 12/26～12/30 9：30～11：00 伊藤博貴先生
新越谷 Ｈ8 12/20～12/24 17：20～18：50 長谷川裕先生
所沢 Ｊ8 12/26～12/30 17：20～18：50 倉持美津夫先生

センター試験現代文ゼミ
講座内容 目標校

現代文は評論文・小説の予想問題演習を通し、理由判別、論理構成、心情表現などの選
択肢の解法ルールを伝授します。 国公立大＆センター利用私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1107 12/27～12/30 19：10～20：40 長谷川裕先生 13,000円
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かずの「攻めの現代文」ゼミ
講座内容 目標校

現代文の３本柱〈読解・解法・語句〉を総まとめして、あと一歩まで迫っている実力を
無理にでも合格圏内に押し上げる。☆文構造の把握などをコンパクトに伝授☆付録に文
学史のまとめをプレセントし、知識問題をカバー☆

看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料

新宿 1108
1/9・1/12 17：50～21：00

内田和美先生 15,500円
1/13 17：50～19：20

かずの「攻めの現代文」おおみそか特訓
講座内容 目標校

内田和美先生が君たちに贈る“10点アップする攻め方”の数々。センター現代文・私大入
試の決め手となる語句・慣用句。現代文にも、小論文にも活かせる重要テーマを取り上
げる。

看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1109 12/31 10：00～13：10 内田和美先生 7,000円

数学講座
看護医療系国公立＆難関・上位大数学ⅠＡゼミ

講座内容 目標校

大学レベルの出題傾向をふまえて、方程式・不等式、２次関数、三角比、確率等の数Ｉ
Ａの各項目の重要問題を題材に、解法のポイント、重要知識の確認を行います。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ9 1/3～1/7 9：30～11：00 斉藤和夫先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 Ｇ9 1/3～1/7 9：30～11：00 橋　雅也先生
御茶ノ水 Ｄ9 12/20～12/24 17：20～18：50 桑田健司先生
横浜 Ｙ9 12/26～12/30 11：20～12：50 橋　雅也先生
津田沼 Ｔ9 12/20～12/24 17：20～18：50 橋　雅也先生

看護医療系国公立＆難関・上位大数学ⅠＡ演習ゼミ
講座内容 目標校

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。

国公立大＆慶應・上智・聖路加・日
赤・慈恵・北里・杏林・武蔵野・順天
堂・東邦・東京医療保健・帝京大など　
新セミ偏差値58以上の私大

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ10 1/3～1/7 11：20～12：50 斉藤和夫先生 15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

御茶ノ水 Ｄ10 12/20～12/24 19：10～20：40 桑田健司先生
津田沼 Ｔ10 12/26～12/30 15：30～17：00 橋　雅也先生
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看護医療系数学ⅠＡゼミ
講座内容 目標校

もう一度、基礎事項、基礎学力の完成を目指します。方程式・不等式、2次関数、三角
比、確率等の各項目の頻出事項を総整理。合格するにはこれだけは出来てほしいという
重要基礎事項を、5日間で徹底的に鍛え上げます。

新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ11 1/3～1/7 13：40～15：10 斉藤和夫先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 G11 1/3～1/7 11：20～12：50 橋　雅也先生
池袋 Ｂ11 12/26～12/30 15：30～17：00 斉藤和夫先生
町田 Ａ11 12/21～12/25 17：20～18：50 斉藤和夫先生
横浜 Ｙ11 12/26～12/30 9：30～11：00 橋　雅也先生
千葉 Ｃ11 12/26～12/30 17：20～18：50 桑田健司先生
柏 Ｋ11 12/26～12/30 11：20～12：50 桑田健司先生
大宮 Ｍ11 12/26～12/30 11：20～12：50 金岡秀和先生
新越谷 Ｈ11 1/3～1/7 9：30～11：00 金岡秀和先生
所沢 Ｊ11 1/3～1/7 17：20～18：50 金岡秀和先生

看護医療系数学ⅠＡ演習ゼミ
講座内容 目標校

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ていねいに解説します。 新セミ偏差値60前後の私大～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ12 1/3～1/7 15：30～17：00 斉藤和夫先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

池袋 Ｂ12 12/26～12/30 17：20～18：50 斉藤和夫先生
町田 Ａ12 12/21～12/25 19：10～20：40 斉藤和夫先生
千葉 Ｃ12 12/26～12/30 19：10～20：40 桑田健司先生
柏 Ｋ12 12/26～12/30 13：40～15：10 桑田健司先生
大宮 Ｍ12 12/26～12/30 13：40～15：10 金岡秀和先生
新越谷 Ｈ12 1/3～1/7 11：20～12：50 金岡秀和先生
所沢 Ｊ12 1/3～1/7 19：10～20：40 金岡秀和先生

センター＆看護医療系数学ⅡＢゼミ
講座内容 目標校

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。 看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料

新宿 S13
12/23 9：30～12：50

桑田健司先生
15,500円

数Ⅱのみ受講　10,000円12/24 9：30～15：10

理科講座
センター＆看護医療系化学基礎ゼミ

講座内容 目標校
看護医療系化学基礎・センター化学基礎突破のための実戦力の養成。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。 看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ14 12/26～12/30 15：40～17：10 海賀俊征先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 Ｇ14 1/3～1/7 13：40～15：10 伊藤　護先生
御茶ノ水 Ｄ14 1/3～1/7 13：40～15：10 伊藤　聡先生

横浜 Y14
12/23 9：30～15：10

伊藤　聡先生
12/24 11：20～15：10

柏 Ｋ14 12/20～12/24 19：10～20：40 萬代純一先生
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センター＆看護医療系生物ゼミ
講座内容 目標校

看護医療系の出題を分析し、最新の問題をとりあげます。受験生が苦手とする分野に重
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。 看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ15 1/3～1/7 19：10～20：40 吉澤克彦先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 Ｇ15 12/26～12/30 19：10～20：40 吉澤克彦先生
御茶ノ水 Ｄ15 12/26～12/30 9：30～11：00 林　眞一先生

横浜 Ｙ15
12/20 15：30～17：00

中錬太郎先生12/21 15：30～18：50
12/23・12/24 17：20～18：50

柏 Ｋ15 12/26～12/30 17：20～18：50 萬代純一先生
津田沼 Ｔ15 1/3～1/7 17：20～18：50 林　眞一先生
大宮 Ｍ15 12/20～12/24 19：10～20：40 百武　明先生

センター＆看護医療系生物基礎ゼミ
講座内容 目標校

看護医療系入試の出題を分析し、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。 看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 Ｓ16 1/3～1/7 17：20～18：50 吉澤克彦先生

15,500円

※ 総合コースセット受講ができます。セット受講料は
Ｐ．9～10参照。

国立 Ｇ16 12/26～12/30 17：20～18：50 吉澤克彦先生
池袋 Ｂ16 12/26～12/30 19：10～20：40 海賀俊征先生
町田 Ａ16 12/26～12/30 15：30～17：00 中錬太郎先生
御茶ノ水 Ｄ16 12/26～12/30 11：20～12：50 林　眞一先生

横浜 Ｙ16
12/20 17：20～20：40

中錬太郎先生
12/21・12/23・12/24 19：10～20：40

千葉 Ｃ16 1/2～1/6 11：20～12：50 林　眞一先生
柏 Ｋ16 12/26～12/30 15：30～17：00 萬代純一先生
津田沼 Ｔ16 1/3～1/7 15：30～17：00 林　眞一先生
大宮 Ｍ16 12/20～12/24 17：20～18：50 百武　明先生
新越谷 Ｈ16 12/26～12/30 15：30～17：00 林　眞一先生
所沢 Ｊ16 12/26～12/30 13：40～15：10 吉澤克彦先生

小論文講座
看護医療系小論文ゼミ　ファイナル

講座内容 目標校
わかりやすく、かつ魅力的な文章を、一定の時間内で書くためにはどうしたら良いか。
アウトラインの作り方、明確な段落意識による文章構成、等々について訓練し、実戦に
そなえる。

看護医療系大学～専門学校

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 単科受講料
新宿 1110 12/26～12/30 15：40～17：10 内田和美先生

19,500円横浜 2101
12/23 9：30～15：10

石関直子先生
12/24 11：20～15：10

千葉 3101 12/20～12/24 17：20～18：50 石関直子先生
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講座内容
同傾向の問題演習を多数行うことで、各学校の必出ポイント、重要事項、得点源、ココを押さえれば勝利はいただきという出題の
急所を徹底追求します。この1年の努力を本番前に総チェック。試験当日に200パーセントの力を発揮するための講座です。

