初年度実績

23,171人

第 108 回対策

受験後の復習まで、
しっかりサポート！

W E B 復 習 教 材 つき

業界初！

最大

23%off

●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

2

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

I N F O R M A for Teacher

※学校教員さまを代表者としたお申し込みのみ承ります。

一人ひとりの個別性に合わせた復習教材を提供
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

『なぜ？どうして？』で

『病みえ』
『フィジみえ』などで

復習内容を書き込む

基礎から理解する

STEP

3

STEP

4

類題を解く

理解を深める

間違えた問題に対応した

『なぜ？どうして？』をWEBで読む
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。

間違えた問題の

類題を
WEBで解く

タップ

模試で間違えた問題の類題（国
試過去問）を解いて、ニガテ分
野を徹底的に克服します。
2018 summer
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の
採用校

声

“ 完璧な成績表 ”と
“ 復習させるためのしかけ”
一度使ったら他には戻れない
学校法人晃陽学園

晃陽看護栄養専門学校 学年主任

要学習支援者リストこそ、求めていたもの

木村重利先生

そのうえで対策を講じたい」というのが率直なとこ

当校では、
「教員による学習サポートが必要な

ろです。そのニーズにドンピシャで応えてくれたの

習指導を行うこと」を目的の１つとして模試を受験

再集計や再分析する必要のないほど情報が整理

学生を洗い出すこと」
「その学生に対して適切な学

が分野別成績表でした。

していますが、メディックメディア模試の成績表は、

されているので、結果が届いた後すぐに各領域担

レイアウトもシンプルで見やすいので重宝していま

た担当者たちも「結果を見るだけで対策ができる

トがすばらしいですね。分野ごとにサポートすべき

ちなみに当校では、弱点として指摘された内容

当校の知りたい情報がすべて網羅されていますし、

す。特に、要学習支援者（偏差値 40 以下）のリス

当者に配布することができました。また、受け取っ
ように工夫されている」と絶賛しています。

学生を瞬時に把握できますし、
「表記人数が多い分

に絞った補講を行ったり、次年度の学習方針を決

他社さんの模試でも、偏差値や全国順位、苦手

取ってすぐに使える」
「受け取った成績表が自分の

野＝学校の弱点」ということも直感的につかめます。
分野などは把握できるように作られていますが、こ

こまで教員の立場に立って作り込まれた成績表は、
他にないのではないでしょうか。

再集計の手間なく活用できる分野別成績
１分野１ページの分野別成績表も衝撃的でした。

める際の参考資料に活用したりしています。「受け
担当領域だけの結果」という２つのニーズを満たし

てくれたすばらしい商品だと思います。

見落としがちな事実に気づけるようになった
また、成人看護学領域が臓器・疾患別に16 の

分野に分類されているので、様々な示唆が得られ

私は学年主任で全体を把握する立場なので総合成

るようにもなりました。

ては、
「自分の担当分野に絞った結果を知りたい、

いるけど、循環器と運動器は全く得点できていな

績を注視しますが、一方で、各領域担当者にとっ

例えば、
「成人看護学全体では平均点を取れて

クエスチョン・アワード
メディックメディア模試の受験校のなかで、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。インタビューの詳
細、受賞校一覧はWEB ページで公開しています。

各回の総合成績１位

の学 校さまには、 弊

社オリジナルのクリス

タルトロフィーを謹呈。

https://www.medicmedia-kango.com/moshi/award/
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い」とか、
「本人は耳鼻咽喉が苦手と言っていたけ

