看護大学編入

合格おめでとう！

●2017 年
筑波⼤学・浜松医科⼤学・新潟⼤学・⾦沢⼤学・⼭形⼤学・⾼知⼤学・千葉⼤学・群⾺⼤学・埼⽟県⽴
⼤学・東海⼤学
筑波⼤学

医学群看護学類

千葉⼤学

看護学部看護学科

H・A さん

看護師として働きながら⼤学編入を目指す決意をし、看創舎に入学したのは３月でした。看護学は基礎
からみっちり⾏うので、看護師として、⾃分が今まで曖昧にしてきたことの多さに驚きました。佐藤先
⽣の授業は、根拠を分かりやすく説明してくれるので臨床で疑問に思っていたことも「なるほど︕」と
いうことがたくさんありました。働きながらの勉強は体⼒的に⼤変な時もありましたが、今思えば、受
験勉強によって、看護師としての⾃分も成⻑できたと思います。
英語は、編入試験を熟知している先⽣が、編入に特化した内容を教えてくれるので、⼤変効率的に学ぶ
ことができます。毎週授業を受けているうちに段々と⻑⽂が読めるようになる感覚がありました。
忙しい毎日の中、モチベーションが下がりそうになることもありましたが、毎週土曜日に先⽣方や、共
に勉強する仲間に会うことでモチベーションを保ち続けることができました。
私もそうでしたが、編入試験を受けるという決断は、勇気のいるものだと思います。しかし、看創舎に
くれば、色々なことにチャレンジしながら⾃分の⽣きる道を進む先⽣をはじめ、色々な考えや⽣き方を
している⼈がいて、⾃分は後悔しないようにやりたいように進めば良いんだ、という気持ちになれます。
⼀⼈で勉強していたら、合格はできなかったと思います。本当に看創舎に通って良かった、と思ってい
ます。
浜松医科⼤学

医学部看護学科

新潟⼤医学部

保健学科看護学専攻

K・Y さん

数年前から脳卒中看護に関する研究をしたいと思うようになり、看護⼤学編入を決意しました。
しかし、いざ勉強を始めようとしても何から手をつければよいのか、途方にくれていたある日、インタ
ーネットで看創社を⾒つけました。
年齢も上で、2 年課程専門卒の私は、コンプレックスを感じていましたが、初日に、佐藤先⽣にお会い
し、「⼤丈夫︕絶対⼤学に入れる︕」とビシッと⾔ってくれたことで、悩みが⼀気に吹き⾶び、ここで
頑張ろうと決めました。 看護学、英語、⼩論⽂を受講しましたが、どの講義もわかりやすく、志望校
の受験対策もしっかり⾏ってくれるので、実際の受験で役⽴つものばかりでした。特に、看護学の範囲
は幅広く独⾃で勉強するのは⼤変ですが、看創社はポイントを絞って教えてくれるので、効率よく勉強
することができました。
また、週 1 回、同じ志を持つ仲間と会って話すことで、最後までモチベーションを落とすことなく勉強
に励むことができました。
もし、独⾃で受験勉強をしていたら、目標達成できなかったと思います。看護⼤学編入試験を知り尽く
したプロフェッショナルの 3 名の講師陣のもとで学ぶことが出来たからこそ、合格を掴み取ることがで
きたと確信しております。

看護⼤学編入を少しでも考えている皆さん、悩む前に今すぐ看創社に来て、学ぶことをお勧めします。
ここでなら、夢は絶対に叶えられます。なぜならこの私が、実際に体験して夢を叶えることができたの
だから。講師陣の皆様、⼤変お世話になりました。本当にありがとうございました。
⼭形⼤学

