
看護医療受験

看護師国家試験対策

理学療法士・作業療法士
国家試験共通問題対策

第109回

第55回

看護師国家試験対策

理学療法士・作業療法士

冬の無料
公開講座
ご案内

2019

冬期講習会・直前講習会案内



2019年度ena新セミ
看護師国家試験対策講座 入会金免除券 を差し上げます。公開講座

参加特典

好評の公開講座の第2弾！必修問題満点のための学習の進め方と、
看護アセスメント力で解く長文問題対策を詳しく解説します。

対　象 申込方法
第109回看護師国家試験受験生
（低学年の方の参加も可能です。）

A：参加希望校舎へ電話で申込み
B：ena新セミHPから申込み http://www.shinsemi.biz/

冬の無料公開講座

看護師国家試験対策第109回

必修問題対策のポイント＆看護アセスメント力で解く
状況設定問題対策　第２弾！

出張講義OK。人気講座をあなたの学校に届けます。

お問合せ・お申込みは　国家試験担当　☎03-6300-0731まで

●ena新セミの講座を皆さんの学校で受講していただくことができます。
おすすめ講座 直前　チェックテストゼミ　PartⅠ・PartⅡ

新傾向　ファイナルテストゼミ　PartⅠ・PartⅡ

12/1●日 17:30～19:00新宿校 11/30●土 18:00～19:30千葉校
〒160-0023 新宿区西新宿3-16-6

付受00：91～00：41）休定日（1352-9035-30.LET

ヤマダ電気

文化学園

JR

宿
新

駅
南口

ena新セミ
新宿校京王線

初台駅

東京
オペラ
シティ

〒260-0028 千葉市中央区新町17-13 　第12東ビル 8F
TEL.043-248-5381（火・日定休）14 00～19 00受付

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

11/30●土 12:00～13:30柏 校 大宮校 11/17●日 17:30～19:00

〒277-0005 柏市柏2-8-13 サンサンビル 2F
TEL.04-7167-5061（火・日定休）14 00～19 00受付

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

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町1-47  大宮SGビル 5F
TEL.048-645-5201（火・日定休）14 00～19 00受付

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
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　国家試験過去20年間のデータ
年度（実施年） 受験者 増減 合格者 増減 合格率 ボーダー

第108回（平成30年2月） 63,603 -885 56,767 -1915 89.3%
第107回（平成29年2月） 64,488 1954 58,682 3315 91.0% 62.3（154/247）

62.0（155/250）

第106回（平成28年2月） 62,534 380 55,367 -218 88.5% 57.2（142/248）
第105回（平成27年2月） 62,154 1207 55,585 714 89.4% 60.4（151/250）
第104回（平成27年2月） 60,947 635 54,871 1971 90.0% 64.1（159/248）
第103回（平成26年2月） 60,312 3782 52,900 2676 89.9% 66.8（167/250）
第102回（平成25年2月） 56,530 2828 50,224 1824 88.8% 64.0
第101回（平成24年2月） 53,702 -436 48,400 -1288 90.1% 63.5
第100回（平成23年2月） 54,138 1255 49,688 2348 91.8% 65.2
第99回（平成22年2月） 52,883 1977 47,340 1556 89.5% 65.0
第98回（平成21年2月） 50,906 -407 45,784 -558 89.9% 64.4
第97回（平成20年2月） 51,313 547 46,342 342 90.3% 66.6
第96回（平成19年2月 50,766 1852 46,000 2789 90.6% 72.0
第95回（平成18年2月） 48,914 615 43,211 -926 88.3% 65.0
第94回（平成17年2月） 48,299 -905 44,137 -737 91.4% 61.0
第93回（平成16年2月） 49,204 -4476 44,874 -4840 91.2% 　
第92回（平成15年2月） 53,680 493 49,714 4894 92.6% 　
第91回（平成14年2月） 53,187 4855 44,820 4195 84.3% 　
第90回（平成13年2月） 48,332 -236 40,625 -6192 84.1% 　
第89回（平成12年2月） 48,568 -6836 46,817 -7004 96.4% 　
第88回（平成11年2月） 55,404 2352 53,821 9457 97.1% 　
第87回（平成10年2月） 53,052 3278 44,364 1047 83.6% 　
108回は必修、一般、状況が各1問ずつ不適切。
107回は過去最高の受験者数で、合格者数合格率増加。ボーダーは上がったか易化。105回からボーダーが急に下がる。
①必修；39/48．採点除外問題2問、不正解選択肢の採点除外6問の合計8問。
②一般状況；採点除外が2問。
106回は前年より合格者減少でやや難化。試験問題は過去問そのままが減少し症例問題の増加から難化。ボーダーが前年より9点下がったため合格者数
はあまり変わらず。
105回はボーダー低下のため難化。
104回はボーダー低下だが合格率は同じ。
103回は合格者はそれ迄の15年で最高数。
102回は一般160/250。ボーダー64％で過去10年間で二番目に合格率が低い。
101回は一般157/247．ボーダー63.5％
100回は一般163/250．ボーダー65.2％

