
看護医療受験

2019年度
看護医療系

生徒募集要項
授業日程 １学期 4/8～ 7/20 9/2～ 12/16２学期

1/9～ 1/31

1/9～ 3/23３学期
直前講習会 :
高２クラス :

授業日・各講習会日程・各行
事等の日程は、諸事情により
変更する場合があります。

入学特典入学手続の概要

■下記の生徒はお申し込みコースの入学金から 5,000 円を免除いたします。
・ena 新セミ講習会生　・ena 新セミ主催模試受験生

■下記の生徒はお申し込みコースの入学金を全額免除いたします。
・ena 新セミ生　・ena 生　・個別 ena 生　・左記過去在籍生

■下記の生徒はお申し込みコースの入学金から当時納入した入学金と同額を免除
　いたします。
・本人および兄弟姉妹が過去に在籍、または 2019年度生として申し込みをしてい
  る場合

1 入学金特典

2 特待生制度

＊特典を利用される場合は、申し込み時に本人および本人の兄弟姉妹の生徒証
または受講証を必ず提出してください。  

＊入学手続き後に入学金が免除となる生徒証・受講証等を提出されても、返金に
は原則応じられませんのでご注意ください。  

＊免除の特典は重複して適用されません。

本校では、勉学意欲があり他の受験生の模範となるべき受験生を、特待生とし
て授業料を免除する制度を設けています。
●待遇（総合コース）※単科コースは各校にお問い合わせください。
　(1) 特待生 A：月額授業料全額免除
 （入学金、運営・指導料、教材費は別途必要です。）
　(2) 特待生 B：月額授業料より 20,000 円免除
 （入学金、運営・指導料、教材費は別途必要です。）
　(3) 特待生 C：月額授業料より 10,000 円免除
 （入学金、運営・指導料、教材費は別途必要です。）

●応募資格
　総合コース・1,2 学期単科コース入学を希望する高卒生・高校生で学力優秀
　かつ勉学意欲のある者。
●必要書類
　(1) 特待生試験申込書
　(2) 公開模試成績（ena 新セミ主催模試会場受験）による選考を希望する場
　　　合は、模試成績表
●申込方法
　入学校舎の受付窓口にお申し込みください。
●先行方法
　一次試験：次の①あるいは②を選択できます。
　　①特待生試験（学科試験）　　②公開模試成績（書類審査）
　二次試験：面接（①・② 共 ）

◆特待生試験日程
　試験日時は入学希望校舎にお問い合わせください（※公開模試による選考は
　随時行います）。

◆試験科目
科　目 備　考 時　間
国語
英語
数学

50 分
50 分
50 分

古文漢文を除く
リスニングは課さない

数学Ⅰ・数学 A

特待生試験受験は１回限りです。
※二次試験の面接日時は一次合格者に連絡します。

●合格者入学手続
　一週間以内に入学必要書類を受付に提出してください。
●その他
　(1) 特待生は原則として認定講座を受講することになりますので、改めて認　
　  　定試験を受ける必要はありません。
　(2) すでに学費を納入した後に特待生試験に合格した場合は、奨学金として
　　  返金します。

入学申し込み
ご希望の校舎にお申し込みをお願いします。

希望コースを決定

書類提出
・申込書 ( 契約書）
・銀行口座振替依頼書
・学籍簿

初回校納金振込

高３

高 2

個別指導コース

総合コース
単科コース
総合コース
単科コース

受講講座を決定
パンフレットより受講ご希望講座を選択してく
ださい。
下記講座は校舎認定講座となります。認定テス
ト、模試結果、成績などをもとに校長と相談の
うえ、受講の可否を認定いたします。

・看護医療系ハイレベル英文法
・看護医療系ハイレベル英文読解
・看護医療系ハイレベル数学ⅠA

銀行振替明細票は校舎に
ご提出をお願いします。

￥



2019 年度　前期　本科学費一覧
【年度内に税制改正された場合は改正月の授業料から増税分を加算させていただきます。】

総合コース 入学金 運営・指導料（年額） 教材費（年額） 月額授業料

３講座以上
税込 21,600 8,640 5,400 45,360
（税抜） （20,000） （8,000） （5,000） （42,000）

単科コース 入学金 運営・指導料（年額） 教材費（年額） 月額授業料

2 講座
税込 21,600 8,640 4,320 31,320
（税抜） （20,000） （8,000） （4,000） （29,000）

1講座
税込 21,600 8,640 2,160 16,200
（税抜） （20,000） （8,000） （2,000） （15,000）

・初回納入時には、入学金、運営・指導料、教材費と口座振替開始までの授業料を振込でご納入いただきます。
・月額授業料は 4～ 7月、9～ 12月の 8回になります。初回納入後の月額授業料は各月前月の指定日に口座振替でご納入いただきます。
・1月以降は「新高 3コース」となり、取得講座変更となります。お手続きに際し、入学金のお支払は必要ありません。
・総合コース講座と単科コース講座は同一授業です。3講座以上受講の場合は総合コースをお申込みください。

高２生

単科コース 入学金 運営・指導料（年額） 教材費（年額） 月額授業料

学科（90分）１コマ料金
◇化学＆化学基礎含む

税込 21,600 40,500 16,200 17,280
（税抜） （20,000） （37,500） （15,000） （16,000）

学科（60分）１コマ料金
◇生物基礎・化学基礎

税込 21,600 40,500 16,200 11,880
（税抜） （20,000） （37,500） （15,000） （11,000）

小論文
◇神奈川立保健福祉大小論文を含む

税込 21,600 40,500 40,500 19,440
（税抜） （20,000） （37,500） （37,500） （18,000）

埼玉県立大小論文
税込 21,600 40,500 30,240 19,440
（税抜） （20,000） （37,500） （28,000） （18,000）

・初回納入時には、入学金、運営・指導料、教材費と口座振替開始までの授業料を振込でご納入いただきます。
・�月額授業料は 4～ 7月、9～ 12月の 8回になります。初回納入後の月額授業料は各月前月の指定日に口座振替でご納入いただきます。�
（埼玉県大小論文は 4～ 7月、9、10月の 6回です）
・単科講座を複数講座受講の場合は入学金、運営・指導料は１講座分のみの納入になります。
・総合コース講座と単科コース講座は同一授業です。3講座以上受講の場合は総合コースをお申込みください。

総合コース 入学金 運営・指導料（年額） 教材費（年額） 月額授業料

総合コース（学科のみ）
税込 43,200 81,000 40,500 46,440
（税抜） （40,000） （75,000） （37,500） （43,000）

総合コース生
小論文優待料金

税込 10,260 13,500
（税抜） （9,500） （12,500）

総合コース（学科）＋小論文
税込 43,200 81,000 50,760 59,940
（税抜） （40,000） （75,000） （47,000） （55,500）

・初回納入時には、入学金、運営・指導料、教材費と口座振替開始までの授業料を振込でご納入いただきます。
・月額授業料は 4～ 7月、9～ 12月の 8回になります。初回納入後の月額授業料は各月前月の指定日に口座振替でご納入いただきます。
・総合コース生は直前講習会（1月）を無料で受講していただけます。

高３生・既卒生
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