
2024年度実施試験対応

学士編入で医学部へ。
圧倒的な合格実績。
国立大学医学部の編入試験では、
合格者の76.3%※が河合塾KALS受講生です。
※2021年度実施試験／詳細は、本パンフレットP4をご覧ください。

https://www.kals.jp/
23M001

各校舎にて講座ガイダンス（無料講座説明会）、個別受講相談実施中!

医学部学士編入対策講座
通学講座
（対面授業） スマホ・タブレットにも対応

オンライン
講座
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講座ガイダンス

★日程などの詳細は、河合塾KALSホームページをご参照ください。

無料講座説明会

当案内書の有効期限▶2023年9月30日

興味・関心を持ったら、河合塾KALSの各校舎へお気軽にご来校ください。

要予約 お電話またはホームページ
にてご予約ください。

個別受講相談

ガイダンスに参加
できない方のため
に、当校スタッフ
が個別の受講相
談（無料）を行って
います。事前にお
申し込みの上、お気軽にご相談ください。

最新の試験動向、受験概
要、合格のための学習方
法を解説します。加えて、
KALSの講座の内容や申
込方法などについても
ご説明します。

「実際の講義を体
験受講してみた
い！」という方に向
けて、KALS HPに
て各科目第1講
目の動画を公開
しています。

要電話予約 オンライン

無料体験受講

■ 医学部学士編入
■ 公認心理師・臨床心理士大学院
■ 税理士「税法」科目免除大学院
■ 国内MBA・MOT
■ 大学院入試
　 （経済系／政治系／公共政策／国際協力 等）

■ 大学編入本科
■ 資格・検定試験
　 （公認心理師／臨床心理士／心理学検定）

KALS MAP
※開講講座は校舎によって異なる場合があります。

私たち河合塾グループは、社会の責任ある一員として、
さまざまな社会貢献活動を推進しています。

詳細はこちらをご覧ください▶https://www.kals.jp/jump/sr.html河合塾グループの社会貢献活動

当校オリジナルの情報誌・
入試ガイドなど無料進呈！参加特典

開講講座ラインナップ

◎JR線／新大阪駅 東口（西淡路方面）すぐ　
◎地下鉄御堂筋線／新大阪駅より徒歩10分

新大阪校
〒533-0031 
大阪府大阪市東淀川区西淡路1-3-12
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TEL 052-533-6860

◎JR線、私鉄、地下鉄各線／名古屋駅 桜通口より徒歩5分
◎ユニモールU7番出口左階段すぐ
※医学部学士編入講座は開講しておりません。

名駅校 TEL 03-5338-8655新宿本校
〒160-0023 
東京都新宿区西新宿7-15-2  
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◎JR線、私鉄、地下鉄各線／新宿駅 西口より徒歩7分 
◎西武新宿線／西武新宿駅より徒歩5分
◎地下鉄大江戸線／新宿西口駅より徒歩3分  

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区
名駅4-5-27 大一名駅ビル 8階
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0120-19-5949河合塾KALS 新宿本校 火～金 11:00～19:30（水曜12:30～13:30除く）
土・日 10:00～18:00 ［月曜 休館］

受付時間

0120-01-3949河合塾KALS 新大阪校 火～金 12:30～20:00（第2水曜を除く）
第2水・土・日・祝 10:00～17:00 ［月曜 休館］

受付時間

※オンライン講座の事務局となります。なお、資格・検定試験（公認心理師／臨床心理士／心理学検定）の対策講座については名駅校（ 　0120-16-8949）までお問い合わせください。

0120-39-5949河合塾KALS 通信講座※ 火～金 11:00～19:30（水曜12:30～13：30除く）
土・日 10:00～18:00 ［月曜 休館］

受付時間

試験情報ガイダンス＆講座説明会

WEB動画も公開中です！
KALSの講座紹介ガイダンスがご自宅でも視聴可能！ 是非一度ご覧ください。
https://www.kals.jp/

河合塾
名駅校

●

●児童養護施設の高校生への進学支援活動
児童養護施設に入所する高校生の目標実現をお手伝するために、人生のターニングポイントとなる
大学受験の進路相談ならびに模試受験や情報誌無料提供を行っています。

●カンボジア教育支援活動
カンボジアの「カンボジア-日本友好学園」を通して、小中高校に机・イス、文房具などを届けています。

●「集めよう！ 届けよう！ 世界の子どもたちへ」運動
教育環境が不十分な国々でも、すべての子どもたちが教育を受ける機会が得られることを願い、使
用済みの切手やカード類を集めて、発展途上国の教育支援活動を行う団体に寄贈しています。左：寄贈した机・イス　右：カンボジア王国より「友好勲章 大十字章」受賞

※動画は実際の講義時間の半分となります。
対面・ZOOM・お電話にて
ご相談が可能です

※説明会終了後、個別相談も可能です。

お問い合わせ・
ご予約は
右記ダイヤルで



学士取得を前提としない医学部編入（2022年実施試験において）
筑波大学、群馬大学、高知大学、大分大学は修業年限4年以上の大学におい
て2年以上の在学者（見込みの者を含む）で、指定の単位（※）を修得した者
も出願可能です。
（※）指定の単位などの出願条件は、大学によって異なります。受験対策を始める前に、必ず各校の
募集要項をご確認ください。

国公立27大学
2022年度実施試験の時期

5大学
9大学

13大学

9月以降 5・6月

7・8月

医学部学士編入を
目指す方へ
医学部学士編入制度とは？
　医学部学士編入制度とは、医学以外の学問分野を専攻し、明

確な目的意識を有する学士（取得見込み者も含む）を医学部2

年次または3年次に編入させる制度です（国立の場合）。多様な

人材の確保という目的に沿って、学科試験の成績だけでなく、

大学での専攻・社会経験、面接（集団討論含む）などを併せた総

合的評価によって選抜する点に特徴があります。

試験の時期に合わせて計画的に準備
　現在、国公立大と私立大を合わせて29の大学（うち国公立

大学が27校）の医学部が学士編入試験を実施しています。こ

こ最近は入学時期など試験制度変更がある可能性があるので

注意が必要です。

　選抜方法は、①「書類審査」→「学科試験」→「面接（集団討論

含む）」あるいは②「学科試験」→「面接（集団討論含む）」が主流

となります。第一段階として、書類審査のみで合否を判断する

大学（①型）は年々少なくなっていますが、書類で合格すれば学

科試験倍率が緩やかになるので①型の大学は有力な選択肢で

す。学科試験については、英語と生命科学の大学から、英語

（TOEFL、TOEICスコアレポート提出もあり）、理科3科目に加

え数学まで課す大学まで様々です。試験科目の少ない大学を

選んで、十分な対策を講じることで文系学部出身者や時間の

少ない社会人受験者であっても、一般入試よりも軽い負担で

受験することが可能です。もっとも科目負担の軽い大学は人気

になりやすく、非常に“狭き門”の難関試験になっています。面

接試験は学士編入試験ではより重視され、個人面接だけでな

く集団討論を課す大学もあり事前の対策が重要となります。

河合塾KALS医学部学士編入対策講座
　河合塾KALS医学部学士編入対策講座は、選抜の各段階に

対応した様々なカリキュラムを提供しています。学士編入試験

の中心となる学科試験対策においては皆さんが効率よく学習

できるように、受験生の学力に応じて高校レベルの復習から実

戦レベルまでのコースを設定しています。また、様々なサポー

トシステムによって皆さんの受験計画を支援しています。
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河合塾KALS合格実績
試験データ
学士編入試験に完全対応
合格体験記
チューターからのメッセージ
医学部学士編入Q&A
受講形態
試験対策カリキュラム
講師紹介
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シリーズ・各科目のご案内
・基礎シリーズ
・完成シリーズ
・実戦シリーズ
・物理化学シリーズ
・オプション科目

サポートシステム
受講生専用サイト
受講期限
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教材・テストのご紹介／テストエンジン
推奨コース一覧（受講料）／講義回数
各種割引制度
お申込方法
WEB講座「生命科学テストバンク」
推奨環境

河合塾KALSの医学部学士編入講座は、オンライン講座（WEB通信講座／eラーニング）をベースにカリキュラム編成をしております。e

ラーニングを軸に、通学講座（対面授業）でフォローをいたします。さらにオンライン相談システム（Zoom）を用いた個別カウンセリング

も行っています。新型コロナウイルス感染症問題が続いておりますが、どのような受講形態であっても、いつでも・どこでも学習ができる

環境が整っておりますので、安心してご受講ください。

河合塾ＫＡＬＳは、引き続き感染拡大防止に努め、皆様の学習継続に支障が無きよう、万全の合格対策プログラムを展開してまいります。

医学部への編入を目指す方は、
どうぞ前向きに受講をご検討ください。
万全の体制で、皆様の「合格」のお手伝いをさせていただきます。
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比類なき合格実績には、
理由があります。
河合塾KALS医学部学士編入講座の実力

国立募集定員から見た

合格者の約76%が
KALS受講生

河合塾KALS 医学部学士編入試験合格者数の推移※注1

国公立大
医学部

0

この合格実績は、各年度内に最終合格発表が行われた編入試験における河合塾KALSの医学部学士編入講座の通学・通信の受講生の合格状況について、ご報告いただいた内容
をまとめたものです。この合格者の中には、直前対策（特定大学／特定科目過去問分析講座など）のみの受講生、模擬試験のみの受験生は含まれていません。
注１） 合格者数については、一人で複数の大学に合格した場合は、それぞれ合格者として計上しています。
注２） 国立大学におけるKALS受講生の合格者および入学者の占有率は、各大学の募集（入学）定員の合計に基づくものです（定員以上の追加合格等は加味していません）。合格者の占有率は重複合格を含む延べ人数で

の割合、入学者の占有率は重複合格を除く実人数での割合となります。
注3） 2020年度実施試験において、公立大学の実施はありません。
注4） 2022年度の合格実績は、2023年1月までにご報告いただいた中間集計となります。最新の合格実績情報は、HPでも公開しております。
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■国公立大学
旭川医科大学
北海道大学
弘前大学
秋田大学
群馬大学
筑波大学
東京医科歯科大学
千葉大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
福井大学
浜松医科大学
名古屋大学
滋賀医科大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
島根大学
岡山大学
山口大学
香川大学
高知大学
愛媛大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
琉球大学
■私立大学
東海大学
金沢医科大学

���� ■国公立大学
旭川医科大学
北海道大学
弘前大学
秋田大学
群馬大学
筑波大学
東京医科歯科大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
福井大学
浜松医科大学
名古屋大学
滋賀医科大学（2年次後期）
滋賀医科大学（2年次）
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
島根大学（2年次）
島根大学（3年次）
岡山大学
山口大学
香川大学
高知大学
愛媛大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
琉球大学
■私立大学
東海大学

���� ■国公立大学 ※注3

旭川医科大学
北海道大学
弘前大学
秋田大学
群馬大学
筑波大学
東京医科歯科大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
福井大学
浜松医科大学
名古屋大学
滋賀医科大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
島根大学（2年次）
島根大学（3年次）
岡山大学
山口大学
香川大学
高知大学
愛媛大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
琉球大学
■私立大学
岩手医科大学
東海大学

����
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2021年度実施試験では、国立大学の募集定員から見て、合格者の76.3％、入学者の56.2％※注2をKALS受講生が占めました。この
圧倒的な実績の背景には、受講生の努力はもちろんですが、本講座の“総合的な教育力”があります。医学部学士編入試験を目指
す受講生を強力にバックアップするKALSのシステム。河合塾のDNAはここにも生きています。

河合塾の“ＤＮＡ”
KALSは、大学生・社会人を対象に各種講座を
手がけています。とりわけ、医学部学士編入、大
学院入試といった進学系の対策講座では、河合
塾の“DNA”をしっかりと受け継ぎました。それ
は、カリキュラムの根幹となる講義内容、講師
力、教材完成度だけではありません。「情報に強
い河合塾」「業界初のチューター制度を導入し
た河合塾」といった要素も、大学生・社会人教育
に反映しています。

フォロー・サポート力
●講師・チューターによる個
別カウンセリングで、進路
相談・学習相談にも綿密に
対応
●最長サポート期間は約2年。
対策開始から国立医学部
の本試験期間まで、あなた
を最後までフォロー
●通学・通信を問わず使える
「マイルーム」、質問書シス
テム、受講生専用お知らせ
サイト、自習室など、きめ細
やかなサポート

Teaching

Back-UpIntelligence

講義力・講師力
●超難関試験を突破するために、専門性の高い
プロフェッショナル講師陣を厳選
●過去問分析に基づいたオリジナルテキスト
を駆使し、ポイントを押さえた授業を実践
●シリーズごとのテストや模擬試験で、自己理
解度をチェックし学習効果を体感

情報力・分析力
●豊富に過去問題をストック。教材や授
業内容に十分反映。自由に閲覧可能
●合格者講演会やチュートリアルなど、
情報提供イベントも企画・実施
●大学別の「入試DATA FILE」をはじめ、
有益な情報ツールを随時提供

04 05
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■国公立大学
旭川医科大学
北海道大学
弘前大学
秋田大学
群馬大学
筑波大学
東京医科歯科大学
富山大学
金沢大学
福井大学
浜松医科大学
名古屋大学
滋賀医科大学
大阪大学
神戸大学
鳥取大学
島根大学（2年次）
島根大学（3年次）
岡山大学
山口大学
香川大学
高知大学
愛媛大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
琉球大学
■私立大学
東海大学＊

����
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■国公立大学
旭川医科大学
北海道大学
弘前大学
秋田大学
群馬大学
筑波大学
東京医科歯科大学
富山大学
金沢大学
福井大学
浜松医科大学
名古屋大学
滋賀医科大学
大阪大学
鳥取大学
島根大学（2年次）
島根大学（3年次）
岡山大学
山口大学
香川大学
高知大学
愛媛大学
長崎大学
大分大学
鹿児島大学
琉球大学

����

107

107名
合計

（速報値）

2023年1月現在※注4

150名
合計 155名

合計

＊2021年10月実施特別選抜
（展学のすすめ）での合格者は
含みません。
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医学部編入試験の合否は
「総合評価」で決まる。
医学部の編入試験については、筆記試験と面接試験で構成されます（一次選考が書類審査の大学もあります）。
筆記試験については学部入試と異なり科目数は少なく、大学入学共通テストの受験も必要ありません。ただし、募集人員も限られて
いるため、自ずと高い得点率が求めれます。さらに、面接試験は、原則、筆記試験をパスした方のみを対象としたもので、ここでの出
来・不出来が最終的な合否を分けます。まさに、医学部の編入試験は「総合評価」で決まるのです。

学士編入試験に完全対応
医学部学士編入試験に合格するまで、学科試験を含め、越えなければならないハードルはたくさんあります。その一つひとつの課題に対する対策
が河合塾KALSにはそろっています。志望校・併願校に対して、これまでの学習状況も踏まえ、あなたに理想的な合格への戦略が河合塾KALSには
必ずあるのです。さあ、今こそ夢実現に向けて受験対策を開始しましょう!