看護師国家試験の傾向と対策

出題基準変更後合格率は88.3～92.6％となっている。看護大学の増加から毎年受験生の増加が考えられる。
❶近年の傾向

・必修は50問中40点以上。40点以上取った場合も多い分は一般に加算されない事に注意。
・一般は250点中、今年は155点。この為模試でも160点以上は欲しい。最終的に国試一か月前に模試で190点になるようにする。

❺ 問題数と合格基準

❹ 直前期までの勉強法
1） 12月から1月中旬まで　過去問をベースに出題頻度の高いＡ疾患(糖尿病など)の復習を中心に、Ｂ疾患Ｃ疾患を詰めていく。出題頻度の低

いＣ疾患も必ず何問かは出題される。対策を早目に行い、同時に短時間で得点源となる社会保障と看護技術に本格的に取り組む。また初め
て出る疾患は必ずあるので(今年はフレイル)、今話題の疾患はこの時期軽く見ておく。方法は厚労省のホームページで喚起があるものは押
さえておく(去年はＥ型肝炎や梅毒、妊婦のリステリアは未出題)。

2） 国試直前まで　できる限り浅く広く問題に当たる。受験の基本は「得意分野で勝負しろ、難問は相手にするな！」。要はボーダーの160点以
上を取れば良くその内訳は無関係。特に自分の得意分野は確実にして、1年次からやっても未だに伸びない解剖(配点は12点)や計算は比
重を軽くして、配点の多い状況問題に多い「受容の気持ちの声掛け問題」や知ったらすぐ出来る問題(社保に多い)で点を稼ぐ。

❷第108回の特徴
1）  午前問題は107回と逆に新作が多く難易度は例年並み。午後問題、特に必修は過去問が多く易化。ボーダーは前年並みで合格率低下。難

化した。
2）  視覚問題が2問と減少したが、6問の図表がある。
3）  計算問題が1問と減少。
4）  2連問、単問がなくなる→症例数が少なくなった。
5）  5肢択1は34問から19問に減少したが、5肢択2が17問から23問に増加した。
6）  必修に5肢択1が２問と増加した。
7）  正答率の高い順から状況、社会保障倫理、一般と続き、解剖等の基礎医学系が最も悪い。
★必修、一般、状況が各1問ずつ不適切

❸第109回の対策
・必修と1個2点の状況設定がポイント
・80%台は過去2年続くことが多いので、来年はやや難化の可能性有。
・過去問が少なくなっているので新作問題の対応→現場系の対応が重要。
・社会保障の対処が重要。
・画像問題の対処→特に近年増加で苦手意識が強い。
・今話題の疾病(梅毒は2年連続出題)の基礎知識を確実にする。
108回：フレイル、原発不明癌やナルコレプシーが出題された。
107回：E型肝炎、ヘノッホシェーライン紫斑病など。

4肢択一 ●全体を通して最も多い
●必修問題は主にこの形式で出題 約74％

5肢択一 ●主に一般問題、状況設定問題で出題
●必修問題でも一部出題 約14％

5肢択二 ●一般問題、状況設定問題で出題
●１つ正解しても部分点はもらえない 約7％

直接数字を
解答

●一般問題、状況設定問題で出題
●基本的に計算問題 約1％

視覚素材 ● 平成21年から導入されている写真
を用いた問題 約3％
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ena新セミ看護師国家試験対策
講義の特徴

