
多数の合格者を輩出する
駿台だからこそできる
「医系論文」対策指導

「医学部対策映像授業」
をご活用ください。

全国医学部82大学に合格者を輩出する
駿台だからこそできる医学部合格指導メソッド

医学部合格
完全 Navigation システム

ご 案 内

医学部合格 完全 Navigation システム ご活用例

大学ごとの論文・面接出題傾向の
検索や出題傾向推移を確認

医学部
全82大学×5年分

のデータベース！！

医学部研究・情報収集に
■各大学医学部の
　論文出題傾向を調べたい
■自分に合った医学部を探したい

「医系論文入門」講座紹介
医学部は論文試験を通して何を見よう
としているのでしょうか。こうした課題を
考えることなく医学部受験に挑むのは
無謀といえます。本講座は医学を志す
者としての心構えを固め、必要な考察課
題を知り、知識を身につけるための第一
歩となるでしょう。
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A データサポート

「医学部進学『解体新書』」
をご活用ください。

医学・医療にかかわる重要テー
マ・課題は社会状況の変化、医療
技術の発展などに伴い変化して
おり、その現状を的確に把握し理
解することが医学部合格に通じ
る道の出発点です。本映像授業
では、それらのテーマや課題を整
理し、提供しています。

医学部論文対策に
医学部入試論文の重要テーマや
課題を学習させたい

学力 サポート

医師として求められる
人間性を育むために

面接試験が重要視されている昨今の医
学部入試においては、医療の現状に対
する理解や医師を志す者としての覚悟
が問われています。「理解」と「覚悟」を
育み、医師として求められる人間性を陶
冶するスペシャルコンテンツを是非ご
活用ください。

医学部をめざす
モチベーションを強化
志望者に医学部への理解と
覚悟を持たせたい

医学部進学指導のエキスパートによる
Special Lesson

C モチベーション
サポート

『医師になるということ』
～面接・論文

データベース

DBが語る
いま求められる医師像～
をご活用ください。

指導の難しい
医系論文指導として

B

生徒さんの
医学部研究の
ために

先生ご自身の
医学部指導
スキルアップの
ために
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医学部合格
完全 Navigation システム

毎年、全国の医学部医学科に多数の合格者を
輩出する駿台による、医学部論文・面接の出題
傾向を出題内容と共にわかりやすく分析した
データベースと、医師としての適性を磨く映像
授業、医学部入試対策講座を搭載したオリジナ
ルの医学部合格システムです。

高等学校様向けソリューション

長年の実績をもとに作られたコンテンツで医学部受験指導を支え、確かな合格力につなげます。

本システムの特長
学科試験だけでは測れない「医師としての資質」が
問われる医学部入試。特に近年は面接試験が重視
されています。もはや受験勉強だ
けでは合格できない医学部入
試突破のために必要な『医
学部入試対策のすべて』が
そろった完全Navigation
システムです。

駿台オリジナルコンテンツで医学部合格を3方向から強力にサポート！

A

※各コンテンツの利用状況はダウンロードすることができ、進学指導にお役立ていただけます。

実際の合格者から寄せられる多数の報告を集計・分析し、データーベースに収納。
※一部、著作権等の事情により非掲載の
　問題もあります。大学ごとの出題内容 傾向分析 出題傾向推移

医学部入試に特徴的な問題対策

■ 全国医学部医学科82大学の医学部論文・面接入試傾向を分析し、出題内容と共に掲載
■ 過去5年分の論文・面接入試情報を搭載

■ 駿台を代表する実力講師陣による医学部入試対策講座
■ 医系入試で出題の予想される最新トピックに触れる

駿台のもつ医学部受験の

「情報力」「指導力」をすべて搭載！！

A データサポート

全国医学部論文・面接データベース
合否を左右する論文・面接の徹底対策

医学部進学『解体新書』
システム

BB 学力サポート

医学部英語・数学・論文・面接対策授業
医学部入試の特徴分析と徹底対策

C 医学部進学指導のエキスパートによるSpecial LessonC モチベーション
サポート

医師を志す者としての心構え
医師としての適性・人間性を磨く

『医師になるということ』
面接・論文

データベース

DBが語る、
いま求められる医師像

駿台論文科 上條による映像授業

■ 講座内容

【担当講師】駿台予備学校 論文科 上條 晴史
30年の長きにわたり、駿台で医学部進学指導・医学部論文指導に携わってきた医療者の「心」を育てるスペシャリスト

1 大学医学部はどのような学生を求めているか
～面接・論文から見えてくるもの～ 2 なぜ医学部を志望するのか

～志望理由と医学・医療の社会的役割～

3 医学・医療の現状について
～社会が求めている医療・医療者とは～

5 医学・医療を支える思い
～医学・医療の出発点と目標～

4 大学医学部で学問・研究にどう取り組むか
～論文頻出課題＝学問に主体的に取り組むということ～

サテネット21
医学部入試対策映像講座

論文・面接分析検索ツール

医学部入試に必要なデータを一元集約。

全国医学部医学科 入試情報・分析データ集

各大学医学部HPリンク集で最新情報も簡単に検索可能。

全国医学部医学科 ポータルサイト

入試科目配点 私立大学入試カレンダー

医学重要テーマ・課題についてポイントを整理

医学部入試の
現状がわかる

医師としての
人間性を育む

医学部への
モチベーション

強化

医学部指導
スキルアップの
ために

医学部小論文・
面接対策指導
として

医学部進学
指導30年の
スペシャリストが

指導
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映像講座 科目 単位数 推奨学年
医系重要テーマ・用語解説講座 論文 6単位（50分×6） 全学年
医系論文入門 論文 9単位（50分×9） 全学年
医系英語（夏期講習） 英語 12単位（50分×12） 高3
医系数学（夏期講習） 数学 12単位（50分×12） 高3
医系英語（冬期講習） 英語 12単位（50分×12） 高3
医系数学（冬期講習） 数学 12単位（50分×12） 高3
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