


冬期講習会 受付開始日
優先予約申込 教材配布日一般申込

看護医療受験は　
お任せください｡

2019年度 
合格実績

看護医療系
合格総数 2163名

左記以外の方

校外生校内生     
２０１９年度本科在籍者

10月14日月● より受付開始祝 10月21日月 より受付開始 10月28日月 より受付開始

12月16日月よりena新セミ主催模試受験生
昨年度・本年度の新セミ公開模試を受験した方

（高２模試を含む）

看護医療系の一般入試は、他の大学入試より早く展開します。専門学校はこの冬期講習会期間中から１月下旬まで、大学はセンター試験
直後から入試が本格化します。ena新セミの冬期講習会は、看護医療系入試の特徴を踏まえた基礎単元の確認から、学校別の実戦的な
入試対策講座まで、幅広い講座をご用意しています。ena新セミの各講座を受講して、入試へのラストスパートを万全なものにしてくだ
さい。
ena新セミは、入試直前まで受験生の皆さんを支えます。

冬期講習会講座案内
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公立・国立病院機構・
私大医学部附属校に

ena新セミの冬期講習会は、３つの授業形態から構成されています。
①総合コース　12/２０（金）～1/７（火）
英　語：入試で一番力が発揮されやすい教科が英語です。英文法・英文法演習・英文読解の３つのテーマで授業を行い、得点力を高めます。
数　学：できない問題に当たると失点が大きくなる可能性がある教科です。演習授業を入れて、実戦力を高めます。
現代文：通常の読解解説だけでなく、看護医療系独特のテーマで知らなければいけない情報も含めて授業を行います。
生物・生物：全単元を履修するこの時期に、一番得点力が上がることが期待される教科です。入試問題の対応力を高めます。
特 別 講 座：入試であと１０点を取るための各講師渾身の講座が多数用意されています。奮って受講してください。

②看護医療系人気校突破プレ入試講座　
看護医療系の人気校は、入試問題が独特であり高倍率なのが特徴です。各学校の特徴に合わせた特別講義（ほぼ年内に実施します）と、実際の試
験時間に合わせたリハーサルテストと解説授業（年明けの直前期に実施します）によるプレ入試講座は、各教科あと10点上乗せをするための毎
年大好評の講座です。合格への最後の一押しは、この講座で決まりです。

③大晦日・正月特訓　
受験生でも大晦日・正月はどうしても気分が緩みがち。しかし入試はすぐそこまで来ています。入試に向けて大きくモチベーションの上がるポイ
ント講座を、ena新セミ精鋭の講師陣が行います。大晦日正月気分を一掃させて、かつ得点力の上がるポイントを得られる講座です。

■その他国公立大学
　茨城県立医療大学 ……………………………
　山形大学 ………………………………………
　宮城大学 ………………………………………
　山形県立保健医療大学 ………………………
■その他私立大学
　共立女子大学 …………………………………
　昭和大学 ………………………………………
　東京医療保健大学 ……………………………
　東邦大学 ………………………………………
　帝京大学 ………………………………………
　東京女子医科大学 ……………………………
　国際医療福祉大学 ……………………………
　東京家政大学 …………………………………
　東京工科大学 …………………………………
　埼玉医科大学 …………………………………
　文京学院大学 …………………………………
　淑徳大学 ………………………………………
　帝京平成大学 …………………………………

1名
1名
3名
1名

23名
17名
232名
57名
44名
50名
56名
21名
22名
23名
55名
22名
64名

　目白大学 ………………………………………
　駒沢女子大学 …………………………………
　横浜創英大学 …………………………………
　西武文理大学 …………………………………
　帝京科学大学 …………………………………
　了徳寺大学 ……………………………………
　城西国際大学 …………………………………
　東京有明医療大学 ……………………………
　和洋女子大学 …………………………………
■その他短期大学
　川崎市立看護短期大学 ………………………
　埼玉医科大学短期大学 ………………………
　仙台青葉学院短期大学 ………………………
■その他専門学校
　東京都立広尾看護専門学校 …………………
　東京都立板橋看護専門学校 …………………
　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 ………………
　昭和大学医学部附属看護専門学校 …………

　慈恵看護専門学校 ……………………………
　慈恵第三看護専門学校 ………………………
　聖マリアンナ医科大学看護専門学校 ………
　東京都立北多摩看護専門学校 ………………
　神奈川県立よこはま看護専門学校 …………
　国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校 ……  
　国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校 ……
　日本大学医学部附属看護専門学校……………
　獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 ……
　東京女子医科大学看護専門学校………………
　千葉市青葉看護専門学校 ……………………
　慈恵柏看護専門学校……………………………
　帝京高等看護学院 ……………………………
　日本医科大学看護専門学校 …………………
　国立病院機構仙台医療センター附属仙台看護助産学校……
　石巻赤十字看護専門学校 ……………………
　東北労災看護専門学校 ………………………

49名
13名
20名
12名
21名
25名
14名
17名
24名

5名
10名
5名

6名
10名
4名
6名
28名

28名
14名
15名
20名
10名
15名
9名
16名
14名
18名
20名
18名
27名
16名
8名
2名
7名

テキスト配布日には、申込書控えを
ご持参ください。
（テキスト代は別途かかりません。）
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•看護医療系ハイレベル英語
•看護医療系総まとめ英語
　英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。
•看護医療系ハイレベル現代文
•看護医療系現代文
•看護医療系ハイレベル数学ⅠＡ
•看護医療系総まとめ数学ⅠＡ

看護医療系国公立大学 志望者 おすすめ受講コース

必須科目

選択科目

国公立大学・国立看護大学校・
東京慈恵会医科大学　など

センター試験や各大学の個別試験で英語・数学・国語・
理科の４教科以上が必須となる大学は、バランスの良い
学習が不可欠です。

ena新セミの国公立大2019年合格実績は、昨年比で
113％となりました。特に人気の１都３県公立大学は、
昨年比約120％と大きく伸長。一般受験やセンター試験
に対応する新セミ講座で、合格を大きく引き寄せてくだ
さい。 • 看護医療系数学ⅡＢ

• 看護医療系化学基礎
• 看護医療系生物
• 看護医療系生物基礎

看護医療系難関･上位私大 志望者 おすすめ受講コース

慶應義塾・上智・聖路加国際・日本赤十字・
北里・杏林・武蔵野・順天堂・東京医科・
東邦・東京女子医科・東京医療保健・帝京・
国際医療福祉大学　
など

難関上位私大は、各大学とも定員厳格化の影響で競争率
上昇の傾向にあります。これらの大学は、偏差値レベル
は近くても入試問題の傾向はそれぞれ特徴があります。

このレベルの大学の受験生の中には、教科によって得
意・不得意が分かれることがありますが、合格のために
はバランスよく学習して得点することが大事です。基礎
事項を確認しながら、入試問題での実戦力をつけること
を意識した冬にしてください。

目標校

目標校
•看護医療系ハイレベル英語
•看護医療系総まとめ英語
　英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。
•看護医療系ハイレベル現代文
•看護医療系現代文

