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医進学園では、鍼灸マ、柔整、ＰＴＯＴ

の各国家試験を受験される皆さんへの

公開講座として恒例の「冬期特別講習

会」を開講します。 

鍼灸マ･柔整･ＰＴＯＴ共通対策として

「生理」・「解剖」・「神経系」・「臨床（臨

各/総）」、専門対策として、鍼灸マ対象の

「東医ファイナル・チェック」、ＰＴＯ

Ｔ対象の「領域別トップ・アップゼミ」

をご用意しています。 

集中力が散漫になりがちなこの時期こ

そ、冬期特別講習会の高密度・高品質学

習で飛躍的実力アップを勝ち取ろう。 

 

明治鍼灸柔整予備校 

東京看護医療予備校 

国試対策室 
     〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-2-31 第 36 荒井ﾋﾞﾙ B1F 

                TEL ０３(３２３０)０２１２  FAX ０３（３２３０）０２１３    

《東京事務局》〒101‐0063 東京都千代田区淡路町 1‐17‐311 ＪＳｾﾝﾀｰ 
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■土日祝 開講ゼミ《通学科・通信科》 

●生理学『合格力強化ゼミ』(計 600 分) 

対象 柔整・鍼灸マ・PTOT 国試共通 講座紹介 開講日＆時間割 

概要 
各回：120 分(問題演習含) 

全 5 回／5 日完成【計 600 分】 

詳細 

 

回 日(曜) 時間 担当 

第 1回 12/16(土) 13:00～ 鹿島 

第 2回 12/17(日) 13:00～ 吉田 

第 3回 12/23(土) 13:00～ 吉田 

第 4回 12/24(日) 13:00～ 吉田 

第 5回 1/6(土) 13:00～ 鹿島 

過去問レベルの演習問題

を通じて、国試までに押さ

えておきたい生理学の必

須ポイントを重点履修。

《《《《答案練習答案練習答案練習答案練習＋＋＋＋解説講義解説講義解説講義解説講義》》》》

で、生理学の大幅な得点ア

ップに繋げます。 
※演習問題は 4 択となります。 

※一部資料(lecture notes)は夏期講習と同一です。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

1 月 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 
 

授業時間（120 分） 

13：00～15：00 
 

 
日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 総論～骨･血液･循環･呼吸 ２日目 消化と吸収･栄養と代謝･体温 ３日目 尿の生成と排泄・内分泌 

４日目 神経 ５日目 感覚・生殖・筋肉 ※カリキュラムは一部変更されることがあります。 

●解剖学『合格力強化ゼミ』(計 600 分) 

対象 柔整・鍼灸マ・PTOT 国試共通 講座紹介 開講日＆時間割 

概要 
各回：120 分(問題演習含) 

全 5 回／5 日完成【計 600 分】 

詳細 

 

回 日(曜) 時間 担当 

第 1回 12/16(土) 15:20～ 高松 

第 2回 12/17(日) 15:20～ 高松 

第 3回 12/23(土) 15:20～ 高松 

第 4回 12/24(日) 15:20～ 高松 

第 5回 1/6(土) 15:20～ 高松 

人体解剖学概説から、運動

器系、神経系、循環器系ま

で絶対重要項目を《《《《答案練答案練答案練答案練

習習習習＋＋＋＋解説講義解説講義解説講義解説講義》》》》でトータル

スキャン。精選した問題と

明快な解説で、スピード整

理していきます。 

※演習問題は 4 択､5 択混在となります。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

1 月 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6 
 

授業時間（120 分） 

15：20～17：20 
 

 
日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 人体構造・骨格系 ２日目 筋系・消化器系・呼吸器系 ３日目 泌尿器系･生殖器系･内分泌系 

４日目 循環器系・内分泌系 ５日目 神経系 ※カリキュラムは一部変更されることがあります。 

●解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』(計 600 分) 

対象 鍼灸マ・柔整・PTOT 国試共通 講座紹介 開講カレンダー 

回数 
各回：120 分(問題演習含) 

全 5 回／5 日完成【計 600 分】 

詳細 

 