医学部看護学科

東海⼤学健康科学部

看護学科

N・S さん

私は、臨床で、日々忙しく働いていました。いつしか患者さんにとって⽣きることに⼗分に応えられて
いるか、関われているのか、本当に最善を尽くせていたのかと思うようになりました。
そのなかで、家族看護について学びたい、また、総合⼤学で看護以外の哲学や触れていない科目を学び
たいと思い編入試験を受けることにしました。
できれば⼀年で結果を出したいと思い、⾒つけたのが看創舎でした。
講座中途からの入学でしたが、毎週通い、授業を受けて、授業内容が臨床経験と結びつき、知識をつけ
られたのが結果に繋がったと思います。授業を受けるだけでなく復習テストで弱点を知り、復習を重ね
ることでも着実に⼒がつきました。私は、勉強していく上で、どうして、なぜと考え、問題の本質は何
かを考えるようになりました。
合格の書類を手にしたときの驚きと喜びは、夢ではないかと信じられませんでした。
みんなで頑張る環境と先⽣の⼈柄もとても良かったですし、⼈としても成⻑できた時間でした。
編入試験は、狭き門ですが、⾃分の望む⼤学を知り、対策をすることで道は開けます。
是非皆さんも夢への⼀歩を踏み出してください。
群⾺⼤学

医学部保健学科

M・S さん

私は編入を考えていた時、職場の先輩から看創舎のことを教えていただきました。
最初は、２年間かけて勉強していけばいいかなと思っていましたが、初めて塾に⾏き、先⽣の熱⼼なお
話を聞いているうちに、今年受験しようという気持ちになり通うことを決めました。
いざ、働きながら塾に通うのは想像以上に⼤変でしたが、毎週先⽣方や仲間に会って刺激を受けること
で、よし、またがんばろう︕と学び続けることが出来ました。看創舎の先⽣方の授業は、試験に直結す
る知識が得られます。特に看護学は、もう⼀度受け直したいくらい分かりやすく、理解につながる授業
でした。英語、⼩論⽂も、編入対策にポイントを押さえてあり、過去問を解いていくなかで少しずつ⾃
分の⼒になっていると感じることが出来ました。ここで学ぶことができて本当に良かったと思います。
私はいつも⾃分に⾃信がなく、勉強しながら、受からないかもしれない…と弱気になることばかりでし
た。そんな私を先⽣は最後まで気にかけて「めげるな、⼤丈夫だから。」と、背中を押してくださり、
その⾔葉が本当に私の⽀えになりました。
合格を知ったとき、正直実感がなくて本当に合格したのか︖と思ってしまうほどでした。しかし、合格
通知が届いたとき、喜びと安⼼で涙がでました。
何か新しいことに挑戦するとき、迷ったり、悩んだりすることがあると思います。しかし、今回の受験
を通して、それを諦めたときに⽣まれるのは後悔だけだと思いました。先⽣方の元で学ぶことで、夢を
叶えることができました。
これからも、色んなことに前向きに挑戦していきたいと思います。本当に本当にありがとうございまし
た。
浜松医科⼤学

医学部看護学科

⾦沢⼤学医薬保健学域

保健学類看護学専攻

K・H さん

⼤学編入を決めましたが、⾃分を律して勉強することもできず、かといって周りに予備校もなく悩んで

いました。そのような時、この看創舎を⾒つけました。遠方ではありましたが授業料が安く、ホームペ
ージをみて、ここ⾏きたい︕と思い電話しました。佐藤先⽣の「通い続けられれば必ず合格する」とい
う⾔葉に強く背中を押され、通うことに決めました。
学校の課題や実習と並⾏し予備校に通うなど、本当に私にできるのだろうかと最初は不安でいっぱいで
したが、最後まで楽しく通い続けることができました。そうすることができたのは、面白い授業と、同
じ目標に向かい励まし喜び⽀えあった仲間がいたからです。佐藤先⽣の授業は本当にわかりやすかった
です。⽝猿の仲だった解剖⽣理や病態に楽しく向き合うことができました。笑
今強く感じているのは、先⽣方や家族、予備校と学校の友⼈など、たくさんの方々の⽀えがあったから
こそ合格することができたということです。先⽣方の⼒は本当におっきかった︕看創舎に出会えてよか
ったです。ありがとうございました。
⾼知⼤学