医学部学士編入 2022年度実施試験データ

旭川医科大学

北海道大学

弘前大学

秋田大学

筑波大学

群馬大学

東京医科歯科大学

富山大学

金沢大学

福井大学

浜松医科大学

名古屋大学

滋賀医科大学

大阪大学

神戸大学

鳥取大学

島根大学

岡山大学

山口大学

香川大学

愛媛大学

高知大学

長崎大学

大分大学

鹿児島大学

琉球大学

奈良県立医科大学

岩手医科大学

北里大学

8～9月

8～10月

11～12月

11月

7月 

8～10月

6～7月

9～11月

9～10月

9～11月

9～10月

7～8月

9～10月

7月

8～9月

7月 

8～9月

7月

10～11月

6～7月

7～8月

7～8月

8～10月

6～7月

6～7月

5～6月

2月

2月

1～2月

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2、3年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

2年次

3年次

1年次後期

生命科学、英語 個人面接 

生命科学総合問題 課題論文、面接 

基礎自然科学・数学 個人面接 

書類 小論文、生命科学、面接

学力試験、適性試験  

小論文１、小論文２ 面接試験等 

自然科学総合問題 面接 

課題作文、総合試験 口頭発表及び面接 

書類 生命科学 口述試験

自然科学総合問題 面接 

生命科学、英語 小論文、面接（個人） 

英語、生命科学を中心とする自然科学 小論文、面接 

総合問題、英語 小論文Ⅰ、小論文Ⅱ、個人面接 

学力検査 小論文、面接 

生命科学と英語の総合問題 口述試験 

基礎科学、英語、面接  

英語、自然科学総合問題 面接 

書類 生物学、科学英語、面接 

学科試験、小論文試験 面接試験 

自然科学総合問題 面接 

自然科学総合問題 個人面接 

総合問題 面接、グループワーク 

生命科学系科目、英語 小論文、面接 

書類 生命科学に関する総合問題、英語

学力試験Ⅰ、学力試験Ⅱ 個別面接 

小論文Ⅰ、Ⅱ、自然科学総合Ⅰ、Ⅱ 個人面接 

英語、数学、理科 面接試験（口頭試問） 

学科試験①②、小論文 面接 

学力検査 論文、面接 

１０名

５名

２０名

５名

５名

１５名

５名

５名

５名

５名

５名

４名

１５名

１０名

５名

５名

各５名

５名

１０名

５名

５名

５名

５名

１０名

１０名

５名

２名

若干名

若干名

私
立

◎詳細は「医学部学士編入試験 入試DATA FILE」をご参照ください（講座ガイダンスで無料配布）。

国
公
立

編入年次
試験実施時期

3次 試験日 最終発表日2次１次
募集人員大学名

個人面接、グループ
ディスカッション

基礎シリーズ 完成シリーズ 実戦シリーズ
物理化学
シリーズ

オプション科目
（英作文）

特定大学／
特定科目 過去問分析
直前対策など

英語対策

生命科学対策

物理・化学対策

数学対策

小論文対策

面接対策

志望理由書対策

※

※：「確率・統計」　

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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10/13

11/17

1/25

12/12

7/21

10/25

7/27

11/29

11/14

11/18

11/18

9/9

11/11

8/5

9/26

8/5

10/12

7/25

11/25

7/21

9/14

9/8

10/26

8/18

7/19

7/1

3/7

2/27

2/8

試験科目



受験を決意するまで

◉合格おめでとうございます。Aさんはまだ現役の大学生で、ご

専門は数学とのこと。大学入試の時点で医学部受験は考えな

かったのですか。

Aさん（以下A）　高校3年の夏ごろ医療系に関心を持ったのです

が、それまで私立対策しかしていなかったので、センター試験に間に

合わないと思ったんです。「このまま一度数学をやろう」と考えて理工

学部に進学しました。

◉医学部編入を考え始めたのはいつごろですか。

A 大学２年の終わりごろですね。卒業後を考え始めたとき、大学に

置いてあったKALSのパンフレットが目に入り、医学部に学士編入が

あることを知りました。

◉受験を決意した“決め手”のようなものはありましたか。

A 決め手があったというより、複合的に考えて決めた感じです。これ

から編入するとお金がかかるとか、ストレートで合格しても仕事に就く

まで何年かかるんだろうとか、２，３か月考えました。人と関わるのが好き

なので、医師の仕事は合っているのではないかと思いました。

◉受験勉強を始めるにあたり、KALSに入塾されたのはどうして

ですか。

A 大学に通いながらの受験になりますし、情報も限られているので

独学では難しいと思いました。私は大学受験からまだあまり日が経っ

ていないので、受験勉強の記憶はわりと残っています。しかし、職歴

や研究実績がまだありません。そこで、4科目入試で筆記重視の大

学を受験しようと考えました。KALSには大学3年になった4月に入塾

し、基礎、完成、実戦コースと物理化学コース（通学）を受講しました。

生命科学の勉強法

◉各科目の勉強方法をお聞きしたいと思います。まず生命科学

からお願いします。

A 生命科学については、ほぼ知識ゼロからのスタートでした。いろ

いろな教材に手を出す余裕はなく、KALSの教材のみで勉強しまし

た。最初は知らない言葉ばかりの未知の世界でしたが、最後には得

点源になりました。

◉基礎シリーズの時期にはどのように勉強されましたか。

A 基礎シリーズでは、メモを取りながら授業を聴き、翌日メモを清書

しながら頭を整理し、次の授業まで細切れ時間に勉強の内容を思

い出す…というサイクルを繰り返しました。

◉完成シリーズ、実戦シリーズの時期はいかがでしたか。

A 完成、実戦でもだいたい同じ流れです。ただ、予習の段階でテキ

ストの問題文に目を通してから授業を受けるようにしました。授業後

はメモをみながら内容を確認し、予習問題とワークブックの問題を解

きました。年明けぐらいには生命科学がある程度分かってきたので、

授業の予習復習と基礎・完成の復習を同時に行うようにしました。基

礎シリーズの時期には勉強時間の大半を生命科学に費やしていま

したが、完成・実戦のころは復習の時間がだいぶ短くなりました。

◉受験直前期には、どういう勉強をされましたか。

A 完成シリーズの終盤から“要項集”の既習の部分を読み、直前期

に記述答案の練習に使いました。要項集は、ある程度暗記が進まな

いと難しいかも知れません。私は結果的に２，３周読みました。結局、

すらすら思い出せるレベルまでは仕上がりませんでした。

◉ご自分ならではの勉強方法はありましたか。

A 過去の合格体験記の真似ですが、復習するとき文字を書く（打

つ）時間を節約するため、なるべく頭の中で問題を解くようにしました。

もちろん、ある程度長さの必要な記述問題や計算問題では紙やPC

を使いましたが、文字を書く機会を減らすことで復習の効率を上げよ

うと思っていました。

◉生命科学の勉強で印象に残っていることはありますか。

A 受験勉強というより、純粋に楽しんで勉強していた気がします。い

ろいろ知れて面白いな、井出先生は授業がうまいなと思っていました。

基礎シリーズのころ、復習テストで点をとれなかったことがあるんです。

そのときカウンセリングを受けて、「勉強を続けていると、生命科学の

頭が出来上がっていく」と言われました。頭が出来上がるというのは、

“こういう問題ではこういうことを聞かれやすい”というように、思考回

路ができあがることです。完成シリーズの後半くらいに、頭が出来上

がった気がします。

英語の勉強法

◉では、次に英語はいかがでしたか。

A 大学に入ってから触れていなかったので、どちらかというと不得

意でした。でも受験校からして、他の科目より多く英語に時間を割い

ても仕方ないと思い、最低限の学習にとどめました。

◉具体的にどのような勉強をされましたか。

A KALSの教材での勉強と、単語帳の暗記、TOEIC対策をしまし

た。基礎シリーズではあまり予習に力を入れず、文法に気をつけなが

ら授業を受けて、頻出の用法をインプットしなおしました。あとは扱っ

た英文を音読し、知らない単語を覚えていきました。完成、実戦は演

習授業なのでそもそも予習が必要ありません。音読しながら知らな

い単語を覚えるという学習をコンスタントに続けていくうちに、少しず

つ力がつきました。

◉単語帳の暗記と、TOEIC対策はどのように進められましたか。

A 単語帳は、KALSでは『ターゲット1900』を使う人が多いようです

が、私は使い慣れていた鉄緑会の『鉄壁』を使いました。TOEICに

ついては、大学3年の夏ごろまでにある程度点をとり、あとはほかの

科目に時間を使うという計画でした。スタディ・サプリのTOEIC対策

アプリで勉強しました。

物理・化学・数学の勉強法

◉物理・化学の勉強はどういうふうに進めましたか。

A 物理、化学は、最初の段階で志望先の出題レベルが高校範囲な

のか大学範囲なのかを確認しておくといいと思います。私の志望先で

言うと、たとえば筑波では高校範囲の無機化学が出るのですが、阪大

は（今年度は傾向が変わっていましたが）大学レベルがメインでした。

　物理に関しては、KALSの授業が高校範囲だった間は過去に学

んだことを思い出すために授業を聴いていました。高校でぼやかし

ていた部分をしっかり確認できて楽しかったのですが、今思うと最初

から問題演習すべきでした。学習事項の理解ができても、“問題を解

く練習”をしないと問題は解けません。大学範囲の物理は、KALSの

教材を中心に勉強しました。テキストとワークブックの問題を解き、過

去問も解いて演習を積みました。

　化学についても、基本的には物理と同じようにKALSの教材が中

心でした。加えて高校レベルの知識の補充に教科書と『大学入試の

得点源』シリーズ、問題演習に『化学の新演習』を使いました。大学

範囲の化学については、YouTubeの“ゼロから始める大学「生物・

化学」”というチャンネルを見ました。このチャンネルは、初めての人が

とっかかりを掴むのに効果的だと思います。

◉数学はご専門なのでお得意ですよね。

A そうですね。線形代数・微積分については特別な対策はしません

でした。確率・統計だけはKALSの教材でしっかり勉強しました。数

学に関しては志望先の過去問をみてレベルを把握し、市販の本で

必要な部分の基礎事項を確認できるとよいと思います。

勉強時間・スランプ

◉１日の勉強時間はどのくらいでしたか。

A あまり勉強時間を気にしたことがないのですが、平均すると4時

間くらいだったように思います。大学の勉強と合わせて、1日５，６時間

勉強していた印象です。受験勉強の期間、大学はほとんどオンライ

ン授業、KALSは通学でした。毎週土曜日に1週間で何を勉強する

か決め、その範囲内で好きな時に好きなことを勉強していました。

◉スランプはありましたか。

A 大学の試験期間に、受験勉強がうまく進まなかったりやる気が出

なかったりしました。やる気が出ないときに、無理して勉強すると効率

が上がりません。ときには気分転換も必要だと思います。

受験結果

◉志望先の選び方と受験結果を教えてください。

A 最初にお話ししたとおり、筆記重視で4科目の大学、得意の数学

を活かせる大学を選びました。実際に受験した香川、大阪、筑波大

学のほか、後半戦として北海道、浜松医科、滋賀医科大学を考えて

いました。結果的には、3校目に受験した段階で最終合格した筑波

大学に進学することにしました。

◉実際に受験してみていかがでしたか。

A 最初に受けた香川大は、生命科学は手ごたえがあったのです

が、物理が難しかったです。あと、面接で緊張しました。私はまだ学

生で、受験の段階ではアルバイトの面接しか経験がなかったからで

す。礼儀作法も服装もよく知りませんでしたし、実際に試験会場で周

りの受験生を見たとき、乗り越えてきた場数が違う感じがしました。香

川大の面接では、始まって数分くらいで「ああ、だめなんだろうな」と

感じました。

◉進学先の筑波大はいかがでしたか。

A 筆記についてはどの科目も手ごたえがあり、合否は周り次第だと

感じました。面接では、２人の面接官がずっと目を合わせてニコニコ

していたので、ほかの人に比べて子どもっぽいと思われているのか

な、不慣れと思われているのかなと不安になりました。

　全体的な計画としてまず筆記の勉強に力を入れ、それが終わって

から面接に力を入れる方針でしたが、香川大の面接で不合格に

なったときは「全部面接で落ちるかも」と悲観してしまいました。台本

を覚えてもイレギュラーな問いには対応できないので、やはり面接対

策は大切だと思います。

今後のこと・受験生へのメッセージ

◉入学後のことを想像するとどんなお気持ちですか。

A 授業が楽しみです。編入なので教養科目がほとんどなく、すぐ医

療関連の授業に集中できるのがいいと思います。反面、周りに溶け

込めるかどうか少し不安です。あまり歳の差はないのですが、周りの

人たちは１年生のときにつながりが出来上がっていると思うので。

◉医師になられたら、どんなお仕事をしたいですか。

A いまは総合診療科に関心があります。ただ、まだあまりいろいろな

科の特徴を知らないので、これから考えていきたいと思います。

◉これから受験される方へメッセージをお願いします。

A 生命科学は、入学してからも勉強し続ける必要があります。“受

験勉強”と思うと疲れてしまうので、一つの学問として好奇心を持っ

て学べると強いと思います。がんばってください。

◉どうもありがとうございました。

医学部学士編入 

合格体験記 21歳男性。私立大学理工学部卒業見込み。2021年4月にKALSに入
塾し、大学生活と受験勉強を両立。2022年7月、筑波大学の編入試験
に合格した。
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香川大学