講座名 校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
国立看護大学校英語 新宿 1151S 12/20・12/21 17：20～18：50 藤田昭宏先生 7,000円
国立看護大学校数学 新宿 1152S 1/4・1/5 15：30～17：00 桑田健司先生 7,000円
国立看護大学校国語 新宿 1153S 12/28 17：20～20：40 内田和美先生 7,000円
国立看護大学校生物・化学 新宿 1154S 12/24・12/25 9：30～11：00 吉澤克彦先生 7,000円
埼玉県立大学小論文 大宮 4151M 1/3・1/4 13：40～17：00 松島庄吾先生 17,000円
千葉県立保健医療大学小論文 津田沼 3351T 1/3～1/5 13：40～15：10 石関直子先生 13,000円
神奈川県立保健福祉大学小論文 横浜 2151Y 12/26～12/30 9：30～11：00 松島庄吾先生 19,500円
慶應義塾大学看護医療学部英語 新宿 1155S 1/3・1/4 9：30～11：00 平林みどり先生 7,000円
慶應義塾大学看護医療学部生物 新宿 1156S 12/24 11：20～15：10 吉澤克彦先生 7,000円
慶應義塾大学看護医療学部小論文 新宿 1157S 12/27 17：20～20：40 内田和美先生 9,000円
上智大学看護学科英語 新宿 1158S 1/5・1/6 9：30～11：00 平林みどり先生 7,000円
上智大学看護学科国語 新宿 1159S 12/26・12/27 13：40～15：10 内田和美先生 7,000円
上智大学看護学科生物 新宿 1160S 12/20・12/21 17：20～18：50 吉澤克彦先生 7,000円
聖路加国際大学英語 新宿 1161S 12/23 9：30～12：50 平林みどり先生 7,000円
聖路加国際大学国語 新宿 1162S 12/29 17：20～20：40 内田和美先生 7,000円
聖路加国際大学生物 新宿 1163S 12/22 15：30～18：50 吉澤克彦先生 7,000円
聖路加国際大学小論文 新宿 1164S 12/26 17：20～20：40 内田和美先生 9,000円
日本赤十字看護大学英語 新宿 1165S 12/25・12/26 15：30～17：00 坪井雄太先生 7,000円
日本赤十字看護大学国語 新宿 1166S 12/20・12/21 19：10～20：40 伊藤博貴先生 7,000円
日本赤十字看護大学生物 新宿 1167S 1/7・1/8 9：30～11：00 林　眞一先生 7,000円
東京慈恵会医科大学看護学科英語 新宿 1168S 12/20・12/21 15：30～17：00 西川英輝先生 7,000円
東京慈恵会医科大学看護学科国語 新宿 1169S 12/30 17：20～20：40 内田和美先生 7,000円
東京慈恵会医科大学看護学科数学 新宿 1170S 1/6・1/7 15：30～17：00 桑田健司先生 7,000円
東京慈恵会医科大学看護学科生物 新宿 1171S 1/8 11：20～15：10 林　眞一先生 7,000円
杏林大学保健学部英語 国立 1251G 12/23 13：40～17：00 西川英輝先生 7,000円
杏林大学保健学部国語 国立 1252G 12/22 17：20～20：40 星野洋介先生 7,000円
杏林大学保健学部数学 国立 1253G 12/23 9：30～12：50 橋　雅也先生 7,000円
杏林大学保健学部生物 国立 1254G 1/3・1/4 11：20～12：50 中錬太郎先生 7,000円

東邦大学看護学科英語 新宿 1172S 12/20・12/21 19：10～20：40 設楽通浩先生 7,000円
津田沼 3352T 1/4・1/5 19：10～20：40 平林みどり先生 7,000円

東京医療保健大学英語 新宿 1173S 12/22・12/23 19：10～20：40 設楽通浩先生 7,000円
帝京大学医療技術学部英語 池袋 1351B 1/3・1/4 9：30～11：00 坪井雄太先生 7,000円
武蔵野大学看護学部英語 新宿 1174S 1/8 15：30～18：50 坪井雄太先生 7,000円

順天堂大学医療看護学部英語 御茶ノ水 1551D 1/3・1/4 17：20～18：50 小林　淳先生 7,000円
津田沼 3354T 12/20・12/21 15：30～17：00 坪井雄太先生 7,000円

順天堂大学医療看護学部国語 御茶ノ水 1552D 12/26・12/27 17：20～18：50 伊藤博貴先生 7,000円
津田沼 3355T 1/6・1/7 13：40～15：10 石関直子先生 7,000円

順天堂大学医療看護学部生物 御茶ノ水 1553D 12/25 13：40～17：00 林　眞一先生 7,000円
津田沼 3356T 1/6・1/7 19：10～20：40 林　眞一先生 7,000円

順天堂大学医療看護学部（センター）小論文 御茶ノ水 1554D 12/28・12/29 17：20～18：50 伊藤博貴先生 9,000円
北里大学看護学部・医療衛生学部英語 横浜 2152Y 12/23・12/24 15：30～17：00 坪井雄太先生 7,000円
昭和大学保健医療学部英語 町田 1451A 1/3・1/4 15：30～17：00 築野秀文先生 7,000円
昭和大学保健医療学部数学ⅠA 町田 1452A 12/23・12/24 15：30～17：00 斉藤和夫先生 7,000円
昭和大学保健医療学部生物 町田 1453A 12/29・12/30 13：40～15：10 中錬太郎先生 7,000円
東京都立看護専門学校英語 池袋 1352B 1/5・1/6 9：30～11：00 坪井雄太先生 7,000円
東京都立看護専門学校国語 池袋 1353B 12/29・12/30 9：30～11：00 長谷川裕先生 7,000円
東京都立看護専門学校数学 池袋 1354B 12/23 9：30～12：50 金岡秀和先生 7,000円

看護医療系人気校突破特講
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新宿校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語（慶應・上智・難関大レベル） 1181 12/25 16：00～19：10

12,000円

1/8 9：00～12：10
高２　看護医療系英語 1182 12/27～12/30 17：20～18：50
高２　看護医療系現代文・小論文 1183 1/4～1/7 17：20～18：50
高２　看護医療系数学ⅠＡ 1184 1/4～1/7 19：10～20：40
高２　看護医療系生物基礎 1185 1/4～1/7 15：30～17：00

国立校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 1281 1/4～1/7 15：30～17：00
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 1282 1/4～1/7 11：20～12：50

高２　看護医療系数学ⅠＡ 1283 1/4～1/7 13：40～15：10

池袋校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 1381 1/4～1/7 17：20～18：50
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 1382 12/27～12/30 11：20～12：50

高２　看護医療系数学ⅠＡ 1383 1/4～1/7 19：10～20：40

高２生対象　冬期講習会

高２の今からの過ごし方が看護医療系志望校合格のカギを握ります。
担任・チューターが一人ひとりを志望校現役合格へサポートしていきます。

わかりやすいと評判の授業
講師の先生は、わかりやすく、
楽しく、ときには少しだけ厳し
い授業を展開します。翌週には
復習確認テストで実力アップ!授
業は無料体験もできます。

サポート体制は?
すべてのクラスに担任がついて
皆さんをサポート。入試の事、勉
強の事、何でも気軽に質問、相談
してください。皆さんの先輩でも
あるチューターも心強いアドバイ
ザー。志望校をぐっと現実のも
のに近づけてくれますよ。

クラスはみんな看護医療系志望
高校では志望者が少なくても、
ena新セミに来れば安心。高2
から通う生徒は、受験への意
識が高くなるのも特徴です。
最新の学校情報、過去問題、そ
して自習室もしっかり利用しま
しょう。

合格実績は？
難関大学から情報の少ない専
門学校まで抜群の合格実績が
あります。高校の先生方や先
輩方がすすめてくれるのもナッ
トク。

▪ 講座内容
高２　看護医療系英語
看護医療系入試の基本となる文法・読解問題を学習します。入試頻出の単語や医療系語句に関する問題を始め、様々な文法問
題と看護医療系テーマの英文読解、会話文にチャレンジし3学年への学習につなげます。

高２　�看護医療系現代文・小論文
国語の力は全ての入試科目につながってきます。確実に得点するための“現代文読解のルール”を学習します。また、高2生のた
めに、原稿用紙の使い方から、頻出テーマに対する考え方等、小論文に必要なポイントを丁寧に指導します。

高２　看護医療系数学ⅠＡ
数学ⅠAの重要項目を整理しながら、高2段階で身につけなければならない看護医療系受験の基本を、実戦的な入試問題を交え
ながら丁寧に学習します。

高２　看護医療系生物基礎
入試頻出分野であり、人体と関係の深い生物基礎の｢ホルモン｣を中心に｢血液｣｢腎臓｣｢免疫｣などの重要事項を学習します。こ
れから学習を始める人も、高2のうちに基礎を固めておきましょう。

▪ 総合コース授業料
▶入会金 5,000円
　年間生、模試受験生、夏期講習生、ena過去在籍生は入会金不要です。

5講座選択 50,000円
4講座選択 42,000円
3講座選択 33,000円
2講座選択 23,000円

ena新セミ高2
模試受験者特典

ena新セミ主催
第1回高2看医全国模試受験生は全員1講座無料。
※詳しくは新宿セミナー各校にお問合せ下さい。
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町田校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 1481 1/4～1/7 13：40～15：10
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 1482 1/4～1/7 11：20～12：50

高２　看護医療系数学ⅠＡ 1483 12/23・12/24 11：20～15：10

お茶の水校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 1581 1/4～1/7 19：10～20：40 12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 1582 12/26～12/29 19：10～20：40