医学部看護学科

東海⼤学健康科学部

看護学科

O・Y さん

⾼校の時の⼤学受験では勉強に⼒が入らず、やる気も続かず、ことごとく失敗した経験があります。そ
れでも⼤学に編入したいという思いがあり、正直今回も頑張れないかもしれないけれど頑張りたいとい
う思いで看創舎に入りました。
案の定、５月からの領域実習が始まると段々と両⽴させることができなくなり休むこともありました。
それでも先⽣は「1 時間だけでもいいから来てごらん」とメールをくださり、⾏くと「偉い︕よく来た︕」
と暖かく迎え入れてくれました。今回の受験も⾼校⽣のときのように頑張れなくなりかけました(笑)。
それでも私の性格を⾒抜いて、先⽣が予備校に⾏くように仕向けてくれたので私は最後まで勉強と実習
を両⽴させて、やり抜くことができました。
佐藤先⽣は解剖から疾患、看護まで全て教えてくださり、過去問の演習では、「あれ、これ前に先⽣が
教えてくれたところだ。」とか、わからなかったところをテキストで探すと「載ってる。載ってる。こ
のテキストはそのまま受験に繋がってるんだ」とビックリするくらいどんどん繋がっていきました。そ
して医療界の最新の情報にも精通しており、看護学を学ぶ上で佐藤先⽣ほど絶対の安⼼を置ける先⽣は
いないと思います。
看創舎は国家試験の講座も開講しているのでその講座も受けさせていただくので、あともう少しお世話
になる予定です(笑)。佐藤先⽣は知識もさることながら個⼈の性格を⾒抜いて頑張りが続くよう、時に
は喝を入れながら応援し続けてくださります。また、英語と⼩論⽂の先⽣も、できているところは褒め
て伸ばしてくださり、わからないところを聞くとわかるまで教えてくださり、優しく、博識でとても面
白い先⽣でした。中学⽣の頃から本当に⽂章を考えるのが苦手な私でしたが、先⽣の授業のおかげで、
受験本番で課題に対する⽂章を書くことができたときは嬉しくてたまらなかったです。
こんな私でも⼤学編入に合格することができたのは、本当に看創舎のおかげだと思ってます。ありがと
うございました。
埼⽟県⽴⼤学保健医療福祉学部

看護学科

S・M さん

⼤学編入については数年前から考えてはいたのですが、実際⾏動に移す事が出来ずにいました。しかし、
この先も看護の仕事を続けたいと思った時に⼤学で学⼠を取り、⾃分の知識と視野を広げたいと思うよ
うになりました。当初他の学校も検討し⾒学に⾏ったのですが、途中入学は厳しい・通えない間は通信
で受講して欲しいと⾔われてしまいました。
また私は結婚して家庭があるので、遠方の⼤学に⾏く事は出来ない状況でした。その為⾃宅から通える
⼤学で考えていると佐藤先⽣に相談しました。それは厳しいわねと⾔われる事も承知でしたが、佐藤先
⽣には「挑戦してみましょう、思い⽴ったが吉日よ︕」と前向きなお⾔葉をかけて頂きました。 通学
するのは 7 月からになりましたが、9 月末まで充実した学びが得られました。佐藤先⽣の声は印象に残

るのと、とにかくいつも明るくそして前向きなところが私はとても好きでした。
面接練習でもより具体的なアドバイスをして頂けたので、本番で⾃分の思いを伝える事が出来たと思っ
ています。⼩論⽂の先⽣が記入して下さった⾚ペン入りの⽤紙は試験当日の強い励みになりました︕
春から久々の学⽣⽣活ですが、楽しみながら学んでいきたいです。今まではずっと病院勤務でしたが、
卒業後は更に広い視野を持って活躍出来る⼈になりたいと思っています。
看創舎の先⽣方、本当にありがとうございました。

●2016 年
筑波⼤学・信州⼤学・新潟⼤学・浜松医科⼤学・日本⾚⼗字看護⼤学⼤学院・東邦⼤学⼤学院・秋田⼤
学・⾼知⼤学・埼⽟県⽴⼤学・東海⼤学・天使⼤学院
筑波⼤学

