
合格に向けたスタート！2020
YMS の高い合格実績は、春期講習会から「医学部受験」に
特化した授業を展開していることと、科目ごとに受験期まで
の到達目標と計画を立てて進めていることに基づきます。
新学期に向けたプレ授業として、是非ご参加ください！

対象：高卒生

学力判定テスト受験者は全ての講座を無料で受講できます！
（クラスは別途ご案内いたします）

タ
ー
ム

日程
12:30～ 14:00 14:15～15:45

科目 クラス 講座内容 科目 クラス 講座内容

１
タ
ー
ム

3月  4日 ( 水 ) 英語①
標準クラス 文法①旧設医大中心

基礎クラス 文法と構文①

3月  5日 ( 木 )
生物① 標準クラス 遺伝情報

数学①
標準クラス 数ⅠＡ

物理① 標準クラス 力学・運動方程式 基礎クラス 数ⅠＡ

3月  6日 ( 金 ) 医のアート①
標準クラス
基礎クラス

化学①
標準クラス 理論

基礎クラス 理論

２
タ
ー
ム

3月11日 ( 水 ) 英語②
標準クラス 文法②旧設医大中心

基礎クラス 文法と構文②

3月12日 ( 木 )
生物② 標準クラス 代謝

数学②
標準クラス 数ⅡＢ①

物理② 標準クラス 力学・保存則 基礎クラス 数ⅡＢ①

3月13日 ( 金 ) 医のアート②
標準クラス
基礎クラス

化学②
標準クラス 理論

基礎クラス 理論

３
タ
ー
ム

3月18日(水)

英語③
標準クラス 構文の把握と和訳演習

基礎クラス 文法と構文③

生物③ 発展クラス 生物の集団

物理③ 発展クラス 単振動

3月19日( 木 )

生物③ 標準クラス 生物の集団
数学③

標準クラス 数ⅡＢ②

物理③ 標準クラス 電気・コンデンサー 基礎クラス 数ⅡＢ②

化学③ 発展クラス 理論・有機 英語③ 発展クラス 構文の把握と和訳演習

3月20日(金)
医のアート③

標準クラス
基礎クラス

化学③
標準クラス 理論

基礎クラス 理論

数学③ 発展クラス 数ⅠＡⅡＢ 医のアート③ 発展クラス

４
タ
ー
ム

3月25日(水)

英語④
標準クラス 長文読解

基礎クラス 文法と構文④

生物④ 発展クラス 進化

物理④ 発展クラス 最新入試問題

3月26日(木)

生物④ 標準クラス 進化
数学④

標準クラス 数ⅡＢ③

物理④ 標準クラス 電気・直流回路 基礎クラス 数ⅡＢ③

化学④ 発展クラス 理論・有機 英語④ 発展クラス 長文読解

3月27日(金)
医のアート④

標準クラス
基礎クラス

化学④
標準クラス 有機

基礎クラス 有機

数学④ 発展クラス 数Ⅲ 医のアート④ 発展クラス



日程
12:30～ 14:00 14:15～15:45
科目 クラス 科目 クラス

3月 30日 ( 月)
英語 発展クラス 化学 発展クラス

化学 標準クラス 英語 標準クラス

3月 31日 ( 火 )
英語 発展クラス 数学 発展クラス

数学 標準クラス 英語 標準クラス

4月　1日 ( 水 )
数学 発展クラス 生物

数学 標準クラス 物理

4月  2日 ( 木 )
英語 発展クラス 化学 発展クラス

化学 標準クラス 英語 標準クラス

春 期 Ｅ Ｘ 講 座
春期特別講座です。
こちらも学力判定テスト受験者は全講座無料で受講いただけますので、積極的にご参加ください。

医学部専門予備校 〒151-0053　東京都渋谷区代 木々1-37-14
TEL  03-3370-041 0
FAX  03-3370-4030
https://yms.ne.jp/

お申し込みについて

① 学力判定テスト受験票を FAX（または郵送）にてご提出いただくか、お電話にて
お申し込みください。

② 学力判定テストを受験後、結果をふまえ YMS から受講のご案内をいたします。

※ 学力判定テスト当日は成績のわかるもの（大手予備校模試の結果など）をご持参ください。

※ 学力判定テストを受験しない場合は別途受講料が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

　【受講料】1コマ×90分　5,000円（税抜）

YMSの医のアートとは？

YMS では面接・小論文対策の授業を『医のアート』と称
します。医学部の入試では学力だけではなく、医師として
の資質や適性が求められ、広く人間性が問われます。そ
のため、授業では医療問題だけではなく社会問題や国際
問題など、幅広いジャンルを扱います。
春期講習会では実際に 2020年度入試の例を挙げながら、
小論文や面接の演習を行います。


