


受験生が予備校に求めるものは様々ですが、中でも「近年の試験傾向をしっかり分析し、それに基づいた出題
予想分野・論点を明確にし、わかりやすい教材・役立つ模試を提供してもらえるか」が重要だと考えます。

的中率の高い良問で得点力アップ！　徹底した本試験分析を行っているから、ポイントを押さえた丁寧な解説にも定評があります。

第35回管理栄養士本試験問題	
（午前問題）

20.	酵素に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
⑴	 アポ酵素は、単独で酵素活性をもつ。
⑵	 酵素たんぱく質のリン酸化は、酵素活性を調節する。
⑶	 律速酵素は、他の酵素の活性を調節する酵素である。
⑷	 リパーゼは、脂肪酸を分解する。
⑸	 プロテインホスファターゼは、グリコーゲンを分解する。
	 正答　2

東京アカデミーオリジナルテキスト		
オープンセサミ上巻55ページ

酵素に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
⑴	 アポ酵素は、単独で酵素活性をもつ。
⑵	 基質との親和性が低いと、ミカエリス定数（Km）は小さい。
⑶	 酵素活性の調節機構として、酵素たんぱく質のリン酸化がある。
⑷	 アロステリック部位は、酵素の基質結合部位である。
⑸	 アイソザイムは、同じ一次構造をもつ。
	 正答　3

東京アカデミーの本試験的中問題の一例を紹介！

他にも多数!

ズバリ

選べる 受講形態 全国どこからでも受講可!
〈全て同内容です〉  �

生講義（教室対面講義）
…	札幌校教室での受講です。生講義ならではの緊張感は自然と集中力も高まります。東京アカデミーは長年この生講義にこだ
わってきた予備校です。

オンライン受講（Zoom利用）� 利用無料
…	通信環境さえ整っていれば、どこでも受講が可能です。受講エリアは北海道はもとより、日本全国です！
Zoomの視聴環境は必ずご自身で整えた上でお申し込みください。講義は所定の教材を元に進行いたしますが、一部補足のレジュ
メを使用する場合もございます。その場合PDFファイルにて送信いたしますので、プリンターのご準備も併せてお願いいたします。

欠席フォロー（見逃し配信）制度�※視聴は 期間限定 ・ 予約制 といたします。� 利用無料
…	計画的に学習を進めていくためにも、弊社では12での受講を推奨しておりますが、万が一欠席した場合でも、後日講義録
画データをWEB上で視聴できる制度です。
※視聴期間は原則講義実施3日後から、講義実施日の2週間後の23：59までとなります。
※視聴は欠席時のみ、1度しかできませんのでご了承ください。

※3を利用できるのは通学講座生（5月生・10月生のみとなります。） 12は5P講座も含め申込者全員が対象となります。

選べる 講座ラインナップ �

●通学講座（通年対策講座） ・5月生（総合対策コース/5科目集中コース）� ��3P
・10月生（総合対策コース/5科目集中コース）� ��4P

●短期講習会（直前対策講座）・予想問題演習����������������5P
・ザ・ファイナル���������������5P

●通信講座/全国公開模擬試験 　���������別刷リーフレットをご覧ください。

あなたにピッタリの受講形態が東京アカデミーにあります！
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これだけのラインナップが揃うのは東京アカデミーだけ！

膨大な国家試験の範囲をコンパクトにまとめ、	
国試対策として必要かつ充分な内容を完全網羅！
過去の本試験を徹底分析し、試験合格に必

要な内容を要領よく盛り込んだオリジナル教
材。そのコンパクトさに驚く方もいますが、
膨大な試験範囲から必要な情報を選び抜く試
験分析力こそが東京アカデミーの強みです。

★	国試対策に必須の各種資料を	
充実掲載！
「日本人の食事摂取基準」をはじめとす
る、国試対策に必須の最新資料や関連法規
等を掲載。他の資料等を必要とせず学習
が完結できます。

第34回試験より増問し、	
より重要科目となっている	
「応用力試験」対策も万全！

★応用力試験対策問題集
管理栄養士国家試験の応用力

試験対策の為につくられた専用
の問題集です。国家試験に取り
上げられる事例を中心に思考力
を高めるための事例を精選して
取り上げています。応用力試験
に不安のある受験生もこの1冊
で本試験に自信を持って臨める
ようになります。