医学群看護学類

I・K さん

⼤学編入をしたいと考えていましたが、どのように勉強したら分からず困っていました。そんな時に、
ネットで看創舎を⾒つけました。
看創舎の合格率の⾼さと先⽣の⼒強いお⾔葉で、ここなら⼤学に合格できるという確信を持ち入塾する
ことを決めました。
塾には、同じ目標を持った仲間がたくさんいることでモチベーションを下げることなく勉強に励むこと
ができました。また、先⽣方の分かりやすい指導のおかげで確実に知識をつけることができました。
合格した時は、嬉しく信じられない気持ちでいっぱいでした。本当にありがとうございました。
筑波⼤学

医学群看護学類

A・Y さん

⼤学編入を考え始めたのは、数年前からでした。昨年、受験を決意し勉強を始めましたが、⾃分では編
入に関する情報や勉強方法が分からず、出願することも出来ませんでした。
そこで、働きながら通うことのできる予備校を探し、少⼈数であること、授業が週⼀回であったことか
ら看創舎に通うことを決めました。
仕事をしながら通うのは、辛いときもありました。でも、教室に来れば、同じ目標を持つ仲間がいるこ
とが、とても⼼強かったです。また、私は⼤学編入の目的が曖昧でしたが、先⽣方と話をすることで、
『なぜ編入したいのか』『何が学びたいのか』が明らかになり、受験対策になっただけでなく、モチベ
ーションを維持することにもつながったと感じています。
第⼀志望の⼤学に合格できるとは思っていなかったですし、今でも信じられない気持ちです。
先⽣方には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
久々の学⽣⽣活を楽しみたいと思っています。
信州⼤学医学部保健学科

N・N さん

保健師を取得したいと思い、せっかく取るなら⼤学に⾏こうと思い、看創舎にはいりました。
私が入ったのは四月だったので授業は進んでおり、どうすればいいか悩んでいた私に佐藤先⽣が「まだ
全然間に合うから、⼤丈夫。」とおっしゃってくれたお陰でやる気になりました。
実習が忙しく辛かった時もありましたが、編入を目指す仲間ともに沢⼭情報共有した事によって頑張れ
ました。毎年 10 ⼈取っていた第 1 志望校が今年 4 ⼈しか取らなくて、その中に⾃分の番号があった時、
嬉しすぎて手が震えて、すぐに佐藤先⽣に連絡しました（笑）
私が第 1 志望校に合格したのも看創舎の先⽣たちと⼀緒に勉強を頑張った仲間たちのお陰です。本当に
感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。

新潟⼤医学部保健学科看護学専攻
浜松医科⼤学医学部看護学科

S・Y さん

看創舎の先⽣方は専門学校時代から知っており、⼤学編入や看護師国家試験の⾼い合格率で有名でした。
看創舎でなら必ず⼤学へ合格できると思い入塾し、第⼀志望の⼤学に合格することができました。
働きながらの勉強は予想以上に⼤変で、⼼が折れそうになったことも何度かありましたが、先⽣方のア
トバイスや仲間たちと励まし合い、困難を乗り切ることができました。合格をもらえたときは本当に嬉
しかったです︕
勉強面では、佐藤先⽣が教えてくれる看護学は、解剖⽣理や病態⽣理に基づき説明して頂き、とても分
かりやすく臨床にも役に⽴つ内容でした。テキストも試験にでる内容が細かいところまで記載されてお
り、それでいてコンパクトにまとまっており⼤変使いやすかったです。
英語の授業は基礎的な⽂法問題から教えて頂ました。元々英語は苦手であり、思うよう勉強が進まない
こともありましたが、テキストの英⽂を読んでいくことで、少しずつ⻑⽂読解ができるようになりまし
た。また、授業でも多くの受験校の過去問を取り上げて頂きました。過去問を解いていくことで⼤学の
傾向や対策などがわかるようになり、少しずつ⾃身につながりました。
どの先⽣方にも⾔えることは、本当に親身になって勉強面から精神面までサポートしてくれるというこ
とです。看創舎にして本当によかったと思います。
これからも勉強する気持ちを忘れずに、⼤学に入学した後も多くのことを学び、日々努⼒していきたい
と思います。ありがとうございました。
日本⾚⼗字看護⼤学⼤学院 修⼠課程国際助産学専攻
東邦⼤学⼤学院 博⼠前期課程実践助産学専攻