最新傾向に合った、
看護アセスメントによる実践的な講義。

1

授業時間内に取り扱う問題数・症例数が多い。2

前回講義の復習テストにより、知識・理解を定着。4

症例問題の多くにCT・MRI・エコー・心電図・レントゲンを用い、
画像に強くなる。

5

暗記法・公式法で暗記・計算問題が確実にできる。6

弊社2018年通学生の具体例（一般状況250点満点です）

模擬試験の出題範囲に合わせた講義で、
模試の得点を飛躍的に向上。

3

5月模試 6月模試 11月模試 1月模試

Aさん （4月から通学生） 127点/250点（M社）  168点（T社） 177点（S社） 205点（S社）

Bさん（ 夏期講習から通学生）  127点（G社） 164点（T社） 198点（T社）

 168UP UP

UP

UP

UP

難化する長文問題に完全対応。
1問2点の状況設定問題と必修問題・一般問題で高得点を取るための授業を編成しています。
冬期・直前講習 ・・  オリジナル長文問題を多くとり入れ、出題頻度の高いA疾患の復習と、頻度

が低いが知っていれば得点につながるB・C疾患について、実践問題演習をし
ていきます。

●年間コースは、受験生が苦手とする「成人看護」を中心に扱います。
関連する看護技術・社会保障・倫理などについては、毎時間取り扱います。
2学期 ・・・・ 必ず合格するために、頻出の疾患+出題の予想される全ての疾患を取り扱います。

実践問題演習と解説を中心に行います。
●授業の進め方
1分野90分×2回の連続授業を行います。
1時間目 ・・・ 解剖生理・疾患の解説。
2時間目 ・・・ 主に状況設定問題演習を通して、解剖生理・疾患の理解を深めます。

必修問題・一般問題の得点力も上げる内容です。
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第109回
国試受験用

冬期
講習 新宿校 入会金 5,000 円（税抜）

㊟入会金については P.11「手続上の注意」をご確認ください。※全て、テキスト代は授業料に含まれます（別途テキスト代は頂きません）。

看護師国家試験受験対策コース 40,000 円（税抜）
講座番号 S151 時間数 90 分× 20 回（30 時間） レベル 基礎～標準

12/26（木） 12/27（金） 12/28（土） 12/29（日） 12/30（月）
10：00 ～ 11：30 成人看護学

消化器
成人看護学

内分泌・腎・泌尿器 
成人看護学

運動器・血液 小児看護学 老年看護学
在宅看護論11：40 ～ 13：10 

（昼休み） 
13：50 ～ 15：20 成人看護学

循環器・呼吸器
成人看護学

脳神経・膠原
成人看護学

感染・統合と実践 母性看護学 精神看護学
15：30 ～ 17：00

特典 　＊今年度年間コース生は S151を 36,000 円（税抜）で受講できます。
日程の都合で 5日間受講できない場合、1分野（90分× 2コマ）ずつの受講もできます。授業料 4,500 円（税抜）。

必修問題対策講座 9,000 円（税抜）

講座番号 S152
日　　程 12/14（土）

時間（90分×4回） 10：00 ～ 17：00
レベル 基礎

第109回
国試受験用

直前
講習 新宿校 入会金 5,000 円（税抜）

絶対合格直前講座　600問
講座番号 期　間 時間（90分×12回） 授業料

S153 2/10（月）・2/11（火）・2/12（水） 10：00 ～ 17：00 27,000 円（税抜）

直前　チェックテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）

S154 1/12（日） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

新傾向　ファイナルテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）

S155 1/21（火） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

　テストゼミは年３回ある模擬試験の内容を２日間で全部完成させるゼミです。内容は必修、一般、状況、計算、画像、社会保障を全て含みます。特に合否の
分かれ目である１問２点の状況に重点を置いた看護アセスメントを中心に、必修、一般問題への最後の応用力を養います。必ず出題される画像と計算問題に
もウエイトを置きます。
直前チェックテストゼミ　PartⅠ：基礎～応用チェックテストゼミ
	 	 ・基本的な疾患の看護のアセスメント（過去問を中心に作成した問題です。）
	 PartⅡ：応用～実践チェックテストゼミ
	 	 ・実践的な疾患の看護アセスメント（過去問と同傾向＋出題されていない問題。）
新傾向ファイナルテストゼミ　PartⅠ：新傾向ファイナルテストゼミ
	 	 ・まだ出題されていないが出題が予想される問題
	 	 　過去問になく、受験生から傾向が変わった、と声が出ている内容が中心。
	 PartⅡ：実践ファイナルテストゼミ
	 	 ・基本的疾患から教科書には載っているがマイナーな疾患までの統合的な看護アセスメント
	 	 	（出題にヤマをかけ最近医療界で話題になっている疾患を含めた内容です。）