必須科目

選択科目

•看護医療系ハイレベル数学ⅠＡ
•看護医療系総まとめ数学ⅠＡ
•看護医療系数学ⅡＢ
•看護医療系化学基礎
•看護医療系生物
•看護医療系生物基礎

志望校別おすすめ受講案内
看護医療系入試においても、一般受験は学科試験の得点力が不可欠です。学科試験で高得点を取って初めて、面接や小論文勝負
の土俵に上がれます。１点でも多く入試で得点するためには、学校別対策と連動して得意教科の実戦力強化と、苦手教科の弱点克
服によって、全体の得点力を上げていくことが必要です。
ena新セミの総合コースは、各教科とも看護医療系入試の特色を踏まえた講座内容になっています。受講講座数に応じて講習料
の割引がありますので、受験に必要な科目をすべて受講して、来たる入試に備えてください。

総合コース
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看護医療系私大中堅校 志望者 おすすめ受講コース

埼玉医科・東京家政・東京工科・文京学院・
目白・東京有明・帝京平成・帝京科学大学
など

看護医療系専門学校 志望者 おすすめ受講コース

■冬期講習会 総合コース料金表

東京都立看護専門学校・慈恵看護専門学校・
昭和大学医学部附属看護専門学校・慈恵第
三看護専門学校・国立病院機構西埼玉中央
病院附属看護学校・東京女子医科大学看護
専門学校　など

目標校

目標校

看護医療系英語
看護医療系総まとめ英語

　
英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。
看護医療系現代文

必須科目

選択科目

看護医療系数学ⅠＡ
看護医療系総まとめ数学ⅠＡ
看護医療系数学ⅡＢ
看護医療系化学基礎
看護医療系生物
看護医療系生物基礎

看護医療系英語
看護医療系総まとめ英語

　英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。

看護医療系数学ⅠＡ
看護医療系総まとめ数学ⅠＡ
看護医療系現代文

必須科目

選択科目

看護医療系生物　　 看護医療系生物基礎

講座数 通常 割引後
12 単位 ¥180,000 ¥144,000
11 単位 ¥165,000 ¥140,250
10 単位 ¥150,000 ¥127,500
 9 単位 ¥135,000 ¥121,500

複数の講座を組み合わせて受講すると、講座数に応じて以下の割引が適用となります。
（他校舎の講座も対象となります。）

講座数 通常 割引後
8 単位 ¥120,000 ¥108,000
7 単位 ¥105,000  ¥94,500
6 単位  ¥90,000  ¥85,500
5 単位  ¥75,000  

講座数 通常 割引後

 
  
  ¥71,250

4 単位 ¥60,000 ¥57,000
3 単位 ¥45,000 ¥45,000
2 単位 ¥30,000 ¥30,000
1 単位 ¥15,000 ¥15,000

※料金はすべて税抜きです。

各大学、就職先などにそれぞれの特色があります。偏差
値だけではなく、将来の志望と大学の内容を照らし合わ
せて受験する大学を決めてください。またこのレベルの
大学は、最後まで頑張ることでワンランク上の大学の合
格が見えてくるので、最後まであきらめずに１つ上を目
指していきましょう。

英語を中心として苦手科目を抱えている受験生がいます
が、ここからの１ヶ月の学習により飛躍が期待できます。
苦手教科はあきらめずに最後まで頑張ることが大事です。

推薦入試では多くの学校が小論文と面接で合否が決定
しますが、一般受験になると学科試験で基準点に達し
ないと面接で高得点でも合格できません。英語を中心
として苦手な教科を抱えている受験生が多いですが、
専門学校で求められる問題レベルはそこまで高くない
ので、最後まで勉強し切ることが何より大切です。

入学後に生物の知識は必要になります。生物の受講もお
勧めします。
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看護医療系私大中堅校 志望者 おすすめ受講コース

埼玉医科・東京家政・東京工科・文京学院・
目白・東京有明・帝京平成・帝京科学大学
など

看護医療系専門学校 志望者 おすすめ受講コース

■冬期講習会 総合コース料金表

東京都立看護専門学校・慈恵看護専門学校・
昭和大学医学部附属看護専門学校・慈恵第
三看護専門学校・国立病院機構西埼玉中央
病院附属看護学校・東京女子医科大学看護
専門学校　など

目標校

目標校

看護医療系英語
看護医療系総まとめ英語
英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。
看護医療系現代文

必須科目

選択科目

看護医療系数学ⅠＡ
看護医療系総まとめ数学ⅠＡ
看護医療系数学ⅡＢ
看護医療系化学基礎
看護医療系生物
看護医療系生物基礎

看護医療系英語
看護医療系総まとめ英語
英文法・英文法演習・英文読解がすべて揃っている講座です。

看護医療系数学ⅠＡ
看護医療系総まとめ数学ⅠＡ
看護医療系現代文

必須科目

選択科目

看護医療系生物　 看護医療系生物基礎

講座数 通常 割引後
12 単位 ¥180,000 ¥144,000
11 単位 ¥165,000 ¥140,250
10 単位 ¥150,000 ¥127,500
9 単位 ¥135,000 ¥121,500

複数の講座を組み合わせて受講すると、講座数に応じて以下の割引が適用となります。
（他校舎の講座も対象となります。）

講座数 通常 割引後
8 単位 ¥120,000 ¥108,000
7 単位 ¥105,000 ¥94,500
6 単位 ¥90,000 ¥85,500
5 単位 ¥75,000

講座数 通常 割引後

¥71,250

4 単位 ¥60,000 ¥57,000
3 単位 ¥45,000 ¥45,000
2 単位 ¥30,000 ¥30,000
1 単位 ¥15,000 ¥15,000

※料金はすべて税抜きです。

各大学、就職先などにそれぞれの特色があります。偏差
値だけではなく、将来の志望と大学の内容を照らし合わ
せて受験する大学を決めてください。またこのレベルの
大学は、最後まで頑張ることでワンランク上の大学の合
格が見えてくるので、最後まであきらめずに１つ上を目
指していきましょう。

英語を中心として苦手科目を抱えている受験生がいます
が、ここからの１ヶ月の学習により飛躍が期待できます。
苦手教科はあきらめずに最後まで頑張ることが大事です。

推薦入試では多くの学校が小論文と面接で合否が決定
しますが、一般受験になると学科試験で基準点に達し
ないと面接で高得点でも合格できません。英語を中心
として苦手な教科を抱えている受験生が多いですが、
専門学校で求められる問題レベルはそこまで高くない
ので、最後まで勉強し切ることが何より大切です。

入学後に生物の知識は必要になります。生物の受講もお
勧めします。

　高３・高卒生対象冬期講習会
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  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

S1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位

12/20～12/24 13：40～15：10 平林 みどり先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 19：10～20：40
高久 智弘先生

1/3～1/7 11：20～12：50

S2 看護医療系英語 3 単位

1/3～1/7 17：20～18：50 設楽 通浩先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 17：20～18：50
高久 智弘先生

1/3～1/7  9：30～11：00

S3 センター試験対策英語 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 設楽 通浩先生 15,000円（税抜）