オープンセサミシリーズ／管理栄養士国家試験対策 完全合格教本

	

図表やグラフ、イラストをふんだんに使用！	
視覚的にイメージを掴んで理解度UP！
※掲載されているテキストの写真は前年度のものです。

※	掲載されているテキストの	
写真は前年度のものです。

★本試験問題  解答&解説 	
第34回〜第36回の管理栄養士国家試験

を科目別に編集した受験生必携の問題集
です。1問ずつわかりやすい解説がついて
います。苦手分野の出題を中心に、繰り返
し解くことで一段と理解も進みます。
※8月上旬発刊予定です。

★直前演習テキスト
1冊で午前午後問題併せて100問掲載

（本試験の半分の問題数）のテキストです。
各科目の問題数は本試験の出題比率に準
じて作成しております。国家試験に出題
されそうな予想問題集で、ラストチェック
に最適です。

★スタディガイド
管理栄養士国家試験の傾向と対策を分
野別にまとめた1冊。直近の国家試験と比較
して本年度の問題の傾向を分析し、来年度
の傾向を予想し、その対策を提案しています。
また、「科目別出題内容」のコーナーでは、各
科目から来年度の試験対策に重要であると
思われる問題を選び、簡単な解説付き。

充実のオリジナルテキスト

※	掲載されているテキストの	
写真は前年度のものです。

通学講座に入会されたその日から試験前日まで、札幌校の自
習室を無料でご利用いただけます。講義がない日や講義前後の
空き時間に是非、ご利用ください（教室運営上、年間数日は利用
できない場合もあります）。自宅ではなかなか集中できない方も、
自習室でなら集中できるので学習が進みます。また、東京アカ
デミー札幌校は札幌駅北口より徒歩2分の立地のため、各交通
機関へのアクセスが抜群で、遠方からの通学、仕事帰りにも便利です。

利用時間 　11：00〜18：00
※年末年始など一部利用できない日がございます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、使用できない場合もございます。

自習室無料開放� 〜快適な学習環境が合格を後押し〜

●実施日：	第 1 回 2022年11月20日（日）	
第 2 回 2023年 1 月15日（日）

学習の成果を確認するために、時間配分などの実践的な練習のためにも模擬試験は欠
かせません。本試験を徹底分析した上で作成した良問を厳選して出題します。わからな
かった問題や解答に迷った問題は、ポイントを明快にした詳しい解答解説書を利用して
しっかり復習できます。また、詳細な成績表により、合格可能性のほか、科目別成績など
あらゆる角度から結果を分析することで、自分のレベルと本試験までに補強すべき弱点
分野を確認することができます。
※	成績処理は全国公開模擬試験実施日までにマークシートを提出していただいたものに限ります。
※詳しくは「2022年通信講座／模試」パンフレットをご確認ください。

全国公開模擬試験で到達レベルを確認！
自宅受験も	
可能です！

教育訓練�
給付制度�
とは

働く方の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ること
を目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。厚生労働大臣の指定する講座を自ら申し
込み終了した場合、本人が支払った受講料の一定割合に相当する額（上限あり）がハローワー
クからご本人へ支給されます。
※適用コースは「5月生総合対策コース」のみとなります。途中入会や他の通学講座各コースは対象となりません。

最大�
支給額

一般教育訓練給付金対象講座
を修了し、要件を満たした場合、
お支払された受講料の20％
が国から支給されます。

適
用
要
件

①支給の対象となる方
受講開始日において雇用保険の一般被保険者または一般被保険者であった期間が3年以上の方（離職後1年以
内の方でも可）です。ただし、初回に限り、本来は3年以上必要な被保険者期間が1年以上で利用できます。厚
生労働大臣が指定する講座を受講し、修了した方が対象となります。札幌校は「5月生総合対策コース」のみが
対象講座です。
指定番号　0120231-1320032-0

＜注意事項＞
※	離職や退職等で、一般被保険者でない期
間が1年を超えると、それ以前の被保険者
期間は適用されなくなります。
※	過去に「教育訓練給付制度」の給付を受け
た方は、その講座の受講開始日から3年以
上経過している必要があります。
※	ご自身の支給要件について不安がある方
は、ハローワークで照会（左記の指定番号
が必要となります）をすることができます。
※	個人情報保護の観点から東京アカデミー
では確認できません。