回 日(曜) 時間 担当 

第 1回 12/16(土) 17:40～ 高松 

第 2回 12/17(日) 17:40～ 高松 

第 3回 12/23(土) 17:40～ 高松 

第 4回 12/24(日) 17:40～ 高松 

第 5回 1/6(土) 17:40～ 高松 

｢解剖学｣の設問域にとど

まらず、他科でも出題頻度

の高い“解剖学由来解剖学由来解剖学由来解剖学由来のののの神経神経神経神経

系問題系問題系問題系問題””””を、徹底的に掘り

起こし、応用力と総得点の

大幅アップを目指します。 

※練習問題は 4 択、5 択混在となります。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

1 月 

日 月 火 水 木 金 土 

 1 2 3 4 5 6  
授業時間（120 分） 

17：40～19：40 
 

 

日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 神経系① ２日目 神経系② ３日目 神経系③ 

４日目 神経系④ ５日目 総括学習 ※カリキュラムは一部変更されることがあります。 
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■平日 開講ゼミ《通学科・通信科》 

●一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』(計 800 分) 

対象 柔整・鍼灸マ・PTOT 国試共通 講座紹介 開講日＆時間割 

回数 
各回:80 分(問題演習含)×2コマ 

全 5 回／5 日完成【計 800 分】 

詳細 

 

日(曜) 回 開始 担当 

12/19(火) 第 1回 19:00～ 鹿島 

12/20（水） 第 2回 19:00～ 鹿島 

12/25(月) 第 3回 19:00～ 鹿島 

12/27(水) 第 4回 19:00～ 岡田 

12/28(木) 第 5回 19:00～ 岡田 

広範囲に及ぶ臨床医学の重

要事項を《《《《答案練習答案練習答案練習答案練習＋＋＋＋解説解説解説解説

講義講義講義講義》》》》でトータル・スキャン

優先度に照らした講義で、実

力アップを目指します。 
※一般臨床,各論,内科,神経,筋など、資格ご

とに科目名称は異なります。 

※演習問題は 4 択となります。 

※一部資料(lecture notes)は夏期講習と同一です。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 
授業時間（80 分×2 コマ） 

1 コマ 19：00～20：20 

2 コマ 20：30～21：50  

 
日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 呼吸器・感染症 ２日目 消化管・肝・胆・膵 ３日目 検査法 

４日目 循環器・整形外科 ５日目 膠原病・腎・尿路・神経 ※カリキュラムは一部変更されることがあります。 

●鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』(計 800 分) 

対象 鍼灸・マ国試 講座紹介 開講日＆時間割 

概要 
各回:100100100100 分分分分(問題演習含)×2コマ 

全 4 回／4 日完成【計 800 分】 

詳細 

 

日(曜) 回 開始 担当 

12/15（金） 第 1回 18:30～ 斉藤 

12/21(木) 第 2回 18:30～ 斉藤 

12/22(金) 第 2回 18:30～ 斉藤 

12/26(火) 第 2回 18:30～ 斉藤 

経穴･経絡、東洋医学概

論・臨床論、はり・きゅう

理論など、必須の合格常識

を《《《《答案練習答案練習答案練習答案練習＋＋＋＋解説講義解説講義解説講義解説講義》》》》

で総整理。受験生に多く見

受けられる枝葉の知識を、

有機的な応用力に繋げる

４日間です。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

授業時間（100 分×2 コマ） 

1 コマ 18：30～20：10 

2 コマ 20：20～22：00  

 
日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 経絡・経穴 ２日目 東洋医学概論 ３日目 東洋医学臨床論 

４日目 はり･きゅう理論／総括学習 ※カリキュラムは一部変更されることもあります。 

●PTOT 専科『領域別トップ･アップゼミ』(計 640 分) 

対象 ＰＴ・ＯＴ国試 講座紹介 開講日＆時間割 

概要 
各回:80 分(問題演習含)×2コマ 

全 4 回／4 日完成【計 640 分】 

詳細 

 

日(曜) 回 開始 担当 

12/18（金） 第 1回 19:00～ 菅原 

12/22(木) 第 2回 19:00～ 菅原 

12/24(日) 第 3回 19:00～ 菅原 

12/26(火) 第 4回 19:00～ 菅原 

菅原式アプローチにより、ピ

ンポイントで重点攻略！①運

動学領域、②整形外科領域、

③神経障害領域、④内部障害

領域の４領域をセレクト！

《《《《答案練習答案練習答案練習答案練習＋＋＋＋解説講義解説講義解説講義解説講義》》》》で

トップアップを計ります。 

12 月 

日 月 火 水 木 金 土 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

 