S4 看護医療系ハイレベル現代文 1 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 内田 和美先生 15,000円（税抜）

S5 看護医療系現代文 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 石関 直子先生 15,000円（税抜）

S6 センター試験対策現代文 1 単位

12/26～12/30 19：10～20：40 内田 和美先生 15,000円（税抜）

S7 看護医療系ハイレベル数学ⅠＡ 2 単位

1/3～1/7  9：30～11：00
斉藤 和夫先生 30,000円（税抜）

1/3～1/6 13：20～15：20

S8 看護医療系数学ⅠＡ 2 単位

1/3～1/7 11：20～12：50
斉藤 和夫先生 30,000円（税抜）

1/3～1/6 13：20～15：20

S9 看護医療系数学ⅡＢ 1 単位

1/3～1/7 17：20～18：50 桑田 健司先生 15,000円（税抜）

S10 看護医療系化学基礎 1 単位

1/3～1/6 15：20～17：10 伊藤 護先生 15,000円（税抜）

S11 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30  9：30～11：00 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

S12 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 11：20～12：50 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

1101 看護医療系ハイレベル小論文 
12/26～12/30 17：20～18：50 内田 和美先生 19,000円（税抜）

1102 冬の英語総まとめ　完成 
12/26～12/30 13：40～15：10 鈴木 隆行先生 15,000円（税抜）

1103 慶應・上智・聖路加・日赤大　英語演習
1/7 13：00～16：10 鈴木 隆行先生 7,000円（税抜）

1104 杏林・北里・順天堂・東京慈恵医大　英語演習
12/22 10：00～13：10 鈴木 隆行先生 7,000円（税抜）

1105 かずの「攻めの現代文」 
1/3～1/7 19：10～20：40 内田 和美先生 15,000円（税抜）

英
　
語

数
　
学

新宿校 入会金 5,000 円（税抜）
新セミ年間生、講習生、模試受験生、ena過去在籍
生以外は入会金が別途必要です。総合コース

授業料（S1～S12の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。他校舎の講座も対象となります。）

12単位：144,000円（税抜） 9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
11単位：140,250円（税抜） 8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
10単位：127,500円（税抜） 7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

特別講座…1101 ～ 1105 の講座にはセット割引はありません。

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

-

TEL：03（5309）2531㈹
FAX：03（5309）2541
受付時間／月～土
14：00～19：00（日を除く）

ena新セミ新宿校

理
　
科

特
別
講
座国

　
語



池袋校 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が別途必要です。総合コース

授業料（B1～ B8の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　  他校舎の講座も対象となります。）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

ena新セミ池袋校

-

マ・シャンブル南池袋1F
TEL：03（6907）2251㈹
FAX：03（6907）2252
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

池袋駅
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

ena新セミ
池袋校

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）

渋谷校 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が別途必要です。総合コース

授業料（E1～ E5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　  他校舎の講座も対象となります。）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

特別講座…1301 の講座にはセット割引はありません。

特別講座…1201 の講座にはセット割引はありません。

ena新セミ渋谷校

ヒカリエ
明治通り

宮下公園
JR渋谷駅

ena新セミ
渋谷校

クロサワ
バイオリン

至新宿 至品川

菱
三

U
F
J
行
銀

券
證
村
野

-

渋谷ニュープラザビル 1F
TEL：03（6450）5841㈹

：03（6450）5842FAX：
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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B1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位

1/3～1/6 11：20～13：20 坪井 雄太先生

45,000円（税抜）12/20～12/24 13：40～15：10
城戸 雅典先生

1/3～1/7 17：20～18：50

B2 看護医療系英語 3 単位

1/3～1/6 13：50～15：50 坪井 雄太先生

45,000円（税抜）12/20～12/24 15：30～17：00
城戸 雅典先生

1/3～1/7 17：20～18：50

B3 看護医療系現代文 1 単位

12/22  9：30～12：50
長谷川 裕先生 15,000円（税抜）

12/25  9：30～15：10

B4 看護医療系ハイレベル数学ⅠＡ 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 斉藤 和夫先生 15,000円（税抜）

B5 看護医療系数学ⅠＡ 1 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 斉藤 和夫先生 15,000円（税抜）

B6 看護医療系総まとめ数学ⅠA演習 1 単位

12/26～12/30 13：00～14：30 長谷 大輔先生 15,000円（税抜）

B7 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 百武 明先生 15,000円（税抜）

B8 看護医療系生物基礎 1 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 百武 明先生 15,000円（税抜）

1201 百武の生物＆生物基礎演習 1 単位

1/3～1/7  9：30～11：00 百武 明先生 15,000円（税抜）

英
　
語

数
　
学

数
　
学

国
　
語

理
　
科

E1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 13：40～15：10 藤田 昭宏先生

45,000円（税抜）12/20～12/24 19：10～20：40
野部 浩先生

1/3～1/7 15：30～17：00

E2 看護医療系現代文 1 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 伊藤 博貴先生 15,000円（税抜）

E3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/26～12/30 17：20～18：50
橋 雅也先生 30,000円（税抜）

12/26～12/30 19：10～20：40

E4 看護医療系生物 1 単位

1/3～1/7 11：20～12：50 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

E5 看護医療系生物基礎 1 単位

1/3～1/7 13：40～15：10 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

1301 私大最強英語 
1/7 17：00～20：10 鈴木 隆行先生 7,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座

特
別
講
座



御茶ノ水校 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が別途必要です。総合コース

授業料（D1～D8の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　  他校舎の講座も対象となります。）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

ena新セミ御茶ノ水校

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

-
東京都千代田区神田駿河台

TEL：03（5244）5691㈹
FAX：03（5244）5692
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）

国立校
総合コース
授業料（G1～G7の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ国立校

-

TEL：042（843）0011㈹
FAX：042（843）0021
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

東京都国立市東1-4-11
凮月堂国立ビル4F

国立駅

りそな銀行

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　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

特別講座…1401 の講座にはセット割引はありません。

7

D1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位
1/3～1/7 15：30～17：00 高久 智弘先生

45,000円（税抜）1/3～1/7 13：40～15：10 藤田 昭宏先生

12/26～12/30 15：30～17：00 比良野 さと子先生

D2 看護医療系英語 3 単位
1/3～1/7 17：20～18：50 高久 智弘先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 11：20～12：50
比良野 さと子先生

12/26～12/30 13：40～15：10

D3 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 9：30～11：00 伊藤 博貴先生 15,000円（税抜）

D4 看護医療系ハイレベル数学ⅠA 1 単位
12/20～12/24 15：30～17：00 桑田 健司先生 15,000円（税抜）

D5 看護医療系数学ⅠＡ 1 単位

12/20～12/24 13：40～15：10 桑田 健司先生 15,000円（税抜）

D6 看護医療系総まとめ数学ⅠA演習 1 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 桑田 健司先生 15,000円（税抜）

D7 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 11：20～12：50 林 眞一先生 15,000円（税抜）

D8 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 林 眞一先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

数
　
学

理
　
科

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

G1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位
12/26～12/30 13：40～15：10 西川 英輝先生

