PART

6

お申込・詳細はこちら！ ☞

第 108 回対策

受験後の復習まで、
しっかりサポート！
業界初！

W E B 復 習 教 材 つき

●国試と同じ難易度で「合格までの距離がわかる」

● 『なぜ？どうして？』『レビューブック』『病気がみえる』と連携！

セット割

キャンペーン実施中！

240問模試
最大

2,000円

必修模試

1,600円

（税込）

最大

1,500円

1,100円

（税込）

受験期間
2018年

6月1日

2018年

8月1日

2018年

2019年

10月1日

3月31日

第1回 240問模試
第2回 240問模試
第3回 240問模試
必修模試
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申込受付期間

〜2019年3月15日㊎

マークシート返送締切日

2019年3月31日㊐ 発送分まで

※学校教員さまを代表者としたお申し込みのみ承ります。

解答結果から“あなただけの復習教材”を提供
復習完了までの４STEP
STEP

1

受験２〜４日後に、
WEBで結果を確認
自分のニガテ分野や合格までの不足点数を
確認します。『レビューブック』と連動した要
チェックポイントもわかります。

STEP

2

解答・解説書と弊社書籍を確認
▶ 解説書は『レビューブック』と同じサイズなので、コピーして貼り付けやすい
▶ 各回 150 点前後のイラスト・図表を掲載
▶ 不正解の選択肢に力を入れた解説で、根拠から理解できる
▶ 弊社書籍の参照ページつき

SAMPLE

弊社書籍の活用方法
『レビューブック』に

『QB』シリーズで

復習内容を書き込む

類題を解く

p.14

『病みえ』
『フィジみえ』などで

『なぜ？どうして？』で

基礎から理解する
p.22

STEP

p.18

理解を深める

p.64

間違えた問題に対応した

3 『なぜ？どうして？』を読む
国試で出題されやすいポイントを、会話形式で
基礎から理解します（詳細は p.22 参照）。

STEP

4

間違えた問題の

類題を演習
模試で間違えた問題の類題（国

タップ

試過去問）を解いて、ニガテ分
野を徹底的に克服します。
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第

2回

クエスチョン・アワード

240 問部門

日本赤十字豊田看護大学

愛知県豊田市にある一学年定員 120 人の看護系大学。 赤
十字の基本原則である人道 ・ 公平 ・ 中立 ・ 独立 ・ 奉仕 ・
単一 ・ 世界性を行動指針とし、 国内外の保健 ・ 医療 ・ 福
祉 ・ 救護の場面で活躍できる看護専門職を養成している。

「ポジティブに学習できる環境をつくる」
国試対策で最も大切なのは、 学生の学習意欲を向上さ

例えば、 ある模試の必修問題の平均点が 32 点で、 学

せて国試当日まで維持することだと考えています。 そのた

生の得点が 38 点だったとします。「必修は絶対基準で８

めに、 本学では「学習方法を限定しないこと」と「データ

割」と盲目的に考えると「不合格」となってしまいます

の見方を教えること」の２つを心がけています。

学習方法を限定しない

が、 平均点よりも高い得点をとっているので、「この模試
の難易度が高すぎただけで、 上位 90％に入っているから
大丈夫」とフィードバックすることも可能です。このように、

例えば、「どの会社の参考書を買えばいい？」と学生か

得点という部分的な結果だけを見て一喜一憂するのでは

ら質問があったとき、 本学では「勉強した分だけ合格に

なく、 本質を捉えてデータを解釈するようにとアドバイス

近づくのだから、 自分が『これなら勉強できる』と思える

しています。

ものであれば何でも OK」と答えています。
また、 大学内の空いているゼミ室を自己学習用に開放
して、 学内で学習できる環境を作っています。 その際、
教員が定期的に学内を回って、学生の様子を観ています。

学年
２年次

こうすることで、 教員に気軽に質問 ・ 相談ができますし、
疲れたら教員と雑談してリフレッシュすることも可能です。
「何かあったら話を聞いてくれる」という環境が、 学生の