テストゼミ特典：	年間コース生および冬期講習または直前講習の他の講座（テストゼミを除く）を申し込んでいる方は優待料金6,000円（税抜	90分×4回）で
受講できます。

※	学校で行うことも可能です。25名以上受講で一人当り3,000円（税抜	90分×2回）で受講できます。詳しくは国家試験担当（03-6300-0731）までお問
い合せ下さい。
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初台駅
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第109回
国試受験用

冬期
講習 千葉校 入会金 5,000 円（税抜）

㊟入会金については P.11「手続上の注意」をご確認ください。※全て、テキスト代は授業料に含まれます（別途テキスト代は頂きません）。

看護師国家試験受験対策コース 40,000 円（税抜）
講座番号 C151 時間数 90 分× 20 回（30 時間） レベル 基礎～標準

12/21（土） 12/22（日） 12/23（月） 12/24（火） 12/25（水）
10：00 ～ 11：30 成人看護学

消化器
成人看護学

内分泌・腎・泌尿器 
成人看護学

運動器・血液 小児看護学 老年看護学
在宅看護論11：40 ～ 13：10 

（昼休み） 
13：50 ～ 15：20 成人看護学

循環器・呼吸器
成人看護学

脳神経・膠原
成人看護学

感染・統合と実践 母性看護学 精神看護学
15：30 ～ 17：00

特典 　＊今年度年間コース生はC151を 36,000 円（税抜）で受講できます。
日程の都合で 5日間受講できない場合、1分野（90分× 2コマ）ずつの受講もできます。授業料 4,500 円（税抜）。

必修問題対策講座 9,000 円（税抜）

講座番号 C152
日　　程 12/15（日）

時間（90分×4回） 10：00 ～ 17：00
レベル 基礎

第109回
国試受験用

直前
講習 千葉校 入会金 5,000 円（税抜）

絶対合格直前講座　600問
講座番号 期　間 時間（90分×12回） 授業料
C153 2/7（金）・2/8（土）・2/9（日） 10：00 ～ 17：00 27,000 円（税抜）

直前　チェックテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）
C154 1/19（日） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

新傾向　ファイナルテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）
C155 1/29（水） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

　テストゼミは年３回ある模擬試験の内容を２日間で全部完成させるゼミです。内容は必修、一般、状況、計算、画像、社会保障を全て含みます。特に合否の
分かれ目である１問２点の状況に重点を置いた看護アセスメントを中心に、必修、一般問題への最後の応用力を養います。必ず出題される画像と計算問題に
もウエイトを置きます。
直前チェックテストゼミ　PartⅠ：基礎～応用チェックテストゼミ
	 	 ・基本的な疾患の看護のアセスメント（過去問を中心に作成した問題です。）
	 PartⅡ：応用～実践チェックテストゼミ
	 	 ・実践的な疾患の看護アセスメント（過去問と同傾向＋出題されていない問題。）
新傾向ファイナルテストゼミ　PartⅠ：新傾向ファイナルテストゼミ
	 	 ・まだ出題されていないが出題が予想される問題
	 	 　過去問になく、受験生から傾向が変わった、と声が出ている内容が中心。
	 PartⅡ：実践ファイナルテストゼミ
	 	 ・基本的疾患から教科書には載っているがマイナーな疾患までの統合的な看護アセスメント
	 	 	（出題にヤマをかけ最近医療界で話題になっている疾患を含めた内容です。）

テストゼミ特典：	年間コース生および冬期講習または直前講習の他の講座（テストゼミを除く）を申し込んでいる方は優待料金6,000円（税抜	90分×4回）で
受講できます。