②講座修了規定
指定講座の修了認定は以下、⑴、⑵総ての要件を満たしていただくことになります。
⑴	指定講座の受講開始日より講座終了日までの出席率が80％以上であること。	
※Zoom出席も対面同様にカウントされますのでご安心ください。

⑵	修了試験での正答率が60％以上であること。
修了試験問題につきましては受講期間の後半に教育訓練給付制度を申請された方へ別途ご連絡いたします。

管理栄養士国家試験対策 通学講座5月生総合対策コースは 教育訓練給付制度対象講座です

札幌校通学講座のフォロー制度受講コース・受講体系のバリエーションが豊富！
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▶日曜コース10月生� 現役生もいよいよ総仕上げ
秋から始める国試対策

※	11月以降も随時	
入会は可能です。

3・4ページ	
講座ラインナップ のうち 実践講座 ＋ 直前対策講座［ 5Pの　

講座全て］ ＋ 全国公開模擬試験 2回
10月生は、得点力の向上を図る講座です。受験経験のある方にも、秋から本格的に国家試験対策をスタートする現役大学生にも最適なコースです。本試験レベルの問題を

扱いながら、知識の整理も同時に行っていきます。　※5月生への途中合流となりますのでご了承ください。

●受講期間・時間	
受講期間 2022年10月9日（日）〜2023年2月19日（日）
講義時間 10：00〜12：00／13：00〜15：00／15：15〜17：15

●開講コース
総合対策コース 3・4ページ記載の実践講座、直前対策講座まで全講座が受講できるスペシャルコースです。

5科目集中コース 3・4ページ記載の実践講座のうち、★のついた科目「人体・疾病」「基礎栄養学」「応用栄養学」「臨床栄養学」	
「公衆栄養学」に特化したコースです。直前対策は全日程受講できます。

●受講料（税込）
コース 入会金 受講料 教材費 合計

10月生	総合対策コース 10,000円 126,700円 5,200円 141,900円
10月生	5科目集中コース 10,000円  89,600円 5,200円 104,800円

※テキスト送付ご希望の場合は別途1,000円（税込）が必要となります。

教室対面講義 欠席フォロー�
【見逃し配信】オンライン

or ＋

▶日曜コース5月生� 5/29㈰ Start! ※	6月以降も随時	
入会は可能です。

3・4ページ	
講座ラインナップ のうち 基礎講座 ＋ 実践講座 ＋ 直前対策講座［ 5Pの　

講座全て］ ＋ 全国公開模擬試験 2回
管理栄養士国家試験において配点の高い科目、受験生の得点率が低い科目を中心に、国家試験に必要な個所を効率よく学習できる通学講座です。講義時間の約20％を受
験生が苦手とし、かつ出題数が最も多い「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」に充て、試験攻略のポイントを押さえます。

●受講期間・時間	
受講期間 2022年5月29日（日）〜2023年2月19日（日）
講義時間 10：00〜12：00／13：00〜15：00／15：15〜17：15

●開講コース
総合対策コース 3・4ページ記載の基礎講座、実践講座、直前対策講座まで全講座が受講できるスペシャルコースです。

5科目集中コース 3・4ページ記載の基礎講座、実践講座のうち、★のついた科目「人体・疾病」「基礎栄養学」「応用栄養学」「臨床栄養学」
「公衆栄養学」に特化したコースです。直前対策は全日程受講できます。

●受講料（税込）
コース 入会金 受講料 教材費 合計

5月生	総合対策コース 10,000円 194,800円 5,200円 210,000円
5月生	5科目集中コース 10,000円 129,800円 5,200円 145,000円

※テキスト送付ご希望の場合は別途1,000円（税込）が必要となります。

教室対面講義 欠席フォロー�
【見逃し配信】オンライン

or ＋

総合対策コース5月生は、教育訓練給付金対象講座です。

▶▶基礎講座� 2022/5/29〜2022/9/11　5月生受講
参考書「オープンセサミシリーズ　完全合格教本」を中心に、まずは試験の全体像を掴みながら、科目ごとの学
習計画、ポイントを押さえます。また、頻出事項を洗い出し、科目間の繋がりや重要ポイントを整理していきます。
暗記よりも理解が必要となる「人体の構造と機能及び疾病の成り立ち」や「基礎栄養学」、「臨床栄養学」は相互に
関連させながら基礎医学の土台をつくります。

