
切り取らないこと

切り取らないこと

●この受験票控えは、試験当日に持参してください。　●マークシート式のため、HB以上の濃さの鉛筆を必ずご持参ください。　●成績表返却までこの受験票控えを保管ください。

年間総合コース 講習会

合計 検収 扱者円

第2回高2看護医療模試 実施日 返却日月 2

2

日（日）

第2回高2看護医療模試 実施日 月 2 日（日）

月 7 日（金）13：00～
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控
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◎受験番号以外、太枠の中をすべて記入してください。
記入にはペンまたはボールペンを使用してください。

●受験番号以外、太枠の中を全て記入してください。

受験科目
（○で囲む）

学科のみ　／　学科 ＋ 小論文　／　小論文のみ

学科のみ　／　学科 ＋ 小論文　／　小論文のみ

英 数 国 生 化 小論

受験番号 氏　　　名 高校名 高校クラス

年  　　組  　　番

試験会場
（○で囲む）

料
験
受

学科のみ
円

円

円

円
円

領収

学科+小論文

小論文のみ

成績表宅配
返却料

合計
在宅

新宿セミナー（下記会場にて受験を希望される生徒は会場名を○で囲んでください）

新宿 国立 横浜 千葉 柏 大宮

英 数 国 生 化 小論

受験番号 氏　　　名
フリガナ

性　別 生年月日 生徒種別

男・女
（○で囲む）

西暦　　　　　　年

　　　　月　　　　日

高校名 都道
府県

公立
私立 高校　　　　　　　　組　　　　番2年

住所

TEL　　　　　　（　　　　　　）〒

受験科目
（○で囲む）
試験会場

（○で囲む） 新宿 国立 横浜 千葉 柏 大宮 在宅

2013 年度すでに申込みをしたものを○で囲んでください。
会場受験者で成績表宅配返却希望（500 円）する場合にチェックしてください⇒　　　□希望する

□校内生

□校外生

新宿セミナー生は在籍している校舎にて
校内生専用申込書で手続きして下さい。

会場・在宅受験用：申込書 看護系・医療技術系受験なら
同時開催 高2看護医療小論文模試

推薦・一般入試合格可能性判定2013年度

第2回高2看護医療模試
看護師
臨床検査技師
臨床工学技士

診療放射線技師
理学療法士
作業療法士

歯科衛生士
歯科技工士
言語聴覚士

視能訓練士
救急救命士
義肢装具士

柔道整復師
鍼灸師
管理栄養士

対象高2生を目指す

実施科目
内容

●英語
●数学（Ⅰ・A・Ⅱ・B）選択

●国語（現代文）

●生物
●化学（化学基礎・化学）選択

（生物基礎・生物）選択

●小論文

公開会場
実施日

2014年 日日曜日月

学校参加のお申込みは専用の申込用紙にて実施日の 10日前までに新宿校へ FAX（03-5309-2541）でお願いいたします

個人参加
窓口郵送申込期間 12 月 10日 月 　23日火曜日 木曜日

成績表返却 ～3 月 7 日 金曜日

学校参加（高校実施）
実施可能期間 月 18日 月 9 日土曜日 日曜日

﹇
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マーク式

マーク式

22 22
1

1 2

2
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3



120分

60分

30分

60分

50分

60分

60分

60分

試験時間割 ※入室は8:30から可能です。

時　間

注意事項

理科

データカード記入

国語

昼食

英語

数学

小論文

）目科2（ 00:11～00:9 

）目科1（ 00:11～00:01

11:10～11:40

11:40～12:40

12:40～13:30

13:30～14:30

14:40～15:40

16:00～17:00
※内容詳細は各校舎にお問合せください。

験
受
場
会

校外生

講習会生

宅配返却料

校外生

講習会生験
受
宅
在

学科料金

3,000円

2,100円

500円

学科+小論文
セット料金

4,200円

3,300円

小論文料金 備　考

2,300円

2,100円

3,500円

2,600円

4,700円

3,800円

2,800円

2,600円

下記以外の者

2013年度新宿セミナー
春・夏・冬期講習会生

在宅受験を申込む者は不要
（会場受験で成績表宅配返却希望の場合）

問題発送から答案返却
まですべての宅配料が
含まれています

◎上記の金額には消費税が含まれています。
◎お申し込み後の受験料、および宅配返却料の返金は一切行いません。
◎学校参加料金は『公開模試案内』をご参照ください。

出題範囲と出題内容（予定）
科目 範囲・内容

英語

数学

国語

生物

化学

データカード記入

受験科目

途中入室

時計の用意

筆記用具の用意

データカードは志望校判定に必要な書類です。
提出されないと成績表を作成できませんので
必ず記入し、提出してください。

新宿セミナーの模試では本番に即した受験科
目・配点で志望校判定を行います。判定データ
を利用するためには、志望校に応じて受験科
目を選びましょう。

試験開始後、入室可能なのは開始30分までです。
遅刻することのないよう余裕を持って来校して
ください。

筆記用具として、ＨＢ以上の濃さの鉛筆または
シャープペンシル（サインペン・ボールペンは不
可）、消しゴム、定規などを用意してください。

看護医療系受験 個人受験

お問い合わせ・お申込み場所

新宿校 国立校

横浜校 千葉校 柏校 大宮校

国立会場
の申込は 国立校

千葉会場
の申込は 千葉校 大宮会場

の申込は 大宮校

〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-16-6
新宿セミナー模試申込係
TEL 03-6276-3921