大阪大学

筑波大学 進学先

×

―

〇

■Aさんの受験先と試験結果

大学名 2次試験

〇

×

〇

1次試験

Aさん



受験を決意するまで

◉合格おめでとうございます。今日はまず、合格に至るまでのお

話をお聞きしたいと思います。Bさんはアメリカの大学で学ばれ

たのですね。なぜ国内の大学ではなく、海外へ行こうと思われた

のですか。

Bさん（以下B）　私は中高大とエスカレーター式で上がれる学校に

いました。大学進学の時点で将来についてのビジョンがなく、決め

られないなら結論を先延ばししようと思ったんです。文系・理系を横

断的に学べるサンフランシスコの大学に進み、おもに経営学を学び

ました。

◉アメリカでの大学生活はいかがでしたか。

B 授業が戦場のようでした。常に自分の意見を発することを求めら

れました。発言の質と回数が基準になった表があり、一定水準をクリ

アすると単位がもらえるしくみです。英語は得意ではなかったのです

が、暮らしていく中で覚えました。

◉卒業後はどうされたのですか。

B 現地のベンチャーキャピタルに就職しました。その後、ビザの関係

で帰国を考えるようになり、転職して日本のコンサルタント企業に入社

しました。クライアントは外資系の製薬会社で、一緒にヘルスケアビジ

ネスに携わっています。

◉医学部編入を決意したきっかけはどのようなものでしたか。

B 直接的には、コンサルタントとしてできることに限界を感じて受験

を決めました。でも、それ以前にもいろいろなタイミングで医学部に関

心を持っていました。たとえば高校時代に興味をもったことがありま

すし、留学中もKALSの説明会を聞きに行ったりしていました。

◉受験を決意されたのはいつですか。

B コンサルタントになって1年目は仕事に全力を注ぎ、2年目に入った

2021年4月からKALSの受講をスタートしました。その時点で、仕事を

辞めずに受験しようと決めていました。

◉独学は考えなかったのですか。

B 生物基礎を未履修、文系出身で日本の大学受験も経験がない

ので、KALSを利用しない選択肢はありませんでした。

学習法

◉では、次にBさんの勉強の仕方を教えていただきたいと思いま

す。まずは生命科学から。

B 私は英語に強みがあったので、勉強時間の99％を生命科学に

費やしました。勉強の仕方としては、まず予習せずに講義を見て、先

生のおっしゃることをすべて網羅したノートを作りました。ノートは紙

ではなくアプリを利用しました。聞き取れない場合や理解が追い付

かない場合は講義を巻き戻していたため、ノート完成までに講義時

間の3倍くらいの時間がかかりました。溜めてしまうと大変なので、講

義はアップされた日の当日か翌日に視聴すると決めていました。

ノートができたら、次に不明点を徹底的に調べます。ネットで検索す

ると分かりやすい図解が出てきますし、英語の文献、看護師さんや

薬剤師さんの国家試験の過去問サイトも利用しました。ここで得た

情報もノートアプリに追加していきました。

続いて、ここまでの情報をしっかり記憶します。ノートアプリを出力し、

デジタル版の赤シートを使って覚えました。問題演習をし、理解が不

十分なものや誤ったものに印をつけて解きなおしました。最後に、演

習するなかで覚えた方がよい情報を含め、完璧に記憶するよう心掛

けました。

◉そこまでしっかり勉強すると、成績の伸びも速そうですね。

B そうでもなかったです。生命科学のなかで化学や物理の素養が

必要な分野は苦手でした。分からない問題があると不安を感じる性

格なので、苦手分野が大きなストレスになりました。

◉KALSの教材以外に、利用された市販の本などはありますか。

B 『コンスタンゾ明解生理学』、『プログレッシブ生命科学』を使いま

した。授業の類題を探すために使い始めたのですが、特に『コンスタ

ンゾ明解生理学』はお勧めです。

◉では次に、英語の学習法をお聞かせください。

B 私は留学経験があり、一般的な単語帳を使った単語の暗記や

和訳の勉強に抵抗がありました。そのため、英語はKALSの単語帳

を“Anki”に入れて移動時に覚えただけです。英語が得意なはずで

したが、KALSの模試の成績は常に生命科学のほうが上でした。今

思うと、点数に結びつきやすい答案の記述方法の習得をおろそかに

していた気がします。

◉1日の勉強時間はどのくらいでしたか。

B 平日、休日とも6時間くらいです。YouTubeで見つけた“25分集中

して5分休む”という勉強法を実践していました。また、残業はなるべく

しないこと、朝早く起きて勉強することを心掛けていました。コンサル

では参加するプロジェクトによって忙しさが大きく変わります。なるべく

時間を作りやすいプロジェクトに立候補するなど、働き方も工夫しまし

た。ずっと時間の捻出に苦労していましたが、私にとっては所属先が

なくなるほうが精神的にきついです。退職することは全く考えません

でしたし、入学まで、仕事は続けるつもりです。

受験先と受験結果

◉Bさんは2021年4月に勉強を始め、2022年の入試を受験さ

れたんですよね。受験前に合格できる自信はありましたか。

B 全く自信はなく、「100％落ちるだろう」、「絶対無理」、「でもやるだ

けのことはやる」と思っていました。やはり、仕事があることが心の支

えになりました。

◉受験先はどのように選びましたか。

B 2科目で受験できる学校だけをできるだけたくさん受ける方針でし

た。狭き門なので、どの学校にも特別な感情を抱かないようにしてい

ました。具体的に受験先を決めたのは、2022年の1月ごろです。海外

の大学出身だったため、必要書類の取り寄せに時間がかかることを

見越し、2021年の年末ごろからおおまかに受験校の数を見込んで

書類の準備を進めました。

◉受験先と受験結果を教えてください。

B 鹿児島大学、東京医科歯科大学、岡山大学、大分大学を受験

しました。鹿児島大は1次で不合格、東京医科歯科大と大分大は2

次で不合格になり、岡山大学に最終合格しました。

◉実際に受験してみていかがでしたか。

B 最初に受けた鹿児島大で、試験問題が配布されて“mol”という

文字を見た瞬間、「物化だ。終わりだ」と思いました。このときは1次で

不合格になり、1日中自宅にこもって、「生命科学と言いながら、こんな

問題が出るようでは絶対に受からない」と落ち込みました。その後井

出先生に会って、「今年はもう受験やめます」と言ったら、「それはお

かしい」と止められました。落ちるのが怖かったのですが、2校目以後

は1次を突破することができましたし、結果的として岡山大学に最終

合格することができました。岡山大学では筆記が簡単に感じたのを

覚えています。

◉あらためて合格おめでとうございます。KALSを受講した感想

もお聞かせください。

B 生命科学の井出先生の授業が楽しく、見ながら笑っていました。

通信でしたが、受講生として授業を楽しめたと思います。結果的に

合格することができ、先生やチューターさん、教材のどれが欠けても

私の合格はなかったと思います。

今後のこと・受験生へのメッセージ

◉Ｂさんは、今もお仕事を続けておられるんですよね。

B はい。これからお金もかかりますし、いま興味を持てるプロジェクト

に参加しているので、やり遂げたい気持ちがあります。

◉入学後の生活について、いまどのようにお考えですか。

B 日本の大学生活を経験できるのが楽しみです。反面、友達ができ

るかどうか、体力的に大丈夫かなど、不安もあります。

◉医学部入学後のビジョンをお聞かせください。

B 医学という専門性をもって留学してみたいと思っています。アメリ

カで医師免許をとることや、医師免許をもったビジネスマンとして働く

ことにも関心があります。現役の方より7年遅れていますので、7年遅

れた意味を見出せるようなキャリアを積みたいです。そういう意味で、

自身にしかできない医師像を実現したいです。

◉最後に、これから受験される方へメッセージをお願いします。

B 私は悲観的な性格で、最後まで自分が合格できるとは思えませ

んでした。“絶対医師になる”という強い気持ちをいだかないようにし

ていました。なぜなら行動が伴わなければどれだけ強い気持ちが

あっても自己満足にすぎませんし、あくまでも合格者を決めるのは学

校です。でも、このネガティブな性格があったからこそ、合格するまで

必死に勉強し続けることができたのかも知れません。私と同じように

自信を持てない方も、勉強を継続できるならそれは覚悟ができている

ということだと思います。がんばってください。

◉どうもありがとうございました。

医学部学士編入 

合格体験記 25歳女性。米国の州立大学卒業。米国で投資関連企業に勤務、その後
帰国してコンサルタント業に従事。就労2年目から仕事と受験勉強を両
立し、2022年岡山大学に合格。
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鹿児島大学

東京医科歯科大学

岡山大学

大分大学
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■Bさんの受験先と試験結果
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Bさん
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　皆さんはじめまして。河合塾KALSでチューターをしておりました

丹野と申します。簡単に自己紹介をしますと、私は獣医学部を卒業

後、獣医師として働きながら大学院へ進学しました。そこで医学研

究に携わったことをきっかけに一念発起し、名古屋大学医学部に

学士編入しました。KALSでは、実戦シリーズの生命科学とオプ

ション講座のハイレベル数学 確率統計（※現在は実戦シリーズの

確率統計）を通信講座で受講しました。試験勉強は仕事や大学

院での研究の合間を縫って行い、非常にハードなものでしたが、

KALSの教材やサポートを利用できたおかげで、合格までの最短

距離を進めたと確信しています。今回、医師を志す皆さんに「編入

学試験に合格するポイント」と「KALSの講座選択」について、その

エッセンスをお伝えします。

編入学試験に合格するポイント

　編入学試験は「筆記試験」と「面接試験」から構成されます。筆

記試験は大学ごとで出題範囲が異なりますが、生命科学と英語の2

科目はほぼどの大学でも必須です。大学によっては物理、化学、数

学が生命科学の問題の一部として、または独立した試験科目として

出題され、これらが合否を分けることもあります。よって、受験を始め

るにあたっては、試験科目をどこまでカバーするかを決めなければな

りません。文系出身者や物理未履修者は生命科学と英語の2科目に

絞られる方が多いですが、物理、化学、数学の頻出分野だけでも、

高校の教科書の章末問題レベルはマスターしておくことをおすすめ

します。なお、生命科学という科目ですが、高校生物をベースとして、

分子生物学を中心に、生化学、生理学、神経を含む解剖学、組織学、

発生学、免疫学など基礎医学に関連する分野が幅広く出題されて

います（※Q&Aも参考にしてください）。生物系学部出身者であって

も、この幅広い出題に苦戦される方は多くいらっしゃいますので、十

分な対策が必要です。

　面接試験では、志望動機（なぜ医師を目指すのか? なぜ◯◯大

学を志望するのか? 将来は何科を志望するのか?）、およびキャリア

パス（将来△△県に残るか? 入学から10年後のあなたの医師像

は?）は全国どの大学でも必ず質問されます。そもそも編入学試験は、

「医師としての将来像を明確にした他学部卒業者を医学部に編入

学させる試験」ですので、こうした質問をされるのは当然と言えます。

志望動機からキャリアパス、さらに大学生や社会人を通して身につ

けたことを医師としてどう活かすかまで一貫した答えを述べられなけ

ればなりません。

　その他、合格に重要なポイントして、編入学試験と一般入学試験

の対策を並行して行わないことが挙げられます。同時並行される方

は、圧倒的学力を誇る方を除けば皆、いずれの試験にも結局のとこ

ろ失敗しています。これは、それぞれの試験で要求されるものが異な

るので、当然といえば当然です。下表に国立大学の編入学試験と

一般入学試験の違いをまとめたので、参考にして下さい。

KALSの講座選択

KALSでは基礎シリーズ、完成シリーズ、実戦シリーズと順に試験

対策を行います。講義の中で適宜補助教材は提示されますが、これ

を除けばKALS教材だけで十分合格水準に達します。生命科学で

は、基礎シリーズで高校レベル「生物学」（新課程対応）を履修します。

続く完成・実戦シリーズで大学レベルの内容を履修します。英語では、

基礎シリーズで文法や一文から短文での英文解釈を訓練した後に、

以降のシリーズではテストゼミ形式で長文対策を行います。物理や化

学に関しては生命科学同様に基礎シリーズで高校範囲を履修し、別

途開講される物理化学シリーズにおいて、大学範囲を履修します。

近年多くの大学で出題されている「確率・統計」分野も実戦シリーズ

で学びます。文系出身者であっても前述の通り、物理、化学、数学の

頻出分野は高校教科書の章末問題レベルをマスターしておくことが

望ましく、時間に余裕のある方や受験校の幅を広げたい方には、より

高度な内容にもチャレンジすることをおすすめします。その他、オプ

ション科目で英作文の講座や特定大学／特定科目過去問分析講座

では大学別の過去問分析などの講座も開講されています。

　基礎シリーズからスタートするか、完成シリーズからスタートするか

迷われる方は多くいらっしゃいます。参考のために、基礎シリーズで

扱う標準的な問題を以下に収載しました。スラスラ解ける方は完成

シリーズから開始されても無理なくついていけると思いますが、そう

でない方には基礎シリーズから始められることをお勧めします。

　受験される皆様の合格を、心よりお祈り申し上げます。

編入学試験 一般入学試験

自己推薦文

試験科目

面接

受験可能回数／年

ほとんどの大学で必要
ウェイト高い

生命科学・英語
（＋物理・化学・数学）

原則、筆記合格者のみ
ウェイト高い

最大20回程度

大学ごとでまちまち
ウェイト低い

数学・英語・理科2科目
＋大学入学共通テスト

原則、全員受験
ウェイト低い

2回

生命科学

それぞれを簡潔に説明せよ。

●主要な細胞接着装置4種類とその機能
●DNA複製におけるリーディング鎖とラギング鎖の合成様式の違い

英語

次の英文を和訳せよ。

Only after attempting as thoroughly as possible, to 
disprove the hypothesis may scientists be adequately 
assured that their hypothesis is a plausible explanation for 
the phenomenon under investigation.

医学部学士編入 Q&A

Q この試験で最重要科目と言われる“生命科学”とは何ですか？

医学部に編入学すると一般教養の講義は免除され、専門課程から学
ぶことになりますが、その序盤で学ぶ基礎医学を理解するために必
要な基礎知識が生命科学でマスターすべき内容です。高校生物のう
ち特に動物に関連する分野に加え、大学の1,2年生で学ぶ内容も含
まれます。生物の基本単位である細胞を軸に、更にミクロな分子レベ

ル、マクロな組織、器官レベル、個体レベルまで学び、これらの各階層
をリンクさせて生物を理解できなければなりません。また、最低限の
物理、化学、数学の知識も要求されます。この様に非常に広範な理解
を求められるため、編入学試験で問われやすいところに焦点を当て
ながら、効率よく学んでいく必要があります。

Q 一般入試と学士編入試験はどちらが難しいですか？ 両方を掛け持ちした対策は可能でしょうか？

いずれも高度な知識、読解力、記述力が求められる試験であり、難易
度に甲乙はつけられません。受験する大学の出題科目・内容が一般
入試と編入試験で似通っており、両試験の試験日程が離れている
ケースであれば、併願も可能かもしれません。しかし注意しなければ
ならないのは、編入試験の出題内容は大学によって大きく異なる点

です。一般入試では、大学により傾向の差はあれ、一定の学力を有し
ていれば大半の大学に対応可能ですが、編入試験では各大学により
科目数や出題内容が違います。しかもどの大学もハイレベルな出題
内容です。一般入試と編入の両方とも合格レベルに達するには、相
当の勉強量が求められるでしょう。

Q

A

Q 文系の出身ですが、理系の方に比べて圧倒的に不利なのでしょうか？

医学は理系の学問であり、入試科目に理系科目が出題されること
から、理系の受験生の方が有利と言えるでしょう。KALS受講生を見
ても、合格者の7～8割は理系出身者です。しかし、学士編入試験で
は英語も出題され、かつ、受験者の志望動機やプレゼンテーション
能力なども重視されるため、文系の方にもチャンスはあります。出

願資格として、理系科目の単位を修得していることを要件としてい
る大学も一部ありますので、しっかりと受験大学選びを行った上で、
学力試験で十分な得点を獲得し、志望動機を明確にし、コミュニ
ケーション能力をしっかりアピールできれば、合格の可能性は十分
あります。

A

Q 関東圏の大学が第一志望ですが、併願先を増やした方がいいですか？

医学部学士編入を実施している大学は30校ほど。また、それぞれ
の定員は限られています。地域を絞った受験校の選択は、合格可能
性を縮めてしまうことになりかねません。国立大学医学部の学士編

入を目指すのであれば、地域にとらわれず受験校を考えるべきで
しょう。併願校の選択は、出題内容が近い大学を戦略的に選ぶべき
だと思います。

A

Q TOEIC、TOEFLを必要とする大学が増えていますが、対策はした方がよいのでしょうか？

解答に必要な箇所を素早く見つけることは、TOEIC、TOEFLでも学
士試験でも必要な作業です。英語長文の速読訓練も兼ね、対策をす
ることは有意義でしょう。合格者アンケート等から分析すると、アドバ
ンテージとなり得るスコア平均は、TOEIC（L&R）は850点、TOEFL
（iBT）は80点程度です。ただし、このスコアも大学によって異なりま
すし、出願条件で必要なのか、本番の英語試験をTOEIC等で代替し

ているのかによっても違いがあります。現状では、英語のペーパー試
験を課す大学の方が多く、ハイスコアを所有していても本試験で点
が取れなければ意味がありません。その点は十分留意してください。
※TOEIC・TOEFLのテスト対策は、河合塾グループ「日米英語学院」をご利用くださ
い（KALS受講生は割引受講料にて同校での受講が可能です）。