●モデルカリキュラム
日程 10：00〜12：00 13：00〜15：00 15：15〜17：15

5月29日（日） 「傾向と対策」セミナーオリエンテーション 基礎栄養学 ─
6月5日（日） 基礎栄養学 基礎栄養学 食べ物と健康
6月19日（日） 人体・疾病 人体・疾病 食べ物と健康
7月3日（日） 人体・疾病 人体・疾病 給食経営管理論
7月17日（日） 社会・環境と健康 栄養教育論 公衆栄養学
7月31日（日） 応用栄養学 食べ物と健康 人体・疾病
8月14日（日） 給食経営管理論 公衆栄養学 臨床栄養学
8月28日（日） 人体・疾病 社会・環境と健康 食べ物と健康
9月11日（日） 予備日

◆使用テキスト：オープンセサミシリーズ　完全合格教本　上・下巻

●講義時間数　※5科目集中コースの方は★科目のみ受講となります。
科目 講義時間

★「傾向と対策」セミナー（オリエンテーション含む）  1コマ（ 2時間）
★人体の構造と機能及び疾病の成り立ち  6コマ（12時間）
★基礎栄養学  3コマ（ 6時間）
★応用栄養学  1コマ（ 2時間）
★臨床栄養学  1コマ（ 2時間）
★公衆栄養学  2コマ（ 4時間）
栄養教育論  1コマ（ 2時間）
食べ物と健康  4コマ（ 8時間）
給食経営管理論  2コマ（ 4時間）
社会・環境と健康  2コマ（ 4時間）

計 23コマ（46時間）

▶▶直前対策講座� 2022/12/18〜2023/2/19　5月生・10月生受講

日程 10：00〜12：00 13：00〜15：00 15：15〜17：15
応用力試験力対策ゼミ 12月18日（日） 解説講義 解説講義

予想問題演習

第1回 1月 8日（日） 問題演習 解説講義 解説講義
第2回 1月22日（日） 問題演習 解説講義 解説講義

第3回
1月29日（日） 問題演習 解説講義 解説講義
2月5日（日） 解説講義 解説講義 解説講義

ザ・ファイナル
人体の構造と機能及び	
疾病の成り立ち 2月12日（日） 解説講義 解説講義

新傾向及び新制度対策 2月19日（日） 解説講義 解説講義

※直前対策講座の詳細は5ページをご確認ください。
※本試験日程が変更された場合は、上記日程を修正し対応いたします。

▶▶実践講座� 	 2022/10/9	 〜2022/12/11　5月生・10月生受講
過去問演習により、定着した知識で「問題を解く」とい うアウトプット学習を取り入れます。周辺知識を確認し

ながら、本試験レベルに対応できる知識の定着に勉め、実 践力を養います。

●モデルカリキュラム
日程 10：00〜12：00 13：00〜15：00 15：15〜17：15

10月 9日（日） 公衆栄養学 公衆栄養学 基礎栄養学
10月16日（日） 人体・疾病 人体・疾病 応用栄養学
10月23日（日） 給食経営管理論 食べ物と健康 食べ物と健康
10月30日（日） 公衆栄養学 公衆栄養学 栄養教育論
11月 6日（日） 臨床栄養学 人体・疾病 人体・疾病
11月13日（日） 給食経営管理論 給食経営管理論 社会・環境と健康
11月20日（日） 	 ☆第 1回　全国公開模擬試験	 （9：45〜16：10）
11月27日（日） 人体・疾病 人体・疾病 予備
12月 4日（日） 臨床栄養学 食べ物と健康 給食経営管理論
12月11日（日） 社会・環境と健康 食べ物と健康 食べ物と健康
12月25日（日） 　予備日
1月15日（日） 	 ☆第 2回　全国公開模擬試験	 （9：45〜16：10）

◆使用テキスト：	オープンセサミシリーズ　完全合格教本上・ 下巻、本試験問題  解答&解説 、応用力試験対策テキスト
☆全国公開模擬試験のみの受験も可能です。別刷リーフレット をご覧ください。