※	学校で行うことも可能です。25名以上受講で一人当り3,000円（税抜	90分×2回）で受講できます。詳しくは国家試験担当（03-6300-0731）までお問
い合せ下さい。
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第109回
国試受験用

冬期
講習 大宮校 入会金 5,000 円（税抜）

㊟入会金については P.11「手続上の注意」をご確認ください。※全て、テキスト代は授業料に含まれます（別途テキスト代は頂きません）。

看護師国家試験受験対策コース 40,000 円（税抜）
講座番号 M151 時間数 90 分× 20 回（30 時間） レベル 基礎～標準

12/31（火） 1/2（木） 1/3（金） 1/4（土） 1/5（日）
10：00 ～ 11：30 成人看護学

消化器
成人看護学

内分泌・腎・泌尿器 
成人看護学

運動器・血液 小児看護学 老年看護学
在宅看護論11：40 ～ 13：10 

（昼休み） 
13：50 ～ 15：20 成人看護学

循環器・呼吸器
成人看護学

脳神経・膠原
成人看護学

感染・統合と実践 母性看護学 精神看護学
15：30 ～ 17：00

特典 　＊今年度年間コース生はM151を 36,000 円（税抜）で受講できます。
日程の都合で 5日間受講できない場合、1分野（90分× 2コマ）ずつの受講もできます。授業料 4,500 円（税抜）。

必修問題対策講座 9,000 円（税抜）

講座番号 M152
日　　程 1/11（土）

時間（90分×4回） 10：00 ～ 17：00
レベル 基礎

第109回
国試受験用

直前
講習 大宮校 入会金 5,000 円（税抜）

絶対合格直前講座　600問
講座番号 期　間 時間（90分×12回） 授業料
M153 2/4（火）・2/5（水）・2/6（木） 10：00 ～ 17：00 27,000 円（税抜）

直前　チェックテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）
M154 1/13（月） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

新傾向　ファイナルテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）
M155 1/26（日） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

　テストゼミは年３回ある模擬試験の内容を２日間で全部完成させるゼミです。内容は必修、一般、状況、計算、画像、社会保障を全て含みます。特に合否の
分かれ目である１問２点の状況に重点を置いた看護アセスメントを中心に、必修、一般問題への最後の応用力を養います。必ず出題される画像と計算問題に
もウエイトを置きます。
直前チェックテストゼミ　PartⅠ：基礎～応用チェックテストゼミ
	 	 ・基本的な疾患の看護のアセスメント（過去問を中心に作成した問題です。）
	 PartⅡ：応用～実践チェックテストゼミ
	 	 ・実践的な疾患の看護アセスメント（過去問と同傾向＋出題されていない問題。）
新傾向ファイナルテストゼミ　PartⅠ：新傾向ファイナルテストゼミ
	 	 ・まだ出題されていないが出題が予想される問題
	 	 　過去問になく、受験生から傾向が変わった、と声が出ている内容が中心。
	 PartⅡ：実践ファイナルテストゼミ
	 	 ・基本的疾患から教科書には載っているがマイナーな疾患までの統合的な看護アセスメント
	 	 	（出題にヤマをかけ最近医療界で話題になっている疾患を含めた内容です。）

テストゼミ特典：	年間コース生および冬期講習または直前講習の他の講座（テストゼミを除く）を申し込んでいる方は優待料金6,000円（税抜	90分×4回）で
受講できます。

※	学校で行うことも可能です。25名以上受講で一人当り3,000円（税抜	90分×2回）で受講できます。詳しくは国家試験担当（03-6300-0731）までお問
い合せ下さい。
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第109回
国試受験用