横浜校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 2181 12/27～12/30 11：20～12：50
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 2182 1/4～1/7 13：40～15：10

高２　看護医療系数学ⅠＡ 2183 1/4～1/7 15：30～17：00

千葉校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 3181 1/3～1/6 19：10～20：40
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 3182 12/21～12/24 19：10～20：40

高２　看護医療系数学ⅠＡ 3183 12/26～12/29 19：10～20：40

柏校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 3281 12/27～12/30 11：20～12：50

12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 3282 1/4～1/7 17：20～18：50
高２　看護医療系数学ⅠＡ 3283 12/27～12/30 9：30～11：00
高２　看護医療系生物基礎 3284 12/27～12/30 13：40～15：10

津田沼校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 3381 12/27～12/30 15：30～17：00
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 3382 1/4～1/7 15：30～17：00

高２　看護医療系数学ⅠＡ 3383 12/21～12/24 19：10～20：40

大宮校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 4181 12/27～12/30 19：10～20：40
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 4182 1/4～1/7 17：20～18：50

高２　看護医療系数学ⅠＡ 4183 12/27～12/30 17：20～18：50

新越谷校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 4281 12/27～12/30 9：30～11：00
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 4282 12/21～12/24 19：10～20：40

高２　看護医療系数学ⅠＡ 4283 1/4～1/7 13：40～15：10

所沢校
講座名 講座番号 日程 時間 単科受講料

高２　看護医療系英語 4381 1/4～1/7 15：30～17：00
12,000円高２　看護医療系現代文・小論文 4382 12/27～12/30 19：10～20：40

高２　看護医療系数学ⅠＡ 4383 12/27～12/30 17：20～18：50



冬期・直前講習会の申込手続きなど
①必要書類

②申込方法

手続き上の注意
①冬期講習　入会金 5,000円

②入会金の免除規定

③返金・変更

特典

・下記申込書と個人登録用紙・生徒証。
・下記申込書と個人登録用紙・受験票など、模試受験を証明できるものを 1 点。
・下記申込書と個人登録用紙。
・過去の生徒証、受講証など、入会金免除を証明できるものを 1 点。

校内生
模試生
校外生

＊入会金・授業料は銀行振込で納入して下さい。（恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい。）
振込後、必要書類と振込を証明する伝票（コピー可）を窓口または郵送で提出
して下さい。

・総合コースと一緒に単科ゼミを申し込む
場合、あるいは単科ゼミを 2 講座以上
申し込む場合、入会金は 1 口（5,000 円）
です。

・受付完了後の返金、講座の変更は原則
として応じられません。日程・時間を
よくご検討のうえお申し込みください。
但し、推薦入試等により、看護医療系
学校への入学が決定した場合には、冬
期・直前講習に限って推薦入試合格者
用の講座への振替や返金に応じますの
で、申込校舎の窓口でご相談下さい。

・今年度冬期講習会に申し込んだ方が2学
期・3学期（高2生のみ）の講座を申し込
む場合、入学金から5,000円が免除さ
れます。（他の免除との併用不可）

・新宿セミナー各校舎の自習室を使用で
きます。

・入試問題・赤本などの資料を閲覧できます。
・プロの担任（多くの高校や大学で講演実

績）から個人面談等のフォローを受けら
れます。

・新宿セミナー主催の各種イベントをい
ち早く知らされ、優先申込ができます。

・過去問解答の閲覧が許可されます。

・下記に該当する方は入会金（5,000 円）
が免除となります。

●過去新セミ下記在籍生・
　過去新セミ模試受験生・
　2016 年度高校内進路講演会参加生
　◆昼間部総合科生・夜間部総合科生
　◆高 2 生 ◆年間単科生
　◆講習会生 ◆通信添削生
　◆ena 在籍・卒生 ◆個別指導生
※申込時に在籍・受講を証明できるもの
　（生徒証・受講証・受験票など）を提示して下さい。
●過去在籍者の兄弟姉妹

学費振込口座
（名義　株式会社 学究社  新宿セミナー）

銀行：みずほ銀行　新宿西口支店（普）4 9 2 5 7 18

受付窓口での申込

郵送での申込

電話・FAXでの予約申込

新宿セミナー校長 殿
申 し 込 み 講 座 ○で囲んで下さい

●申し込むクラスの講座番号を記入して下さい。
●総合コースに選択講座がある場合は、その番号も記入して下さい。

コース番号

フリガナ

氏　名

現住所
〒　　　　　　　　　　　　　TEL　　　  　（　         ）

受講講座番号
入　会　金

合　　　計

都道府県
国 私 市 立 高校

卒　　　業

大学や短大卒（又は在学中）の方は最終学歴（又は在学校）

振込受領証は申込書に貼付して下さい

年              月               日

大学　　　　　　　学部　　　 年・卒業

学費振込口座

■ フリガナ
■ 性別

■ 保護者氏名

歳 西暦　　　　　年　 　月　    日

■ 年齢 ■ 生年月日

■ 氏名（漢字）

■ 〒

■ 〒

■ 住所区分

■ 志望コース（○で囲む） ■ 区分（今回申し込む該当箇所に○をつけて下さい）

■ 高校コード

■ 在籍・出身高校名

■ 通学区間

■ 住所

■ 住所
■ 電話

■ 電話

（名義　株式会社 学究社 新宿セミナー）

（下の 1 ～ 3 で該当する番号に○を付けて、■の各項目を記入して下さい）

1.　新規登録　2016 年 2 月以降、初めて新宿セミナーに申し込む方は、生徒コードを除くすべての欄に記入して、申込書とともに窓口に提出して下さい。
2.　追　　加　2016 年度の生徒コードをすでに持っている人は、太枠の項目（生徒コード、氏名、区分）を記入して、申込書とともに提出して下さい。
3.　変　　更　住所、電話番号、クラスなど、変更があったときは、生徒コード・氏名・変更個所を記入して、窓口に提出して下さい。

※申し込み後の返金、講座の変更には原則として応じられません。したがって日程・時間を確認の上、お申込み下さい。
※本年度、校内生は生徒コードを記入して下さい。

銀行：みずほ銀行　新宿西口支店（普）4925718

西暦　　　　          年　       月　        日生　満　      歳

2・3 年生

総合コース
授　業　料
単 科 ゼ ミ
授　業　料

2016 年度初めての
申し込み

2016 年度二度目以上の申し込み
（在籍　       クラス　     番・単科・講習生）

次の講座を受講いたしたく学費を添えて申し込みます。

・左記必要書類と入会金・授業料（振込受領書）を添え、
各校舎窓口に提出してください。生徒証の交付を受けて手続き完了です。

・各講座は定員になり次第、締切りとなります。あらかじめ席を確保されたい場
合は、電話にて予約申込ができます。

・FAX による予約も可能ですが、申込書等の送信の際は電話でご連絡下さい。
・予約申込開始日：10 月 15 日（土）より。
・学費は予約申込日より、1週間以内に納金して下さい。1週間以内に納金が確

認されない場合、予約申込は無効となります。

・左記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を同封し、各校合へ郵送して
ください。申込を受理し、受付処理後、生徒証を郵送します。到着時点で希
望講座が締切になっている場合は電話連絡します。

（直前講習会・入学準備プロジェクトは
入会金不要）

2016年度新宿セミナー 　冬期講習会申込書

総

　合

単
科

扱

　者

高
校
名

領
収
印

高
2

2016年度   個人登録用紙

0.　自　宅
1.　自宅外

6．看護系　7．医療技術系

都道府県
国 私 市 立 高校

新宿　国立　池袋　町田　御茶ノ水　横浜

干葉　柏　津田沼　大宮　新越谷　所沢

冬期　　　直前　　　入学準備

総合コース
高2

単科
2学期
3学期

会　場

講習会

新学期

クラス　　　　　番号

入学期

自宅最寄り駅 から 新宿セミナー最寄り駅

大字入試センター作成の高校コード。
わかる方は記入して下さい。（ ）

（同居の時は
 記入しなくて
 よい）

本

　人

保

　護

　者

■ 2016 年 4 月からの学年（○で囲む）

■ 担任名（高卒生は高 3 時）

2年　　　　3年　　　  4（卒）

先生

■ 受付日

平成　    年　    月    　日

＜記入例＞

＊入会金・授業料は銀行振込で納入して下さい。（恐れ入りますが振込手数料はご負担下さい。）
振込後、必要書類と振込を証明する伝票（コピー可）を窓口または郵送で提出
して下さい。

・総合コースと一緒に単科ゼミを申し込む
場合、あるいは単科ゼミを 2 講座以上
申し込む場合、入会金は 1 口（5,000 円）
です。

・受付完了後の返金、講座の変更は原則
として応じられません。日程・時間を
よくご検討のうえお申し込みください。
但し、推薦入試等により、看護医療系
学校への入学が決定した場合には、冬
期・直前講習に限って推薦入試合格者
用の講座への振替や返金に応じますの
で、申込校舎の窓口でご相談下さい。