授業時間（80 分×2 コマ） 

1 コマ 19：00～20：20 

2 コマ 20：30～21：50  

 
日程 学習分野 日程 学習分野 日程 学習分野 

１日目 運動学領域 ２日目 整形外科領域 ３日目 神経障害領域 

４日目 内部障害領域 ※カリキュラムは一部変更されることもあります。 
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 ■受講料 

冬期入会金 ¥3,000 ※一般生のみ、在校生は不要 

 

講座名 一般受講料（税込） 在校生受講料（税込） 

生理学『合格力強化ゼミ』 37,000 円 31,000 円 

解剖学『合格力強化ゼミ』 37,000 円 31,000 円 

解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 37,000 円 31,000 円 

一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 42,000 円 36,000 円 

鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 42,000 円 36,000 円 

PTOT 専科『領域別トップ・アップゼミ』 38,000 円 32,000 円 
＊上記受講料には教材費・施設費が含まれています。＊受講料は講座回数、授業時間等により講座ごとに異なります。 

★特典★《セット受講＆日曜フル受講》…一般生・在校生共通
．．．．．．．．．

の特典です。 

特典① 2 講座以上受講の場合は、組み合わせに関わらず、総学費より以下の減額特典が受けられます。 

２講座受講 ３講座受講 ４講座受講 ５講座受講 
セット受講特典 

2,000 円減額 4,000 円減額 6,000 円減額 9,000 円減額 

 

特典② 土日祝 開講ゼミの 3 講座（生理・解剖・神経系）を全て受講される場合は、更に 2,000 円の減額が受け

られます。 

日曜フル受講特典 2,000 円減額 

 

 

■ＤＶＤ補講サービス ☛お申込時の申告分に限ります。お申
．．

込後の申告は受付しておりません
．．．．．．．．．．．．．．．

。 

お仕事や学校行事等の関係で、ある特定の講義日のみご出席が困難な場合は、お申込み時の申告分に限

り、無料で講義収録 DVDビデオの貸出サービスを受けることができます。事前に事務局の承認が必要と

なりますので、該当する方はお申込み前に個別にご相談下さい。 

※本サービスは、欠席日数が多い場合、お受けしかねる場合もございます。（事前承認○要） 

※お申込後のご申告及び、ご欠席に関しては適用できません。 

※欠席日より貸出ビデオのお渡しまで、休業日を除き、数日程度お時間を頂く場合もございますのでご了承下さい。 

 

 

 

 

■受講生の声 

●受験を念頭に置いた時、直前期である年の瀬をどう乗り切るかが、合否の分かれ目といって

も良い。自身で取り組むのも一考だがただでさえ忙しない年末に、集中力を持って取り組むの

は至難の技。昨年の私の経験から迷わず、医進の冬期講習受講を勧めたい。（Ｋさん） 

●年末は、どうしても気ばかりあせり、一人では集中して勉強できないため、冬期講習に参加し

た。いざ問題を解いてみると勉強したはずの分野が思うように解けず、歯がゆい思いもしたが、

弱点がはっきりすることで復習のポイントが掴め、合格力アップに繋がった。（Ｓさん） 

●実際に制限時間内で問題を解くことで、自分の現在の実力が把握でき、その後の丁寧な解

説のおかげで、短期間で全範囲をスピード整理することができた。プリントの問題数が多く、で

きれば全問解説してほしかったが、それでも宿題として指示された問題に取り組むことで、効率

的に全体の総ざらいができたと思う。（Ｔさん） 
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■通信による「ビデオ受講（ＤＶＤ）」について 

通学でのご参加ができない方のために「ＤＶＤ受講」をご用意しています。講義をそっくりその

まま収録した講義ＤＶＤの配信により、講義を自宅で受けることができ、リピート学習にも適し

ています。もちろん、授業時配付されたテキスト（プリント教材）も付いています。 

生理学『合格力強化ゼミ』 １２０分×ＤＶＤ５枚 

解剖学『合格力強化ゼミ』 １２０分×ＤＶＤ５枚 

解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 １２０分×ＤＶＤ５枚 

一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 １００分×ＤＶＤ８枚 

 
 

※原則として演習時間（問題を解いている時間）も含めた収録となりますので、実講義時間は上記分数より短くな

ります。 

※原則として同一講座において、通学による受講と「ビデオ受講」の重複受講はできません。 

 

◆ビデオ発送日程 

発送日 第１回発送日 第２回発送日 第 3回発送日 

発送日程 12 月 28 日(水) 1 月８日(月) 1 月 12 日(金)    