S・S さん

⺟が助産師であり、幼い頃から私も⺟と同じ助産師になりたいと夢を持つようになりました。
私が入学した⼤学は名も知れない新設校であり、
「1 期⽣で先輩もいない、助産学校へ進学した先輩や友
⼈もいない、
、どうやって勉強したらいいんだろう。」と、悩んでいた時、インターネットで看創舎を知
り、助産師学校受験のための予備校という⽂字が目に⾶び込んできて、即電話。佐藤先⽣が電話に出て、
先⽣の声を聞くだけで、「私︕ここの予備校にいって、絶対助産養成校に⼀発で受かりたい︕」と思い
申し込みました。
助産師学校受験コースの講座は 4 月からでしたが、国際レベルで定められた助産を目指す為に、⼤学院
の助産専攻科に⾏きたかった為、3 年次⼤学編入コースに混じって、1 月から講座を受けました。
講義は本当にわかりやすく何と⾔っても面白い︕（笑）
⼤学 3 年の後期に受けた国試模試では下から数えたほうが早かった結果が、⼤学 4 年の 4 月の模試では、
校内で 10 番以内に入るほど成績が伸び、すげーー︕って実感しました。
英語の講座では、本当に英語ができなかった私でしたが、⼤学院英語試験レベルまで成⻑することが出
来ました。⼩論⽂講座では、「⾃分が何で助産師になりたいか」が明確になり、伝えたいことを素直に
伝えられるような⽂章が書けるようになりました。
受験中は実習に講義に研究計画書に…並⾏しての勉強で本当に辛かったですが、同じ講座の仲間と会え
るのが唯⼀の⼼の拠り所で、何度も「もう無理だ…バカな私が⾼倍率な助産師学校なんて受かるわけな
い」と挫折しそうでしたが、佐藤先⽣を初め講座の諸先⽣に「最後まで諦めるな︕絶対受かるから︕」
と強いお⾔葉を頂き、本当に皆に⽀えられて頑張れました。
看創舎は本当にオススメです（笑）
先⽣方、ありがとうございました︕チャレンジする精神の⼤切さ身をもって痛感しました。

埼⽟県⽴⼤学保健医療福祉学部
東海⼤学健康科学部

看護学科

看護学科

N・Y さん

⾃分が⼤学に受かるなんて、本当に信じられません。まだ夢をみている気分です。私は⼤学受験に失敗
し、そのときから⼤学編入が頭の片隅にはありました。が、看護学校に入学し、真面目な学⽣とはいえ
ず、バイトに明け暮れていました（笑）。しかしやはり、⼤学に⾏きたい︕と思ったのは、看護学校 3
年の 7 月下旬でした。就職先を考える時期、⾃分の将来について考え、やっぱり私は⼤学に⾏くんだと
決⼼しました。遅い遅いスタートでした。誰に相談すればいいのか悩み、すがる思いでインターネット
で⾒つけた看創舎。
早速、佐藤先⽣に連絡しました。授業を⾒学させていただき、ここで教わりたい︕︕︕と思い、その日
に申し込みました。こんな遅いスタートの私を受け入れてくださった佐藤先⽣には本当に感謝していま
す。看創舎の授業はどれもわかりやすく、熱⼼な先⽣方が指導してくれます。もっともっと早く⾏動を
おこし、看創舎を知っていれば・・・と後悔しました。しかし、約 1 ヶ月間でしたが、看護学、英語、
⼩論⽂、全て受講して本当に良かったです。とくに、今回、合格通知をいただけたのは、佐藤先⽣との
面接指導があったからだと思います。遅いスタートで、実習中で辛いこともありましたが、佐藤先⽣の
⾔葉は本当に⼒強く、背中を押され、前向きに頑張れました。そして、なぜ編入したいのかを考えられ
たことが面接対策になりました。佐藤先⽣をはじめ、先⽣方には感謝の気持ちでいっぱいです。ありが
とうございました。
浜松医科⼤学医学部

