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株式会社明光ネットワークジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑：渡邉 弘毅、東証第⼀部：4668）の⼦会

社である株式会社東京医進学院（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑：武正 芳和）では、2014 年 12 ⽉から 2015 年

1 ⽉にかけて、医学部合格を⽬指す現役⽣及び⾼卒⽣を対象にした「医学部合格 正⽉合宿」を実施いたします。 

当合宿は 30 年以上続く伝統的なプログラムの⼀つで、数多くの合格者を輩出しています。⼊試本番で最⼤限の⼒を発

揮する秘訣は、受験⽣⼀⼈ひとりの「これだけ頑張ったから⼤丈夫」という⾃信です。朝 8 時から夜 11 時まで徹底的に

勉強に励んだことが本番での⾃信に通じ、合格へと近づいていきます。この合宿に参加した多くの合格者からも「合宿ヘ

の参加が合格の呼び⽔になった」という声をいただいています。 

⾼２⽣対象の『医学部「現役合格」正⽉ステップ合宿』、⾼３⽣対象の『医学部「現役合格」正⽉合宿』、⾼卒⽣対象の

『冬期集中講義合宿』、『医学部合格正⽉合宿』の 4 つのコースを⽤意しており、医学部⼊試に実績のあるプロ講師陣が、

朝 8 時から夜 11 時まで付きっきりで徹底指導いたします。 

尚、現役⽣、⾼卒⽣共に早期にお申込み・ご⼊⾦頂いた場合、特別割引にて参加いただけます(各コースとも、定員にな

り次第、受付を締め切らせていただきます)。概要をご確認ください。 

 

■お申込みはこちらから 

申込書類ダウンロードページ http://www.toishin.co.jp/training/request/ 

または 

フリーダイヤル 0124-19-1014 

 

■合宿の動画はこちらから  

  東京医進学院 2014 年夏期合宿の様⼦をご覧いただけます http://www.toishin.co.jp/topics/?p=4121 

 

 

 

 

医系⼤学進学専⾨予備校の東京医進学院 

朝から夜まで徹底指導の 

「医学部合格 正⽉合宿」を実施 

早期お申込みの⽅に特別割引 



医学部に合格した合宿参加者の声 

『合宿は授業の後にわからないところをすぐに質問できたり、⼀⼈ひとりに合った課題を出してもらったりと、先⽣⽅

がしっかりとフォローしてくださり、⾮常に効果的でした。また医学部合格という同じ⽬標を持った仲間と競い合えた

ことも⼤きなメリットでした。』（⼭⼝悦朗さん：東京医科⻭科⼤学医学部合格） 

 

『⾼校 3 年⽣のとき、周囲の勧めで、合宿に参加したことが東京医進学院との初めての出会いでした。もともと勉強を

あまりしていなかった私が、この合宿では真剣に勉強に打ち込めたこと、そして何よりも先⽣たちのわかりやすい授業

を通じて、「ここでしっかりと勉強すれば、きっと合格できるはずだ」と思えたことが結果につながりました』 

(佐藤毅昴さん：杏林⼤学医学部合格) 

 

『東京医進学院は医系⼤専⾨というだけでなく、少⼈数制で⼀⼈ひとりの学⼒に応じて授業を進め、要所では⽣徒の質

問や発⾔を促してくれるので、楽しく、しっかり理解ができました。合宿をはじめ、受験当⽇まで精神的なフォローも

していただけ、⾃信を持って受験に臨めたのも第⼀志望に合格できた理由だと思います。』 

(松⽥祐奈さん：東京慈恵会医科⼤学医学部合格) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各コース概要 

医学部「現役合格」正⽉ステップ合宿(⾼ 2 ⽣) 

⽇時：2014 年 12 ⽉ 27 ⽇(⼟)〜2015 年 1 ⽉ 4 ⽇(⽇)8 泊 9 ⽇  

定員：20 名(1 クラス 10 名) 学⼒別クラス編成  

参加費：594,000 円(税込)→特別割引 540,000 円(税込) 

※特別割引は 11 ⽉末⽇までにご⼊⾦頂いた場合にのみ適⽤となります。 

    授業料、教材費、宿泊費、⾷事(3 ⾷)を含みます。 

対象：⾼ 2 ⽣ 医学部志望者(獣医学部・⻭学部・薬学部志望者はご相談ください)  

会場：ヒルトン成⽥ 【部屋】シングルルーム 

〒286-0127 千葉県成⽥市⼩菅 456  TEL. 0476-33-1121   

特⾊：1.苦⼿科⽬も基礎から丁寧に指導  

2.学⼒に応じたクラス編成  

3.すぐに質問できる環境  



4.最新の受験情報説明会あり  

5.毎⽇の「テストゼミ」で完全定着  

6.推薦⼊試対策も万全!  