45,000円（税抜）12/26～12/30  9：30～11：00
大橋 武夫先生

1/3～1/7 13：40～15：10

G2 看護医療系英語 3 単位
12/26～12/30 15：30～17：00 西川 英輝先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 11：20～12：50
大橋 武夫先生

1/3～1/7 15：30～17：00

G3 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 長谷川 裕先生 15,000円（税抜）

G4 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位
1/3～1/7  9：30～11：00

橋 雅也先生 30,000円（税抜）
1/3～1/7 11：20～12：50

G5 看護医療系化学基礎 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 伊藤 護先生 15,000円（税抜）

G6 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 15：30～17：00 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

G7 看護医療系生物基礎 1 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

1401 谷原の生物＆生物基礎演習 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座



町田校
総合コース
授業料（A1～ A5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

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

駅
田
町
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

ena新セミ町田校

-

武友ビル 3F
TEL：042（850）9941㈹
FAX：042（850）9942
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

横浜校
総合コース
授業料（Y1～ Y6の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

-
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町

TEL：045（316）5873㈹
FAX：045（316）5874
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

ena新セミ横浜校

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

特別講座…1501 の講座にはセット割引はありません。

　　　　他校舎の講座も対象となります。）

特別講座…1501 の講座にはセット割引はありません。特別講座…1501 の講座にはセット割引はありません。

　　　　他校舎の講座も対象となります。）

特別講座…1501 の講座にはセット割引はありません。特別講座…1501 の講座にはセット割引はありません。

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

8

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

A1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 藤田 昭宏先生

45,000円（税抜）1/3～1/7 9：30～11：00
西川 英輝先生

1/3～1/7 11：20～12：50

A2 看護医療系現代文 1 単位

12/26～12/30 13：40～15：10 倉持 美津夫先生 15,000円（税抜）

A3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

1/3～1/7 16：40～18：10
斉藤 和夫先生 30,000円（税抜）

1/3～1/7 18：20～19：50

A4 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30 9：30～11：00 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

A5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 11：20～12：50 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

Y1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位

1/3～1/7 17：20～18：50 西川 英輝先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 9：30～11：00
高久 智弘先生

12/26～12/30 11：20～12：50

Y2 看護医療系英語 3 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 西川 英輝先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 13：40～15：10 高久 智弘先生

12/26～12/30 19：10～20：40 野部 浩先生

Y3 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 11：20～12：50 石関 直子先生 15,000円（税抜）

Y4 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/20～12/24 15：30～17：00
橋 雅也先生 30,000円（税抜）

12/20～12/24 17：20～18：50

Y5 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

Y6 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

1501 看護医療系小論文
1/3～1/7 9：30～11：00 石関 直子先生 19,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座



特別講座…1601 の講座にはセット割引はありません。

藤沢校
総合コース
授業料 （F1～ F5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

ena新セミ藤沢校

-
神奈川県藤沢市鵠沼石上

TEL：0466（47）6921
FAX：0466（47）6922
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

藤沢駅

横浜銀行

駅
沢
藤
電
ノ
江

至大船

南口

小田急百貨店

ドコモショップ

リンガーハット

ena新セミ藤沢校

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

千葉校
総合コース
授業料 （C1～C5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

-

第12東ビル 8F
TEL：043（248）5381㈹
FAX：043（248）5380
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

ena新セミ千葉校

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

特別講座…1601 の講座にはセット割引はありません。

　　　　他校舎の講座も対象となります。）

特別講座…1601 の講座にはセット割引はありません。特別講座…1601 の講座にはセット割引はありません。

　　　　他校舎の講座も対象となります。）

特別講座…1601 の講座にはセット割引はありません。

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

9

F1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/20～12/24 17：20～18：50

小林 淳先生 45,000円（税抜）12/26～12/30 15：30～17：00

1/3～1/7 11：20～12：50

F2 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 13：40～15：10 倉持 美津夫先生 15,000円（税抜）

F3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/26～12/30 9：30～11：00
橋 雅也先生 30,000円（税抜）

12/26～12/30 11：20～12：50

F4 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30 19：10～20：40 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

F5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

C1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 19：10～20：40 岸川 一恵先生

45,000円（税抜）12/20～12/24 17：20～18：50 西川 英輝先生

1/3～1/7 13：40～15：10 岸川 一恵先生

C2 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 15：30～17：00 伊藤 博貴先生 15,000円（税抜）

C3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/26～12/30 15：30～17：00
桑田 健司先生 30,000円（税抜）

12/26～12/30 17：20～18：50

C4 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30 11：20～12：50 林 眞一先生 15,000円（税抜）

C5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 13：40～15：10 林 眞一先生 15,000円（税抜）

1601 林の生物＆生物基礎演習 1 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 林 眞一先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座



柏　校
総合コース
授業料 （K1～ K5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ柏校

-

サンサンビル 2F
TEL：04（7167）5061㈹
FAX：04（7167）5065
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）ena新セミ柏校

柏駅
東口

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

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

9 単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

津田沼校
総合コース
授業料 （T1～ T5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ津田沼校

沼
田
津

駅
北口

ena新セミ
津田沼校くすりの

福太郎

パルコ パルコ
B館

千葉銀行
セブンイレブン

駅
沼
田
津
新

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

-

自然センタービル 8F
TEL：047（429）8911㈹
FAX：047（429）8912
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

特別講座…1701 の講座にはセット割引はありません。

10

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

K1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 13：40～15：10 坪井 雄太先生

45,000円（税抜）12/20～12/24 17：20～18：50 高久 智弘先生

12/26～12/30 15：30～17：00 坪井 雄太先生

K2 看護医療系現代文 1 単位

12/26～12/30 9：30～11：00 伊藤 博貴先生 15,000円（税抜）

K3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

1/3～1/7 9：30～11：00
桑田 健司先生 30,000円（税抜）

1/3～1/7 11：20～12：50

K4 看護医療系生物 1 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

K5 看護医療系生物基礎 1 単位

1/3～1/7 17：20～18：50 谷原 翔先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

T1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 11：20～12：50

平林 みどり先生 45,000円（税抜）12/26～12/30 13：40～15：10

1/3～1/7 11：20～12：50

T2 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 石関 直子先生 15,000円（税抜）

T3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/26～12/30 15：30～17：00
金岡 秀和先生 30,000円（税抜）

12/26～12/30 17：20～18：50

T4 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 林 眞一先生 15,000円（税抜）

T5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 林 眞一先生 15,000円（税抜）

1701 林の生物＆生物基礎演習 1 単位

1/3～1/7 13：40～15：10 林 眞一先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座



大宮校
総合コース
授業料（M1～M5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

-
埼玉県さいたま市大宮区仲町

TEL：048（645）5201㈹
FAX：048（645）5200
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

ena新セミ大宮校

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

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）
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が別途必要です。

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

新越谷校 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が別途必要です。総合コース

授業料（H1～ H5の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ新越谷校

〒 -
埼玉県越谷市南越谷
1-16-1
布武プラザ越谷ビル 4F
TEL：048（972）6821㈹
FAX：048（972）6057
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