看護学科

H・S さん

塾に通おうと考えたきっかけは、⾃分に甘えてしまう弱さを⾃覚しており、専門学校の先輩から、「編
入を考えているなら塾に⾏ったほうが情報が得られるし、勉強のペースを掴めるからおすすめだよ」と
聞いたことからです。⾃分を律して勉強することが苦手な私は、塾の⼒を借りなければ、⼤学編入など
夢のまた夢だと焦りを感じ、実習が⼀段落した３月から受講し始めました。家が近いことだけで選んだ
塾でしたが、神は私を⾒捨てませんでした。
塾での勉強は、どこにも負けない情報量（ここ重要︕）が売りの佐藤先⽣の講義を受けられます。佐藤
先⽣はその名の通り、実りある、覚えた内容は忘れられないような素晴らしい講義をしてくださいます。
また、⼤学の情報もそれぞれの⼤学の特色から、講師の特徴まで教えてくださり、⾃分にあった⼤学を
⾒つけることが出来ると思います。
⾃分に甘い私でしたが、先⽣からの叱咤激励、さらには、ともに努⼒する仲間の存在に⽀えられ、無事
合格を頂くことができました。夜中に⼀⼈で勉強している時間は辛く、寂しく、眠く、これは拷問か…︖
と現実を⾒失った時もしばしば…。しかし、問題が解けるようになったときの快感は格別で、そこまで
導いてくださった佐藤先⽣には感謝の⾔葉しかありません。
今後は、⼤学編入への道のりの中で⾒つけることのできた、本当にやりたいことに向けて努⼒していき
たいと思います。⼤学⽣活楽しんできます。ありがとうございました。
新潟⼤医学部保健学科看護学専攻
日本⾚⼗字看護⼤学看護学部
東海⼤学健康科学部

看護学科

K・M さん

看護師歴、１４年目。⼦供を２⼈産んで４年間の育休取得後、復帰した職場で実習に来ていた助産師学
校の実習⽣に教えてもらって SAN を知りました。
「すごく良いですよ。他の予備校より安いし、土曜が飯田橋で日曜が川⼝で授業があるから
どちらかに振り替えることもできるし、⽋席した講義の資料を郵送してくれるし、働きながら通えてお
ススメですよ。」と。本当に、すごく良いです。おススメします。

看護師経験が⻑いものの、勤務したことがある部署の看護には強くても勤務したことのない看護学や社
会保障に関しては、サッパリ知識がありません。
英語や⼩論⽂も、学⽣以来の勉強です。
勤務時間以外では、家事・育児に追われ、⼦供を寝かしつけながら寝落ち。
夜中の０時頃「あ、勉強しなきゃ。
」と焦って目が覚め、４時ころまで集中出来れば良い方で
途中で、何度も⼦供が目を覚ますので、寝かしつけながら寝落ち。
唯⼀、塾の授業が集中できる勉強時間でした。
受験前の 1 週間は、⼦供達が ここぞとばかりに胃腸炎やら発熱してくれたり、プリンターが壊れたり、
パソコンが壊れたり。
面接対策に、⼤学のリサーチをせねば。と思いつつも、ほとんど出来ませんでした。
それでも、⼤学に編入できたのは

佐藤先⽣の授業と、テキストとシンキングノートのおかげです。

SAN に通っていなかったら、⼤学編入は合格できていなかったと思います。
医師も、専門性が重視されている今、⼈間の頭の先から⾜の先まで、解剖⽣理や疾患・看護に⾄るまで、
こんなに知識がある⼈を佐藤先⽣以外、⾒たことがありません。
佐藤先⽣の授業と、テキストとシンキングノートがあれば、怖いものなしです。
佐藤先⽣いわく「私のアドバイスは、合格をさせるためのアドバイスであるから、肝に銘じなさい。
合格のためのあらゆる手段を講じなさい。」と。
⼤学編入や助産師・保健師学校への受験・国家試験対策に関する情報を網羅し、分析していらっしゃる
ので聞いた質問に的確な答えが返ってきますし、１⼈１⼈の個別性も重視してアドバイスをくれます。
⼤学編入の夢がある方は、少しの努⼒と忍耐があれば、きっと佐藤先⽣が叶えてくれますよ（笑）