・今年度冬期講習会に申し込んだ方が2学
期・3学期（高2生のみ）の講座を申し込
む場合、入学金から5,000円が免除さ
れます。（他の免除との併用不可）

・新宿セミナー各校舎の自習室を使用で
きます。

・入試問題・赤本などの資料を閲覧できます。
・プロの担任（多くの高校や大学で講演実

績）から個人面談等のフォローを受けら
れます。

・新宿セミナー主催の各種イベントをい
ち早く知らされ、優先申込ができます。

・過去問解答の閲覧が許可されます。

・下記に該当する方は入会金（5,000 円）
が免除となります。

●過去新セミ下記在籍者・
　過去新セミ模試受験者・
　2016 年度高校内進路講演会参加者
　◆昼間部総合科生・夜間部総合科生
　◆高 2 生 ◆年間単科生
　◆講習会生 ◆通信添削生
　◆ena 在籍・卒生 ◆個別指導生
※申込時に在籍・受講を証明できるもの
　（生徒証・受講証・受験票など）を提示して下さい。
●過去在籍者の兄弟姉妹

学費振込口座
（名義　株式会社 学究社  新宿セミナー）

銀行：みずほ銀行　新宿西口支店（普）4 9 2 5 7 1 8

新宿セミナー校長 殿
申 し 込 み 講 座 ○で囲んで下さい

●申し込むクラスの講座番号を記入して下さい。
●総合コースに選択講座がある場合は、その番号も記入して下さい。

コース番号

フリガナ

氏　名

現住所
〒　　　　　　　　　　　　　TEL　　　  　（　         ）

受講講座番号
入　会　金

合　　　計

都道府県
国 私 市 立 高校

卒　　　業

大学や短大卒（又は在学中）の方は最終学歴（又は在学校）

振込受領証は申込書に貼付して下さい

年              月               日

大学　　　　　　　学部　　　 年・卒業

学費振込口座

■ フリガナ
■ 性別

■ 保護者氏名

歳 西暦　　　　　年　 　月　    日

■ 年齢 ■ 生年月日

■ 氏名（漢字）

■ 〒

■ 〒

■ 住所区分

■ 志望コース（○で囲む） ■ 区分（今回申し込む該当箇所に○をつけて下さい）

■ 高校コード

■ 在籍・出身高校名

■ 通学区間

■ 住所

■ 住所
■ 電話

■ 電話

（名義　株式会社 学究社 新宿セミナー）

（下の 1 ～ 3 で該当する番号に○を付けて、■の各項目を記入して下さい）

1.　新規登録　2016 年 2 月以降、初めて新宿セミナーに申し込む方は、生徒コードを除くすべての欄に記入して、申込書とともに窓口に提出して下さい。
2.　追　　加　2016 年度の生徒コードをすでに持っている人は、太枠の項目（生徒コード、氏名、区分）を記入して、申込書とともに提出して下さい。
3.　変　　更　住所、電話番号、クラスなど、変更があったときは、生徒コード・氏名・変更個所を記入して、窓口に提出して下さい。

※申し込み後の返金、講座の変更には原則として応じられません。したがって日程・時間を確認の上、お申込み下さい。
※本年度、校内生は生徒コードを記入して下さい。

銀行：みずほ銀行　新宿西口支店（普）4925718

西暦　　　　          年　       月　        日生　満　      歳

2・3 年生

総合コース
授　業　料
単 科 ゼ ミ
授　業　料

2016 年度初めての
申し込み

2016 年度二度目以上の申し込み
（在籍　       クラス　     番・単科・講習生）

次の講座を受講いたしたく学費を添えて申し込みます。

・各講座は定員になり次第、締切りとなります。あらかじめ席を確保されたい場
合は、電話にて予約申込ができます。

・FAX による予約も可能ですが、申込書等の送信の際は電話でご連絡下さい。
・予約申込開始日：10 月 15 日（土）より。
・学費は予約申込日より、1週間以内に納金して下さい。1週間以内に納金が確

認されない場合、予約申込は無効となります。

（直前講習会・入学準備プロジェクトは
入会金不要）

2016年度新宿セミナー 　冬期講習会申込書

総

　合

単
科

扱

　者

高
校
名

領
収
印

高
2

2016年度   個人登録用紙

0.　自　宅
1.　自宅外

6．看護系　7．医療技術系

都道府県
国 私 市 立 高校

新宿　国立　池袋　町田　御茶ノ水　横浜

干葉　柏　津田沼　大宮　新越谷　所沢

冬期　　　直前　　　入学準備

総合コース
高2

単科
2学期
3学期

会　場

講習会

新学期

クラス　　　　　番号

入学期

自宅最寄り駅 から 新宿セミナー最寄り駅

大字入試センター作成の高校コード。
わかる方は記入して下さい。（ ）

（同居の時は
 記入しなくて
 よい）

本

　人

保

　護

　者

■ 2016 年 4 月からの学年（○で囲む）

■ 担任名（高卒生は高 3 時）

2年　　　　3年　　　  4（卒）

先生

■ 受付日

平成　    年　    月    　日
・各講座は定員になり次第、締切りとなります。あらかじめ席を確保されたい場

合は、電話にて予約申込ができます。
・FAX による予約も可能ですが、申込書等の送信の際は電話でご連絡下さい。
・予約申込開始日：10 月 17 日（土）より。
・学費は予約申込日より、1 週間以内に納金して下さい。1 週間以内に納金が確

認されない場合、予約申込は無効となります。

・左記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を同封し、各校合へ郵送して
ください。申込を受理し、受付処理後、生徒証を郵送します。到着時点で希
望講座が締切になっている場合は電話連絡します。

東　京

5,000円
64,000円
62,000円

しんじゅく

S13 S14 S15 S16

160-0022 03 3356 0821

新 宿 花 子
シンジュク　ハナコ

1997 8 20 18

東　京 しんじゅく

関　口　文　一

新宿区新宿 2-8-5

S4
S11 S12

S5 S6 S8

シンジュク 女 18 1997 8 20

新　宿

新宿区新宿 2-8-5

花　子 新　宿 太　郎

ハナコ

160-0022 03-3356-0821
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御茶ノ水校 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台２-３-４５ 
お茶の水茗溪ビル４Ｆ tel.03-5244-5691

看護医療系
予備校

新越谷校 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-16-1 
布武プラザ越谷ビル tel.048-972-6821

所沢校 〒359-0037 埼玉県所沢市
くすのき台3-4-1 tel.042-941-3541

津田沼校 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-13-10
自然センタｰビル8F tel.047-429-8911

大宮校 〒330-0844 埼玉県さいたま市大宮区仲町
1-47 大宮SGビル5F tel.048-645-5201

柏　校 〒277-0005 千葉県柏市柏2-8-13　
サンサンビル2F tel.04-7167-5061

千葉校 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町
17-13第12東ビル8F tel.043-248-5381

横浜校 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町
2-26-4 第３安田ビル6F tel.045-316-5873

国立校 〒186-0002 東京都国立市東1-4 
tel.042-843-0011

町田校 〒194-0021 東京都町田市中町1-1-14
武友ビル3F tel.042-850-9941

池袋校 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-18-9
マ・シャンブル南池袋1F tel.03-6907-2251

新宿校 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-16-6
tel.03-5309-2531

2016
年度

千葉会場 千葉商工会議所１４Ｆ

12/17（土） 15:00 18:00

〒260-0013　千葉県千葉市中央区
中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館
●JR千葉駅より徒歩10分
●京成千葉中央駅より徒歩8分
●千葉都市モノレール葭川公園駅より徒歩3分

柏会場 柏商工会議所４Ｆ

12/1 3（火） 16:30 19:00

〒277-0011　千葉県柏市東上町7-18 
●JR常磐線・千代田線・東武野田線
柏駅東口より徒歩8分

大宮会場 ＪＡ共済埼玉ビル３Ｆ

1 1/23（祝） 14:00 18:00

〒330-0801　埼玉県さいたま市大宮区
土手町1-2
●JR大宮駅東口より徒歩13分、または
東武バス乗車で5分
●東武野田線北大宮駅より徒歩5分

新宿会場 新宿セミナー新宿校

1 1/19（土）
12/1 1（日）

14:00 18:00

14:00 18:00

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-16-6   
●京王新線（都営新宿線乗り入れ）
初台駅東口より徒歩5分
●JR新宿駅南口より徒歩15分

新宿校
京王新

線

新宿セミナー

冬期入試ガイダンスのお申し込みは、
新宿セミナー各校舎へ
お問い合わせください。

校舎
案内

実施会場
日程

V e n u e  &  S c h e d u l e

横浜会場 TKP横浜駅西口
カンファレンスセンターB2F

12/10（土） 14:00 18:00

〒221-0835  神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
横浜谷川ビルディングANNEX B2F 
●京急本線・みなとみらい線・東急東横線・
JR東海道本線・JR横須賀線・JR京浜東北線・
横浜市営地下鉄ブルーライン・相鉄本線
横浜駅西口より徒歩5分