7.実績のある講師つきっきり指導 

 

医学部「現役合格｣正⽉合宿(⾼ 3 ⽣) 

⽇時：2014 年 12 ⽉ 27 ⽇(⼟)〜2015 年 1 ⽉ 4 ⽇(⽇)8 泊 9 ⽇  

定員：20 名(1 クラス 10 名) 学⼒別クラス編成  

参加費：594,000 円(税込)→特別割引 540,000 円(税込) 

※特別割引は 11 ⽉末⽇までにご⼊⾦頂いた場合にのみ適⽤となります。 

授業料、教材費、宿泊費、⾷事(3 ⾷)を含みます。 

対象：⾼ 3 ⽣ 医学部志望者(獣医学部・⻭学部・薬学部志望者はご相談ください)  

会場：ヒルトン成⽥ 【部屋】シングルルーム 

〒286-0127 千葉県成⽥市⼩菅 456  TEL. 0476-33-1121   

特⾊：1.学⼒に応じたクラス編成  

2.すぐに質問できる環境  

3.得点⼒向上を実感  

4.毎⽇の「テストゼミ」で完全定着  

5.⼩論⽂・⾯接対策も万全!  

6.実績のある講師つきっきり指導  

7.国公⽴受験のサポートも可能 

 

医学部合格 正⽉合宿(⾼卒⽣) 

⽇時：2014 年 12 ⽉ 28 ⽇(⽇)〜2015 年 1 ⽉ 4 ⽇(⽇)7 泊 8 ⽇  

定員：60 名(1 クラス 15 名程度)  

参加費：702,000 円(税込)→特別割引 648,000 円(税込) 

※特別割引は 10 ⽉末⽇までにご⼊⾦頂いた場合にのみ適⽤となります。 

授業料、教材費、宿泊費、⾷事(3 ⾷)を含みます。 

対象：⾼卒⽣ 医学部志望者(獣医学部・⻭学部・薬学部志望者はご相談ください)  

会場：成⽥ビューホテル 【部屋】シングルルーム 

〒286-0127 千葉県成⽥市⼩菅 700  TEL. 0476-32-1111   

特⾊：1.毎⽇模試試験を⾏う、最終調整合宿。2015 年度⼊試の予想問題で得点⼒アップ!  

2.難関医⼤向けと中堅私⼤向けの 2 種類の試験から選択できる!  

3.⼤学別特講では、⼊試に直結するテクニックを伝授!  

4.医学部⼊試に実績のある精鋭講師陣が、朝から夜までつきっきりで徹底指導!  

5.⾃習時間には講師が待機しているため、理解できるまで徹底的に質問できる! 

 

 



冬期集中講義合宿(⾼卒⽣) 

⽇時：2014 年 12 ⽉ 9 ⽇(⽕)〜2014 年 12 ⽉ 13 ⽇(⼟)4 泊 5 ⽇  

定員：40 名(1 クラス 10 名程度)  

参加費：『冬期集中講義合宿』＋『医学部合格正⽉合宿』918,000 円(税込)→特別割引 864,000 円(税込) 

※『医学部合格正⽉合宿』とのセットになります。『冬期集中講義合宿』のみの参加はできません。 

※特別割引は 10 ⽉末⽇までにご⼊⾦頂いた場合にのみ適⽤となります。 

授業料、教材費、宿泊費、⾷事(3 ⾷)を含みます。 

対象：⾼卒⽣ 医学部志望者(獣医学部・⻭学部・薬学部志望者はご相談ください)  

会場：インターナショナルガーデンホテル成⽥ 【部屋】シングルルーム 

〒286-0133 千葉県成⽥市吉倉 241-1 TEL : 0476-23-5522 

特⾊：1.「発展」・「標準」・「必須」クラスを選択可能。科⽬ごとの学⼒に応じたクラス編成！ 

2.模試が得意な受験⽣には、難問もスマートに解答するテクニックを伝授！ 

3.模試が苦⼿な受験⽣には頻出問題を徹底演習し、確実な得点⼒を養う！ 

4.⼊試傾向を分析したオリジナルテキストで合格率を格段にアップできる！ 

5.⾃習時間には講師が待機しているため、理解できるまで徹底的に質問できる！ 

 

 

「東京医進学院」 

東京医進学院は、1976 年に開校された医系⼤進学専⾨の受験予備校です。医師不⾜が社会問題となるなか、単なる受験

指導による⼤学合格を⽬的とするだけでなく、医療⼈を⽬指す学⽣への学習指導を通じて、活躍・貢献できる⼈材、未来

を担う⼈材を輩出することが、私たちの⽬的であり使命です。 

東京医進学院では、全寮制と通学制の 2 種類の学習スタイルを提供しており、⾸都圏に 4 校を展開しています。 

 

＜株式会社東京医進学院＞ 

社名 株式会社東京医進学院 

本社所在地 〒162-0844 東京都新宿区市⾕⼋幡町 11-1 東医進本部ビル 

代表 代表取締役社⻑ 武正 芳和 

資本⾦ 7,750 万円（2014 年 8 ⽉末現在） 

設⽴ 1979 年（昭和 54 年）8 ⽉ 

株主 株式会社明光ネットワークジャパン 100% 

URL http://www.toishin.co.jp/ 

事業内容 医系⼤進学専⾨予備校の経営 

 

＜お問い合わせ先＞ 

株式会社東京医進学院 市ヶ⾕校 和川(ワガワ) 獅⼦⽬（シシメ） 

TEL：03-3268-1024  

FAX：03-3268-1021 


