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医進学園では、この夏、鍼灸師・柔道

整復師・ＰＴＯＴの国試合格を目指す皆

さんへのレベルアップ講座として、恒例

の「夏期特別講習会」を開催します。 

解剖学、生理学の基本完成セミナーに

加え、出題頻度の高い神経系の強化ゼミ、

広範囲な知識が求められる臨床医学（各

論,一般臨床,内科,神経,筋 etc）の重点ゼ

ミ、さらに東洋医学、ＰＴ・ＯＴの各資

格別専門セミナーをラインアップ。 

合格により近づく夏の集中トレーニン

グに是非、ご参加下さい。 
 

 
単元管理型学習“ＰＬＰシステム” 

はじめに“プレ･テスト”を実施し、その日の学習内容を把握します。続

く重点解説講義（70 分＋60 分）で重要事項の総整理を行い、仕上げの“ポ

スト(ファイナル)･テスト”で知識の定着度を測っていきます。 

ＰＬＰシステムは、授業前後に小テストを置くことで、自然と集中力が高ま

り、回ごとの細分化された目標設定によって、短期で効率的な学力向上を目

指した集中特訓プログラムです。※右記プログラムはイメージで講座ごとに運用は異なります。 

《各回プログラム》 

①プレ・テスト（10分） 
＝学習内容の把握と現状チェック＝ 

②重点解説講義（70分＋60分） 
＝少人数参加型講義によるＷ授業＝ 

③ポスト･テスト＆解説（20分） 
＝講義の理解度チェックと補講＝ 

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 ﾋｭｰﾘｯｸ神保町ﾋﾞﾙ 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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●『解剖学・基本完成セミナー』     【日曜/全５回完成】 

科目 解剖学 講座内容 開講日程／時間 

対象 柔整･鍼灸マ･PTOT国試共通 国家試験突破に欠かせ

ない解剖学の基本事項

の徹底と必須の重要ポ

イントをスピード整理

し、確認していきます。 

※本講座は、プレテストのみで、ポスト・テストは実施しません。 

第１回 7月 22日（日曜） 

第２回 7月 29日（日曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 15日（日曜） 
第４回 8月 19日（日曜） 

担当 高松 浩一郎 
第５回 8月 26日（日曜） 

時間割 
第一部/14:00～15:20 
第二部/15:30～16:50 

●『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』    【日曜/全５回完成】 

科目 解剖学 講座内容 開講日程／時間 

対象 柔整・鍼灸マ・PTOT共通 国家試験において出題

率の高い“神経”を軸に、

関連分野の理解を掘り

下げ、有機的な実戦力の

強化を計ります。 

※本講座は、プレテストのみで、ポスト・テストは実施しません。 

第１回 7月 22日（日曜） 

第２回 7月 29日（日曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 15日（日曜） 
第４回 8月 19日（日曜） 

担当 高松 浩一郎 
第５回 8月 26日（日曜） 

時間割 
第一部/17:10～18:30 
第二部/18:40～20:00 

●『臨床医学(各論･一般臨床･内科)/重点ゼミ』 【月曜/全５回完成】 

科目 臨床医学各論・一般臨床 講座内容 開講日程／時間 

対象 柔整・鍼灸マ・PTOT共通 臨床医学の絶対重要項

目を、問題演習＆解説講

義の実践形式で整理し

ていきます。 
※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。 

第１回 7月 23日（月曜） 

第２回 7月 30日（月曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 06日（月曜） 
第４回 8月 20日（月曜） 

担当 鹿島 恵美子 
第５回 8月 27日（月曜） 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

●『生理学・基本完成セミナー』     【水曜/全５回完成】 

科目 生理学 講座内容 開講日程／時間 

対象 柔整・鍼灸マ･PTOT共通 国試合格に必要な生理

学の基本事項を、ポイン

ト指導していく必修ゼ

ミです。基礎事項の学力

完成を目標に講義を展

開していきます。 

第１回 7月 25日（水曜） 

第２回 8月 31日（水曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 18日（水曜） 
第４回 8月 22日（水曜） 

担当 鹿島 恵美子 
第５回 8月 29日（水曜） 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

※上記、「共通ベーシックセミナー」におけるプレテスト及び、ポスト(ファイナル)テストは基礎確認に適した４択での設問となります。 

共通ベーシック講座  《鍼灸(マ)・柔整・ＰＴＯＴ》 
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●『東洋医学概論/新教科書準拠ゼミ』  【木曜/全５回完成】 