A

A

A

国立大学志望ですがまだ勉強を始めていません。物理・化学・数学も入試対策として勉強した方がいいのでしょうか？ 
生命科学と英語に特化した方がいいのでしょうか？

難関試験に合格する確率を高めるためには、物理・化学をカバーして
受験校を増やすという選択もあるでしょう。一方で、物理・化学の知識
がゼロに近い状態から始めるのであれば、まず生命科学を勉強し、生
命科学と英語を出題する大学に焦点を絞るのが現実的です。物理・化
学（・数学）に労力を費やし、生命科学や英語が中途半端な状態のまま
試験を迎えてしまうことが、一番チャンスを失う結果になるからです。

生命科学にある程度メドが立った段階で、過去問を研究し、可能であ
れば物理・化学（・数学）の対策をするのがベターかもしれません。なお、
物理・化学（・数学）も大学により出題内容・レベルに違いがあります。さ
らに、大学によっては生命科学の中に物理・化学の内容を含む出題が
あったり、数学を出題する場合もあります。学習計画を立てる際、併願
校を選ぶ際、各校の試験内容のチェックが必要不可欠です。

Q
A

人物評価（面接、集団討論、課題論文、提出書類など）はどの程度重視されますか？
ほとんどが学力試験で決まってしまうものですか？

学士編入学の趣旨が「多様なバックグラウンド有する人物に医学の
道を開くことにより多面的な視野を有する医師・医学者を養成する」
ことにあるため、学力試験のみで合否が決まるわけではなく、人物評
価も十分に重視されます。しかし、人の命に関わる医師・医学者には、

広く深い専門知識が求められることから、当然、相応の基礎学力は求
められます。高いレベルの学力が求められるとともに、コミュニケー
ション能力や経歴なども詳細にチェックされる厳しい試験といえるで
しょう。

Q
A

現在、社会人で働きながら勉強しています。社会人の合格者は少ないのでしょうか？ 
学生と比べて不利なのでしょうか？

働きながら合格された社会人の方は例年、たくさんいらっしゃいます。
KALSの合格者を見ても、例年、約8割を既卒の方々が占めています。
学生と比べて、決して不利ではないわけです。学科試験のハードルを

乗り越えれば、人物試験ではこれまでの経験を大いに活かすことが
できるでしょう。しかし、働きながらの受験勉強は、体力的にも精神的
にも非常にハードであることは覚悟してください。

河合塾KALS Webサイトにも「医学部学士編入FAQ」を掲載しております。併せてご参考になさってください。



※推奨環境（P35）を必ずご確認ください。サンプル版を
体験してください。
※レジュメ等の印刷にはプリンタが必要です。印刷サービ
スは行っておりませんので、プリンタを必ず各自でご用
意ください。

※「テストエンジン」のサンプル版は、同様機能の「医学を学ぶための生命科学テストバンク」となります。ご了承ください。

https://www.kals.jp/medical-trn/e-learning/xpr/
eラーニングを体感してみよう！ 【サンプル版を公開中】

マルチデバイスｅラーニングで、時間と場所を選ばない学習環境が実現！ 圧倒
的な勉強量をハイクオリティの試験対策で、難関・高倍率の医学部編入・学士編
入試験の“完全合格”を目指す！

※QRコードご利用にあ
たり、端末によっては
別途、アプリ等をイン
ストールする必要があ
ります。

体感する！

受講形態もニューノーマルへ

受講  フロー
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トップ講師の講義をオンライン（eラーニング）で配信

オンライン学習〈eラーニング〉に加えて対面授業で、
より効果的な学習

毎講の定着度を確認

新宿本校 新大阪校

オンライン学習〈eラーニング〉

マルチデバイス対応、24時間いつでもどこでも講義を受講できます！

学士編入試験に精通した講師陣が頻出分野の分析や出題予想を踏まえて作成したオリジナルテ
キストで、超難関試験突破に必要な力を効率的かつ着実に身に付けます。

別途有料

各種実力テスト
テストエンジン
（該当コース申込者のみ）

にチャレンジ
（詳細はP30参照）

次
の
講
へ

+通学講座（対面授業）

確認テスト

KALSのオリジナルテキスト

●PC、スマートフォン・タブレット端末などマルチデバイス対応です。

●動画講義は1.3、1.5倍速のファストラーニング機能があります。

●授業音声のダウンロードも可能（MP3）です。

校舎への通学は受験期間中のモチ
ベーションアップにつながります。
eラーニングで完結するカリキュラ
ムも、対面授業※を通してより効果
的な学習ができます。
校舎は、新宿本校または新大阪校
をご選択ください。
※校舎により一部の科目では設置がありません。
※科目によって講義内容は異なります。詳細はご希望の校舎へお問い合わせください。

※実施のない科目もあります。詳細はP30をご確認ください。

▲確認テスト問題 ▲解答・解説 ▲データ集

本講座の主体となるオンライン学習
〈eラーニング〉最大のメリットは、都合
の良い時間にご自身のペースで受験
勉強を効率よく進められることです。
移動中や休み時間、隙間時間を利用し
て繰り返し学習が可能です。当講座は、
テキスト＆講義映像＆テストで学習を
進めます。

確認テスト

別途有料

+通学講座
（対面授業）
に出席
eラーニングの
フォローに

C U R R I C U L U M

※

※

オンライン
（eラーニング）で
講義を受講

マルチデバイス対応
PCのみならず、タブレット端末やスマートフォンでも講義映像の
視聴が可能。まさに、いつでも、どこでも、河合塾KALS精鋭のプ
ロフェッショナル講師陣による、充実の講義が受けられます！

高速再生機能
通常の講義速度に加え、1.3
倍速、1.5倍速再生の「ファ
ストラーニング機能」を搭載。
時間に余裕がない場合、一
度受講した講義を再度視聴
する場合など、効率的な学
習が可能です。

スキップ機能
15秒間隔のスキップ機能
を搭載。早送りや巻き戻し
もスムーズに行うことが可
能です。

講義音声
講義の音声をMP3形式で
ダウンロードが可能！テキス
トを片手にモバ
イル機器を使っ
た音声学習も可
能です。

レジュメ
講義レジュメがある
場合は、ここからダ
ウンロードできます。



医学部受験カリキュラムの決定版

基礎シリーズ

完成シリーズ

実戦シリーズ

Primary

Master

Advance

オプション
科目

物理化学
シリーズ

特定大学／
特定科目過去問分析・

直前対策

忙しい社会人や大学生の方にとって、時間の調整をしながら難関の医学部学士編入試験に向けて学習していくことは、容易なことではありませ
ん。試験の準備に専念できる方にとっても、試験で課される内容・レベルまで学力を伸ばし、知識を増やすには、効率的かつ効果的なカリキュラ
ムが不可欠といえるでしょう。河合塾KALSでは、学士編入試験の状況や傾向を常に分析・検討しながら、最も効果的と思えるカリキュラムを提供
します。講義は1コマ120分（一部を除く）で、受講形態はオンライン学習〈eラーニング〉となり、校舎実施の対面授業（別途有料）に参加すること
も可能です。ご自身の学習環境に合わせて、最適な受講形態で学習を進めることができます。

超難関の学士編入試験も河合塾KALSなら安心です！
合格に必要な全てのものが
ここにあります
忙しい受験生にとって、試験の傾向にマッチしたテキスト、ポイン
トを押さえた授業は不可欠です。さらに大学選択のための的確
な情報、不安なときに相談できるシステムなど、河合塾KALSは
受講生の皆さんをあらゆる方面からサポートしていきます。
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2024年度実施 本試験期間

サポート期間は2024年12月末まで。
対策開始から国立大医学部の本試験期間までフォローします。

START

チュートリアル ◎受験校の選択  ◎出願書類の書き方　 ◎英単語テスト（3回実施） ◎実力テスト解説講義 ◎公開模試解説講義　※一部抜粋

カウンセリング

マイルーム／受講生専用お知らせサイト

2024年12月末までサポートします。

※講義スケジュールは、別紙「講義スケジュール詳細」にてご確認ください。
＊再受講生とは、以前にKALSのレギュラー講座（プレミアム講座〈現：特定大学／特定科目過去問分析講座〉、テストバンク、模試のみ除く）を受講されたことがある方です。

カリキュラムの中心は、Primary（基礎）→Master（完成）→Advance（実
戦）の各シリーズ。一連の講座をとおして、段階的かつ効率的に、必要知
識や受験対応スキルを獲得します。さらに、高倍率・難関試験の学士編入
試験では併願は必須。物理化学シリーズやオプション科目で、受験校選
択の幅を大きく拡げます。そして、特定大学／特定科目過去問分析、直
前対策では、特定大学・特定分野をピンポイントで攻略し、より合格“確度”
を高めます。
抜群の合格実績は、この対策プログラムの有効性の証、まさに医学部学
士編入対策の決定版カリキュラムなのです。

受講生
サポート
システム

Support System

情報誌
チュートリアル

テキスト
講義

カウンセリング

試験情報▶分析

受講生

2024年 6月
2023年 4月

12月

■直前対策
出願書類（課題論文）対策

■特定大学／特定科目過去問分析
特定大学過去問分析
物理・化学過去問分析

生命科学過去問分析

生命科学
医学英文法
物理・化学を学習するための数学
物理入門講座+スタンダード物理
スタンダード化学

生命科学
医学英文法
スタンダード物理
スタンダード化学

基礎シリーズ
Primary

物理化学 シリーズ

生命科学
医学英語演習
小論文演習

完成シリーズ
Master

実戦シリーズ
Advance

オプション科目

力学
有機化学
電磁気学・波動
熱力学・化学熱力学
原子物理・化学結合

公開模試 ［4月～5月に2回実施予定］

英作文

生命科学
確率・統計

特定大学／特定科目過去問分析、直前対策

C U R R I C U L U M

受講生
限定講座

●トップレベル生命科学テストゼミ
●志望理由書（添削付）個別指導

●個人面接対策
●集団討論（集団面接）対策

基礎シリーズ復習テスト
生命科学
英語
物理
化学

基礎力判定テスト

英単語テスト① 英単語テスト② 英単語テスト③

生命科学
英語

実力テスト①

完成生命科学中間テスト 実戦生命科学中間テスト

生命科学
英語

実力テスト②

TEST

＊「医学英語演習」…再受講生は、14講～20講〈最新問題〉のみをご受講いただくこともできます。



※担当講師は、校舎（またはeラーニング）によって異なります。また、諸事情により、講師は変更となる場合があります。

永川 隆史講師

教育系コンサルティング会社役員、多摩大学医療介護ソリュー
ション研究所フェロー。医療安全関連、介護関連NPO法人理事。
私立大学非常勤講師など。河合塾では、東大受験専門コースの
講師を長年つとめた。
本講座では、英語以外にも学士
編入試験情報の分析を担当し、
受験生の動向、成績と合否との
相関などの分析を通して得られ
たデータを集合チュートリアルで
展開しつつ、受講生に的確な指針
を与えている。

超難関試験突破を可能にするプロフェッショナル講師陣
最終合格まで数十倍という倍率を勝ち抜き、皆さんが見事合格できるように、あるときは優しく、またあるときは厳しく、私たちが合格までの
「水先案内人」を務めさせていただきます。「医学部に合格して、必ず医師になる！」という皆さん一人ひとりのひたむきな熱意と、私たち講師陣
の「一人でも多くの受講生の方に医師になってほしい！」という情熱は、いわば車の両輪です。皆さんの熱意に精鋭講師陣が親身に、かつ真剣に
応えます。医学部学士編入対策は私たちにお任せください。
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T E A C H E R S

英　語

英　語

英　語

英　語

●東京大学農学部卒業

堀川 亮講師

某私立大学非常勤講師。東京大学大学院理学系研究科修了。
博士（理学）。予備校の講師経験をもち、本講座での明快な講義
には定評がある。物理では具体
的にイメージできる題材を通じ
て現象の本質を説明し、また、さ
まざまな化学現象も物理的に解
析しわかりやすく講義する。親切
な指導は物理や化学の苦手な受
講生にも人気が高い。

������������

物理／化学

●東京大学理学部卒業

●東京大学農学部卒業

井出 冬章講師

東京大学大学院医学系研究科中退。日本脳神経外科学会専門
医、日本脳神経外科学会評議員、日本救急医学会専門医。20年
以上にわたり神経疾患、救急疾患
の診療に従事。専門は脳腫瘍と神
経系救急疾患、特に中枢神経系
感染症、内科疾患の神経系合併
症、頭部外傷。現在、免疫組織化
学の手法を用いて脳腫瘍の分子
病理学的解析を行っている。医師
国家試験の受験指導歴も長い。 
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生命科学

生命科学

●東京大学医学部医学科卒業

横川 耕二講師

資源エネルギー庁にて石油需給統計に携わる。以後、河合塾数
学科講師として大学入学試験、各種資格試験、公務員試験対策
の授業を行う。講義はハッキリとシンプルにわかりやすく教える
ことを心掛けている。高校数学で
はデータ分析が必須単元になり、
有名大学や医学部で統計が広く
出題され始めている。医学部編
入試験においても医療統計の重
要性から、統計の本質が問われる
出題が多くなっている。本講座で
は、過去問解説を軸に統計の基
本を丁寧に解説する。
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確率・統計

確率・統計

●一橋大学法学部／経済学部卒業

池田 俊哉講師

様々な予備校で、主に小論文・英
語・現代文を担当。理系・文系幅
広くこなすが、得意分野は生命
倫理と法学。抽象的な指導では
なく、「具体的にどの様な小論文
を書くか」を重視した指導に定評
がある。

������������� ●東京大学文学部卒業

木村 峻輔講師

京都大学大学院医学研究科医
学専攻博士課程単位取得退学。
循環器内科医師。研究テーマは
医師の志望動機の説明不可能
性について。「KALSの授業では
『本当は説明できないはずの志
望動機を入試で説明しなければ
ならない』矛盾にチャレンジしま
す！」

��������������� ●大阪大学医学部医学科卒業

田本 正子講師

早稲田大学法学部・同大学院法学研究科修士課程修了。河合
塾大学受験科小論文講師。主に医系・看護系小論文を担当。現
役生や帰国生の推薦対策(志望理由書等の書類作成指導・面接
練習)個別指導も担当。文章構成・伝わる表現を重視した指導
を行う。
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小論文

小論文

小論文

面　接

小論文 面　接

英　語 面　接

●早稲田大学法学部卒業

白川 泰成講師

民間企業勤務を経て、現在河合塾KALSで医学部学士編入対策
講座の英語を担当。
下線部訳や説明、要約といった内容理解を問う記述形式の設問
が中心となる医学部学士編入試験の英語の傾向を踏まえ、文
法面と読解面のバランスがとれ
た解説を提供するのが目標。ま
た、英語学習にブランクがある受
講生も少なくない状況も考慮に
入れ、基本事項の徹底的な確認
を通じて、応用レベルに到達でき
るような授業を目指す。 
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�����	� ●京都大学文学部卒業

加賀 健司講師

河合塾大学受験科で自然科学系および医系・看護系小論文の
添削を担当後、現在に至る。これ
までにも大学や短大で小論文・生
物講師を担当。英文・和文を「読
む」、読み取った事柄を「まとめ
る」、それに対して知識を交えな
がら「考える」、考えた事柄を「記
す」、そのための重要なポイント
を分かりやすく説明する。

����� ����� ●国立大学大学院理学研究科修了

古城 輝樹講師

東京大学総合文化研究科に在
学中。専門は英文学（特にD・H・
ロレンス）。基礎文法の知識定着
と掘り下げを通じて思考力・洞察
力を涵養し文章の一言一句を逃
さない鋭い読解力の獲得を目
指す、基本に忠実な授業を行っ
ている。