横浜
ベイ
クォーター

横浜
ベイ
シェラトン きた東口

みずほ銀行

ファミリー
マート

西口

首
都
高
速

横
羽
線横

浜
駅

首都高速三ツ沢線

TKP横浜駅西口
カンファレンスセンター

大宮北小学校

パイオランドホテル

J
R高崎
線東

北
・
上
越
新
幹
線

東口

大宮
公園

国
道
17
号
線

県
道

1
6
4
号
線

JA共済埼玉ビル

北大宮駅

大宮駅

千葉
商工
会議所

京
成
千
葉
線

千
葉
都
市

モ
ノ
レ
ー
ル

JR総武本線

J
R
外
房
線

三井
ガーデン
ホテル

東口

表口

国道14
号線

ヨドバシ
カメラ

そごう

千葉駅

千葉中央駅

葭川
公園駅

柏商工
会議所巻石堂

病院

ジョナサン

国
道
16
号
線

至
柏I
．C国

道
6号

線

柏駅
東口

J
R
常
磐
線

東
武
野
田
線

東京慈恵会
附属柏病院

柏中学校

柏
市役所

看護医療系各資格について
大学・専門学校の
先生による講演が聞ける！

「医療系の仕事を知る」ことをテーマとした

体験ブースで実際の現場を
知ることができる！

入試本番間近。
学校別相談コーナーで
志望校入試担当者から
直接受験対策が聞ける！

新セミ人気講師による
直前対策「特別講座」も実施！

看護医療系大学、短大、専門学校が
１００校以上参加するイベントです。
看護師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・
診療放射線技師など、看護医療系を目指す方を応援します。
看護師・理学療法士・作業療法士・臨床検査技師・
診療放射線技師など、看護医療系を目指す方を応援します。

高3生 最新入試情報が満載。 入試や医療に関する
基礎知識が得られる。高1・2生

ena_新宿セミナー_チラシ_0915_表面（A4）
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予備校

昨年度参加校 今年度の参加校は未定です。決まり次第、HPなどで随時発表します

各学校の入試担当者に直接質問することができます。
入退室自由ですので、多くの学校の情報を収集してください。

学校別ブース1

大学・専門学校の先生方にご講演いただきます。 新セミ講師が、入試直前に「これだけはやるべきこと」を
英語、現代文、生物に分けて論じます。

（千葉・柏会場は除く） （千葉・柏会場は除く）

※上記は一例です。テーマが異なる場合があります。

 内 容 例
●看護師・保健師・助産師・専門看護師の資格取得と仕事説明
●医療系各資格の違いと将来性
●これから求められる医療者と大学院進学について
●チーム医療・地域医療・国際看護とは
●社会人受験生に求められる適性とは

特別講演会2 特別講座3

2016年度 看護医療系

学校別
ブース会場は
入退室自由だよ。

講演会会場

会場
イメージ図

学校別
ブース会場は
入退室自由だよ。

○学校別ブースは15：30～18：00まで訪問可能です。
○14：00～15：30に特別講演会と特別講座が実施されます。
　（千葉・柏会場は除く）

上記は会場イメージです。
実際の会場とは異なります。
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 　大　学（大学校を含む）

麻布大学 資料 資料 資料 資料 資料 資料
植草学園大学    ● ● 
神奈川工科大学 ●  ●   
亀田医療大学 ● ● ● ● ● ●
関東学院大学   ●   
北里大学 ● ● ● ● ● ●
共立女子大学 ● ● ● ● ● ●
杏林大学 資料 資料 資料 資料 資料 資料
健康科学大学 資料 資料    
国際医療福祉大学（神奈川）   ●   
国際医療福祉大学（成田）    ● ● 
国立看護大学校 資料 資料    
埼玉医科大学 ● ●    ●
埼玉県立大学      資料
三育学院大学    資料 資料 
自治医科大学 ●     ●
淑徳大学 ● ●  ● ● ●
順天堂大学 ● ● ● ● ● ●
順天堂大学（三島）   ●   
松蔭大学   ●   
城西国際大学    ●  
上智大学 ● 資料 資料 資料 資料 資料
湘南医療大学   ●   
昭和大学 ● ● ● 資料 ● ●
聖徳大学 ● ●  ● ● ●
西武文理大学 ● ●    ●
聖路加国際大学 ● 資料 資料 資料 資料 資料
つくば国際大学     ● 
帝京大学 ●     ●
帝京科学大学 ● ●  ● ● ●
帝京平成大学 ● ● ● ● ● ●
桐蔭横浜大学   ●   
東京有明医療大学 ●  ● ●  
東京医科大学 ● ● 資料 資料 資料 ●
東京医療学院大学 ● 資料 ●   

東京医療保健大学 ● ● ● ● ● ●
東京家政大学 ● ●    ●
東京工科大学 ● ● ● ● ● ●
東京慈恵会医科大学 ● ● ● ● ● ●
東京純心大学 ● ●    
東京女子医科大学 ● ● ● ● ● ●
東都医療大学      ●
東邦大学 ● ● ● ● ● ●
新潟医療福祉大学 資料     資料
日本医療科学大学  ●    ●
日本保健医療大学     ● ●
日本赤十字看護大学 ● 資料 ● 資料 資料 資料
人間総合科学大学 ●    ● ●
文京学院大学 資料 資料   資料 資料
防衛医科大学校 資料 資料    資料
武蔵野大学 ●  ●   ●
目白大学 ●    ● ●
横浜創英大学 　  ●   
了徳寺大学 ●   ● ● 
 短　大
神奈川歯科大学短期大学部   資料   
川崎市立看護短期大学   資料   
埼玉医科大学短期大学 ● ●    ●
 専門学校
上尾中央医療専門学校      ●
上尾中央看護専門学校     ● ●
旭中央病院附属看護専門学校    ●  
イムス横浜国際看護専門学校   資料   
春日部市立看護専門学校      ●
神奈川県立平塚看護専門学校   ●   
神奈川県立よこはま看護専門学校   ●   
亀田医療技術専門学校    ●  
川口市立看護専門学校      ●
北里大学看護専門学校      ●
杏林大学医学部付属看護専門学校 ● ●    ●
埼玉医科大附属総合医療センター看護専門学校      ●

埼玉医療福祉会看護専門学校      ●
さいたま看護専門学校      ●
埼玉県立高等看護学院      ●
慈恵柏看護専門学校    ● ● 
慈恵看護専門学校 ● ●   ● ●
慈恵第三看護専門学校 ● ●    
社会医学技術学院  ●    
城西放射線技術専門学校 資料     資料
聖マリアンナ医科大学看護専門学校   ●   
聖和看護専門学校 資料     資料
千葉県立野田看護専門学校     ● 
千葉市青葉看護専門学校    ●  
中央医療技術専門学校 資料 資料 資料 資料 資料 資料
東京警察病院看護専門学校 ●     
東京女子医科大学看護専門学校 ●  ● ●  ●
東京都立荏原看護専門学校 ●     
東京都立北多摩看護専門学校  ●    
東京都立広尾看護専門学校 ●     
東京都立府中看護専門学校  ●    
東京都立南多摩看護専門学校  ●    
東京山手メディカルセンター附属看護専門学校 ●     
東武医学技術専門学校     資料 資料
東洋公衆衛生学院 ● ●  ● ● ●
東洋鍼灸専門学校 資料 資料 資料  資料 資料
戸田中央看護専門学校 ●     ●
獨協医科大学看護専門学校三郷校     ● ●
日本リハビリテーション専門学校 資料     
船橋市立看護専門学校    ●  
横浜医療センター附属横浜看護学校   ●   
横浜実践看護専門学校   ●
横浜リハビリテーション専門学校   ●   
横浜労災看護専門学校   ●   
早稲田速記医療福祉専門学校 ● ●    

柏会場のみ
16:30～19:00

英語

看護医療系入試の特
徴的な「会話文」をチェ
ックします。

現代文

出題頻度の高い国語
常識問題をピックアッ
プします。

生物

頻出かつ入学後も役立
つ「神経系とホルモン」を
分かりやすく解説します。

●…ブースを設置 　  資料…資料のみ設置

ena_新宿セミナー_チラシ_0915_ウラ面（A4）
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入試直前講習会
最後の追込み　大学英文読解演習　Part1

講座内容
長文は「読める」だけでなく「解ける」ことが大切。様々な設問がついた総合読解演習により確実に点を取る実戦的テクニック
を完成させます。Part1・Part2は内容が異なります。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1121S 1/20 17：50～21：00 高久智弘先生

7,000円

国立 1221G 1/16 17：50～21：00 西川英輝先生
池袋 1321Ｂ 1/9 17：50～21：00 藤田昭宏先生
町田 1421A 1/11 17：50～21：00 築野秀文先生

御茶ノ水 1521D 1/16 17：50～21：00 小林　淳先生
横浜 2121Y 1/21 17：50～21：00 設楽通浩先生
千葉 3121C 1/18 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3221K 1/12 17：50～21：00 坪井雄太先生
津田沼 3321Ｔ 1/11 17：50～21：00 坪井雄太先生
大宮 4121Ｍ 1/9 17：50～21：00 高村敏之先生
新越谷 4221Ｈ 1/20 17：50～21：00 西川英輝先生
所沢 4321J 1/20 17：50～21：00 深谷倫弘先生