●講義時間数　※5科目集中コースの方は★科目 のみ受講となります。
科目 講義時間

★人体の構造と機能及び疾病の成り立ち  6コマ（12時間）
★基礎栄養学  1コマ（ 2時間）
★応用栄養学  1コマ（ 2時間）
★臨床栄養学  2コマ（ 4時間）
★公衆栄養学  4コマ（ 8時間）
栄養教育論  1コマ（ 2時間）
食べ物と健康  5コマ（10時間）
給食経営管理論  4コマ（ 8時間）
社会・環境と健康  2コマ（ 4時間）

計 26コマ（52時間）

再受講割引（受講料50%割引）
東京アカデミーの下記の講座を受講されていた方は受講料50%割引が適用となります。
●東京アカデミー札幌校管理栄養士国家試験対策の通学講座
●大学において東京アカデミーの管理栄養士国家試験対策講座を受講された方

大学生現役割引（受講料20%）
第36回管理栄養士国家試験受験時において大学4年生の方は受講料20%割引が適用となります。入

会手続き時に大学の学生証をご持参ください。（コピー郵送でも可）

再受講割引・大学現役生割引制度を利用される場合は、通常のインターネットで
のお申し込みはできません。事前に札幌校までご連絡ください。

通学講座割引制度

のハイブリッド講義で、東京アカデミーの�
通学講座は

教室対面講義
オンライン
欠席フォロー【見逃し配信 】

全国どこからでも�
受講が可能です！

オンライン講座（Zoom）について
●�視聴のための機材（スマホ・タブレット・パソコン等）、通信環境は各自ご準備ください。
※ご自身の通信環境不備による解約は、P6の申し込み規約に基づき解約手数料が発生いたしますので予めご了承ください。

●�講義は所定の教材を元に進行いたしますが、一部補足のレジュメを使用する場合もございます。�
その場合PDFファイルにて送信いたしますので、プリンターのご準備も併せてお願いいたします。

●不正受講を防止するため、参加時にはビデオ（カメラ）はONにしていただきます。申込方法：インターネットからとなります。詳しくは裏表紙をご参照ください。
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▶予想問題演習 � 対面講義�
［札幌校］ or オンライン ※	通学部5、10月生には	

含まれております。全4日間

オ ス ス メ
ポ イ ン ト

「総復習と実践力をコンパクトに！」
本試験へラストスパートの時期に復習しようとしても何から手を付ければよいのか。全科目に渡り、コンパク

トに且つ実践的な問題演習も同時進行できるオススメ講座です。

オリジナルの予想問題テキストを使用して、「予想問題演習」→「解説講義」の流れで講座を進行します。演習により、これまで培ってきた
自身の知識定着度を再確認し、解説講義では頻出事項を重点的に見直して総復習いたします。直前期に押さえておきたい消化器系疾患・循
環器系疾患などと、それに関連する図や数値等もおさらいし、ラストスパートをかけます。

日 程 10：00〜12：00 13：00〜15：00 15：15〜17：15 受講料
第1回 1月 8日（日） 第1回予想問題演習 解説講義 解説講義 対面講義 31,500円
第2回 1月22日（日） 第2回予想問題演習 解説講義 解説講義 オンライン 32,500円

第3回
1月29日（日） 第3回予想問題演習 解説講義 解説講義
2月5日（日） 解説講義 解説講義 解説講義

【ご注意】	 ※第1回、2回、3回の内容はすべて異なります。
	 ※各回とも最初の2時間は問題演習時間（問題を解く時間）とします。
	 ※	時間の都合上、全問題の解説ではございませんので、予めご了承ください。	

（解説講義で取り扱わない問題につきましては、解答解説冊子を配付いたします。）

▶ザ・ファイナル � 対面講義�
［札幌校］ or オンライン ※	通学部5、10月生には	

含まれております。全2日間

オ ス ス メ
ポ イ ン ト

「本番で1点の取りこぼしは見逃さない！」
試験の超直前期はなにをすべきか悩む受験生が大半。そんな時はこの講座で決まり!テンポ良く、最重要項目

を総ざらいします。忘れていた事、知らなかった事も含めて最後まで1点に貪欲に取り組む講座です。

ここだけは押さえておきたい最重要事項をテーマ別に総ざらいいたします。テーマは出題数が多いにもかかわらず、例年正答率の低い「人
体の構造と機能及び疾病の成り立ち」から、第35回にて出題された出題基準の改訂の「日本人の食事摂取基準2020版」のポイント、さらに
今後に向けた制度改正・施策などを見据えた、「新傾向及び新制度対策」の2テーマです。