冬期
講習 柏  校 入会金 5,000 円（税抜）

㊟入会金については P.11「手続上の注意」をご確認ください。※全て、テキスト代は授業料に含まれます（別途テキスト代は頂きません）。

必修問題対策講座 9,000 円（税抜）

講座番号 K152
日　　程 1/19（日）

時間（90分×4回） 10：00 ～ 17：00
レベル 基礎

第109回
国試受験用

直前
講習 柏  校 入会金 5,000 円（税抜）

絶対合格直前講座　600問
講座番号 期　間 時間（90分×12回） 授業料

K153 1/31（金）・2/1（土）・2/2（日） 10：00 ～ 17：00 27,000 円（税抜）

直前　チェックテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）

K154 1/25（土） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

新傾向　ファイナルテストゼミ（Part Ⅰ・Part Ⅱ）
講座番号 期　間 時間（90分×4回） 授業料（※）

K155 1/28（火） 10：00 ～ 17：00 9,000 円（税抜）

　テストゼミは年３回ある模擬試験の内容を２日間で全部完成させるゼミです。内容は必修、一般、状況、計算、画像、社会保障を全て含みます。特に合否の
分かれ目である１問２点の状況に重点を置いた看護アセスメントを中心に、必修、一般問題への最後の応用力を養います。必ず出題される画像と計算問題に
もウエイトを置きます。
直前チェックテストゼミ　PartⅠ：基礎～応用チェックテストゼミ
	 	 ・基本的な疾患の看護のアセスメント（過去問を中心に作成した問題です。）
	 PartⅡ：応用～実践チェックテストゼミ
	 	 ・実践的な疾患の看護アセスメント（過去問と同傾向＋出題されていない問題。）
新傾向ファイナルテストゼミ　PartⅠ：新傾向ファイナルテストゼミ
	 	 ・まだ出題されていないが出題が予想される問題
	 	 　過去問になく、受験生から傾向が変わった、と声が出ている内容が中心。
	 PartⅡ：実践ファイナルテストゼミ
	 	 ・基本的疾患から教科書には載っているがマイナーな疾患までの統合的な看護アセスメント
	 	 	（出題にヤマをかけ最近医療界で話題になっている疾患を含めた内容です。）

テストゼミ特典：	年間コース生および冬期講習または直前講習の他の講座（テストゼミを除く）を申し込んでいる方は優待料金6,000円（税抜	90分×4回）で
受講できます。

※	学校で行うことも可能です。25名以上受講で一人当り3,000円（税抜	90分×2回）で受講できます。詳しくは国家試験担当（03-6300-0731）までお問
い合せ下さい。
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看護師国家試験対策コース
●土曜あるいは日曜祝日集中の受講しやすい日程で開講。
●1講座から受講できるフリーチョイス制で特定分野のみの受講可能。

 2学期

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 3-16-6　TEL. 03-5309-2531（代）　FAX. 03-5309-2541

講座番号 日程 時間 内容・分野

2学期

S121-17
11月10日（日）

10：00～13：10 小児・母性
必ず合格するために、頻
出の疾患+出題の予想さ
れる全ての疾 患を取り
扱います。
実践問題演習と解説を
中心に行います。

S121-18 14：00～17：10 老年・精神
S121-19

12月1日（日）
10：00～13：10 統合と実践

S121-20 14：00～17：10 救急
S121-13

12月8日（日）
10：00～13：10 脳神経 発展

S121-14 14：00～17：10 内分泌 発展

新 宿 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

講座番号 日程 時間 内容・分野

2学期

C121-15
11月9日（土）

10：00～13：10 運動器・感染

必ず合格するために、頻
出の疾患+出題の予想さ
れる全ての 疾患を取り
扱います。
実践問題演習と解説を
中心に行います。

C121-16 14：00～17：10 眼科・耳鼻科
C121-13

11月16日（土）
10：00～13：10 脳神経 発展

C121-17 14：00～17：10 小児・母性
C121-14

11月30日（土）
10：00～13：10 内分泌 発展

C121-18 14：00～17：10 老年・精神
C121-19

12月7日（土）
10：00～13：10 統合と実践

C121-20 14：00～17：10 救急

千 葉 校

＊ ＊

授業料
【指定分野のみ受講】

1回当り（90分 × 2コマ） 受講料

4,500円（税抜）

〒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

講座番号 日程 時間 内容・分野

2学期

K121-15 11月2日（土） 14：00～17：10 運動器・感染
必ず合格するために、頻
出の疾患+出題の予想さ
れる全ての疾 患を取り
扱います。
実践問題演習と解説を
中心に行います。

K121-16 11月9日（土） 14：00～17：10 眼科・耳鼻科
K121-17 11月16日（土） 14：00～17：10 小児・母性
K121-18 11月30日（土） 14：00～17：10 老年・精神
K121-19 12月7日（土） 14：00～17：10 統合と実践
K121-20 12月14日（土） 14：00～17：10 救急