りそな
　銀行

　セブン
イレブン

南越谷駅

ファミリー
マート

ena新セミ
新越谷校

南口

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

入会金 5,000 円（税抜）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

特別講座…1801 の講座にはセット割引はありません。

11

M1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 松島 庄吾先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 13：40～15：10 設楽 通浩先生

1/3～1/7 17：20～18：50 築野 秀文先生

M2 看護医療系現代文 1 単位

12/26～12/30 11：20～12：50 内田 和美先生 15,000円（税抜）

M3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/20～12/24 15：30～17：00
関 成彦先生 30,000円（税抜）

12/20～12/24 17：20～18：50

M4 看護医療系生物 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 百武 明先生 15,000円（税抜）

M5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 19：10～20：40 百武 明先生 15,000円（税抜）

1801 百武の生物＆生物基礎演習 1 単位

1/3～1/7 19：10～20：40 百武 明先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

H1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/20～12/24 15：30～17：00 野部 浩先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 17：20～18：50
設楽 通浩先生

1/3～1/7 13：40～15：10

H2 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/7 11：20～12：50 長谷川 裕先生 15,000円（税抜）

H3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/26～12/30 13：40～15：10
関 成彦先生 30,000円（税抜）

12/26～12/30 15：30～17：00

H4 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 赤松 誠先生 15,000円（税抜）

H5 看護医療系生物基礎 1 単位

12/26～12/30 15：30～17：00 赤松 誠先生 15,000円（税抜）

英
　
語

国
　
語

数
　
学

理
　
科

特
別
講
座



総合コース
所沢校 入会金 5,000 円

授業料（J1～ J6の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ所沢校

〒 -
埼玉県所沢市くすのき台
3-4-1 関根ビル 2F
TEL：04（2941）3541㈹
FAX：04（2941）3546
受付時間／月・水～土
14：00～19：00（火・日を除く）

沢
所

駅

りそな銀行

東口

ena新セミ
所沢校

西武
第二ビル

所沢中央病院

西武鉄道ビル

　　　　他校舎の講座も対象となります。）　　　　他校舎の講座も対象となります。）

9単位：121,500円（税抜） 6単位：85,500円（税抜）
8単位：108,000円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）
7単位： 94,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

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が別途必要です。

入会金 5,000 円（税抜）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

仙台校
総合コース
授業料（R1～ R4の講座を組み合わせると講座数に応じて以下の割引料金となります。
　　　　他校舎の講座も対象となります。）

ena新セミ仙台校

〒980-0014　
宮城県仙台市青葉区本町
2-9-7 仙台 YF ビル 1F
TEL：022（796）3831 ㈹
FAX：022（796）3832
受付時間／月～水・金・土　
14：00～ 19：00（木・日を除く）

通
丁
番
二
東

広瀬通
地下鉄南北線広瀬通駅
仙台ガスサロン

錦町公園

R&B ホテル

仙台箪笥歴史工芸館

江陽グランドホテル

↓
駅
台
仙

ena新セミ
仙台校

愛
宕
上
杉
通7 単位：94,500円（税抜） 5単位：71,250円（税抜）

6単位：85,500円（税抜） 4単位：57,000円（税抜）

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が別途必要です。

入会金 5,000 円（税抜）

  　…ハイレベル   　…ベーシックレベル  　…スタンダードレベル

12

J1 看護医療系ハイレベル英語 3 単位

12/26～12/30 9：30～11：00 西川 英輝先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 13：40～15：10
深谷 倫弘先生

1/3～1/7 11：20～12：50

J2 看護医療系英語 3 単位

12/26～12/30 11：20～12：50

深谷 倫弘先生 45,000円（税抜）12/26～12/30 15：30～17：00

1/3～1/7 13：40～15：10

J3 看護医療系現代文 1 単位

12/26～12/30 17：20～18：50 石関 直子先生 15,000円（税抜）

J4 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

1/3～1/7 15：30～17：00
関 成彦先生 30,000円（税抜）

1/3～1/7 17：20～18：50

J5 看護医療系生物 1 単位

12/20～12/24 17：20～18：50 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

J6 看護医療系生物基礎 1 単位

12/20～12/24 19：10～20：40 中 錬太郎先生 15,000円（税抜）

R1 看護医療系総まとめ英語 3 単位

12/26～12/30 15：30～17：00
山田 太郎先生

45,000円（税抜）12/26～12/30 17：20～18：50

12/26～12/30 19：10～20：40 高橋 良英先生

R2 看護医療系現代文 1 単位

1/3～1/6 15：30～17：00
吉田 理先生 15,000円（税抜）

1/7 17：20～18：50

R3 看護医療系総まとめ数学ⅠA 2 単位

12/20～12/24 18：00～19：30
黒木 学先生 30,000円（税抜）

12/20～12/24 19：40～21：10

R4 看護医療系生物基礎 1 単位

1/2 18：20～21：10
海賀 俊征先生 15,000円（税抜）

1/3～1/5 19：40～21：10

英
　
語

英
　
語

国
　
語

国
　
語

数
　
学

数
　
学

理
　
科

理
　
科
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国公立大学

私立大学

学校名 日程 時間 科目 校舎 料金（税抜）

埼玉県立大学
12/18（水） 17：20～20：40 小論文

大宮校
 9,000 円

2/16（土） 14：50～19：30 小論文 13,000 円

千葉県立保健医療大学
12/15（日） 15：30～18：50 小論文

津田沼校
 9,000 円

2/15（金） 14：50～19：00 小論文 13,000 円

神奈川県立保健福祉大学
12/19（木） 13：40～17：00 小論文

横浜校
 9,000 円

2/15（金） 13：50～19：30 小論文 13,000 円

国立看護大学校

12/17（火）
13：40～17：00 数学

新宿校

 7,000 円

17：20～20：40 国語  7,000 円

12/19（木） 13：40～17：00 生物  7,000 円

1/13（月） 13：50～20：50 国語・数学・生物・化学 10,000 円

学校名 日程 時間 科目 校舎 料金（税抜）

順天堂大学

12/17（火） 13：40～17：00 生物

御茶ノ水校

 7,000 円

12/19（木）
13：40～17：00 英語  7,000 円

17：20～20：40 国語  7,000 円

1/13（月） 15：00～21：20 国語・英語・生物 10,000 円

北里大学
12/15（日）

9：30～12：50 小論文

町田校

 9,000 円

13：40～17：00 英語  7,000 円

1/23（木） 15：00～21：20 生物・英語・小論文 13,000 円

杏林大学

12/18（水）
13：40～17：00 生物

国立校

 7,000 円

17：20～20：40 英語  7,000 円

12/19（木） 17：20～20：40 国語  7,000 円

1/28（火） 15：00～21：20 英語・国語・生物 新宿校 10,000 円

1/29（水） 15：00～21：20 英語・国語・生物 国立校 10,000 円

＊１月講座は、新宿校・国立校どちらかを選択してください。

看護医療系 人気校突破プレ入試講座
他で類を見ない、看護医療系人気校の最後の対策講座となるのが「人気校突破プレ入試講座」です。本講座は、
12月中（一部１月実施）に各学校各教科の特徴を踏まえた講義と演習を各３時間実施し、その後１月に各学校の
実際の試験時間に合わせた演習教材でのリハーサルテストと解説授業を実施します。各学校の講座は、２講座か
ら取ることができますが、得点力強化のためになるべくセットでの受講をお勧めします。
合格への最後の一押しは、この講座で決まりです。
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看護医療系専門学校