生理学『合格力強化ゼミ』 
12/16,17,23 実施分 

（第 1,2,3 回） 
――― 

12/24,1/6 実施分 

（第 4,5 回） 

解剖学『合格力強化ゼミ』 
12/16,17,23 実施分 

（第 1,2,3 回） 
――― 

12/24,1/6 実施分 

（第 4,5 回） 

解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 
12/16,17,23 実施分 

（第 1,2,3 回） 
――― 

12/24,1/6 実施分 

（第 4,5 回） 

一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 
12/19,20 実施分 

（第 1,2 回） 

12/25,27,28 実施分 

（第 3,4,5 回） 
――― 

鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 
12/15,21,22 実施分 

（第 1,2,3 回） 

12/26 実施分 

（第 4回）    
――― 

※宅配便でのお届けとなります。時間指定を希望される方は、申込書の所定欄にレ点を入れてください。ご不在時は、不在者票

が投函されますので宅配業者にご連絡の上、再配達をご依頼下さい。各予定日に発送の場合、実際の到着は 1～２日後となり

ます。 

※上記発送日は予定です。予定より早く準備が整った際は、各発送日前に、発送されることもあります。 

※担当講師の急病等による休講が生じた場合、振替日に応じて発送日が遅れることもございますのでご了承下さい。 

 

◆ビデオ受講（ＤＶＤ版）について 

《ビデオ作成費と発送費》 

ビデオ受講希望の方は、講座ごとに、、、、受講料受講料受講料受講料のののの他他他他にににに、、、、以下以下以下以下ののののビデオビデオビデオビデオ作成費作成費作成費作成費とととと発送事務手数料発送事務手数料発送事務手数料発送事務手数料（（（（送料含送料含送料含送料含むむむむ））））

がががが加算加算加算加算されますされますされますされます。 ☛通学科
．．．

受講生で別途、復習用にＤＶＤの購入を希望される場合は申込時に
．．．．

事務局にその旨、ご相談下さい。 

発送事務手数料（税込）※送料込 
講座名 ＤＶＤ作成費（税込） 

1 講座受講の場合 ２講座以上の場合 

生理学『合格力強化ゼミ』 10,000 円 2,000 円 

解剖学『合格力強化ゼミ』 10,000 円 2,000 円 

解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 10,000 円 2,000 円 

一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 14,000 円 2,000 円 

鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 12,000 円 2,000 円 

一律 3,000 円 

※２講座以上受講の場合は、何講座でも発送事務手数料は、一律 3,000 円となります。 

※上記発送手数料は、日本国内（離島、一部地域を除く）の料金です。〔北海道・九州は＋300 円、沖縄は＋500 円、一部離島の場合は別途、追加料金が発生

します〕また海外発送には対応できません。 

＊ご注意…ビデオ作成費、及び配送費は、本校在校生であっても、減額の対象にはなりません。また、原則として、教室窓口でのビデオの手渡しには応じられませんのでご了承下さい。 

※写真はイメージです。盤面印刷は異なります。
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《募集要項》 

■申込受付：平成 29 年 11 月 13 日（月）～より受付開始。※個人のみの受付です。法人または団体でのお申込はできません。 

■申込方法：講座により満席となる場合もございますので、なるべくお電話等で仮予約をお願い致します。お

申込は窓口、FAX、郵送にて受付します。 

・窓口／所定の申込書に必要事項を記入し、受講料を添えて提出して下さい。（3 日以内のお振込も可） 

・FAX・郵送／所定の申込書に必要事項を記入の上、事務局まで FAX して下さい。（FAX 03-3230-0213）

郵送の場合は任意の封筒にて事務局宛お送り下さい。受理後、事務局よりお振込のご連絡を差し上

げますので、３日以内※（土日祝を除く）に指定の金融機関にお振込下さい。※特別な事情のある場合は

別途ご相談下さい。＊開講直前の場合は、即日のお振込をお願いすることもあります。 

■申込締切：平成 29 年 12 月 12 日（火）※但し、空席がある場合は開講前日まで受付。 

■定員  ：各講座とも定員 15 名（申込順にて定員が埋まり次第、講座ごとに受付終了） 

■開場時間：受講される講座の開始 30 分前より開場となります。 

※申込後の講座変更・取り消し・欠席等による返金には一切応じられませんのでご了承願います。 

 