●2015 年
筑波⼤学・群⾺⼤学・信州⼤学・昭和⼤学・⼭梨⼤学・新潟⼤学・千葉⼤学・東海⼤学・秋田⼤学・獨
協医科⼤学
筑波⼤学

医学群看護学類

M・T さん

私が SAN を知ったのは受験の 2 ヶ月前でした。それまで独学で勉強していたのですが、英語の成績が
伸び悩んでいました。その時 HP で看創舎（SAN）を⾒つけ、直感で「ここだ!」と思い即電話をして伺
い、先⽣のどっしりとした姿と⾔葉に安⼼し受講を決めました。試験まで時間のない私を⾒捨てること
なく的確な情報提供とアドバイスを下さり、精神的にも安⼼して受験に臨むことが出来ました。もちろ
ん勉強の方も受験のためだけではなく、臨床や実習でも活かせる内容を教えて下さいました。教科書も
わかりやすく、わからない内容は教科書を⾒れば絶対書いてあるのでいつも手放せませんでした!!
英語の授業は⼀⼈⼀⼈当てられますが、丁寧に先⽣が⽂法や読解方法を教えて下さり、着実に英⽂読解
の⼒がつきました。また医療の時事内容も教えて下さるので、⼩論⽂や面接でのネタとして使えること
が多いです。看創舎は少⼈数なので、じっくりサポートしてもらえます。実習と受験の両⽴は体⼒的に
も精神的にも辛いです。けれども掲示板に⾃分の受験番号があった瞬間、そんな辛さが⼀瞬で吹き⾶び
ました!! 最後まで背中を押してくれた先⽣方には感謝してもしきれません。有り難うございます。
群⾺⼤学医学部保健学科看護学専攻
信州⼤学医学部保健学科看護学専攻
昭和⼤学保健医療学部看護学科

Ｈ・Ｒさん

⼤学編入をしようと決⼼したのは４月の終わり頃でした。１月から始まっている講座は半分を過ぎよう

としているときでした。スタートが出遅れていた状態であったことや勉強もできる方ではなかったので
不安要素はたくさんありました。しかし⼼配はいりませんでした。基礎から看護学、英語、⼩論⽂を学
ぶことができ、少しずつ⼒をつけることができたと思います。
そして看創舎には⼤学編入を志す仲間がいました。頑張ろうという気持ちが湧くこと、情報を共有でき
ること、励まし合えること、また臨床経験のある看護師の先輩方がいることで私のような現役⽣にとっ
て臨床での話は貴重でたくさんのことを学ばせてもらいました。
私は⼤事な受験日の前日に学校で⾏った模試で結果を出すことができず、落ち込み、佐藤先⽣に弱⾳を
吐きました。しかし佐藤先⽣は「⼤丈夫。あなたならできる」と勇気づけてくださり、やる気を取り戻
すことができました。おかげで悔いなく試験に臨むことができ、合格することができました。本当に感
謝しています。ありがとうございました。
⼤学編入しても学び続ける姿勢を忘れずに精進したいと思います。
⼤学編入を目指すみなさんも粘り強く頑張ってください。
⼭梨⼤学医学部看護学科
新潟⼤学医学部保健学科看護学専攻
千葉⼤学看護学部看護学科

Ｈ・Ｃさん

私が⼤学に⾏こうと思い⽴ったのは 5 月の終わり頃。看創舎に⾏く前に他の予備校にも話を聞きに⾏き
ましたが、あまりに時期が遅いということで来年度の受験を勧められました。しかし、どうしても今年
度の受験を諦められないと思っていた時、看創舎を知りました。さっそく連絡したところ、先⽣からす
ぐに電話がありました。「思い⽴ったが吉日」、「今からでも遅くない」と⼒強いお⾔葉をいただき、涙
が出るほど嬉しかったです。
先⽣の教えてくれる看護学は⼤変分かりやすく、最初から講義を聞きたかったなと思いました。英語、
⼩論⽂もそれぞれの先⽣が熱⼼に教えてくださり、⼒をつけられたと思います。また、看護⼤編入に関
する豊富な情報はとても参考になりました。
そして、仲間や先⽣方からの励ましのおかげで、途中で挫折することなく学習を続けられ、第⼀志望の
⼤学に合格することができました。本当にありがとうございました︕
東海⼤学健康科学部看護学科