学校名 日程 時間 科目 校舎 料金（税抜）

慶應義塾大学

12/18（水） 13：40～17：00 英語

新宿校

 7,000 円

12/19（木） 13：00～16：10 小論文  9,000 円

1/30（木） 13：30～20：50 英語・生物・小論文 13,000 円

上智大学
12/18（水） 17：20～20：40 英語

新宿校
 7,000 円

1/27（月） 13：30～20：50 生物・国語・英語 10,000 円

昭和大学
12/19（木） 17：20～20：40 英語

町田校
 7,000 円

1/11（土） 15：00～21：20 生物・国語・英語 10,000 円

聖路加国際大学

12/17（火） 18：20～21：30 生物

新宿校

 7,000 円

12/18（水） 17：20～20：40 英語  7,000 円

12/25（水） 13：40～17：00 小論文  9,000 円

1/26（日） 14：30～21：00 英語・生物・小論文 13,000 円

帝京大学
12/19（木） 13：40～17：00 英語

池袋校
 7,000 円

1/23（木） 15：00～21：20 英語・数学・生物 10,000 円

東京医科大学
12/17（火） 13：40～17：00 英語

新宿校
 7,000 円

1/22（水） 15：00～20：50 英語・国語・生物 10,000 円

東京医療保健大学
12/25（水） 9：30～12：50 英語

新宿校
 7,000 円

1/12（日） 13：00～19：00 英語・国語・生物 10,000 円

東京慈恵会医科大学

12/25（水）
9：30～12：50 国語

新宿校

 7,000 円

13：40～17：00 数学  7,000 円

1/8（水）
9：30～12：50 生物  7,000 円

13：40～17：00 英語  7,000 円

1/29（水） 12：30～21：00 英語・数学・国語・生物 13,000 円

日本赤十字看護大学

12/18（水） 13：40～17：00 英語

新宿校

 7,000 円

12/19（木）
13：40～17：00 国語  7,000 円

17：20～20：40 生物  7,000 円

1/25（土） 13：00～19：00 英語・国語・生物 10,000 円

学校名 日程 時間 科目 校舎 料金（税抜）

都立看護専門学校

12/18（水）
13：40～17：00 英語

池袋校

7,000 円

17：20～20：40 国語 7,000 円

12/19（木） 17：20～20：40 数学 7,000 円

1/12（日） 15：00～20：50 英語・国語・数学 10,000 円

仙台医療センター
附属仙台看護助産学校

12/30（月） 11：20～15：10 英語

仙台校

 7,000 円

1/2（木） 11：20～15：10 数学  7,000 円

1/3（金） 11：20～15：10 国語  7,000 円
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新宿校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 S31 1/4～1/7 11：20～12：50 鈴木 隆行先生 12,000 円
高2　数学ⅠA S32 1/4～1/7 19：10～20：40 桑田 健司先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 S33 1/4～1/7 17：20～18：50 内田 和美先生 12,000 円
高2　生物 S34 12/27～12/30 13：40～15：10 谷原 翔先生 12,000 円

池袋校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 B31 1/4～1/7 19：10～20：40 城戸 雅典先生 12,000 円
高2　数学ⅠA B32 12/26～12/29 19：10～20：40 斉藤 和夫先生 12,000 円

高2　現代文・小論文 B33 12/25 15：30～18：50 長谷川 裕先生 12,000 円1/7 14：00～17：10

渋谷校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 E31 1/3～1/6 17：20～18：50 野部 浩先生 12,000 円
高2　数学ⅠA E32 1/3～1/6 19：10～20：40 橋 雅也先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 E33 12/21～12/24 16：30～18：00 石関 直子先生 12,000 円

御茶ノ水校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 D31 1/4～1/7 19：10～20：40 高久 智弘先生 12,000 円
高2　数学ⅠA D32 12/21～12/24 19：10～20：40 桑田 健司先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 D33 1/4～1/7 11：20～12：50 伊藤 博貴先生 12,000 円
高2　生物 D34 12/27～12/30 19：10～20：40 林 眞一先生 12,000 円

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。推薦・AO
入試は9月から始まります。12
月から看護医療系ならではの
受験勉強を始めましょう。

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。

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（税抜）
　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。

4講座選択 42,000 円（税抜）
3講座選択 35,000 円（税抜）
2講座選択 24,000 円（税抜）

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で、ena新セミ公式LINEに
　友達追加してくれた方は、全員1講座無料。
※詳しくはena新セミ各校にお問合せ下さい。
模試受講生が２講座以上受講する場合は、

となります。

　高2生対象冬期講習会
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国立校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 G31 12/27～12/30 19：10～20：40 大橋 武夫先生 12,000 円
高2　数学ⅠA G32 1/3～1/6 13：40～15：10 橋 雅也先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 G33 1/3～1/6 17：20～18：50 長谷川 裕先生 12,000 円

町田校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 A31 12/21～12/24 19：10～20：40 藤田 昭宏先生 12,000 円
高2　数学ⅠA A32 1/4～1/7 20：00～21：30 斉藤 和夫先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 A33 12/27～12/30 19：10～20：40 森田 亮先生 12,000 円

横浜校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 Y31 1/4～1/7 15：30～17：00 西川 英輝先生 12,000 円
高2　数学ⅠA Y32 12/21～12/24 19：10～20：40 橋 雅也先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 Y33 1/4～1/7 13：40～15：10 石関 直子先生 12,000 円

藤沢校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 F31 1/4～1/7 17：20～18：50 小林 淳先生 12,000 円
高2　数学ⅠA F32 12/27～12/30 13：40～15：10 橋 雅也先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 F33 1/4～1/7 15：30～17：00 倉持 美津夫先生 12,000 円

千葉校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 C31 12/21～12/24 19：10～20：40 西川 英輝先生 12,000 円
高2　数学ⅠA C32 12/27～12/30 19：10～20：40 桑田 健司先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 C33 1/4～1/7 17：20～18：50 伊藤 博貴先生 12,000 円

柏校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 K31 12/21～12/24 19：10～20：40 高久 智弘先生 12,000 円
高2　数学ⅠA K32 1/3～1/6 13：40～15：10 桑田 健司先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 K33 12/27～12/30 11：20～12：50 伊藤 博貴先生 12,000 円

津田沼校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 T31 1/3～1/6 13：40～15：10 平林 みどり先生 12,000 円
高2　数学ⅠA T32 12/27～12/30 19：10～20：40 金岡 秀和先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 T33 1/3～1/6 17：20～18：50 石関 直子先生 12,000 円
高2　生物 T34 1/3～1/6 11：20～12：50 林 眞一先生 12,000 円