データの見方を教える
模試の受験前後には、「全国成績で下から 10％に入っ

後期
１月

国試対策のガイダンス（国試の合格条件、
勉強の進め方など）

２月

必修模試を受験。1、２年次で学習した内
容の補講

４月

問題集、参考書の使い方を指導
→どれを使うかは各学生に委ねる

６月〜

定期的に模試を受験。下位 10％の学生
に対して個別指導
→下位 5％の学生に対しては、週２コマの
補講を実施

８〜１月

領域ごとに補講を実施
→「補講の補講」も並行して実施

３年次

学習姿勢をポジティブにしているのではないでしょうか。

ていなければ合格できる。 上位 90% に入ることを目指そ

国試対策の内容
国試に準拠した学内テストを実施し、国試
を意識づける

４年次

う」と伝えています。 また、 得点を見る際には、 全国平
均や偏差値を踏まえて自分の立ち位置を判断するよう指導
しています。
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各回の総合成績 １位の学校に、 弊社オリジナルのクリスタルトロフィーを謹呈します。
メディックメディア模試の受験校※で総合成績１位の学校の国試担当教員に、 国試対策について
インタビューするコーナーです。 ※第２回は、 2017 年６月１日〜12 月 31日における受験校で選定

必修部門

一宮市立中央看護専門学校

愛知県一宮市にある定員 40 人の専門学校。「一宮市民の
期待に応え、 医療水準のレベルアップと健康の向上に支
援できる人材を育成すること」を目指して運営されている。

学年目標を設定し、みんなで国試合格を目指す
国試対策は個人戦になりがちですが、 当校では学年目
標を立てることで「学生全員で学習する環境」をつくろう
と心がけています。 全員で同じゴールを目指して努力す
ることで団結力と自覚が芽生えて、 学習意欲も高まると考
えているからです。 ちなみに、 学年目標は学生全員で協
議のうえで決めるのですが、 今年度は「12 月の業者模試
で、全員が『必修80% 以上、一般状況75% 以上』をとる」
という目標でした。

スタンプラリー「解剖生理学」
多くの学生が苦手とする解剖生理学を楽しく学べるよう
に、 単元を理解できたら教員がスタンプを押す、 というス
タンプラリーを行っています。 こうすることで、 単元ごと
の理解度を視覚化できますし、 苦手分野を把握することも
できます。 また、「あと２つでコンプリートするから頑張っ
て勉強しよう」という学生も少なくありません。

もちろん、 学生一人ひとりに対してもサポートを行って
います。 入学から卒業までに合計 17 回の業者模試を受験
して、 定期的に各自の学力を振り返る機会を設けている

学年

ので「どうすれば学年目標を達成できるのか」ということ
を教員と繰り返し話し合って、 それぞれに適した勉強方法
を身につけていきます。

１年次

このほかにも、 学生の学習意欲を高めるために工夫し

２年次

•５月：業者の国試ガイダンスを実施
•８月：必修対策として『QB 必修』を３周する

３年次

•４月：業者模試の年間計画を立案
•４月：業者の国試ガイダンスを実施
•４月：問題集と『レビューブック』を購入

学生が２人ずつペアを組み、 クラス全員に国試過去問
の解説講義を行うものです。 人に教えるためには自分が
理解していないといけないので、 必死に勉強したり資料
にまとめたりするなかで、 知識が身についていきます。
なかには、 教員顔負けのスライド資料を作ってクラスをわ
かせる学生もいます。

•９月：校内模試を実施
•３月：低学年向けの業者模試を受験
•４、７、９、１２、３月：校内模試を実施

ていることが２つあるので紹介します。

学生ペアによる解説講義

国試対策の内容
•５月：業者の国試ガイダンスを実施
•６月：業者の入学時模試を受験

•９月：業者の必修模試を受験
•３月：低学年向けの業者模試を受験

•４、５、７、８、１
１、１２、１月：業者模試を受験
•８、１２、１月：校内模試を実施
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