U・N さん

私は、約 10 年間、看護師として働いていましたが、疾病の早期予防、健康管理、健康増進の仕事に興
味を持つようになり、保健師を目指すようになりました。看創舎は合格実績も⾼く、今までの先輩方の
国⽴⼤学への進学率も⾼かったのもあり、今年 1 月から、毎週、神奈川県から埼⽟県まで通学し、勉強
を始めました。しかし、英語はかなりブランクあり、苦戦しました。何度も諦めかけ、迷い、逃げの考
えを抱いてしまうこともありました。しかし、諦めたらそこで終わってしまい、後悔すると思い、踏ん
張りました。
佐藤先⽣には、家のこと、仕事との両⽴等、勉強方法等、色々アドバイス頂き精神的にも⽀えて頂けた
と思い、感謝しています。
合格通知が来たときは、私はもちろん、私以上に私を⽀えてくれた夫も、喜んでくれました。引き続き、
保健師資格取得の為に、夢を諦めずに、⼤学でも、さらに努⼒していきます。
本当にありがとうございました。
秋田⼤学医学部看護学科
獨協医科⼤学看護学部

Ｕ・Ｈさん

⼤学編入を目指そうと思ったのは昨年でした。独学で⾏ってきましたが、これで⼤丈夫なのかという思

いで不安しかありませんでした。職場の同期に塾に⾏ったほうがいいと⾔われていましたが、安くはな
い費⽤でそれだけのものが得られるのかと、なかなか踏み出せずにいた時に看創舎をネットで⾒つけま
した。
実際に授業を受けてみると、今までの不安は全て吹き⾶んだことを覚えています。わかりやすい授業だ
けではなく、臨床経験を積めば積むほど今まで⾏ってきた看護の根拠を明確に理解でき、その上でさら
に質の⾼い看護について考えることができたことは私にとって⼤きな⼒となりました。そして、日常の
看護に対する姿勢は、⼤学編入受験において⾃信になっただけではなく、⾃分⾃身の強みとして発揮で
きたのではないかと感じています。
私が看創舎の門をたたいたのは初夏ととても遅く、佐藤先⽣も⾔うとおり「思ったときに⾏動を起こさ
ねば」と、唯⼀⾏動を起こすのが遅かったことを後悔しています。
先⽣方と出会えたことが何よりも⼤きな財産となりました。
本当にありがとうございました。
秋田⼤学医学部看護学科
東海⼤学健康科学部看護学科

Ｉ・Ｒさん

私は、看護学校で学んで⾏く中で、予防医学に興味を持ち⼤学編入を志そうと思いました。受験のため
に何をすべきかわからずいましたが、私の学校の先輩が看創舎に通い、合格を勝ち取ったという話を伺
ったため、私も通学し始めました。先⽣の看護学は、図や動作を交えながら 1 つ 1 つ丁寧に教えてくれ
るためとてもわかりやすい上に、実習でも役⽴つ教科書であるため手放すことができないくらいでした。
英語、⼩論⽂は、基礎から丁寧に教えてくれ、また解き方のコツなども教えてくれるため⼒をつけるこ
とができました。試験で思う結果がついてこなく、諦めかけそうになった時、先⽣をはじめ多くの仲間
に⽀えられ、乗り越えることができました。合格が決まった時、信じられない気持ちでいっぱいでした。
どんな時も励まし続け、私の背中を押してくれた先⽣に感謝しきれないくらいです。実習をしながら受
験勉強をするのは、⼤変でしたが、諦めず乗り越えてよかったなと思います。本当にありがとうござい
ました。