最後の追込み　大学英文読解演習　Part2
講座内容

長文は「読める」だけでなく「解ける」ことが大切。様々な設問がついた総合読解演習により確実に点を取る実戦的テクニック
を完成させます。Part1・Part2は内容が異なります。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1122Ｓ 1/24 17：50～21：00 平林みどり先生

7,000円

国立 1222G 1/23 17：50～21：00 西川英輝先生
池袋 1322Ｂ 1/16 17：50～21：00 藤田昭宏先生
町田 1422A 1/18 17：50～21：00 築野秀文先生

御茶ノ水 1522Ｄ 1/19 17：50～21：00 小林　淳先生
横浜 2122Y 1/28 17：50～21：00 設楽通浩先生
千葉 3122C 1/23 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3222K 1/19 17：50～21：00 坪井雄太先生
津田沼 3322Ｔ 1/18 17：50～21：00 坪井雄太先生
大宮 4122Ｍ 1/16 17：50～21：00 高村敏之先生
新越谷 4222Ｈ 1/27 17：50～21：00 西川英輝先生
所沢 4322J 1/25 17：50～21：00 深谷倫弘先生

最後の追込み　大学英文法語法演習　Part1
講座内容

頻出の文法・語法・会話文・発音などを総整理。基本的な知識を使って正解に至る実戦的な指導で、文法語法を得点源に変えて
いきます。Part1・Part2は内容が異なります。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1123S 1/10 17：50～21：00 鈴木隆行先生

7,000円

国立 1223G 1/18 17：50～21：00 高松康二先生
池袋 1323B 1/11 17：50～21：00 高村敏之先生
町田 1423A 1/12 17：50～21：00 西川英輝先生

御茶ノ水 1523Ｄ 1/11 17：50～21：00 小林　淳先生
横浜 2123Y 1/9 17：50～21：00 高久智弘先生
千葉 3123C 1/13 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3223K 1/18 17：50～21：00 高久智弘先生
津田沼 3323Ｔ 1/9 17：50～21：00 平林みどり先生
大宮 4123Ｍ 1/19 17：50～21：00 藤田昭宏先生
新越谷 4223Ｈ 1/18 17：50～21：00 深谷倫弘先生
所沢 4323J 1/19 17：50～21：00 深谷倫弘先生
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最後の追込み　大学英文法語法演習　Part2
講座内容

頻出の文法・語法・会話文・発音などを総整理。基本的な知識を使って正解に至る実戦的な指導で、文法語法を得点源に変えて
いきます。Part1・Part2は内容が異なります。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1124S 1/11 17：50～21：00 鈴木隆行先生

7,000円

国立 1224G 1/25 17：50～21：00 高松康二先生
池袋 1324B 1/18 17：50～21：00 高村敏之先生
町田 1424A 1/19 17：50～21：00 西川英輝先生

御茶ノ水 1524Ｄ 1/12 17：50～21：00 小林　淳先生
横浜 2124Y 1/16 17：50～21：00 高久智弘先生
千葉 3124C 1/20 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3224K 1/25 17：50～21：00 高久智弘先生
津田沼 3324Ｔ 1/16 17：50～21：00 平林みどり先生
大宮 4124Ｍ 1/21 17：50～21：00 高松康二先生
新越谷 4224Ｈ 1/21 17：50～21：00 野部　浩先生
所沢 4324J 1/23 16：10～19：20 深谷倫弘先生

最後の追込み　基礎総合英語演習
講座内容

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、看護医療系入試に「絶対ハズ
せない!!」ものだけに絞り込んで指導します。最後に何をしたらよいか迷っているキミ！やらなきやいけない講座はこれだ！

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1125Ｓ 1/10 17：50～21：00 平林みどり先生

7,000円

国立 1225G 1/9 14：30～17：40 西川英輝先生
池袋 1325B 1/9 14：30～17：40 藤田昭宏先生
町田 1425A 1/12・1/19 16：10～17：40 西川英輝先生
横浜 2125Y 1/9 14：30～17：40 高久智弘先生
千葉 3125C 1/11 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3225K 1/11 17：50～21：00 高久智弘先生
津田沼 3325Ｔ 1/9 14：30～17：40 平林みどり先生
大宮 4125Ｍ 1/9 14：30～17：40 高村敏之先生
新越谷 4225Ｈ 1/13 17：50～21：00 西川英輝先生
所沢 4325J 1/9 14：30～17：40 深谷倫弘先生

隆行流　英語総まとめ　ファイナル
講座内容

入試によく出る文法・語法を一つずつチェック！不安を自信に変えていきましょう。スピーディーな読解と設問への対応も行
い、基礎を固めて完全合格を目指します。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1126Ｓ 1/18 17：50～21：00 鈴木隆行先生 7,000円
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10点ＵＰ英語　発音・アクセント
講座内容

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、看護医療系入試に「絶対ハズ
せない!!」ものだけに絞り込んで指導します。最後に何をしたらよいか迷っているキミ！やらなきやいけない講座はこれだ！

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1127S 1/25 17：50～21：00 平林みどり先生

7,000円

国立 1227G 1/28 17：50～21：00 高村敏之先生
池袋 1327B 1/23 17：50～21：00 藤田昭宏先生
町田 1427A 1/26 17：50～21：00 西川英輝先生
横浜 2127Ｙ 1/21 14：30～17：40 高久智弘先生
千葉 3127C 12/23・12/24 15：30～17：00 岸川一恵先生
柏 3227K 1/11・1/18 16：10～17：40 高久智弘先生
津田沼 3327Ｔ 1/23 17：50～21：00 平林みどり先生
大宮 4127Ｍ 1/23 17：50～21：00 高村敏之先生
新越谷 4227Ｈ 1/28 17：50～21：00 野部　浩先生
所沢 4327J 1/13 17：50～21：00 深谷倫弘先生

10点ＵＰ英語　頻出熟語最終チェック
講座内容

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、看護医療系入試に「絶対ハズ
せない!!」ものだけに絞り込んで指導します。最後に何をしたらよいか迷っているキミ！やらなきやいけない講座はこれだ！

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1128S 1/26 16：10～19：20 設楽通浩先生

7,000円

国立 1228G 1/21 17：50～21：00 高村敏之先生
池袋 1328B 1/25 17：50～21：00 高村敏之先生
町田 1428A 1/25 17：50～21：00 築野秀文先生

御茶ノ水 1528Ｄ 1/18 17：50～21：00 小林　淳先生
横浜 2128Y 1/23 17：50～21：00 高久智弘先生
千葉 3128C 1/16 17：50～21：00 岸川一恵先生
柏 3228K 1/26 17：50～21：00 坪井雄太先生
津田沼 3328Ｔ 1/25 17：50～21：00 坪井雄太先生
大宮 4128Ｍ 1/26 17：50～21：00 藤田昭宏先生
新越谷 4228Ｈ 1/25 17：50～21：00 深谷倫弘先生
所沢 4328J 1/21 17：50～21：00 深谷倫弘先生

ズバリ的中　大学現代文演習
講座内容

看護医療系入試の的中予想問題と的中予想テーマを取り上げて入試直前最後のツメを徹底する。的中実績の豊富さを誇る新宿セ
ミナーにしかできない講座だ｡

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1129Ｓ 1/16 17：50～21：00 内田和美先生

7,000円

国立 1229G 1/11 17：50～21：00 星野洋介先生
池袋 1329Ｂ 1/13 17：50～21：00 長谷川裕先生

御茶ノ水 1529Ｄ 1/21 17：50～21：00 伊藤博貴先生
横浜 2129Y 1/12 17：50～21：00 石関直子先生
千葉 3129C 1/9 17：50～21：00 伊藤博貴先生
柏 3229K 1/20 17：50～21：00 伊藤博貴先生
津田沼 3329Ｔ 1/19 17：50～21：00 倉持美津夫先生
大宮 4129Ｍ 1/18 17：50～21：00 伊藤博貴先生
新越谷 4229Ｈ 1/19 17：50～21：00 長谷川裕先生
所沢 4329J 1/16 17：50～21：00 倉持美津夫先生
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10点ＵＰ国語　国語常識
講座内容

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、看護医療系入試に「絶対ハズ
せない!!」ものだけに絞り込んで指導します。最後に何をしたらよいか迷っているキミ！やらなきやいけない講座はこれだ！

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1130Ｓ 1/19 17：50～21：00 内田和美先生

7,000円

国立 1230G 12/21 17：50～21：00 星野洋介先生
池袋 1330B 12/27・12/28   9：30～11：00 長谷川裕先生
町田 1430A 12/26・12/27 13：40～15：10 石関直子先生
横浜 2130Ｙ 1/26 17：50～21：00 石関直子先生
千葉 3130C 12/21・12/22 15：30～17：00 石関直子先生
柏 3230K 1/13 17：50～21：00 伊藤博貴先生
津田沼 3330Ｔ 1/12 17：50～21：00 倉持美津夫先生
大宮 4130Ｍ 1/11 17：50～21：00 伊藤博貴先生
新越谷 4230Ｈ 1/12 17：50～21：00 長谷川裕先生
所沢 4330J 1/9 17：50～21：00 倉持美津夫先生