〒186-0002
東京都国立市東1-4
新宿セミナー国立校模試申込係
TEL 042-843-0011

〒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
新宿セミナー横浜校申込係
TEL 045-316-5873

〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町17-13
第12東ビル8Ｆ
新宿セミナー千葉校模試申込係
TEL 043-248-5381

〒277-0005
千葉県柏市柏2-8-13
サンサンビル2Ｆ
新宿セミナー柏校模試申込係
TEL 04-7167-5061

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区
仲町1-47  大宮SGビル5F
新宿セミナー大宮校模試申込係

切り取らないこと

2013年度
マーク式 第2回高2看護医療模試 実施日 2月2日（日）

受験方法 申込 受験 成績返却

個人受験

会場受験

在宅受験

窓口申込 必要事項を記入した申込書、受験票控え
に受験料を添えて、新宿セミナー各校窓
口に提出してください。

新宿セミナー各校窓口で受験票控えと引
換に返却します。

自宅へ宅配返却します。
在宅受験は宅配返却料不要です。

自宅へ宅配返却します。宅配返却料500円
を申込時または試験当日に納入してくだ
さい。

現金書留封筒に申込書、受験票控え、受験
料（切手不可）、住所・氏名を記入し80円切
手を貼った受験票控え返信用封筒を同封
し、新宿セミナー各校に郵送してくださ
い。なお、実施日間近の申込みの場合、受
験票控えは当日会場にて配布します。

郵送申込

会場受験

各試験会場にて
受験してください。

在宅受験

窓口返却

宅配返却

宅配返却

学校参加受験
（1名から）

先生を通して申込む方法です。
お申込み方法は別冊「公開模試案内」をご参照ください。

受験料が割引になるほか、高校単位の
成績データを提供させていただきます。
【会場受験】と【高校実施】の2つの方法
があります。どちらでも1名様からお申込
みいただけます。成績は一括して先生
宛にお送りします。

先生方へ

※「公開模試案内」がお手元にない場合は、
　新宿セミナー新宿校にご請求ください。

受験会場 ※申込み状況によっては各校付近の他会場になる場合もあります。

2 / 2 以降、自宅に
問題を郵送します。
スケジュールは、会場
受験と異なります。

新宿会場
の申込は 新宿校 横浜会場

の申込は 横浜校

柏会場
の申込は 柏校

科　目

TEL 048-645-5201

読解問題、文法問題（発音、アクセント、日本文参照空欄
選択補充、誤文指摘、類義二文完成、会話文問答接続、
日本文参照整序英作文等）

数学Ⅰ（小問集合、数と式、2次関数、三角比）
数学Ａ（場合の数と確率）
数学Ⅱ（微分）
数学Ｂ（ベクトル）より４題選択

生物と遺伝子、生物の体内環境の維持、免疫、
生態系とその保全、生命現象と物質、
生殖と発生

物質の構成と化学結合、酸塩基、溶液の濃度計算、
化学反応式と物質量、酸化還元、気体の性質、
有機化学の基礎、脂肪族炭化水素

現代文（随筆、評論） 試験中、携帯電話等を時計代わりに使用するこ
とは禁止します。アラームおよび電算機能のな
い時計を用意してください。

窓口受付時間
A.M．10:00～P.M．7:00
（定休　日曜）

窓口受付時間
P.M．1:00～P.M．7:00
（定休　火曜・日曜）

窓口受付時間
 P.M．1:00～P.M．7:00
（定休　水曜・日曜）

窓口受付時間
P.M．1:00～P.M．7:00
（定休　月曜・日曜）

窓口受付時間
 P.M．1:00～P.M．7:00
（定休　水曜・日曜）

窓口受付時間
P.M．1:00～P.M．7:00
（定休  月曜・日曜）

TEL 03-6276-3921 TEL 042-843-0011

TEL 04-7167-5061 TEL 048-645-5201TEL 045-316-5873 TEL 043-248-5381



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00276b27658753705237005f007800310061005f00500044004600270020306b57fa3065304f005d0020005b0027005b005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020002865e5672c0029005d00270020306b57fa3065304f005d002030b030e930d530a330c330af30b330f330c630f330c4306e590963db306b5bfe3059308b002000490053004f00206a196e96898f683c306e0020005000440046002f0058002d00310061003a00320030003000310020306b6e9662e03057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f830924f5c62103059308b305f3081306b4f7f75283057307e30593002005000440046002f0058002d0031006100206e9662e0306e00200050004400460020658766f84f5c6210306b306430443066306f3001004100630072006f006200610074002030e630fc30b630ac30a430c9309253c2716730573066304f30603055304430023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