科目 東洋医学概論 講座内容 開講日程／時間 

対象 鍼灸マ国試限定 東洋医学概論の教科書

改訂では中医学が大幅

に加筆され頁数も増量。

中でも“理解”が不可欠

な領域を重点的に抽出

し基本完成を計ります。 

第１回 7月 26日（木曜） 

第２回 8月 02日（木曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 09日（木曜） 
第４回 8月 23日（木曜） 

担当 戸澤 和明 
第５回 8月 30日（木曜） 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

●『東洋医学臨床論/基本錬成ゼミ』   【火曜/全５回完成】 

科目 東洋医学臨床論 講座内容 開講日程／時間 

対象 鍼灸マ国試限定 臨床論での東洋及び西

洋医学の必須知識を、各

種テスト、演習問題を通

じ整理・解説！応用能力

養成も視野に効率良く

基本完成を目指します。 

第１回 7月 24日（火曜） 

第２回 7月 31日（火曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 07日（火曜） 
第４回 8月 21日（火曜） 

担当 谷 恵久子 
第５回 8月 28日（火曜） 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

●『超基礎柔理/必修基礎対策ゼミ』   【木曜/全３回完成】 

科目 超基礎－柔整理論 講座内容 開講日程／時間 

対象 柔整国試限定 柔整理論をマスターす

る上で欠かせない超基

礎を１から解説。必修問

題における柔理の必須

事項を全 3 回でスピー

ド整理していきます。 

第１回 8月 02日（木曜） 

第２回 8月 09日（木曜） 

回数 【80分×２セット】×３日間 
第３回 8月 23日（木曜） 
＊＊ ＊＊＊ 

担当 松本 理絵 
＊＊ ＊＊＊ 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

●『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』  【火曜/全５回完成】 

科目 ＰＴ専門実地 講座内容 開講日程／時間 

対象 ＰＴＯＴ国試限定 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！菅原式によるピン

ポイント指導で重点攻略！ 
※本講座は適宜、演習問題を挟みますが、プレ・ポストテストの形式

は取りません。 

第１回 7月 24日（火曜） 

第２回 7月 31日（火曜） 

回数 【80分×２セット】×５日間 
第３回 8月 07日（火曜） 
第４回 8月 21日（火曜） 

担当 菅原 匡宏 
第５回 8月 28日（火曜） 

時間割 
第一部/19:00～20:20 
第二部/20:30～21:50 

※担当講師は都合により変更となる場合がありますのでご了承願います。

専門ベーシック講座  《鍼灸マ・柔整・ＰＴＯＴ》 
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●通学科限定／無料サポート・サービス●○● 

■自習ブース利用サービス 

お申し込みされた平日開講講座の開講日（授業のある日）は、14:00～22:00

まで自習ブースを無料でご利用頂けます。（日曜開講講座は除く） 

自宅ではなかなか勉強に向き合えない方も、予備校内では自然と集中力が高ま

ります。期間中、自習ブースご利用希望の方は事務局に一声お声掛け下さい。 

※希望者多数の際は、空き教室を自習室として開放する場合もあります。 

※自習ブースでは静粛にお願いします。音読や会話の伴うグループ学習はできません。 

※講義のない日はご利用になれません。ご希望の方は有料＊にてブースを利用することもできます。 

＊講義のない日のご利用は、別途、カード購入（2,000 円/5 回）が必要です。 

■ＤＶＤ補講サービス 

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、講義収録ビデオ（ＤＶＤ）の無料貸出サービスを受けることができま

す。事前に教務課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。尚、前記承認の有無に関わらず、お申込み時期に

より、一部の講義が既に終了していた場合は、該当講義のビデオ貸出サー

ビスを無料で受けられる場合もありますので、お気軽にご相談下さい。 

※本サービスは、欠席日数の程度により、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。開講後の申告分は有料です。(1,000 円／1 講座) 

※貸出ＤＶＤのお引渡しまで、休業日を除き、5 日程度日数を要する場合もございますのでご了承下さい。 

 

■受講料 

夏期入会金 ¥5,000 ※本校、内部生は不要 

※受講料にはプリント教材費・施設費等を含みます。＊一部変更あります。 

講座名 開講曜日 外部生受講料 内部生受講料 

『解剖学・基本完成セミナー』 日曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 日曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 月曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『生理学・基本完成セミナー』 水曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 木曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 火曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 木曜 23,000 円（税込） 19,000円（税込） 

『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 火曜 36,000 円（税込） 31,000 円（税込） 

《セット受講減額》 

※2講座以上受講の場合は、組み合わせに関わらず下記の減額特典（税込）があります。 

セット受講 ２講座受講 ３講座受講 ４講座受講 ５講座受講 ６講座受講 

減額（税込） 2,000 円減額 3,000 円減額 5,000 円減額 10,000 円減額 15,000 円減額 
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■通信による「ビデオ受講（ＤＶＤ版）」について 