最後の追込み　看護医療系＆センター数学ⅠＡ演習
講座内容

最後まで数学が苦手だったキミ、ワラをも掴む思いのキミに、明日の試験でそのまま使える基本問題解法のポイントを徹底的に
伝授します。

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1131S 1/17 17：50～21：00 桑田健司先生

7,000円

国立 1231G 1/12 17：50～21：00 橋　雅也先生
池袋 1331Ｂ 1/12 17：50～21：00 斉藤和夫先生
町田 1431A 1/21 16：10～19：20 斉藤和夫先生

御茶ノ水 1531Ｄ 1/13 17：50～21：00 桑田健司先生
横浜 2131Y 1/11 17：50～21：00 橋　雅也先生
千葉 3131C 1/12 17：50～21：00 桑田健司先生
柏 3231K 1/9 17：50～21：00 桑田健司先生
津田沼 3331Ｔ 1/21 17：50～21：00 橋　雅也先生
大宮 4131Ｍ 1/13 17：50～21：00 金岡秀和先生
新越谷 4231Ｈ 1/9 17：50～21：00 金岡秀和先生
所沢 4331J 1/12 17：50～21：00 金岡秀和先生

ファイナルチェック　生物基礎演習
講座内容

入試本番までのわずかな時間、気持ちばかりが先行して見当違いの努力をしがちなもの｡押さえておくべき考え方と知識をチェッ
クして、キミの努力を得点にむすびつけよう｡

校舎 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料
新宿 1132Ｓ 1/21 17：50～21：00 吉澤克彦先生

7,000円

国立 1232G 1/9 17：50～21：00 吉澤克彦先生
池袋 1332B 1/21 17：50～21：00 海賀俊征先生
町田 1432A 1/9 17：50～21：00 中錬太郎先生

御茶ノ水 1532Ｄ 1/9 17：50～21：00 林　眞一先生
横浜 2132Ｙ 1/13 17：50～21：00 中錬太郎先生
千葉 3132C 1/21 17：50～21：00 林　眞一先生
柏 3232K 1/9 14：30～17：40 萬代純一先生
津田沼 3332Ｔ 1/21 12：00～15：10 林　眞一先生
大宮 4132Ｍ 1/12 17：50～21：00 百武　明先生
新越谷 4232Ｈ 1/11 17：50～21：00 林　眞一先生
所沢 4332J 1/11 17：50～21：00 吉澤克彦先生
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学校別プレ入試ゼミ
講座内容

入試予想問題による答案作成のリハーサルです。各学校の必出ポイント、重要事項、得点源、ココを押さえれば勝利はいただき
という出題の急所を「リハーサルテスト+解説」で徹底追求します。この1年の努力を本番前に総チェック。試験当日に200パー
セントの力を発揮するための講座です｡

講座名 科目 校舎 講座番号 日程 時間 受講料
国立看護大学校　対策演習 英国数生化 新宿 1133Ｓ 1/22 10：30～17：40 13,000円
埼玉県立大学　医療福祉学部対策演習 小論 大宮 4133Ｍ 2/18 14：00～19：00 13,000円
千葉県立保健医療大学　対策演習 小論 津田沼 3333Ｔ 2/18 14：00～19：00 13,000円
神奈川県立保健福祉大学　対策演習 小論 横浜 2133Ｙ 2/16 14：00～19：00 13,000円

杏林大学　保健学部対策演習 英国生
新宿 1134Ｓ 1/28 16：10～21：00 10,000円
国立 1233G 1/20 16：10～21：00 10,000円

慶應義塾大学　看護医療学部対策演習 英生小 新宿 1135Ｓ 1/28 10：30～16：00 10,000円
上智大学　看護学科対策演習 英国生 新宿 1136Ｓ 1/27 16：10～21：00 10,000円
聖路加国際大学　対策演習 英国生小 新宿 1137Ｓ 1/21 14：30～21：00 13,000円
帝京大学　医療技術学部対策演習 英数生 池袋 1333B 1/21 12：50～17：40 10,000円
東京医科大学　看護学科対策演習 英国生 新宿 1138Ｓ 1/17 16：10～21：00 10,000円
東京医療保健大学　対策演習 英国生 新宿 1139S 1/22 12：50～17：40 10,000円
東京慈恵会医科大学　看護学科対策演習 英国数生 新宿 1140Ｓ 1/29 10：30～17：40 13,000円
東邦大学　看護学科対策演習 英生 新宿 1141S 1/22 17：50～21：00 7,000円
日本赤十字看護大学　対策演習 英国生 新宿 1142S 1/23 16：10～21：00 10,000円

順天堂大学　医療看護学部対策演習 英国生
御茶ノ水 1533Ｄ 1/20 16：10～21：00 10,000円
千葉 3133C 1/21 12：50～17：40 10,000円

北里大学　看護学部対策演習 英生小 横浜 2134Ｙ 1/19 16：10～21：00 10,000円
昭和大学　看護学科対策演習 英数生 横浜 2135Ｙ 1/18 16：10～21：00 10,000円

東京都立看護専門学校　対策演習 英数国
国立 1234G 1/13 16：10～21：00 10,000円
池袋 1334B 1/19 16：10～21：00 10,000円

申込手続きの仕方は冬期・直前講習会の申込手続きのページ（21ページ）を参照。
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2016年度新宿セミナー 直前講習会・入学準備プロジェクト（高卒・高３用）申込書

2016年度新宿セミナー 直前講習会・入学準備プロジェクト（高卒・高３用）申込書

新宿セミナー校長 殿
申し込むゼミの講座番号を記入して下さい ○で囲んで下さい

フリガナ

〒 TEL （　　　　）

※申し込み後の返金、講座の変更には原則として応じられません。したがって日程・時間を確認の上、お申込み下さい。
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大学や短大卒（又は在学中）の方は最終学歴（又は在学校）

大学 　　　　学部　　　年・卒業

西暦　　　　　　  年　　　 月　　　  日生　満　　 歳

卒　　　業
高校 1・２・３年生

＜記入例（直前講習）＞

新宿セミナー校長 殿
申し込むゼミの講座番号を記入して下さい ○で囲んで下さい

フリガナ

〒 TEL （　　　　）

※申し込み後の返金、講座の変更には原則として応じられません。したがって日程・時間を確認の上、お申込み下さい。
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2016年度二度目以上の
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大学や短大卒（又は在学中）の方は最終学歴（又は在学校）

大学 　　　　学部　　　年・卒業

西暦　　　　　　  年　　　 月　　　  日生　満　　 歳

1121S 1122S 1123S 1124S 1125S

1126S 1127S 1128S 1129S 1130S

1131S 1132S 1133S
59,000円
59,000円

東　京 しんじゅく

シンジュク　  ハナコ

新　宿　花　子

新 宿 区 新 宿  2 - 8 - 5 国立看護大学校

1997

160-0022 03 3356 0821

9 1 18

卒　　　業
高校 1・２・３年生
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自分だけの先生だから、
自分のペースで勉強できる。
講師は「担当制」。自分の弱点や苦手なところをわかってくれるから、
志望校にあわせた一貫した指導方針で、自分のペースで納得いくまで学習
できます。
基礎学力の養成はもちろん、志望校の過去問研究も一緒に行い、それぞ
れの志望校に対応した授業を行います。

担任による進学アドバイス、
願書添削・模擬面接も実施。
集団授業のクラス生と同じく、担任による進学指導・願書添削・
模擬面接を行います。学力の養成＋面接対策で完全合格を目指します。

■開講科目 英語・数学ⅠＡ・生物

■入学までの流れ
無料体験授業 ヒアリング 申込手続き
ぜひ一度、個別指導を
体験してみてください。

強化したい科目、理解度、目標、
受講時間など、詳細を相談します。

受付窓口で
お申込みいただきます。

自分の分からないところを、
徹底的に学べる。
勉強というのは階段のようなものです。順序良く登っていかないと、
途中でつまずくことがあります。どこでつまずいたのかを放っておくと、
あとで大変なことになります。
個別指導では、段階的な学習の中で、１人ひとり異なる「分からなく
なったポイント」を探り、各々に合ったところから指導をすることが出
来ます。１人ひとりの理解度、進度に合わせて苦手科目を徹底的に克服
できるのが、個別指導なのです。
中学レベルから復習することもできるので、勉強から長く離れていた
社会人の方、基礎学力に不安のある方にもお勧めです。

ここから

分からな
く

なった！

理解

理解

勉 強

難

　　　　　の個別指導

29
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看護医療系の大学・短大・専門学校合格はゴールと同時に、
次のステップへのスタートです。
これから皆さんが学ぶ専門科目は新たな知識と技術です。そ
の習得のためには高校までの学力が欠かせません。
しかし、多くの大学・短大・専門学校からは入学者の学力不
足を指摘する声が上がっています。
そこで新宿セミナーでは、入学者に望まれているにもかかわら
ず、不足している学力を補う講座を『入学準備プロジェクト』
として開講し、皆さんの進学、国家試験合格を応援します。