東京大学総合文化研究科に在学中。ヴァージニア・ウルフを中
心に19世紀後半から20世紀の英文学と批評を研究している。
講義では、文法事項の基礎知識を確実に定着させることで、質
量ともに骨のある学士試験の英文にも正確に対応できる読解
力の獲得を目指す。

�����������

西脇 智也講師

����������
�	���

井村 裕紀講師

東京大学農学部卒。博士（農学）。農学部の助教として生物系の
研究・教育活動に従事。非常勤講師として都立看護専門学校で
生化学などの講義も担当していた。実際に学士編入をした経験
を活かし、つまづき易いポイントや実戦的な着眼点を分かりやす
く解説する。

����� �����

●東京大学大学院農学系研究科修了

塩河 亜弥講師

博士（農学）。生物系の研究、大学受験の個別指導講師（数学、物
理、化学）経験の後、医学部学士編入。これまで医学部受験生を
指導してきた経験と自身の学士編入経験を活かし、数学や統計
学が苦手な生徒の目線に立って丁寧に解説する。合格のための
最短ルートを意識しつつも今後の必要性から、公式の丸暗記や
当てはめではなく、可能な限り公式の意味を理解して納得でき
るような授業を目指す。

�����
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シリーズおよび各科目のご案内

○細胞の構造と機能
○代謝
○遺伝の基礎

○発生の詳細、進化
○内部環境の維持
○生体構成成分

○細胞分裂と生殖
○分子生物学
○刺激と反応

○総合演習

●生命科学

●医学英文法

●物理・化学を学習するための数学

●スタンダード物理

●スタンダード化学

全20回

全20回

全5回

全20回

全25回

全3回

全1回

─

全1回

全1回

学士編入試験対策の“基盤”を
徹底的に身につける
医学部学士編入を目指す方にとって、高校レベルの自然
科学系科目をマスターしておくことは必須条件です。基
礎シリーズでは、生命科学、物理、化学について、高校で
の履修範囲の中から、学士編入試験で問われる部分にポ
イントを絞って解説し、問題演習等も交え知識の定着を
図ります。一方、英語については、試験で問われる基本的
な構文・文法事項の解説とともに、医学英語の特徴にも触
れていきます。このシリーズで試験対策の“基盤”ができ
ているか否かが、その後の完成シリーズ・実戦シリーズで
の効果的学習、ひいては合否に関わってくることでしょう。

確認テスト
（各講で実施・記号式）

復習テスト※
（記述式）

全1回

全1回

─

全1回

全1回

基礎力判定テスト※
（記述式）60分基礎シリーズ

※実施時期に合わせてご案内いたします（出題形式は変更になる場合があります）。
20 21

●生命科学 ： 25講生命科学基礎シリーズ

基礎シリーズ

基礎シリーズ

基礎シリーズ

基礎シリーズ

学士編入試験の
基礎を固める

学士編入試験で最重要科目と言える生命科学について、基礎から丁寧に講義を
します。高校生物がベースとなりますが、未履修の方でも対応できます。安心して
始めてください。扱う内容は「高校程度の生物学」で「高校生物」そのものではあ
りません。高校程度の内容を、基礎医学の観点から再構成して学びます。最新の
高校生物は、非常に詳細かつ現代的になっています。旧来の生物のイメージにと
らわれると足をすくわれます。講義では、一部、大学レベルの説明も行います。

生命科学（一部抜粋）

基礎
Primary

シリーズ

○基本事項　　○三角関数、ベクトル　　○微分、積分　　○行列、関数のグラフ

●物理・化学を学習するための数学 ： 5講数 学
物理や化学を扱うための高校数学を復習する講座です。高校ではあまり数学を用いずに物理・化学の授業
を教えますが、その分覚えなければならない事項が多くなってしまいます。高校数学の計算力と重要な基
本概念を知っておくことは物理や化学の問題を解くのに役立つだけではなく、これらの理解を助け、効率
のよい学習に結びつきます。また、大学教養レベルの物理と化学では数学が不可欠です。物理と化学を学
習し直すのであれば、高校数学というベースを作っておくとよいでしょう。
高校の数学全部を復習するには莫大な時間と労力が必要となりますので、本講座では物理と化学に直接
必要な事項を中心に一通りさらいます。また、物理や化学によく出てくる計算法や、大学教養で学ぶ内容
のうち物理や化学に密接に関わる事項も紹介します。

物理・化学を学習するための数学

○速度、加速度
○運動の法則
○運動量、力学的エネルギー

○円運動、慣性力
○単振動

●物理入門講座 ： 5講　●スタンダード物理 ： 20講物 理
物理入門講座 スタンダード物理の開講前に「物理入門講座」（全5講）を開講します。物理の学習が久しぶ
りという方、苦手という方はぜひこちらを受講いただくことをおすすめします。
スタンダード物理 学士編入試験で物理を出題する大学の問題をみると、高校物理の範囲では出題範囲
が偏っています。そこでこれらのテーマに的を絞って高校物理を復習していきます。基本事項の解説と演
習問題を通して基本的概念を確実に理解することにより、物理未履修の方でも十分に対応ができるように
なります。理系出身の方も専攻分野以外の基礎力を高めることで、受験校の選択の幅がより広がります。

スタンダード物理
○気体の法則
○波動
○静電気力

○電流、磁場、直流回路 
○電磁誘導、交流回路
○原子、原子核

（気体、波動、電磁気学）

●医学英文法 ： 20講英 語
本講座の狙いは、下線部和訳の問題を解くために必要な文法の基礎知識を、１～３行
程度の医学や生命科学に関する例文を使って、身につけることにあります。下線部和
訳の問題は必ず出題されますので、得点源にしないと合格を狙うのは難しいです。得
点源にするには、文法の基礎知識をしっかり確認しておくことが重要です。本講座では、
各講ごとにテーマを設けて、試験に必要な基本的知識だけをわかりやすくコンパクト
に解説していきます。
後半では、医学部の一般入試や学士試験の問題から比較的簡単な下線部和訳の問題
を扱い、解説を行うという授業形式をとります。15講～20講では、下線部和訳の問題
を解き、文法の知識のみならず、単語力もアップしていきます。また、和訳の力がつけ
ば、内容説明を要求する問題等への対応力も必然的に上がっていきます。さらには、医
学や生命科学に関する英文を扱うので、英語の問題を解く際に必要となってくる簡単
な予備知識も身に付きます。本講座に参加し、和訳問題の演習を積み、英語の総合力
を上げてください。

○物質の構成粒子、化学式 
○気体の法則
○物質の三態

○溶液の性質
○熱化学
○反応速度と平衡

○酸、塩基、塩

●スタンダード化学 ： 25講

実施テスト一覧

化 学
学士編入試験に出題される大学教養レベルの化学を理解するために、演習を通して高校化学をマスターします。高校化学を学
習するための準備として化学の基礎概念をお話します。化学未履修の方でも導入部を理解することで学習しやすくなります。理
系出身者の方も専攻分野以外の基礎力を高めることで、受験校の選択の幅がより広がります。

スタンダード化学
○酸化・還元反応
○アルカン、元素分析
○アルケン、アルキン

○酸素を含む有機化合物
○芳香族化合物
○油脂

○高分子化合物
（酸化・還元、無機化学、有機化学）

C O U R S E  G U I D E

※スタンダード物理は2023年度実施試験対応講座の映像を使用します（Ⅰ：第1講～10講、Ⅱ：第11講～20講）

※「物理・化学を学習するための数学」の単科受講はできません。「スタンダード物理」または「スタンダード化学」とセットでご受講ください。

※スタンダード化学は2023年度実施試験対応講座の映像を使用します（Ⅰ：第1講～13講、Ⅱ：第14講～25講）

＊生命科学のみ
　記号式



●生命科学 全15回 全1回

確認テスト
（各講で実施・記号式）

中間テスト※1
（記述式）完成シリーズ

●生命科学 全13回 全1回

確認テスト
（各講で実施・記号式）

中間テスト※1
（記述式）実戦シリーズ

※1 実施時期に合わせてご案内いたします（出題形式は変更になる場合があります）。

完成シリーズ

完成シリーズ

完成シリーズ

実戦シリーズ

実戦シリーズ

第１講 確率
○連続型確率
○条件付き確率
○感度と特異度
○陽性適中率

第2講 スクリーニング検査
○オッズ比
○検査後オッズ
○検査精度
○ROC曲線

第5講 正規分布
○標準正規分布
○中心極限定理
○正規性の確認
○正規分布の再生性

第６講 推定と検定
○二項検定
○統計学仮説検定
○母平均の推定と検定
○母比率の推定と検定

補足Ⅰ 統計学仮説検定の正誤　 補足Ⅱ 検定の選択

第３講 基本統計量
○代表値と散布度
○データ分析
○平均と分散の定義
○平均と分散の性質

第４講 確率分布
○二項分布
○ポアソン分布
○確率密度関数
○確率変数変換

第７講 ｔ検定とχ2検定
○ｔ検定
○母平均の差の検定
○χ2分布
○χ2独立性検定

第８講 相関と回帰
○積率相関係数
○順位相関係数
○回帰直線
○重回帰分析

本格的な
準備を始める

完成
Master

シリーズ

●生命科学

●英語

実力テスト①②※1

実施テスト一覧

学士編入試験合格水準の
知識を固める
自然科学系科目の基礎知識があることを前提に、学士編
入試験に向けて本格的な対策学習を行うのが完成シ
リーズです。生命科学、医学英語、さらには論述力アップ
や面接対策にも通じる小論文について、学士編入試験な
らではの知識を深く学習します。合格圏内に至るまでの
実力を獲得する完成シリーズは、一連の医学部学士編入
対策講座の中で最も重要なシリーズと言っても過言で
はありません。医学英語演習・小論文演習はテストゼミ
形式の構成です。

22 23

●医学英語演習 ： 20講英語
国立大学の医学部学士編入の英語は、生命科学や医学関係の論文がそのまま出題され、
要約や論文中のグラフ・表に関する設問など、英語の読解力と同時に背景となる医学・生命
科学の理解力が求められるケースが多くなっています。本講座はこのような傾向を踏まえ、
最新トピックの英文を用いたテストゼミ形式となります。限られた時間での答案作成能力
を身につけます。講義では、テストの解説を行いますので、テスト受験後ご受講ください。
（テストは受講期限内、採点を受け付けます／各回につき1回）

●生命科学 ： 15講生命科学
医学部学士編入試験の生命科学は大学によって出題傾向が大きく異なります。ただ、「生
物学の素養をみる」「医学・生物学に関心を持ち、新しい話題をキャッチしているかをみる」
「医学に関連した基礎知識があるかをみる」という点は共通しているといえるでしょう。完成
シリーズは、高校程度の生物学から生命科学への橋渡し講座です。高校程度の生物学上
級レベルから大学初年級の生命科学を、問題演習を通じて学習します。原則として、高校生
物（新課程）の該当分野をマスターされている方（ＫＡＬＳカリキュラムでは「基礎シリーズ」を
履修した方）を対象とし、講義を展開していきます。教材に含まれるワークブックで数多く
の問題演習をこなすことで、さらなる知識の定着を図ることができます。

●生命科学 ： 13講生命科学
学士編入試験では医学関連の題材から多く出題されることを踏まえて「完成シ
リーズ」を履修した方を対象とし、医学部２年生までに学ぶ生命科学を問題演習を
通じて学習します。「完成シリーズ」履修者を対象としますが、大学で生命科学を
履修した方はこのシリーズからの受講も可能です。教材に含まれるワークブック
で数多くの問題演習をこなすことで、さらなる知識の定着を図ることができます。

●確率・統計 ： 8講確率・統計
近年、多くの大学で出題されている「確率・統計」分野を初学者の方でも十分に理解できるよう指
導いたします。多くが定型問題ですが、初見の新作問題もあるので、十分対応できるように基本
を身につけることが大事です。この講座では、過去問題やその類題、今後出題が予想される問題
の実戦的な演習を行います。

●小論文演習 ： 20講小論文
医学部学士編入試験の小論文は、形式的にはテーマ型（あるテーマを与えて論述させる）か課題論文型（いくつ
かの課題文を読ませて論述させる）かということになりますが、内容は大学によって様々です。課題文の内容は
医学や生命科学に関するのもが多く、また英文のまま出題されるケースも目立っており、「小論文」という名称だ
けで内容を推測することは危険です。一方、小論文以外にも、出願書類の課題論文では論述力が、面接・集団討
論では医療問題などの医学関連テーマの知識が、それぞれ問われています。そこで、本講座の小論文では、基
本作法を再確認しながら、近年話題になっている医療、社会問題、国際問題などを課題として取り上げ、答案作
成ののち、解説講義という流れで、より本試験を意識した形で講義を行います。答案を作成し、提出、添削指導
を受けることで、思考力・論理展開力・表現力に磨きをかけることができます。本講座は、個人面接や集団討論において医療問題に
ついて、自身の意見をまとめ、述べる練習にも繋がります。（答案は受講期限内、採点を受け付けます／各回につき1回）

学士編入試験の傾向に
ズバリ対応！

実戦
Advance

シリーズ

得点能力を高め、
合格“確度”を引き上げる
実戦シリーズは、その名のとおり、本番試験への実戦的
な対策プログラムです。医学部学士編入試験で確実に
高得点を得るには、単に知識があるだけでは通用しませ
ん。それらの知識を本試験解答で発揮できるよう、アウト
プット能力が必要です。生命科学では、過去問等の問題
演習を中心に、完成シリーズで習得した十分な知識をブ
ラッシュアップします。実戦トレーニングとともに、知識整
理や学習の総仕上げを行ってください。

■旭川医科大学
■北海道大学
■弘前大学
■秋田大学
■筑波大学
■東京医科歯科大学
■富山大学
■福井大学
■名古屋大学
■滋賀医科大学
■山口大学
■高知大学
■大分大学
■鹿児島大学
■琉球大学

参考：「確率・統計」分野が
出題されたことのある大学

C O U R S E  G U I D E

※再受講生とは、以前にKALSのレギュラー講座（プレミアム講座〈現：特定大学／特定科目過去問分析講座〉、テストバンク、模試のみ除く）を受講されたことがある方です。

再受講生は、14講～20講〈最新問題〉のみをご受講いただくこともできます。

全2回（各90分）

全2回（60分／90分）

（出題レベルの異なるテストを実施します）



医学部学士編入試験で出題される、大学教養レベルの物理と化学を学習するための講座です。高校
の物理と化学を習得された方を対象とします。また、予備知識としての数学は、高校レベルの指数関
数、対数関数、三角関数や、微分・積分などの計算ができることを前提に授業を進めます。理科系大学
１年生程度の計算（偏微分、重積分や、行例式の計算など）が必要な分野もありますが、こちらは適宜、
簡単に紹介していきます。大学教養レベルの化学は、物理と深く結びついており、また、分野によって
は内容がかなり重なっています。そこで、効果的に学習できるように物理と化学をまとめました。さら
に、分野別にしましたので、未習得分野や苦手分野など、必要とする分野のみを受講することが可能
です。教材に含まれるワークブックで数多くの問題演習をこなすことで、さらなる知識の定着を図る
ことができます。