テ ー マ 日 程 時間 受講料
人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 2月12日（日） 13：00〜15：00 15：15〜17：15 対面講義 16,000円

新傾向及び新制度対策 2月19日（日） 13：00〜15：00 15：15〜17：15 オンライン 17,000円

東京アカデミー申込規約
東京アカデミーの通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内講座等の講座にお申込みいただくに
際し、下記規約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願いいたします。
1.	 適用講座
株式会社東京アカデミー（以下、弊社と記載）が実施する通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試
験・学内講座等の講座において本申込規約を適用いたします。本規約に定めがないものについては、
各種募集要項等の定めによるものとします。

2.	 お申込みについて
（1）	 	目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な資格、要件等を満た

しているかどうかを各自ご確認いただき、ご希望の講座をお申込みください。
（2）	 	お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご確認ください。
（3）	 	お申込予定のコースの受講料総額（入会金、受講料、教材費などの受講料等内訳）をご確認くださ

い。受講料をお支払いただく場合には、弊社窓口での現金納入・クレジット決済の他、銀行振込
（振込手数料申込者負担）・インターネット決済・コンビニ決済（30万円未満の決済に限ります）・
大学生協等代理店（校舎によっては取り扱っていない場合があります）を利用していただくこと
ができます。

（4）	 	大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控」を必ずお受け取りください。取扱店舗によりお
申込方法が異なる場合がございます。また、一部取扱していない講座、コースがございますので
直接最寄りの弊社窓口にお問い合わせください。

（5）	 	未成年者（20歳未満）が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者の方のお名前・ご連絡先
が必要となります。

（6）	 	入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には入会をお断りすること
があります。

3.	 お申込みの締め切りについて
受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせていただく場合もございます。
また、受講校舎以外での振替受講及び重複受講を認めている講座がございますが、座席に余裕が無い
場合は受講できないことがあります。

4.	 解約・返金等について
（1）	 	万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等があったと弊

社が判断した場合、弊社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契約を即時解約し、今後
お客様との取引をお断りし、各校舎への立ち入りを禁止する場合があります。

（2）	 	お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたはこれらの関係者その他反
社会的勢力であることが判明したときは、弊社は何等の通知催告を要しないでお客様との受講
契約を即時解除することができます。

（3）	 	その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデミー入会者規定」等弊社が
定める諸規定に基づいて対処させていただきます。

（4）	 	入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかかわらず書面
もしくは電子媒体にて解約申請をしてください。

（5）	 	弊社からの返金は、原則、書面により解約申請が毎月20日までにご提出の場合は当月末、毎月21
日から末日までにご提出の場合は翌月末、となります。

（6）	 	お申込時の決済に際しクレジットカードをご利用された場合、返金は解約申請月以降のクレジッ
トカード利用額を減額する形となる場合がございます。弊社規定の「返金の特例」、弊社の債務不
履行に基づく契約の解除・解約、定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定
に従い返金いたします。なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等を
ご負担いただきます。また、弊社からの返金は、原則として金融機関への振込にて行い、振込手
数料をご負担いただきます。

≲解約規定≳
（1）	 通学講座（オンライン講座含む）

①	 	講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料の10％）を控除した
金額を返金いたします。	 	
教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費
を申し受けます。

②	 	講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（申込
講座未消化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。

消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則として有料講座開講期間の月割りに
て計算いたします。一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。通学講座の消化
期間の算出は、講座開始日（該当コースの第一回目授業開始日）の属する月より解約申請受理日
の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請提出日の属する月の翌月から講座終了
日（当該コースの最終回授業日で面接指導、模擬試験等も含む）の属する月までとします。

	（2）	 通信講座
①	 	弊社からの教材発送前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料の10％）
を控除した金額を返金いたします。

②	 	弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金・消化受講料の全額と解約手数料（申
込講座未消化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。ただし、添削
未消化期間がある場合でも全添削課題を完了（添削済課題が全回分弊社より返却し、受領さ
れていること）された方は返金の対象とはなりません。

消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約申請受理日を基準
に原則として月割りにて計算いたします。通信講座の消化期間の算出は、講座開始日（初回教材
発送日）の属する月より解約申請受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申
請提出日の属する月の翌月から講座終了日（添削期間終了日、かつSOSカード受付終了日）の属
する月までとします。