看護系・理学・作業・医療系大学・短大・専門学校進学者対象

入学先が決まったら、一足お先に看護医療系学生！

必須知識自己診断チェックテスト
下記は国家試験に出題された問題です。トライして、必要な知識があるか確認しましょう。

【解説】
塩分を多く摂取すると血しょうの浸透圧が上
昇します。浸透圧の上昇が刺激となって下垂
体後葉（イ）からバソプレシンの分泌が進み
浸透圧を抑えます。下垂体前葉（ア）・甲状
腺（ウ）・副腎皮質（エ）は該当しません。
高校の生物「内分泌とホルモン」「浸透圧の
調節」の理解が必要です。

 
内容 校舎 講座番号 日程 時間 受講料

解剖生理学＆看護医療系学校
で必要な生物ゼミ

看護師、理学療法士、作業療法士、
医師などすべての医療人はまず最初に
基礎医学系の「解剖生理学」を学びま
す。“人体の仕組み”を理解できないと、

「患者さんは “どこ” が健康な人と違う
のか」を考え「必要な医療を提供する」
ことができないからです。本講座では、
学生が苦しむ分野Ｎ o.1の「解剖生理
学」と「看護医療系学校で必要とする
生物とは何か」を分かりやすく解説し、
入学後に困らないようにします。

新宿 1191S 3/17・3/18 13：00 ～16：10 14,000 円

国立 1291G 3/13・3/14 13：00 ～16：10 14,000 円

横浜 2191Y 3/15・3/16 13：00 ～16：10 14,000 円

千葉 3191C 3/6・3/7 13：00 ～16：10 14,000 円

柏 3291K 3/8・3/9 13：00 ～16：10 14,000 円

大宮 4191M 3/10・3/11 13：00 ～16：10 14,000 円

生化学＆看護医療系学校で
必要な化学ゼミ

生化学とは “人または生き物の体の構
造と機能を化学的に学ぶ ” 学問です。
看護医療系の生化学および化学は、
高校までに学んだ化学の一分野と異
なる特殊性があるうえに生物の知識も
必要です。「生化学とは何か」「看護医
療系学校で必要とする化学は何か」を
講義します。

新宿 1192S 3/3・3/4 13：00 ～16：10 14,000 円

国立 1292G 2/27・2/28 13：00 ～16：10 14,000 円

横浜 2192Y 3/3・3/4 13：00 ～16：10 14,000 円

千葉 3192C 2/25・2/26 13：00 ～16：10 14,000 円

柏 3292K 2/21・2/22 13：00 ～16：10 14,000 円

大宮 4192M 2/23・2/24 13：00 ～16：10 14,000 円

看護医療系学校で必要な
レポートの書き方ゼミ

看護医療系の大学・短大・専門学校
では演習授業や実習などで週に２～３
回のレポート作成は当たり前になって
います。ところが、レポートの書き方
をイチから教えてくれる学校はほとん
どありません。本講座では「レポート
の書き方」のポイントを短時間にまと
めて指導し、「成績が上がるレポート
作成」を目指します。

新宿 1193S 3/10・3/11 13：00 ～16：10 14,000 円

国立 1293G 3/6・3/7 13：00 ～16：10 14,000 円

横浜 2193Y 3/8・3/9 13：00 ～16：10 14,000 円

千葉 3193C 3/15・3/16 13：00 ～16：10 14,000 円

柏 3293K 3/17・3/18 13：00 ～16：10 14,000 円

大宮 4193M 3/13・3/14 13：00 ～16：10 14,000 円

入 学 準 備
プロジェクト
Q 入学者に不足している学力はなんですか ?

高
校
生
物

解
剖
生
理

生
化
学

文
章
力

高
校
の
化
学

漢字
ボキャブラリー

読解力

対象：首都圏の大学・短大・専門学校 54 校
　　　　（新宿セミナー実施アンケート調査による）

ア イ

ウ

エ
正解…2

塩辛いものを多く摂取したときに
分泌活動が進む内分泌器官はどれか。

１．ア

２．イ

３．ウ

４．エ

講座内容
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夏期講習会 増設講座のご案内

志望校合格のためには、３ステップの受験対策が必要です。その第 ステップが新セミ学校別日曜・祝日特訓ゼミです。
各講座定員制のため、お早めにお申し込みください。

検索新セミ
ホームページで
様々な情報を
公開しています

講座 分× × 円 講座 分× × 円 講座 分× × 円

講座 分× × 円 講座 分× × 円 講座 分× × 円

講座 分× × 円 講座 分× × 円 講座 分× × 円

講座 分× × 円 講座 分× × 円 講座 分× × 円

講座 分× × 円 講座 分× × 円 講座 分× × 円

■受講料（税込） 上記日曜・祝日特訓ゼミ、および別面のセンター試験受験予定者向け日曜特訓ゼミ共通の受講料です

看護医療系学校別

第２ステップ

同傾向の問題演習を多数行い、
実戦力・得点力をアップさせます。

冬期学校別対策
第１ステップ

過去問分析・傾向分析から弱点を
測り、受験準備の指針を立てます。

日曜・祝日特訓
第３ステップ

入試予想問題を解きながら、失点
箇所をチェックし完璧にします。

直前予想問題演習ゼミ

志望校にあわせた
専門の対策で合格
を引き寄せます。

講座番号 科目 授業時間 会場 日時

国立看護大学校対策

Ｓ 英語 分×

新宿校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 国語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 数学ⅠＡ 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 生物基礎・生物・化学基礎 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

聖路加国際大学
看護学部対策

Ｓ 生物基礎・生物 分×

新宿校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 英語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 国語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

東京医科大学看護学科対策
Ｓ 国語 分×

新宿校

月 日 祝日 ： ～ ：

Ｓ 英語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 生物基礎 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

日本赤十字看護大学対策
Ｓ 英語 分×

新宿校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 国語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 生物基礎 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

東京慈恵会医科大学
看護学科対策

Ｓ 英語 分×

新宿校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 国語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 数学ⅠＡ 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｓ 生物基礎 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

北里大学看護学部対策
Ｙ 英語 分×

横浜校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｙ 生物基礎 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｙ 小論文 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

東京医療保健大学対策
Ｓ 英語 分×

新宿校

月 日 祝日 ： ～ ：

Ｓ 国語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｓ 生物基礎・生物 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

杏林大学保健学部対策
推薦＋一般対策）

Ｇ 数学ⅠＡ 分×

国立校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｇ 生物基礎 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｇ 英語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｇ 国語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

順天堂大学
医療看護学部対策

Ｄ 生物基礎・生物 分×

御茶ノ水校

月 日 祝日 ： ～ ：

Ｄ 英語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

Ｄ 国語 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

帝京大学医療技術学部対策
（ＡＯ＋一般対策）

Ｆ 数学ⅠＡ 分×

池袋校

月 日 祝日 ： ～ ：

Ｆ 生物基礎・生物 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｆ 英語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｆ 国語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

都立看護専門学校対策
Ｂ 英語 分×

池袋校

月 日 日曜 ： ～ ：

Ｂ 国語 分× 月 日 祝日 ： ～ ：

Ｂ 数学Ⅰ 分× 月 日 日曜 ： ～ ：

受講料のほか、別途入会金5,000円（税込）を頂戴します。 

看護医療系受験指導 

受験対策講座
日曜・祝日特訓ゼミ



●ホームページ　http://www.shinsemi.biz/

● ena 新セミ 新宿校 本部
〒160‒0023 東京都新宿区西新宿3‒16‒6  ☎03-5309-2531（代）

新 宿 校	 〒160-0023　東京都新宿区西新宿 3-16-6　☎ 03-5309-2531

国 立 校	 〒186-0002　東京都国立市東 1-4　☎ 042-843-0011

池 袋 校	 〒171-0022　東京都豊島区南池袋 2-18-9　マ・シャンブル南池袋 1 F　☎ 03-6907-2251

町 田 校	 〒194-0021　東京都町田市中町 1-1-14　武友ビル 3F　☎ 042-850-9941

御茶ノ水校	 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台 2-3-45　お茶の水茗溪ビル 4 F　☎ 03-5244-5691

横 浜 校	 〒221-0835　神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-26-4　第 3安田ビル 6 F　☎ 045-316-5873

千 葉 校	 〒260-0028　千葉県千葉市中央区新町 17-13 第 12東ビル 8 F　☎ 043-248-5381

柏 校	 〒277-0005　千葉県柏市柏 2-8-13　サンサンビル 2 F　☎ 04-7167-5061

津 田 沼 校	 〒274-0825　千葉県船橋市前原西 2-13-10　自然センタｰビル 8 F　☎ 047-429-8911

大 宮 校	 〒330-0844　埼玉県さいたま市大宮区仲町 1-47　大宮 SGビル 5F　☎ 048-645-5201

新 越 谷 校	 〒343-0845　埼玉県越谷市南越谷 1-16-1　布武プラザ越谷ビル　☎ 048-972-6821

所 沢 校	 〒359-0037　埼玉県所沢市くすのき台 3-4-1　☎ 042-941-3541