オプション科目

2524

●全30講

オプション科目

物理化学
シリーズ

〔補足〕上記以外の大学でも、英作文が出題されている大学もあります。（長崎大学、大分大学、愛媛大学、岡山大学）

大学名 問題の形式

与えられた設問に関して、自分の意見を述べるというシンプルな設問になっている。設問のテー
マは、必ずしも医療系のものとは限らない。TOEFLのライティングセクションでも似たような設
問形式がある。

英文を読み、その英文のメインテーマとそれに対する自分の意見を書くというスタイルの問題
が出る。単に、英文の内容を英語で要約せよと言う問題も出る。

英作文は2問出題される。1つは与えられた設問に対して、100～150語の英語で答えるという
シンプルな問題である。もう1つは、与えられた図やグラフの内容を、同じく100～150語の英
語で説明するというものである。

旭川医科大学

浜松医科大学

島根大学

論述型

論述型

論述型

上記の大学(補足で触れた大学も含む)の過去問演
習を通じて、合格に必要な素養を効果的に身に付
けることを目的にしています。英作文は非常に得点
差が付きやすいので、上記の大学を受ける方は、必
ず英作文の対策が必要です。しかし、英作文の対策
にたくさんの時間をかける余裕がない方が多いと
思われますので、この講座で過去問中心の学習を
行って、作文に必要な知識を効率的に学ぶことが重
要になります。具体的に言えば、上記の大学の過去
問の解説を授業で聞いて、その後、それらの過去問
を繰り返し解き、そこで身に付けた知識で解ける範
囲内の問題を確実に解くという方針で臨むのが良
いでしょう。上記の大学の志望度が高い方は是非
受講してください。物理・化学の出題レベル

北海道大学

弘前大学

筑波大学

福井大学

浜松医科大学

滋賀医科大学

大阪大学

鳥取大学

●

〇

●

●

〇

●

●

〇

〇

●

〇

■

〇

物理大学名 化学

島根大学

山口大学

香川大学

高知大学

愛媛大学

大分大学

鹿児島大学

琉球大学

〇

●

〇

〇

〇

●

〇

●

〇

●

〇

〇

〇

物理大学名 化学 〇高校レベル（大学受験レベルを含む）
●高校＋理系大学１年レベル
■理系大学１～２年レベル
「高校+理系大学1年」レベルの大学では、文部科学省の「準
備教育モデル・コア・カリキュラム」に含まれる、剛体・弾性体・
流体の力学や熱力学第２法則関連の出題が特徴である。

KALS医学部学士編入対策講座に当てはめると…
〇KALS基礎シリーズレベル
●KALS物理化学シリーズレベル
■特定大学／特定科目過去問分析　

◎募集要項に書かれている「生命科学」「自然科学総合（小論文）」の試験の中でも、物理、化学、数学を含む問題を出題している大学もあります。
◎上表は2022年実施試験における出題レベルとなり、実施年により出題やレベル（大学そのもの）は変更になる場合があります。

物理化学

●全10講　各講の課題には、きめ細やかな添削が付いています。英作文

●力学

●有機化学

●電磁気学・波動

●熱力学・化学熱力学

●原子物理・化学結合

全7回

全7回

全5回

全6回

全5回

確認テスト（各講で実施・記号式）物理化学シリーズ テストエンジン

●生命科学

●物理化学 該当コース受講者のみ（記号式）

◎詳細はP30をご覧ください

完成シリーズ・実戦シリーズ・物理化学シリーズ

実施テスト一覧

物理
化学
シリーズ

参考

対象大学

講座の目的

主に旭川医科大学、浜松医科大学、島根大学 （出題内容は変わる場合があります）

※初めてKALSをご利用される方は、オプション科目のみのご受講はできません。

（全7講）力学 質点（微分方程式を解く問題も含む）、質点系の力学、剛体の力学、連続体の力学（弾性
体の力学、流体力学）など

（全7講）有機化学 命名法、異性体、有機反応、生体分子など

（全5講）電磁気学・波動 電磁気学（静電場、静磁場、ガウスの法則、電気磁気相互作用、マックスウェル方程式、
交流回路、過渡過程など）、波動（正弦波、音波、光波、光の干渉など）

（全6講）熱力学・化学熱力学
気体の状態方程式、気体の状態変化、熱力学第一法則、気体の状態変化、熱機関、熱力
学第二法則、エントロピー、エンタルピー、内部エネルギー、化学ポテンシャル、化学平
衡、反応速度論、溶液の化学熱力学、熱伝導、熱膨張など

（全5講）原子物理・化学結合 原子軌道、分子の構造、化学結合、シュレーディンガー
方程式、波動関数、分子軌道法、放射線など

C O U R S E  G U I D E

力学強化クラス（全8講）

有機化学強化クラス（全8講）

■新宿本校では上記「力学」「有機化学」に加え、下記の通学講座（対面授業）も
　開講いたします。

※詳細は新宿本校にお問い合わせください。

物理化学
シリーズ

通学講座

クラス名 開講校舎

新宿本校

★注：「電磁気学・波動」「熱力学・化学熱力学」「原子物理・化学結合」の対面授業はございません。
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河合塾KALSは、皆さんの学習を支え学士編入試験合格に導くた
めには、講義だけでなく様々な面からのサポートが必要であると
考えます。そこで、情報面・学習面で、以下のようなサポートシステ
ムを準備して、皆さんをお待ちしています。

豊富な過去問題・
試験アンケート（面接）閲覧
大学ごとに個性的な医学部学士編入試験の問題は、実際に自
分の目で見ておくことが大切な準備の1つといえます。このた
め、河合塾KALS各校舎では各大学の試験問題（復元問題を含
む）や募集要項・試験アンケート（面接）が閲覧できる環境を提
供しています。

https://www.mag2.com/

「まぐまぐ」はどなたでも無料
で登録・購読できるメールマガ
ジン。隔週で最新情報をお届
けします。登録ご希望の方は上
記サイトをご覧ください。

海外在住の方は…
海外への教材発送も承ります。

オンライン講座を海外でご受講する
こともできます。
※海外発送は、当社が委託契約した「カンタムソ
リューションズ株式会社」にて行います。
※海外発送にあたっては、JP日本郵便 EMS（国際ス
ピード郵便）を利用します。
参考URL…https://www.post.japanpost.jp/int/ems/index.html

●校舎カウンセリング
各校舎内で講師、チューターと
個別カウンセリングを受けるこ
とができます。（各校舎で実施
状況が異なります）

●オンラインカウンセリング
自宅にいながら、個別カウンセリングを受けることができます。

※Web相談システム（Zoom）を
利用して実施しています。

●ご希望の方はこちらまで

https://school.kals.jp/information/shp-ovr

合格に向けた万全のサポートシステム

公開模試［4月～5月に計2回実施予定］
個人成績表では全体の総合成績以外に、平均点や科目別の順位・総合順位も
掲載しています。総合データ集では、各科目の講評の他、
●科目別得点分布表　●偏差値表　●志望大学別得点分布表　
などが掲載されているので、全体の得点状況・得点分布で、自分の得点が公
開模試受験者の中でどのくらいなのか、グラフで確認することができます。

オリジナル情報誌
＆メールマガジン
河合塾KALSでは、オリジナルの試験
情報冊子「入試DATA FILE」「合格体
験記」を毎年発行。さらにメールマガ
ジン「KALS医学部学士編入マガジン
（まぐまぐ）」により、医学部学士編入試
験関連の最新情報を、順次提供して
います。

チュートリアル（特別講義）
受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックスなど豊富な
情報を講義形式で提供します。

［一部抜粋］ 
◎受験校の選択 
◎出願書類の書き方

対面授業への参加に加え、実
施後はマイルーム（P29参照）
へも配信します。

メールマガジン 無料

各種テスト（確認テスト・復習テスト・実力テスト）
各シリーズ・科目（一部の科目を除く）において、多様なテストを
ご用意しています。講義の定着度やご自身の立ち位置を把握し
ながら学習を進めることが、より効果的な勉強方法です。本試
験に備えてアウトプット力を強化するためにも各種テストは積
極的に受験しましょう。
※各テストの実施回数、実施時期の目安は、P16～17、P30をご参照ください。

個別カウンセリング
超難関の医学部学士編入試験に向けた学習は、ややもすると孤
独で不安なものになりがちです。同じ目的をもった仲間との交流
や勉強会も１つの解決策ですが、河合塾KALS各校舎では、受講
生とマンツーマンで担当講師またはチューターが志望校選択や
学習方法などについて皆さんの悩みを聞きながら相談に応じる
「個別カウンセリング」を行っています。常に目標を見失わず、手
ごたえを感じながら学習を続けるため、この「個別カウンセリン
グ」を積極的に利用してください。 
※実施・予約方法は校舎によって異なります。　
※電話・メール等でのカウンセリングは行っておりません。

◆世界120以上の国・地域にお届け可能です。料金は受取人さま払いとなり
ます。お届け可能な国・地域や日数、送料などは、上記URLよりご確認くだ
さい。
◆国・地域によっては、受取時に送料に加え、別途、関税等が発生することが
あります。また、運送事情・現地事情等により問題が発生した場合、当方で
は責任を負いかねます。ご了承ください。

質問書システム
直接、講師に質問できない場合でも質問書システムを使用して
授業内容に関する疑問点を解決できます。質問書システムは、
受講生専用サイト「受講生専用お知らせサイト」内の専用フォー
ムからメールで提出、また
は書面による提出ができ、
後日回答者が回答・解説
を書き入れて返却するシ
ステムです。各科目受講
期間内のご利用で、回数
制限はありませんので上
手にご活用ください。

受講生の皆さんが利用で
きる自習室を用意してい
ます。同じ目的で勉強をし
ている仲間が集まる環境
の中で、高いモチベーショ
ンを保ち、集中して学習す
ることが可能です。

自習室

志望理由書［添削付］個別指導
志望理由書の添削（2回）と個別指導（1回／30分）が
セットになった講座です。
構成や書き方についてKALSベテラン講師がきめ細かく添削指
導し、個別にフィードバックすることで志望理由書の完成度を上
げることができます。

有料

有料

現在、新型コロナウィルス感染症拡大の
影響により、海外への教材発送を停止し
ております。詳細につきましては通信講
座事務局までお問い合わせください。

S U P P O R T  S Y S T E M
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講義のみならず、WEB上で各種情報配信。

受講生専用サイト
ご受講いただくオンライン講義は、講義視聴用サイト「マイルーム」でご視聴いただきます。
「マイルーム」では、講義動画視聴だけでなく、チュートリアル配信や各種テストのデータや講評のダウンロードができます。
また、受講生向けの重要なお知らせや試験情報などは、マイルーム内に掲載されている「受講生専用お知らせサイト」よりご案内いたし
ます。両サイトを上手に活用しましょう。

…講義動画視聴用サイト …受講生専用掲示板

※「マイルーム」のログインID・パスワードについては、eラーニングのプラットフォームを提供する株式会社ネットラーニング社より発行されます。
※コース受講特典「テストエンジン」は、「マイルーム」でご受講いただけます。

以下の期限を参考に学習計画を立てましょう。

シリーズ別／単科 受講期限（添削物・質問書提出期限） 校舎利用・サポート期限★

基礎シリーズ

完成シリーズ

実戦シリーズ

物理化学シリーズ

オプション 英作文

2024年7月31日（水）

2024年8月31日（土）

2024年11月30日（土）

2024年9月29日（日）

2024年9月29日（日）

シリーズ名
オンライン講座（eラーニング）／

通学講座（対面授業）

※入講時期に関わらず、各シリーズの受講期限は一律となります。
※上記の受講期限後も、オンライン上での動画視聴は2024年12月27日(金）まで可能です。
〈注1〉単科受講は原則、元KALS受講生や医学部編入試験の受験経験者などを想定した受講パターンです。
〈注2〉基礎シリーズ「生命科学」「医学英文法」「スタンダード物理」「スタンダード化学」、完成シリーズ「医学英語演習」および「小論文演習」の単科受
講の場合、受講期限は8ヶ月となります。

各初回講義日より
６ヶ月 〈注2〉

ただし、期間内であっても、最終受講期限は
上記各シリーズの期限に準じます。

【参考】単科受講〈注1〉
（一部科目を除く）

2024年12月27日(金)

2024年度実施試験対応講座

◎過去問閲覧（その他資料閲覧）
◎参考図書の閲覧
◎個別カウンセリング

◎チュートリアル参加
◎自習室利用

★ご利用可能なサービス

※校舎利用はお手続き完了後より可能です。

受講生専用サイト（マイルーム・受講生専用お知らせサ
イト）も、上記期限までご利用いただけます。

2024年実施試験対応講座 受講期限について

S U P P O R T  S Y S T E M

各種テスト・生命科学用語問題集・テストエンジン
マイルーム

マイルーム 受講生専用お知らせサイト

以下の資料はマイルームのライブラリ※に公開しています。マイルーム
にログインしていただき、ライブラリをご確認ください。

※マイルームのライブラリは、PC版での
みご利用いただける機能となっており
ます。スマートフォンでご利用の場合は、
ログイン後、マイルームのトップ画面下
の表示切替ボタンでモバイルからPC
に切り替えてください。

■確認テスト

講義・チュートリアル
マイルーム

資料
マイルーム

PCのみならず、タブレット端末やスマートフォンで、講義映像の視聴が
可能です。時間と場所を選ばず学習ができます。配信日以降、視聴期間
内は繰り返し視聴が可能です。

受講生専用お知らせサイト

入試情報・医学部NEWS

毎講の定着度を確認します。
■実力テスト・単語テスト・中間テスト
テスト実施後、採点して返却します。データと講評もありますので復
習用として役立ちます。

■入試情報
各大学の入試情報をお知らせしています。試験日程の一覧・カ
レンダーも随時更新しています。

受講生専用お知らせサイト

各種お知らせ

■医学部学士編入NEWS
試験情報、過去問題の
解説、試験科目の対策
法についてなどの各
種情報を月1回発行し
ています。

■生命科学用語問題集
受講生を対象にした一問一答式“インプット支援ツール”です。当ツ
ールを使って、スキマ時間をフル活用し、学力向上に努めてください。

■テストエンジン
完成シリーズ「生命科学」、実戦シリーズ「生命科学」、物理化学シリー
ズでは各講で実施した確認テストに新作問題を追加、シャッフルして
問題を出題します。（➡詳細はP30をご覧ください）

単語リスト
個人面接・集団討論テーマ一覧

物理化学出題傾向



生命科学

医学英文法

物理・化学を学習するための数学

物理入門

スタンダード物理

スタンダード化学

生命科学

生命科学

力学

有機化学

電磁気学・波動

熱力学・化学熱力学

原子物理・化学結合

基礎シリーズ

完成シリーズ

実戦シリーズ

物理化学
シリーズ

■実力テスト（記述式）

■公開模試【有料】

■英単語テスト（択一式）

基礎力判定テスト
実力テスト①
実力テスト②

生命科学/英語/物理/化学

生命科学/英語

生命科学/英語

第1回 公開模試 記述式
第2回 公開模試 記号式

生命科学/英語/物理/化学 

生物/物理・化学

20回

20回

5回

5回

20回

25回

15回

13回

7回

7回

5回

6回

5回

3回

1回

─

─

1回

1回

（中間テスト1回）

（中間テスト1回）

─

─

─

─

─

英単語テスト 3回
確認テスト（記号式）シリーズ・科目 復習テスト（記述式）

※この「テストエンジン」はP34「生命科学テストバンク」とは異なるものですが、機能は同様です。
したがって、ここでのサンプル画像は「生命科学テストバンク」のものとなります。