柏 　 校

〒330-0845　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

講座番号 日程 時間 内容・分野

2学期

M121-17
11月17日（日）

10：00～13：10 小児・母性 必ず合格するために、頻
出の疾患+出題の予想さ
れる全ての疾 患を取り
扱います。
実践問題演習と解説を
中心に行います。

M121-18 14：00～17：10 老年・精神
M121-19

11月24日（日）
10：00～13：10 統合と実践

M121-20 14：00～17：10 救急

大 宮 校
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年間共通問題対策講座
共通問題で確実に得点を取れるように実力アップを目指します。
毎回過去問題・類題を取り上げ、ポイントを絞った解説によって理解を深めます。

「予習→授業→復習」という“繰り返し学習”で共通問題高得点を狙います。
もちろん、苦手分野のみの受講も可能です。

●徹底した過去問題演習で、「学力と必ず理解したい知識」をものにします。まんべんなく学習を進めるために、夏期講習より問題量を増やしますが、ポイン
トを絞るので効率よく幅広く学べます。

●「出る問題」を確実に把握し、本番までに残された時間で効果的な国家試験対策ができる「すぐ得点に結びつく力」を養成します。
●共通問題対策では、最低８割は取れるように、例年出題されている分野を押さえなければいけません。過去問を使った基礎固めと、欠けている知識を埋め
ることで、８割以上の獲得を目標に一気に詰め込みます。

第55回　理学療法士・作業療法士　国家試験
２学期共通問題対策講座のご案内

第55回　理学療法士・作業療法士　国家試験対策
冬期・直前講習会のご案内

講座番号 日程 時間 時間 内容・分野 授業料

2学期

S201-09 11月3日（日） 10：00～17：10 90分×4 内科学 9,000円（税抜）

S201-07 11月10日（日） 10：00～17：10 90分×4 整形外科 9,000円（税抜）

S201-10 11月17日（日） 10：00～17：10 90分×4 臨床心理・精神医学 9,000円（税抜）

S201-11 12月1日（日） 10：00～17：10 90分×4 病理・小児発達・リハ概論 9,000円（税抜）

理学・作業療法士国家試験　ポイントを押さえた共通問題対策講座
講座番号 校舎 日程 時間（90分×4） 分野 授業料

S204-1

新宿校

12月22日（日） 10：00～17：00 解剖生理１ 呼吸・循環器・血液・免疫 9,000円（税抜）

S204-2 12月29日（日） 10：00～17：00 解剖生理２ 消化器・内分泌・腎泌尿器 9,000円（税抜）

1月5日（日） 10：00～17：00 解剖生理３ 筋骨格系・中枢神経系・末梢神経系 9,000円（税抜）

S204-3 1月12日（日） 10：00～17：00 臨床医学系１ 運動学・整形外科 9,000円（税抜）

S204-4 1月19日（日） 10：00～17：00 臨床医学系２ 神経内科学・臨床心理学 9,000円（税抜）

S204-5 1月26日（日） 10：00～17：00 臨床医学系３ 精神医学・内科・小児・病理・リハ概論 9,000円（税抜）

理学・作業療法士　共通問題　出るとこ一気に！総おさらい超詰め込みゼミ
講座番号 校舎 日程 時間（90分×4） 分野 授業料

S205-1
新宿校

2月1日（土） 10：00～17：00 解剖生理・運動学・整形外科・神経内科 9,000円（税抜）

S205-2 2月2日（日） 10：00～17：00 臨床心理・精神・内科・小児・病理・リハ概論 9,000円（税抜）

共通で点数が取れるようになると、専門でも点数が伸びます。知識の確認と、抜けを一気に埋め込む「共通問題全範囲の総復習一問一答ゼミ」です。残り少ない期
間で全ての分野が一気に点数アップする、共通問題対策の最終決定版講座です。

入会金 5,000円（税抜） 共通問題セット（6日間） 50,000円（税抜）

詰め込みゼミセット（2日間） 18,000円（税抜）
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申込手続・注意事項