大宮校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 M31 12/27～12/30 11：20～12：50 設楽 通浩先生 12,000 円
高2　数学ⅠA M32 12/21～12/24 19：10～20：40 関 成彦先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 M33 12/27～12/30 13：40～15：10 石関 直子先生 12,000 円

新越谷校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 H31 12/27～12/30 19：10～20：40 設楽 通浩先生 12,000 円
高2　数学ⅠA H32 1/4～1/7 11：20～12：50 関 成彦先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 H33 1/4～1/7   9：30～11：00 長谷川 裕先生 12,000 円

所沢校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高2　英語 J31 12/21～12/24 19：10～20：40 深谷 倫弘先生 12,000 円
高2　数学ⅠA J32 1/4～1/7 19：10～20：40 関 成彦先生 12,000 円
高2　現代文・小論文 J33 12/27～12/30 19：10～20：40 石関 直子先生 12,000 円

仙台校
講座名 講座番号 日程 時間 担当講師 受講料（税抜）

高２　英語 R31 12/26～12/29 19：10～20：40 山田 太郎先生 12,000 円
高２　数学ⅠA R32 1/3～1/6 15：30～17：00 熊野 祐也先生 12,000 円
高２　現代文・小論文 R33 1/3～1/6 17：20～18：50 吉田 理先生 12,000 円

　高2生対象冬期講習会
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冬期講習会　講座内容（高３・高卒生対象）

センター試験対策
英語
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、最終
チェックポイントを講義します。

冬の英語総まとめ
完成
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。

慶應・上智・聖路加・日赤大
英語演習
慶應大学・上智大学・聖路加国際大学・日
本赤十字看護大学志望者大集合!! 
長文を中心に難関大突破力を強化する。

センター試験対策
現代文
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。

かずの
「攻めの現代文」

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☆

看護医療系
現代文
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。

杏林・北里・順天堂・
東京慈恵医大　英語演習
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!!　

看護医療系ハイレベル
現代文
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。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。

私大最強
英語
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。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!!

看護医療系ハイレベル英語
英文読解
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。

英文法演習
難関・上位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。難関・上
位大学英語攻略に欠かせない講座です。

看護医療系難関・上位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。英文法問題の攻略法を確
認しつつ、実戦応用力を強化します。

英文法

看護医療系総まとめ英語
英文読解
英文読解＆総合問題で多くの点を取ること
ができるかが合格への条件です。重要構文
の確認と実戦的な設問解法を重点的に指導
します。

英文法
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。

英文法演習
発音・アクセントから文法語法まで入試頻
出事項の実践的な問題演習を通じて確認整
理をします。

看護医療系英語
英文読解
英文読解＆総合問題で多くの点を取ること
ができるかが合格への条件です。重要構文
の確認と実戦的な設問解法を重点的に指導
します。

英文法
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。

英文法演習
発音・アクセントから文法語法まで入試頻
出事項の実践的な問題演習を通じて確認整
理をします。

数学ⅠＡ演習
数学ⅠＡの重要項目を看護医療系標準レベ
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。

看護医療系ハイレベル
数学ⅠＡ
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ＩＡ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。

看護医療系
数学ⅠＡ
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
事項を徹底的に鍛え上げます。

冬期講習会申込方法 手続上の注意
①必要書類
・予約申込書
・特典利用の方は、模試成績表など、入会金免除を証明できるものを１点。

②申込方法
・入会金・授業料は銀行振込で納入してください。（振込手数料はご負担くださ

い。）
受講校舎が複数校の場合、ご相談ください。

受付窓口での申込
・上記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を添え、各校舎窓口に提出してく

ださい。
郵送での申込
・事前に電話で連絡の上、上記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を同封し、

各校舎へ郵送してください。到着時点で希望講座が締切になっている場合は連
絡します。
予約申込
・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。
・学費は予約申込日より、１週間以内に納金してください。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。

①冬期講習　入会金5,000円（税抜）

◆年間単科生
◆個別指導生

②入会金の免除規定
・下記に該当する方は入会金（5,000円）が免除となります。
●過去に新セミの下記講座に在籍した方・過去に新セミの模試を受験した方・
2019年度高校内進路講演会に参加した方

◆総合科生　　◆高２生　　　　　  
◆講習会生　　◆ena在籍・卒生　  
※申込時に在籍・受験を証明できるもの（生徒証など）を提示してください。
●過去在籍者の兄弟姉妹
●新セミLINE友だち登録をされた方

③返金・変更
・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。
ただし、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ください。

④特典
・今年度冬期講習会に申し込んだ高２生が１月以降の講座を申込む場合、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）
・ena新セミ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。
・看護医療系受験に精通しているスタッフから個人面談等を受けられます。
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看護医療系
数学ⅡＢ
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（3日間）
 　　　受講料10,000円（税抜）

看護医療系総まとめ
数学ⅠＡ
数学ⅠＡの重要項目を看護医療系標準レベ
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。

看護医療系
化学基礎
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
生物＆生物基礎演習
看護医療系の出題を分析し、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。

看護医療系
小論文
看護医療系独特のテーマに関する講義を
聞き、文章を作成し、添削指導、講評を
受け、実戦力を付けます。

看護医療系
生物
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。

看護医療系
生物基礎
看護医療系入試の出題を分析し、最新の問
題をとりあげます。苦手分野の克服、弱点
補強を目指します。

数学ⅠＡ演習
数学ⅠＡの標準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。

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。

看護医療系ハイレベル
小論文

看護医療系
数学ⅠＡ演習
数学ⅠＡの標準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。

冬期講習会申込方法 手続上の注意
①必要書類
・予約申込書
・特典利用の方は、模試成績表など、入会金免除を証明できるものを１点。

②申込方法
・入会金・授業料は銀行振込で納入してください。（振込手数料はご負担くださ

い。）
受講校舎が複数校の場合、ご相談ください。

受付窓口での申込
・上記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を添え、各校舎窓口に提出してく

ださい。
郵送での申込
・事前に電話で連絡の上、上記必要書類と入会金・授業料（振込受領証）を同封し、

各校舎へ郵送してください。到着時点で希望講座が締切になっている場合は連
絡します。
予約申込
・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。
・学費は予約申込日より、１週間以内に納金してください。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。

①冬期講習　入会金5,000円（税抜）

◆年間単科生
◆個別指導生

②入会金の免除規定
・下記に該当する方は入会金（5,000円）が免除となります。
●過去に新セミの下記講座に在籍した方・過去に新セミの模試を受験した方・
2019年度高校内進路講演会に参加した方

◆総合科生　　◆高２生　　　　　  
◆講習会生　　◆ena在籍・卒生　  
※申込時に在籍・受験を証明できるもの（生徒証など）を提示してください。
●過去在籍者の兄弟姉妹
●新セミLINE友だち登録をされた方

③返金・変更
・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。
ただし、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ください。

④特典
・今年度冬期講習会に申し込んだ高２生が１月以降の講座を申込む場合、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）
・ena新セミ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。
・看護医療系受験に精通しているスタッフから個人面談等を受けられます。
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看護医療系ハイレベル英語