テストエンジン コース受講特典

完成シリーズ「生命科学」、実戦シリーズ「生命科学」、物理化学シリーズでは各講で実施した確認テストに新作問題を追加、シャッフルして
問題を出題します。
各分野よりランダムに出題されます。本試験の感覚をつかみながら、実力判定・弱点分析ができます。何回でも受験可能です。（出題数は
科目によって異なります）※テストエンジンの受講開始時期は、通常の講義スケジュールとは異なるため、開講時期は別途ご案内します。

テストで間違えた問題だけが記録されます。誤答回数別にテストを受けること
ができ、本番直前の総ざらいに最適です。

※出題形式は変更になる場合があります。

※確認テスト、復習テスト、中間テストは受講科目に付随するテストとなります。

●基礎・完成・実戦・物理化学シリーズ「確認テスト」は、原則、毎講で実施。
●基礎シリーズ「復習テスト」は、2023年6～10月に実施。
●「英単語テスト」は、2023年10月～2024年5月に実施。
●「基礎力判定テスト」は、2023年10月に実施。
●「実力テスト①」は、2023年11月に実施。
●「実力テスト②」は、2024年3月に実施。
●「公開模試」は、2024年4月～5月に実施。

各種テスト終了後に入講された場合でも、テスト問題・解答解説についてはご提供いたします。

テスト実施時期

※上記は目安です。実施時期ならびに出題形式は変更になる場合があります。 

提供する教材は、実績に裏付けられた最強アイテム！

比類なき合格実績を誇る理由の１つには、入試対策に必要な知識が、無駄なくぎっ
しりと盛り込まれたＫＡＬＳオリジナルテキストがあります。頻出分野の分析や出題
予想をふまえた内容で、試験に対応できる力が効率的かつ着実に身につきます。各
シリーズの生命科学にはワークブックと用語問題集が、物理化学シリーズ（各分野）
にはワークブックが付き、問題演習量を増やすことで、確実に実力がアップします。
また、英語対策には単語リスト（全受講生共通）が非常に有用です。

出題傾向を徹底分析
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弱点チェック
一通りの学習を終了後は【学習成績】がレーダチャートに表示
され、弱点を一目で把握することができます。

成績管理

各シリーズにおいて、確認テストがあります。その他にも様々なテストを実施しています。理解度の確認、時間内での答案作成などを繰り返し行
うことで、確実に実力が付いていきます。

豊富なテスト

S T U D Y  M A T E R I A L S

●指定の大学生協・大学内書店をご利用の場合は、入会金は免除となります。
●指定の大学生協など代理店を通したお申し込みや、元河合塾生の方、過去にKALS講座を受講さ
れた方、現在ご受講中の方は、割引特典があります。P32の「各種割引制度一覧」をご参照くださ
い（校舎窓口でのお支払いに限る制度があります。ご注意ください）。
●表示金額は、いずれも税込金額です。授業で使用するオリジナル教材の費用は、受講料に含まれ
ています。なお、科目によっては、参考図書を別途購入していただく場合があります。
●講座開講後の入講も随時、受け付けています（講座・コース・科目ごとに受講期限がありますので
事前にご確認ください）。ただし、通学講座（対面授業）講義内容についての配信はございません
（通学講座（対面授業）は収録いたしません ※英作文は除く）。受講料は同一です。
●やむなく受講の取消をする場合、受講開始前であればいただいた学費（入学金・受講料等）は返

還いたします。受講開始後は、当校規定に基づく退学時期に応じた受講料を返金いたします。
※お申出・解約時期等により返金額が異なります。また、解約時期によっては返金できない場合も
あります。いずれも当校規定の返金手数料が必要です（通学講座（対面授業）は原則、返金額の
8%／通信講座の詳細は、当校WEBサイト（https://www.kals.jp/procedure/law/）の「特定
商取引法に基づく表示」にてご確認ください）。

●お申し込みいただいた講座・コース・科目などの変更、ならびに校舎間の振替受講（講義映像視
聴を含む）はできません。ご了承ください。

●教室定員に達した時など、予告なく募集を締め切る場合があります。また、受講者数が最少開講
人数に満たない時、その他やむを得ない事情にて講座を中止あるいは受講形態を変更する場合
があります。

初めて河合塾KALSの講座を受講される方（入会金不要の講座等の受講経験者も含む）は、受講料に加えて入会金10,000円（税込）が必要です。

推奨コース 受講料 下記コースには、コース受講特典「テストエンジン」（P30参照）が付きます。

総合コース

基礎 + 完成 + 実戦 + 物理化学コース

基礎 + 完成 + 実戦コース

コース名
指定の大学生協・書店申込
5％割引受講料（税込）正規受講料（税込）
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����������
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オンライン講座〈eラーニング〉

指定の大学生協・書店申込
5％割引受講料（税込）正規受講料（税込）

追加受講料（税込）
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¥100,100

¥91,300

¥72,600

¥42,900

¥55,000

¥69,300

¥33,000

¥27,500

 ¥13,200

+通学講座（対面授業）［コース一括］

通学講座（対面授業）追加
［シリーズごと］

生命科学…25講
医学英文法…20講
物理･化学を学習するための数学…5講
物理入門講座…5講
スタンダード物理…20講
スタンダード化学…25講

生命科学…15講
医学英語演習…20講
小論文演習…20講

生命科学…13講
確率・統計…8講

力学…7講
有機化学…7講
電磁気学・波動…5講
熱力学・化学熱力学…6講
原子物理・化学結合…5講

英作文…10講

基礎シリーズ

基礎
シリーズ

完成
シリーズ

実戦
シリーズ

物理化学
シリーズ

オプション
科目

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

完成シリーズ 実戦シリーズ 物理化学シリーズ オプション科目

基礎
シリーズ

完成
シリーズ

実戦
シリーズ

物理化学
シリーズ

基礎
シリーズ

完成
シリーズ

実戦
シリーズ

基礎
シリーズ

完成
シリーズ

実戦
シリーズ

物理化学
シリーズ

オプション
科目

元KALS受講生の方、医学部編入
試験の受験経験者など、上記
コース以外に、完成シリーズか
ら・実戦シリーズからのコース受
講、ならびに科目別の単科受講も
可能です。これらのコース・科目
受講については、各校舎（オンラ
イン講座の場合は通信講座事務
局）までお問い合わせください。

コース一括での通学講座（対面
授業）受講以外に、シリーズ単位
で通学講座を追加することも可
能です。

※各シリーズには下記科目がセットになります。オ
プション科目を除き、科目ごとの追加はできま
せん。
※右記は新宿本校の場合となります。新大阪校を
ご希望の場合は、別途校舎へお問い合わせくだ
さい。

通学講座追加のみのお申込みはできま
せん。また各種割引は適用外となります。

※上記は新宿本校の場合となります。新大阪校をご希望の場合は、
別途校舎へお問い合わせください。

※初めてKALSをご利用
される方はオプション
科目のみのお申込み
はできません。

★新宿本校では上記「力学」「有機化学」に
加え、下記の通学講座（対面授業）を開
講いたします。

総合コースは以下すべて受講できます！
（ただし、「力学強化」「有機化学強化」は新宿本校でのみ開講です）

医学部学士編入講座 推奨コース一覧（受講料）／講義回数

※各科目の講義時間〈eラーニング〉…1回120分（一部除く）　
※上記コースには、各シリーズの以下の科目が含まれます。

★新宿本校の対面授業は、力学（7講）／有機化学（7講）／力学強化（8講）／有機化学強化（8講）となります。

STEP1
ベースはオンライン講座〈eラーニング〉となります。
まず、受講コースを決めてください。
※受講パターンを相談したい方は、当校スタッフやチューターによる
無料の個別受講相談をご利用ください。

STEP2
ご自身のニーズや受講開始時期などに応じ
て、通学講座の追加を選択してください。コ
ース一括だけでなくシリーズ単位でも可能
です。

STEP3
具体的な受講パターンが決まりま
したら、P33「お申込み方法」に沿
って受講手続を行ってください。

各科目の講義回数（コマ数）

オンライン講座お申込の方限定

力学強化…8講
有機化学強化…8講

★

★

★

★

＊「基礎力判定テスト」 生命科学のみ記号式
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医学部学士編入講座のｅラーニングは、株式会社ネットラーニングとの共同開発プログラムです。提供プラット
ホームは同社開発のものを利用します。そのため、お申し込み時にご提供いただく個人情報の一部（お名前・メー
ルアドレス・受講科目等）につきましては、同社に提供いたします。ご了承ください。

■模擬試験やセミナー、一部の講座など、上記割引制度の対象とならないケースもあります。各割引制度の詳細や適用範囲等につきましては、河合塾KALS各校舎まで事前にお問い合わせください。
■当割引制度のご利用は、河合塾KALS 新宿本校・新大阪校で開講される通学講座・オンライン講座のお申込時に限ります。なお、各種割引制度の併用はできません。
■「河合塾グループOB割引」「河合塾KALS再チャレンジ割引」をご利用の際は、各校舎設置の専用用紙にご記入のうえお申し込みください。
■当割引制度の有効期限は、2023年8月末日お申込（お支払）までです。期限を過ぎると、予告なく内容を変更する場合があります。

河合塾KALSを運営する株式会社KEIアドバンスは、お客様の個人情報を取得および利用させていただくう
えで以下の事項を遵守し、個人情報保護に関連する法令・規範、当社の個人情報保護方針並びに関連する
内部規定を遵守し適切に利用・管理します。
詳細は、当社の個人情報保護方針（http://www.keiadvanced.jp/contact/privacy-policy）をご確認
ください。
①利用目的
（１）個人を特定できない方法・形式による統計資料の作成、および各種アンケートなどによる資料作成協

力のご依頼
（２）教材・時間割などの送付、学習・進路などに関する個人指導、学生簿の作成や各種ご連絡ほか講座運営
（３）進路選定やキャリアアップに役立つ情報のご案内
②管理者の職名
個人情報保護管理責任者：情報セキュリティ管理者

③個人情報の第三者提供
本申込書で取得した個人情報を、法令に基づく場合等以外に、事前にご本人への同意なく第三者に提供
することはありません。
④個人情報取り扱いの委託
当社は事業運営上、業務の一部を外部に委託しており、その際に個人情報を預けることがあります。この
場合、当社は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報
の適正管理・機密保持を取り交わすとともに、委託先の監督を行います。

再チャレンジ割引の対象となる「河合塾KALSで以前、講座受講された方」とは、河合塾KALSの入会金を必要とする講座の現・元受講生となります。模擬試験や各種セミナー、
入会金不要の講座等での受講（受験）経験がある方については、再チャレンジ割引制度の適用外となります。ご了承ください。

【注】

入会金
10,000円免除

受講料
5%OFF

入会金
10,000円免除

受講料
5%OFF

受講料
5%OFF

●お振込先

●分割払いをご希望の方

※受講校舎により振込口座が異なりますのでご注意ください。

でご受講の場合

三菱ＵＦＪ銀行 西新宿支店 普通預金
口座番号：００５５７１４
口座名義：株式会社 KEI アドバンス
 カ）ケーイーアイアドバンス

大学生協専用の申込書をご
記入のうえ受講料を納入して
ください。
手続終了後、大学生協より
「受講確認書」および「スタ
ディガイド申込書（スクール
提出用）」をお受け取りくださ
い（地区・店舗により名称・仕
様は異なります）。

河合塾KALSホームページ
上部にある「お申込方法」を
クリック

↓
通信講座＞「Web申込」をク
リック

「Web申込の流れと注意
事項」のお支払いから受講
申込完了までの流れをご
確認ください。

↓
ご確認の後、同ページにある

のボタンをクリックして手続
きを行ってください。
※「受講期限一覧」もご確認ください。

【受講料金のお支払い方法】
●クレジットカード（一括払のみ）
※事前にご利用限度額をご確認ください。

●銀行振込（ペイジー）でのお支
払い
●コンビニエンスストアでのお支
払い（上限300,000円まで）

分割支払（学費ローン）をご希望
の方は、事前に通信講座事務局ま
でお問い合わせください。

書店専用の申込書をご記入
のうえ入会金と受講料を納
入してください。
手続終了後、書店より「受講
申込書（スクール提出用）」を
お受け取りください（地区・店
舗により名称は異なります）。
※大学内書店の場合、入会金免除＋受講
料5％OFFとなります。

指定の口座へ受講料をお振
り込みください。（必ず受講
申込者の名義でお振り込み
ください）
手続終了後、「振込明細書」を
お受け取りください。
※受講される校舎の口座にお振り込みく
ださい（校舎ごとのお振込先は下記参
照）。

現金またはクレジットカード
をお持ちのうえ、ご来校くだ
さい。
ご利用いただけるクレジット
カードは、VISA/Master（一括
払・2分割・ボーナス一括払）、
JCB／American Express／
Diners（一括払）です。
※クレジットカードご利用の際は、事前に
カードのご利用限度額をご確認ください。

校舎までご来校いただき、専
用の「河合塾KALS 受講申込
書」に必要事項をご記入くだ
さい。
なお、ご来校の際には、受講
料、クレジットカードなどもお
持ちください。

分割支払（学費ローン）をご
希望の方は、事前に各校舎ま
でお問い合わせください。
※お申し込み時に顔写真1枚（35mm× 
30mm）をお持ちください。

提携信販会社の学費ローンをご利用いただけます。専用のWebフォームにご入力いただいてのお手続きとなりま
す。なお、学生やアルバイトの方は連帯保証人が必要です。ご利用方法等は、事前に事務局にご確認ください。
■提携信販会社…SMBCファイナンスサービス株式会社（旧社名：セディナ）　
■分割払手数料率…3.9％～（固定型／2023年1月現在）
※学費ローンご利用の際は、提携信販会社による審査があります。　※ご利用は４万円以上に限らせていただきます。　
※身分証明書、銀行印が必要になる場合があります。

各種割引制度一覧受講ガイド お申込み方法受講ガイド

⑤個人情報の訂正・削除の請求
個人情報の訂正・削除を希望される場合は、その旨お申し出ください。速やかに必要な手続きをお取りい
たします。
⑥個人情報を提供されることの任意性
お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目
を提供いただけない場合、当該サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。
⑦ご自分以外の方の個人情報の提供
お客様が、ご自分以外の方の個人情報を当社に提供される際には、必ずその方に、個人情報を提供するこ
と、および提供される情報の利用目的についてご説明いただき、その方の同意
を得たうえでご提供ください。
⑧個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先
河合塾KALS（新宿本校）　TEL:03-5338-8754
e-mail:kals@kawai-juku.jp
（受付時間：10:00～18:00／土日祝・夏期休暇・年末年始を除く）
※お問い合わせの際にいただく個人情報は、お問い合わせへの対応のみに利
用いたします。

指定の大学生協・
大学内書店でのお支払

Ｗｅｂでの
申込み

指定書店での
お支払

銀行振込による
お支払

校舎窓口での
お支払

手数料はご本人負担となります 現金 or クレジットカード

お申込に進む

河合塾KALSホームページ
https://www.kals.jp/procedure/
からのお支払い・お手続き

校舎窓口でのお手続 校舎窓口でのお手続

次に、最寄りの校舎までご来校いただき、専用の「河合塾KALS 受講申込書」に必要事項をご記入く
ださい。
なお、ご来校の際には、以下の書類（お支払を証明する書類）を必ずお持ちください。