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

まま収録した講義ビデオの配信により、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。 

『解剖学・基本完成セミナー』 ８０分×ＤＶＤ１０枚  

『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

『生理学・基本完成セミナー』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 ８０分×ＤＶＤ１０枚 

『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ 

『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ 
※原則として 10 分程度の演習時間はカットせず収録する予定ですが、編集時の判断で、カットして収録の場合は、
実収録時間は上記分数より短くなることもありますのであらかじめご了承下さい。 

※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。但し、通学科の方で特に、復習
用としてＤＶＤの別途購入を希望される場合は、申込時に事務局にご相談下さい。 

 

◆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 ８月６日（月） ８月 17 日（金） 9 月３日（月） 

『解剖学・基本完成セミナー』 
7/22,7/29実施分 
（第 1,2 回） 

8/5実施分 
（第 3回） 

8/19.26実施分 
（第 4,5 回） 

『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 
7/22,7/29実施分 
（第 1,2 回） 

8/5実施分 
（第 3回） 

8/19.26実施分 
（第 4,5 回） 

『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 
7/23,7/30実施分 
（第 1,2 回） 

8/6実施分 
（第 3回） 

8/19,26実施分 
（第 4,5 回） 

『生理学・基本完成セミナー』 
7/25,8/1 実施分 
（第 1,2 回） 

8/8実施分 
(第 3 回) 

8/22,8/29実施分 
(第 4,5回) 

『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 
7/26,8/2 実施分 

（第 1回） 
8/9実施分 
(第 2 回) 

8/23,8/30実施分 
(第 4,5回) 

『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 
7/24,7/31実施分 

（第 1回） 
8/7実施分 
(第 2 回) 

8/21,8/28実施分 
(第 4,5回) 

『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 

※宅配便またはレターパックライト、ネコポス等での発送となります。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。宅配便で時間指定のある場合はお申込時にご希望の時間帯をお伝え下さい。（ネコポス、レターパックライト等ポスト
投函方式は除く） 

※上記発送日は予定です。諸事情により、各予定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 ＊通常の受講料の他に以下の金額が掛かります＊ 

《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、受講料の他に、以下のビデオ作成費と発送
事務手数料（送料含む）が加算されます。 

 

講座名 ビデオ作成費（税込） 
発送事務手数料（税込）※各回送料含む 

1 講座受講の場合 ２講座以上の場合 

『解剖学・基本完成セミナー』 10,000 円 2,500 円 

一律 3,500 円 

『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『生理学・基本完成セミナー』 10,000 円 2,500 円 

『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ 

『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ 

※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 3,500円となります。 
※上記、発送事務手数料は、日本国内（一部離島を除く）の料金です。 
＊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

でのビデオの受け渡しはできませんのでご了承下さい。 

※写真はイメージです。ケースタイプや盤面
印刷は、写真と異なります。 
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《募集要項》 

■申込受付：平成 30 年 6 月 17 日（日）より受付開始。※電話予約も可としますが予約日より 3 日以内(土日

祝除く)に、申込書送付と受講料納入を済ませて下さい。 

■申込方法：なるべくお電話で仮予約をお願い致します。お申込は窓口又は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、受講料全額を添えて提出して下さい。 

    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(03-3230-0213)又は、郵送(市販

の封筒で可)して下さい。事務局より、ご確認のお電話を差し上げますので、2 日以内に指定

の金融機関にお振込下さい。※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 30 年 7 月 31 日（火）※〆切りは最終受付日です。既に各講座が開講しておりますのでご注意下さい。 

      ※開講後のお申込みの場合、終了回につきましては、無料のビデオ貸出での対応となりますが、一部、未収録のものはご用意できませんのでご了承下さい。 

■定員  ：各講座ともクラス定員 15 名以内（申込順にて定員が埋まり次第、講座ごとに受付終了） 

※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 ＊通常の受講料の他に以下の金額が掛かります＊ 

《ビデオ(ＤＶＤ版)作成費と発送費》 

ビデオ受講希望の方は、講座ごとに以下のＤＶＤ作成費と発送事務手数料が加算されます。 

講座名 ＤＶＤ作成費（税込） 
発送事務手数料（税込）※送料含む 

1 講座受講の場合 ２講座以上の場合 

『解剖学・基本完成セミナー』 10,000 円 2,500 円 

一律 3,500 円 

『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『生理学・基本完成セミナー』 10,000 円 2,500 円 

『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 10,000 円 2,500 円 

『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ 

『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ ＊＊＊ 

☛発送日程については、Ｐ４をご覧下さい。 

※発送事務手数料の割引について 

 ※２講座以上受講の場合は、同梱に付き、何講座でも発送事務手数料は、一律 3,500 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、教室窓口でのビデオの受け渡しはできませんのでご了承下さい。 