■ビデオ受講について ☛☛☛☛通学科受講料通学科受講料通学科受講料通学科受講料にににに加加加加えてえてえてえて掛掛掛掛かるかるかるかる費用費用費用費用ですですですです。。。。DVD のののの単体販売単体販売単体販売単体販売ではありませんではありませんではありませんではありません。。。。 

「ビデオ受講」希望の方は、講座ごとの受講料の他に、別途、以下のＤＶＤ作成費及び、発送事務手数料が

加算されます。ビデオは原則として、演習時間（問題を解く時間）も含めた通し収録となります。 

《ビデオ(ＤＶＤ版)作成費と発送費》 

発送事務手数料（税込）※各回送料含む 
講座名 ＤＶＤ作成費（税込） 

1 講座受講の場合 ２講座以上の場合 

生理学『合格力強化ゼミ』 10,000 円 2,000 円 

解剖学『合格力強化ゼミ』 10,000 円 2,000 円 

解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 10,000 円 2,000 円 

一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 14,000 円 2,000 円 

鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 12,000 円 2,000 円 

一律 3,000 円 

☛発送日程については、P4 をご覧下さい。 

※発送費の割引について‐2 講座以上受講の場合は、何講座でも発送費は一律 3,000 円となります。 
＊ご注意…ビデオ作成費、及び配送費は、本校在校生であっても、減額の対象にはなりません。また、原則とし

て、教室窓口でのＤＶＤの受け渡しはできませんのでご了承下さい。 
＊ビデオ送付に際し、時間指定を希望される方は、申込書の所定欄にレ点を入れてください。ご不在時は投函される不

在者票にて各自、宅配業者にご連絡の上、再配達をご依頼下さい。 

■注意事項（必ずご一読下さい） 

①講義初日に担当講師より、該当科目の教科書（旧版でも可）持参の指示があった場合は各自でご用意下さい。 

②各講座の最低実施人員は、３名（通信での受講生は除く）です。３名に満たない場合は、当該講座に限り未開講となり、受

講料返金の処置をとらせて頂くことがございますのでご了承下さい。《セット受講特典》でお申込の場合で、一部の講座が

未開講となった際は、セット受講減額特典分を受講講座数で均等割りした金額を差し引いた額が、返金の対象となりますの

でご了承下さい。 

③担当講師は案内書作成時の予定です。まれに変更されることがございますのでご了承願います。また、開講後、担当講師の

病欠等、その他、やむを得ない事情により一部の講義回が休講となった場合、代理講師による代講、または、該当分の講義

を他日に実施する振替、あるいは回数割りにてご返金等の処置を取らせて頂く場合もございますのでご了承下さい。 

④何らかの事情で、該当講座のすべての回が中止あるいは休講（未開講）となった場合、お支払いになられた該当講座の受講

料を全額返金させて頂きます。（減額適用の際は該当額…②参照）それ以外の責はご容赦下さい。 

⑤事務局は、土日祝日及び、平成 29年 12月 29日（金）～平成 30年 1月 5日（金）の期間は冬期休業のため、受付業務を

お休みさせて頂きます。 

⑥スマホ、小型レコーダー等による講義の写真撮影並びに音声、映像の収録は一切認められませんのでご注意願います。 

■お問い合わせ、ご相談は 

 医進学園 明治鍼灸柔整予備校 国試対策室 までお気軽に！ ☎ 03（3230）0212〈平日 14：00～21：00〉 

■お振込先金融機関／三井住友銀行 新宿通支店 普通 ７７０６９６９  口座名：明治鍼灸柔整入試研究会 
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《冬期特別講習会 申込書》 

医進学園殿 

私は以下の内容で、冬期特別講習を受講したく申し込みます。 

平成 29 年  月  日 

電話番号  
氏名 印 

携帯電話  

住所 （〒   －   ） 

分類（受験国試） □内部生 □外部生（□柔整  □鍼灸  □マ  □PT  □OT） 

以下の講座を申し込みます。※□にレを入れる。通信によるビデオ受講の場合は、ＤＶＤ受講欄にもレを入れること。 

受講型 □通学で受講      □通信(ＤＶＤ)で受講 

・冬期入会金…3,000 円（一般生のみ） □一般生(ご優待券による免除はありません) □在校生 

講座名 DVD 受講(通信) 一般受講料(税込) 在校生受講料(税込) 