最終的な受講手続（所定の受講申込書の記入など）につきましては、原則として校舎にご来校いただ
いての手続処理となります。 ※お申し込み時に顔写真1枚（35mm×30mm）をお持ちください。

●指定の大学生協でお支払いの場合

●指定の書店でお支払の場合

●振込（銀行）によるお支払の場合

受講確認書　および

スタディガイド申込書（スクール提出用）

受講申込書（スクール提出用）

振込明細書

※名称・仕様は地区・店舗により異なります。

受講申込手続完了

オンライン講座
新宿本校

でご受講の場合

新大阪校 三菱ＵＦＪ銀行 中之島支店 普通預金
口座番号：００４４４５８
口座名義：株式会社 KEI アドバンス
 カ）ケーイーアイアドバンス

◎河合塾KALSは、河合塾グループ法人の一つである「株式会社KEIアドバンス」が運営しております。

＊送付物はすべて河合塾KALSロゴ入り資材での発送となります。ロゴ無しでの発送は一切いたしかねますので、予めご了承ください。 

［個人情報の保護に関する事項］について

●河合塾KALSでご受講いただく際の各種規定は、お申込手続
き完了者を対象としたオリエンテーション（実施方法は各校舎
によって異なる）、お申込手続き後にお渡しする「受講の手引
き」等によります。
●交通機関の規定により、当校受講生は通学定期券の購入対象
にはなりません。
●教室定員に達した時など、予告なく募集を締め切る場合があ
ります。また、受講者数が最少開講人数に満たない時、その他
やむを得ない事情にて講座を中止あるいは受講形態を変更
する場合があります。
●やむなく受講の取消をする場合、受講開始前であればいただ
いた学費（入学金・受講料等）は返還いたします。受講開始後は、
当校規定に基づく退学時期に応じた受講料を返金いたします。

※お申出・解約時期等により返金額が異なります。また、解約時期
によっては返金できない場合もあります。いずれも当校規定の
返金手数料が必要です（通学講座は原則、返金額の8%／オン
ライン講座の詳細は、当校WEBサイト（https://www. 
kals.jp/procedure/law/）の「特定商取引法に基づく表示」
にてご確認ください）。

オンライン講座（通学講座のeラーニングを含む）受講の流れ ＊夏期・年末年始の長期休館日前後での申込み受付・教材発送、テスト等の返却日程は異なります。ご注意ください。 

ID・パスワード発行
教材発送★

学習開始 受講終了各種テスト・添削物・
質問書返却

KALSよりKALSより
講義映像視聴／各種テスト・
添削物・質問書提出

受講期間（各種テスト、添削物、質問書を提出できる期間）

お手続き完了を当校にて確認した日より5日以
内に発送いたします。
★シリーズにより教材発送時期が異なります。
★校舎窓口でのお手続であっても教材は送付と
なります。

受講期限を過ぎてか
らの質問書・添削物の
提出はできません。

◎校舎での過去問閲覧、カウンセリング利用も可能です。

講義映像、テキストで学習を進めてください。「質問書システム（メールde質問書）」で疑問点を解消。

＊送付物はすべて河合塾KALSロゴ入りでの発送となります。ロゴ無しでの発送は一切いたしかねますので、予めご了承ください。 

推奨コース（P31)以外のコース・科目受講については、
各校舎・通信講座事務局までお問い合わせください。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
指定大学生協･大学内書店割引
指定の大学生協・大学内書店、購買会、サービスセンターなどでお支払
いの場合、入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF

河合塾グループOB割引
河合塾グループで受講経験のある方を対象にした割引制度です。入
会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※河合塾KALSの校舎窓口にて受付いたします（大学生協・書店などではお取り扱いできません）。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
追加受講割引
現在、河合塾KALSの講座を受講中の方が、同じ講座（開講期間・目
標受験期が同一）のコース・単科を追加申込する際の割引制度です。
入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※通学講座・オンライン講座ともに対象です。原則として、いずれのお申込形態（コース・単科）でもご
利用いただけます。
※河合塾KALSの校舎窓口にて受付いたします（大学生協・書店などではお取り扱いできません）。

河合塾KALS 再チャレンジ割引

「もう一度チャレンジしてみようか」…そんな前向きな気持ちをサ
ポートするための割引制度です。河合塾KALSで以前、講座受講され
た方【注】が、再度当校の講座を受講される場合、入会金免除の上、特
別価格にてお申し込みいただけます。
以前と同じ講座を申し込まれる場合はもちろん、他の講座にチャレ
ンジする場合もご利用可能です。当割引ご利用の際は、旧「受講証
（カード）」または「受講証（明細）」を河合塾KALSの校舎窓口までお
持ちください。
※通学講座・オンライン講座ともに対象です（模擬試験、セミナー、入会金不要の講座等は除きます）。
※開講期間・目標受験期が同一の講座を受講される場合は対象となりません（「追加受講割引」をご利
用ください）。

※オンライン講座をお申込みの方でご来校が難しい場合は、通信講座事務局にお問い合わせください。
※同一講座の申込はもちろん、当校が設置する他講座をお申込の場合も当割引は適用されます。
※1年以上前の受講も適用されます（旧「受講証（カード）」または「受講証（明細）」をご持参ください）。
※当割引制度の詳細につきましては、事前に各校舎までお問い合わせください。

※指定の大学生協・大学内書店にて受講料をお支払いのうえ、河合塾KALSの校舎窓口にて最終申込
手続を行なってください（一部例外があります）。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象となります。

指定の大学生協・大学内書店等は、河合塾KALSホームページにてご確認ください。

URL  https://www.kals.jp/procedure/attend-dvn/

河合塾KALSホーム お申込方法 指定大学生協・書店・銀行振込申込

受講料5%OFF

指定書店割引
指定の書店でお支払いの場合、5％割引受講料にてお申し込みいた
だけます。

※指定書店にて受講料をお支払いのうえ、河合塾KALSの校舎窓口にて最終申込手続きを行なってく
ださい（一部例外があります）。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象となります。

指定の書店は、河合塾KALSホームページにてご確認ください。

URL  https://www.kals.jp/procedure/attend-dvn/

河合塾KALSホーム お申込方法 指定大学生協・書店・銀行振込申込

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
河合塾KALS主催の各種イベントやガイダンス（講座説明会）、さらに
河合塾KALSにご来校いただき個別受講相談や授業見学・体験受講
などをされた方には、講座割引券をご進呈。入会金免除＋5％割引受
講料にてお申し込みいただけます。
※河合塾KALSならびに河合塾グループで初めて受講される方が対象です。ご利用方法等はご進呈す
る講座割引券の記載内容にてご確認ください。

再チャレンジ割引につきましては、講座や校舎・受講形態によって異なります。また、再受
講の申込時期により、割引内容等が異なる場合があります。
当制度ご利用の場合は、必ず各校舎まで事前にお問い合わせください。

入会金10,000円免除 & 受講料5%OFF
河合塾KALSホームページのWeb申込の画面からのお手続きの場
合、入会金免除＋5％割引受講料にてお申し込みいただけます。
※原則、オンライン講座のみ（Web申込の画面にあるラインナップのみ）が対象です。なお、Web申
込画面の表示金額は、割引後の金額となります。

オンライン講座をお申込みの場合は、郵送による手続処理も可能
です。詳細は、通信講座事務局までお問い合わせください。

各種イベント参加特典 講座割引券

オンライン講座限定Web申込割引

オンライン講座をお申込みの方で、河合塾KALS各校舎へのご来校お手続が難しい場合
は、郵送による手続処理も可能です。通信講座事務局までお問い合わせください。

通学講座では、受講方法の説明などはオリエンテーションで行います（一部校舎・講座を除く）。
教材は、ご登録のご住所への送付となります。なお、オンライン講座（通学講座のeラーニングを含む）の受講の流れは下記をご参照ください。

オンライン
講座のみ



生命科学
テストバンク
この「生命科学テストバンク」は受講期間内（６ヶ月）何度でも受験可能です。

主に大学範囲の生命科学を取り扱います。KALSで実施してきた多数の模試から記号式問題を選び、収録した総問題数は
1,169題です。分野として、「Ⅰ.生化学」「Ⅱ.細胞生物学」「Ⅲ.遺伝学・分子生物学」「Ⅳ.器官・個体の生物学」の4つに分類してい
ます。大学レベルの生命科学の問題集はほとんどありませんし、とくに、このテストバンクのような単純に知識を定着させるだ
けの演習問題は、まず見られません。その意味で、医学部への編入志望者のみならず、現在医学部に在籍している皆さんにも
有用な講座です。

当講座は、「株式会社ネットラーニング」社との提携プログラムです。講座提供プラットホームは同社開発のものを利用します。その関係上、お申込時にご提供いただく個人情報の一部（お名前・
メールアドレス等）につきましては、同社に提供いたします。ご了承ください。
なお、同社ならびに河合塾は、プライバシーマーク認定機関です。個人情報の取り扱いには、十分な注意をいたします。ご安心のうえ、お申込・ご受講ください。

専用ID・パスワードのご案内メールにつきましては、河合塾KALSから配信されます。受講開始後の各種ご案内等は、当講座開発・運営の提携先となる「株式会社
ネットラーニング」社から配信されます。迷惑メール対策としてドメイン設定をされている方は“…＠kawai-juku.jp”および“…＠netlearning.co.jp”を受信でき
るよう設定してください。

医学部学士編入ＷＥＢ講座～医学を学ぶための「生命科学テストバンク」に関するお問い合わせは、
★Eメールの場合…kals-igakubu2@kawai-juku.jp ⇒ 件名欄に“【ＷＥＢ講座問合わせ】・・・”と明記の上、ご送信ください。
★お電話の場合…TEL.0120-19-5949 お問い合わせ受付時間：火～金 11:00～19:30（水曜12:30～13：30除く）／土・日 10:00～18:00 ［月曜 休館］

インターネットから
お申込

○クレジットカード（一括）
○銀行振込（Pay-easy）
○コンビニエンスストアでのお支払

受講料納入を確認後、5営業日以内に、メールにて
専用ID・パスワード等のご案内【注】

受講期間は6ヶ月間

【注】

●申込手順

申込み 受講料納入 ID・パスワード発行 受講スタート！

問題・解答解説、
採点結果の
画面イメージ

KALSオリジナルの記号式問題演習ツールです。問題のアプローチは「練習テスト」「模擬テスト」の2パターンから構成されており、
繰り返し利用することで体系的な知識整理が可能です。高校範囲を主に扱う「基礎編」と、大学の生命科学に特化した「標準編」のレ
ベルがありますので、ご自身の学習状況に応じて選択が可能です。

※受講料は、KALS受講生・一般生ともに同一料金です。各種割引制度は適用となりません。なお、入会金は不要です。
※受講料納入は、クレジットカード（一括）、銀行振込（Pay-easy）、コンビニエンスストアでのお支払が可能です。インターネット申込時にご選択ください。
※当講座のみご受講の場合、P26～29のサポートシステムはご利用できません。
※受講料お支払後の受講キャンセルはできませんので、ご注意ください。

生命科学テストバンク基礎編

主に高校生物を中心とした内容となり、「標準編」に比べて詳しい解説となります。また、物理や化学は、生命科学の範囲で登
場する物理、化学の理解に必要となる事項としています。基本となる知識や考え方を理解する内容にしました。
収録した総問題数は1,263題です。分野として、「Ⅰ.細胞生物」「Ⅱ.生化学」「Ⅲ.分子生物」「Ⅳ.発生生物・進化生物」「Ⅴ.生理学」
「Ⅵ.化学」「Ⅶ.物理」「Ⅷ．生態・植物・公衆衛生・時事問題等」の8つに分類しています。

■講座概要

■講座概要

■受講料 … 41,800円（税込） 

■受講料 … 30,800円（税込） 

任意の章・レッスンから問題を選べるテストです。
弱点分野が明確な場合に適しています。また、レッスン単位でタイマー
が設定されており、日頃から時間配分を考えて解答する習慣をつけるこ
とができます。なお、練習テストは何回でも解答することができます。

■ 練習テスト

■ 模擬テスト ［１回５０問・３０分間］

「生命科学テストバンク」について、
サンプル問題を使って体験してみましょう。 https://www.kals.jp/

インターネット
申込のみ

現在、サンプル版を公開中！  当講座は受講生の方も別途お申込が必要です。
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ＷＥＢ
講座

生命科学テストバンク標準編

各分野よりランダムに問題が出題されるテストです。
本番試験の感覚をつかみながら、実力判定・弱点分析ができます。弱点
分野がわからない場合は、まず模擬テストを受けてください。
なお、模擬テストは何回でも受けることができます。

https://www.kals.jp/medical-trn/e-learning/xpr/体感する！
※「テストエンジン」のサンプル版は、同様機能の当校WEB講座「医学を学ぶための生命科学テストバンク」となります。ご了承ください。

河合塾KALS医学部学士編入試験対策講座のeラーニングを体感してみよう！

サンプル版をWebで公開中！

※QRコードご利用に
あたり、端末によっ
ては別途、アプリ
等をインストールす
る必要があります。

オンライン講座、テストエンジン、テストバンクの推奨環境 （2022年12月現在）

最新の情報はHPでご確認ください。 なお、下記で推奨するブラウザ等の環境は、予告なく変更する場合がございます。 【注】このeラーニングは、株式会社ネッ
トラーニングとの共同開発プログラム
です。提供プラットホームは同社開発
のものを利用します。その関係上、お申
し込み時にご提供いただく個人情報の
一部（お名前・メールアドレス等）につき
ましては、同社に提供いたします。ご了
承ください。
なお、同社ならびに当校運営法人（河
合塾グループ／株式会社 KEIアドバン
ス）は、プライバシーマーク認定機関で
す。個人情報の取り扱いには、十分な
注意をいたします。ご安心のうえ、お申
し込み・ご受講ください。

このｅラーニングご利用にあたりID・パ
スワード連絡は、河合塾KALSからの
メール送信となります。迷惑メール対
策としてドメイン指定をされている方
は、「...@kawai-juku.jp」からのメール
受信をできるよう設定してください。

★レジュメ等の印刷にはプリンタが必要です。印刷サービスは行っておりませんので、印刷環境を必ず各自でご用意ください。

Microsoft Edge 最新版、Google Chrome 最新版
※Microsoft EdgeのIEモードでのご受講は推奨外となります。

Adobe Acrobat Reader ＊最新バージョンを推奨いたします。
Windows10、Windows11
1GB以上（32bit OS）、2GB以上（64bit OS）
1024×768pixel以上
ブロードバンド環境推奨、下り10Mbps以上を推奨いたします。
音声出力、クッキーの有効化、Javaスクリプトの有効化、TLS 1.2暗号化通信対応環境

ブラウザ

プラグイン
OS
メモリ
解像度
通信速度
その他

PC

ブラウザ
OS

通信環境

Safari（iOS）、Chrome（Android）
iOS、 iPad OS、 Android ＊いずれも最新バージョンを推奨いたします。
事前にサンプル版にて動作確認をお願いします。
※すべての端末での動作を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
※iPadでご受講の際、Safariで講義動画が再生できない場合があります。Chromeブラウザをお使いいただき、マイルームの表示
をモバイルに切り替えて受講をお願いいたします。

Wi-Fi環境を推奨
※3G回線では、一部快適にお使いいただけない場合があります。
※スマートフォン・タブレットをご利用の場合、インターフェースは最適化されておりません。

スマートフォン／
タブレット
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