■注意事項 

①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。例えば「解剖学」と「生理
学」の《セット受講減額》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。 

②何らかの事情で該当の講座の全てまたは一部が開講できなかった場合は、対象となる講座の受講料の全てまた
は一部を返金させて頂きます。（減額適用の際は該当額…①参照）それ以外の責はご容赦下さい。 

③事務局は、土日祝日及び、平成 30 年 8 月 10 日（金）～8 月 16 日（木）の期間は、夏期休業とさせて頂き、
一切の受付、発送業務を停止させていただきますのでご了承下さい。 

④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。※レターパックライト及びネコポスは、ポスト投函のため時間指定はできません。 

⑤携帯機器による授業の録音･録画は許可しておりません。また講義 DVD の無断複製は法律で禁じられています。 
 

■お問い合わせ、ご相談は 

医進学園グループ  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 ※東京看護医療予備校の場合も、医進学園代表口座として、「明治鍼灸柔整予備校」となります。 

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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《夏期特別講習会 申込書》 

医進学園殿 

私は以下の通り、夏期特別講習を受講したく申し込みます。 

平成 30 年 月 日 

氏名 印 
電話番号 

※連絡先 
 種別 

□通学科 

□通信科 

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」を希望する講座はビデオ受講欄にもレを入れること。 

国試対策室 開設講座 

・夏期入会金…5,000 円（外部生のみ） □免除有 □免除無 □内部生 

講座名 ※□にレ ビデオ受講(通信) 外部生受講料 在校生受講料 

□『解剖学・基本完成セミナー』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『生理学・基本完成セミナー』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ 23,000 円（税込） 19,000円（税込） 

□『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

講座合計金額① ※減額特典がある場合は、適用後の合計金額を記入 
＊2 講座受講 → －¥2,000、3 講座受講 → －¥3,000、4 講座受講 → －¥5,000、5 講座受講 → －¥10,000、6 講座受講 → －¥15,000 円 円 

ビデオ受講／発送費② 
・ビデオ受講…〔□ビデオ受講講座数（  ）×\10,000＝（\       ）〕 

・ビデオ発送…〔□解剖学･神経系･臨床医学･生理学･東医概･東医臨→□いずれか 1 講座…\2,500 □2 講座以上…\3,500〕 

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 

 

 

《夏期特別講習会 領収書》（事務局記入） 〔          〕様 

お申込内容は、上記、申込書○控の通り 

国試対策室 開設講座 

・夏期入会金…5,000 円（外部生のみ） □免除有 □免除無 □内部生 

講座名 ビデオ受講(通信) 外部生受講料 在校生受講料 

□『解剖学・基本完成セミナー』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『神経系(解剖生理)・強化ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『臨床医学（各論･一般臨床･内科）／重点ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『生理学・基本完成セミナー』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『東洋医学概論／新教科書準拠ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『東洋医学臨床論／基本錬成ゼミ』 □希望する 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

□『超基礎柔理／必修基礎対策ゼミ』 ＊＊＊ 23,000 円（税込） 19,000円（税込） 

□『PTOT-領域別ボトム･アップゼミ』 ＊＊＊ 36,000 円（税込） 31,000円（税込） 

講座合計金額① ※減額特典がある場合は、適用後の合計金額を記入 
＊2 講座受講 → －¥2,000、3 講座受講 → －¥3,000、4 講座受講 → －¥5,000、5 講座受講 → －¥10,000、6 講座受講 → －¥15,000 円 円 

ビデオ受講／発送費② 
・ビデオ受講…〔□ビデオ受講講座数（  ）×\10,000＝（\       ）〕 

・ビデオ発送…〔□解剖学･神経系･臨床医学･生理学･東医概･東医臨→□いずれか 1 講座…\2,500 □2 講座以上…\3,500〕 

受講料合計金額③ ① + ② ＝③ 円 

夏期特別講習会 受講料として、上記金額を受領致しました。   平成 30 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〔受付：    〕 

東京都千代田区神田神保町 2-2-31-B1F 



 7 

180618-Ver.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス 

 

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神保町 2－2－31 ヒューリック神保町ビル B1F 

《東京事務局》東京都千代田区神田淡路町 1-17-311 JSセンター 

◇地下鉄 

都営新宿線･三田線･半蔵門線 

「神保町駅」 

A2･A3 出口徒歩 1 分 

◇地下鉄 

東西線「九段下駅」 

5 番出口徒歩 5 分 

◆JR「水道橋駅」 

西口・東口徒歩 8 分 

 

 

 

  