□生理学『合格力強化ゼミ』 □申し込む 37,000円 31,000円 

□解剖学『合格力強化ゼミ』 □申し込む 37,000円 31,000円 

□解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 □申し込む 37,000円 31,000円 

□一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 □申し込む 42,000円 36,000円 

□鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 □申し込む 42,000円 36,000円 

□PTOT 専科『領域別トップ・アップゼミ』 ――― 38,000円 32,000円 

講座合計金額① ※《セット受講/日曜フル特典》減額特典がある場合は、以下にレ点を入れ、適用後の合計金額を記入 

《セット受講特典》→ 2 講座→ □－\2,000、 □3 講座→ －\3,000、 □4 講座→ －\6,000 □5 講座→ －\9,000 

《日曜フル受講特典》→□－\2,000 
 

ビデオ作成費 
発送事務手数料② 

・ビデオ作成費…〔□生理 \10,000 □解剖 \10,000    □神経系 \10,000 □臨床(臨各･総) \14,000 □東医ﾌｧｲﾅﾙ \12,000〕    

・発送事務手数料…〔□1講座…\2,000 □2 講座以上…\3,000〕 

受講料合計金額③ ① + ② ＝③ 円 
通信 DVD お申込の方 → 配達時の時間指定 □特に希望なし □午前 □12－14 時 □14－16 時 16－18 時 □18－20 時 □20－21 時 

 

 

《冬期特別講習会 領収書》（事務局記入） 〔          〕様 

お申込内容 
受講型 □通学で受講      □通信(ＤＶＤ)で受講 

・冬期入会金…3,000 円（一般生のみ） □一般生(ご優待券による免除はありません) □在校生 

講座名 DVD 受講(通信) 一般受講料(税込) 在校生受講料(税込) 

□生理学『合格力強化ゼミ』 □申し込む 37,000 円 31,000 円 

□解剖学『合格力強化ゼミ』 □申し込む 37,000 円 31,000 円 

□解剖学『神経系特訓ゼミ(発展編)』 □申し込む 37,000 円 31,000 円 

□一般臨床(臨各･臨総)『合格力強化ゼミ』 □申し込む 42,000 円 36,000 円 

□鍼灸専科『東医ファイナル･チェック』 □申し込む 42,000 円 36,000 円 

□PTOT 専科『領域別トップ・アップゼミ』 ――― 38,000 円 32,000 円 

講座合計金額① ※《セット受講/日曜フル受講特典》特典がある場合は以下にレ点を入れ、適用後の合計金額を記入 

《セット受講特典》→ 2 講座→ □－\2,000、 □3 講座→ －\3,000、 □4 講座→ －\6,000 □5 講座→ －\9,000 

《日曜フル受講特典》→□－\2,000  ※解剖学（神経系） 
 

ビデオ作成費 
発送事務手数料② 

・ビデオ作成費…〔□生理 \10,000 □解剖 \10,000    □神経系 \10,000 □臨床(臨各･総) \14,000 □東医ﾌｧｲﾅﾙ \14,000〕    

・発送事務手数料…〔□1講座…\2,000 □2 講座以上…\3,000〕 

受講料合計金額③ ① + ② ＝③ 円 

「冬期特別講習会」受講料として、上記金額受領致しました。      平成 29 年  月  日 

             

医進学園 明治鍼灸柔整予備校／東京看護医療予備校 国試対策室〔受付：    〕 

東京都千代田区神田錦町 2-2-31 第 36 荒井ビル B1F 
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本校へのアクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆JR「水道橋」徒歩 8 分 

◆JR「御茶ノ水」徒歩 12 分 

◇地下鉄 都営新宿線･三田線･半蔵門線 

     「神保町」A2・A3 出口徒歩 1 分 

◇地下鉄 東西線「九段下」5 番出口徒歩 5 分 

明治鍼灸柔整予備校
東京看護医療予備校

《学園事務局》☎☎☎☎    ０３-３２３０-０２１２

〈受付：平日 14：00～21：00〉

〒101-0051 東京都千代田区神田錦町 2－2－31 第 36 荒井ビル B1F

《東京事務局》東京都千代田区神田淡路町 1－17－311 

 

httphttphttphttp：：：：//www.isingakuen.com//www.isingakuen.com//www.isingakuen.com//www.isingakuen.com    

《個別相談随時受付》 

国試対策室では、随時『冬期特別講習会』に関する個別相談を実施して

います。学園事務局まで、お電話でご予約の上、お気軽にご来校下さい！

 

  

 