証拠ですね。

局的な指標や学生の主観だけでは見落としがちな

シンプルな合否判定でモチベーションアップ

ど、肝・胆・膵のほうが偏差値が低い」など、大
事実にも気づけるようになったのです。成人看護

学領域は範囲が広いですし、こういう細かい工夫

がとても助かっています。

復習のしやすさでいうと、成績表の「あと●点」

という記載や、合否判定が「○」と「×」の２種類と
いうところも工夫されているなと感じています。

学生が自発的に復習するようになった
解答・解説書は、
「さすがはメディックメディアさ

んの解説書だ」という１冊で、学生目線で「これな

らわかる！」というレベルまでかみ砕いた解説文に

なっていますし、イラストもパッと見で理解できる

ように工夫されています。また、復習しやすいよう

一般的な成績表は、アルファベットや数字などの

段階別評価になっていて、自分の現状や今後の学

習方法がわかりにくく、
「結局どうすればいいの？」
と立ち往生してしまうケースが少なくありません。

その点、メディックメディア模試は判定が２種類

のみで、合格ラインに達していれば「○」
、達して

いなければ「×（合格基準まで、あと●点）
」と、と

に、書籍の参照ページがついているのもポイントです。 てもシンプルです。これだと学生が直感的に把握
模試を復習する際、通常は教科書や参考書の索

できますし、
「今の成績プラス10 問分を正解でき

引を引いたり、目次を探したりという手間がつきも

るように勉強する」というふうに、学習のゴールを

いるとは限りません。そういうちょっとしたところで

いろいろと語らせていただきましたが、一度使っ

のですし、開いたページに知りたい情報が載って

明確に設定できます。

学習のモチベーションが下がってしまう学生は少な

たら他には戻れなくなるくらい使い勝手のよい模

参考書への参照ページがついているので、「調べ

ディア模試を活用して、国試対策を進めていこうと

くないのですが、メディックメディア模試の場合は、
方がわからない」というストレスがありません。ま

た、
「まず、あなたはココをチェック！で、１人ひと

試だと感じていますし、来年度以降もメディックメ
思っています。

りに対して優先的に復習すべき内容を提案してく

れるので、
「どこを勉強すればいいのかわからない」

と迷うこともありません。

どちらも些細なことかもしれませんが、このおか

げで自発的に復習する学生が驚くほど増えました。
以前、
「好きな模試の復習をしなさい」と指導した

ところ、半数以上の学生がメディックメディア模試

の復習に取り組んでいた、という事実が何よりの

このほかにいただいた先生方の声

出題分野別の成績表を出力し
てくれるところがすばらしい！
私は今まで手作業で集計して
いたので、業務量が軽減でき
てとても助かっています！
（横浜実践看護専門学校・Y 先生）

変にひねった問題がなく、
難しすぎず簡単すぎず、国
試を忠実に再現した問題で
活用しやすい内容でした。
（清恵会医療専門学院・K 先生）

１日でも早く学校内の相対評価を学生
に知らせたいので、受験後 2 〜 3 日
で成績を返送してもらえたのは大変あ
りがたかったです。やっぱり返却スピー
ドは重要ですね。
（人間総合科学大学・S 先生）

2018 summer
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開催概要
第1回
問題数

受験料

240問模試
第2回

第3回

240問

午前・午後

各２時間40分

必修模試

第1回 第2回 第3回

100問

（必修50問、一般130問、状況設定60問）

試験時間

240問模試

必修模試

各回 2,000円（税込）

１時間40分（１問１分）

出題内容

看護師国家試験出題基準に準ずる項目

受験
対象者

●第108回国試を受験する方
●第109回以降の国試を受験予定で、早めに対策されたい方

受験形式

郵送によるマークシート形式
（詳細は下記「受験の流れ」をご覧ください）

送付物

●問題冊子 ●マークシート ●受験票 ●解答・解説書
●マークシート返送用書類（封筒／確認用紙） ●受験のしおり

全4回
申込※で

いずれか
3回申込※で

1,500円（税込）

1,600円引
（各回400円引）

900円引
（各回300円引）

※一括でのお申込に限ります。

受験期間
2018年

6月1日

2018年

2018年

8月1日

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
申込受付期間

2017年12月1日㊎〜2019年3月15日㊎ ※学校教員さまを代表者としたお申し込みのみ承ります。

マークシート返送締切

2019年3月31日㊐ 発送分まで受付

お申込／詳細
https://www.medicmedia-kango.com/moshi/

03-3746-0286

メディックメディア模試

メ デ ィッ ク メ デ ィ ア 模 試
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運 営 事 務 局

検索