看護医療系英語

看護医療系総まとめ英語

センター試験対策英語

看護医療系ハイレベル現代文

看護医療系現代文

センター試験対策現代文

看護医療系ハイレベル数学ⅠA

看護医療系数学ⅠA

看護医療系数学ⅡB

看護医療系総まとめ数学ⅠA

看護医療系化学基礎

看護医療系生物

看護医療系生物基礎

住　　所
（〒　　  　 －　　　    　　）

電話番号

メールアドレス

（　　　）　　　　－　　　　　

フリガナ 在 卒 学 校 名 生 徒 番 号

生徒氏名 　　  立　　　　　　　　　　  高等学校　在籍・卒 

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

総合コース
特別講座単位数

講座数

大晦日・正月特訓

総合コースはコース番号・講座数を記入し、申し込む講座に◯を付けてください。

○印 講座番号 講　座　名 ○印 講座番号 講　座　名

総合コース特別講座・大晦日・正月特訓

校舎名 講座番号 講　座　名

入会金

ａ. 初めての利用(◯で囲む） 5,000 円（税抜） 

ｂ. 以下に該当する方(○で囲む）
　・過去に校内生・講習会に在籍(兄弟姉妹可）
　・過去に模試受験
　・2019年度高校内進路講演会参加生
　・ena在籍・卒生

0 円

授業料

総合コース 円

総合コース（単科） 円

特別講座・他 円

合　計（税抜）

合　計（税込）

円

円

※区分
新規 変更

※職員入力欄
受付日 受付印 systemZ 一覧 入金

　2019年度  冬期講習会申込書
 記入日： 2019年　　　月　　 　日 

単位 講座



住　　所
（〒　　　－　　　　　）

電話番号 （　　　　）　　　　　－　　　　　

フリガナ 在 卒 学 校 名 生 徒 番 号

生徒氏名 　　  立　　　　　　　　　　  高等学校　在籍・卒 

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

　2019年度 冬期講習会 人気校突破プレ入試講座申込書
 記入日： 2019年　　　月　　 　日 

学校名○印

国公立大学
校舎科目時間日程 受講料（税抜）

学校名○印

私立大学

校舎科目時間日程 受講料（税抜）

※各講座の申込方法はパンフレットをご確認ください。受講を申し込む講座に「○」を記入してください。

メールアドレス

12/18（水）

2/16（土）

12/15（日）

2/15（金）

12/19（木）

2/15（金）

12/19（木）

1/13（月）

12/17（火）

1/13（月）

1/23（木）

12/19（木）

1/28（火）

1/29（水）

17：20 ～ 20：40

14：50 ～ 19：30

15：30 ～ 18：50

14：50 ～ 19：00

13：40 ～ 17：00

13：50 ～ 19：30

13：40 ～ 17：00

17：20 ～ 20：40

13：40 ～ 17：00

13：50 ～ 20：50

9,000 円

13,000 円

9,000 円

13,000 円

9,000 円

13,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

10,000 円

小論文

小論文

小論文

小論文

小論文

小論文

数学

国語

生物

国語・数学・生物・化学

埼玉県立大学

順天堂大学

北里大学

杏林大学

千葉県立保健医療大学

神奈川県立保健福祉大学

国立看護大学校

大宮校

13：40 ～ 17：00

13：40 ～ 17：00

17：20 ～ 20：40

15：00 ～ 21：20

9：30 ～ 12：50

13：40 ～ 17：00

15：00 ～ 21：20

13：40 ～ 17：00

17：20 ～ 20：40

17：20 ～ 20：40

15：00 ～ 21：20

15：00 ～ 21：20

7,000 円

7,000 円

7,000 円

10,000 円

9,000 円

7,000 円

13,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

10,000 円

10,000 円

生物

英語

国語

国語・英語・生物

小論文

英語

生物・英語・小論文

生物

英語

国語

英語・国語・生物

英語・国語・生物

御茶ノ水校

町田校

国立校

新宿校

国立校

＊１月講座は、新宿校・国立校どちらかを選択してください。

津田沼校

横浜校

新宿校

12/17（火）

12/19（木）

12/18（水）

12/15（日）



学校名○印

看護医療系専門学校

校舎科目時間日程 受講料（税抜）

12/19（木）

1/12（日）

12/30（月）

1/2（木）

1/3（金）

都立看護専門学校

仙台医療センター
附属仙台看護助産学校

13：40 ～ 17：00

17：20 ～ 20：40

17：20 ～ 20：40

15：00 ～ 20：50

11：20 ～ 15：10

11：20 ～ 15：10

11：20 ～ 15：10

7,000 円

7,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

英語

国語

数学

英語・国語・数学

英語

数学

国語

池袋校

仙台校

学校名○印 校舎科目時間日程 受講料（税抜）

12/18（水）

12/19（木）

1/30（木）

12/18（水）

1/27（月）

12/19（木）

1/11（土）

12/17（火）

12/18（水）

12/25（水）

1/26（日）

12/19（木）

1/23（木）

12/17（火）

1/22（水）

12/25（水）

1/12（日）

1/29（水）

12/18（水）

1/25（土）

慶應義塾大学

上智大学

昭和大学

聖路加国際大学

帝京大学

東京医科大学

東京医療保健大学

東京慈恵会医科大学

日本赤十字看護大学

13：40 ～ 17：00

13：00 ～ 16：10

13：30 ～ 20：50

17：20 ～ 20：40

13：30 ～ 20：50

17：20 ～ 20：40

15：00 ～ 21：20

18：20 ～ 21：30

17：20 ～ 20：40

13：40 ～ 17：00

14：30 ～ 21：00

13：40 ～ 17：00

15：00 ～ 21：20

13：40 ～ 17：00

15：00 ～ 20：50

9：30 ～ 12：50

13：00 ～ 19：00

9：30 ～ 12：50

13：40 ～ 17：00

9：30 ～ 12：50

13：40 ～ 17：00

12：30 ～ 21：00

13：40 ～ 17：00

13：40 ～ 17：00

17：20 ～ 20：40

13：00 ～ 19：00

7,000 円

9,000 円

13,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

7,000 円

9,000 円

13,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

10,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

13,000 円

7,000 円

7,000 円

7,000 円

10,000 円

英語

小論文

英語・生物・小論文

英語

生物・国語・英語

英語

生物・国語・英語

生物

英語

小論文

英語・生物・小論文

英語

英語・数学・生物

英語

英語・国語・生物

英語

英語・国語・生物

国語

数学

生物

英語

英語・数学・国語・生物

英語

国語

生物

英語・国語・生物

新宿校

新宿校

新宿校

新宿校

新宿校

新宿校

新宿校

池袋校

町田校

12/25（水）

1/8（水）

12/19（木）

12/18（水）

※区分
新規 変更

※職員入力欄
受付日 受付印 systemZ 一覧 入金

入会金（税抜）

人気校突破
プレ入試講座
受講料合計（税抜）

消費税（10％）

円

円

円
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