2019年度　冬期講習・直前講習・2学期　入会申込書

①必要書類　・下記申込書
②申込方法

ena 新セミ校長　殿 下記の講座を受講いたしたく学費を添えて申し込みます。
西暦　年　月　日

受付窓口での申込
 ● ①の必要書類に入会金（右記手続き上の注意をお読みください）と

授業料（銀行振込証）を添え、各校舎の窓口に提出してください。
　振込口座は各校舎にお問合せください。

郵送での申込
 ● ①の必要書類に入会金（右記手続き上の注意をお読みください）と

授業料（銀行振込証）を同封し、簡易書留にて各校へ郵送してくだ
さい。
到着時点で希望講座が締切りになっている場合は、連絡し変更等に
応じます。

　振込口座は各校舎にお問合せください。

FAX での予約申込
 ● 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、受講希望校舎にFAX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つの校舎で複数校舎の予約・申込ができます。
手続き上の注意
①入会金
ena新セミの授業・講座を始めて受講する方は講座数に関わりなく、一律「入会金5,000円（税
抜）」が必要となります。
②入会金の免除規定
下記に該当する方は入会金を免除します。
 ● 看護医療系学校受験時にena新セミで授業を受けたことがある人。総合科生、単科生、講

習生など（模試のみは除く）。
 ● 看護医療系学生になってから国家試験対策等でena新セミの授業を受けたことがある人。
 ● 本人の兄弟姉妹が、過去に在籍、または2019年度生としてena新セミまたはenaに在籍し

ている人。
 ● 2019年度に行われた本校主催の無料公開授業に参加した人。（当日配布の入会金無料券が必

要です。）
③返金・変更
 ● 受付完了後の返金、講座の変更には原則として応じられません。日程・時間をよくご検討の

うえお申込みください。

※次の1～4のいずれかに該当する人は入会金を免除します。 該当するものを全て記入してください。

1. 看護医療系学校受験時にena新セミで授業を受けたことがある。（模試のみは除く。）
 西暦　年在籍　総合コース （　クラス） ・ 単科生 ・ 講習会生
 （年度、クラス記号を記入、または該当するものを○で囲む）

2. 看護医療系学校入学後、ena新セミの国家試験対策等の授業を受けた事がある。
 西暦　年　校　講習（年度、校舎名、講習名（春期・夏期・冬期・直前）を記入。）

3. 本人の兄弟姉妹が、ena新セミまたはenaに過去に在籍または2019年度生として在籍している。
 氏名　　クラス　 （兄弟姉妹の氏名と在籍クラスを記入）

4. 2019年度の無料公開授業に参加した。（入会金無料券を添付。）

※FAX予約申込の流れ

受講希望校舎に
申込書を
FAX 送信

1 週間以内に申込書・入会金・
授業料を添えて各校舎の窓口
に提出・郵送

申込書送信後、
校舎に電話して
ください。

予約
番号

フリガナ 生 年
月 日

西暦　　　　　　　　　　　

 年　月　日　生
本人氏名

男 ・ 女 満　歳

フリガナ TEL
自 宅　
本 人 携 帯　

（　）
（　）

本人住所
〒

在卒学校名
年生 ・ 卒

大学　短大　専門学校（2年課程・3年課程・4年課程）
学校名記入後、○で囲んでください。

新宿校 柏　校

千葉校 大宮校

〒160-0023　東京都新宿区西新宿 3-16-6
TEL. 03-5309-2531（代）　FAX. 03-5309-2541

〒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

〒260-0028　千葉県千葉市中央区新町 17-13　第12ビル 8F
TEL. 043-248-5381（代）　FAX. 043-248-5380

〒330-0845　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

キリトリ線

学費

入会金 円

冬期授業料 円

直前授業料 円

2学期授業料 円

合計 円

申込講座

●申し込む講座の講座番号を記入してください。

（○で囲む） 講座番号

講座 ： 

校舎 ：  

期間 ： 

看護

冬期

新宿

理学作業

直前 2学期

千葉 柏 大宮
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●ena 新セミ 本部
〒151-0053　東京都渋谷区代々木1-12-8　 03-6300-0731（代）

●ホームページ　http://www.shinsemi.biz/

国家試験対策
国家試験受験対策コース新セミホームページ