（3）	 短期講習会
①	 	講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料の10％）を控除した
金額を返金いたします。教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、
使用状況によっては実費を申し受けます。

②	 	講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（未消
化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。

消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。

一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。講座実施後は実際の受講の有無にか
かわらず、解約申請受理日以前の講座については「受講済」といたします。

（4）	 模擬試験
模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料（受験料の10％）を控除した金額を返金いた
します。
模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず「受験済」といたします。また、自宅受験のお申
込みで既に模擬試験問題一式をお受け取りの方は「受験済」となりますので予めご了承ください。

（5）	 特定商取引法対象講座に係る返金について
弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座の通学講座・通信講座に在籍の受講生は「特定
商取引法」の対象となる場合がございますので、別途「看護・医療系学校受験対策講座の入会予
定者・入会者の皆様へ」の説明文をご確認ください。

5.	 閉講について
お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しない場合は、やむを得ず閉
講といたします。その際は、他の講座、コースへの変更についてのご相談をお受けいたします。他の講座、
コースを受講されない場合は、入金いただいた入会金、受講料及び教材費の全額をお返しいたします。
教材を既にお受け取りになっている場合はご返却ください。なお、使用状況によっては実費を申し受
けます。

6.	 教育ローンについて
弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審査がございます。審査の
結果、教育ローンをご利用いただけない場合でこれにより入会を断念される場合は、その間の講義の
出席及びテキスト等の使用につき相当額をご負担いただきます。
尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいただくことになります。

7.	 講座運営について
（1）	 	やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更になることがあります。
（2）	 	現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止することがあります。
（3）	 	天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は休講とする場合があり

ます。その場合は各校にお問い合わせいただくか、弊社入会者専用の情報確認用インターネット
サイト「マイページの情報」・弊社ホームページ・各校ブログにてご確認ください。

8.	 休学について
都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから1年間を限度に許可しますの
で事務局にてご相談ください。通信講座における休学はございません。

9.	 会員証について
（1）	 	会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡することはできません。
（2）	 	会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出ください。有料（200円）にて再

発行いたします。
10.	証明書
在籍証明書・修了証明書の発行（無料）をご希望される場合は発行いたしますので弊社窓口へお申し出
ください。ただし、通学定期購入に在籍証明書を使用することはできません。
また、10年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承ください。

11.	著作権について
（1）	 	弊社が提供する教材（受講に係る教材や講義録音データ等）は、著作権法で定める個人の私的目

的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を頒布することはできません。
（2）	 	弊社が提供する教材の内容を記録、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、1号と同様、

個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布することは
できません。

（3）	 	教室等において受講内容等を収録（録画・録音・撮影等）することはできません。不正に収録さ
れた場合は直ちに収録データを完全に削除していただき,削除されたことを確認させていただき
ます。

（4）	 	教室等において実施された受講内容を記録し、抜粋または要約した筆記ノートや文書データ類も、
1号と同様、個人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を領布
することはできません。

（5）	 	1号及び2号で定める教材（記録・要約したものも含む）や、3号及び4号で定める受講内容の収録
物（記録・抜粋・要約したものも含む）を、ブログやYouTube、FacebookやTwitter、Instagram、
インターネット上にアップロードして第三者の閲覧に供することも禁止します。

12.	教育訓練給付制度について
制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせください。

13.	自習室について
通学講座、短期講習会受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利用いただくことができます。
ただし、事情により自習室が使用できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

14.	免責事項
（1）	 	弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、入学、就職等の目

的が達成できなかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。
（2）	 	本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は年度によって異なる場

合がありますので、各自の責任のもと本試験への出願を行っていただきます。
（3）	 	オンライン講座におきましては、実際に視聴されたか否かにかかわらず、オンライン講座実施後

は「消化済み」といたします。視聴環境はお客様ご自身で整備いただき、視聴環境の不具合等に
より視聴できなかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。

15.	準拠法および合意管轄
（1）	 	当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
（2）	 	お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所もしくは大阪簡易裁判所

をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
16.	規約の変更
（1）	 	当規約は、予告なく変更することがあります。
（2）	 	強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同法規の定め

に従い変更したものといたします。
17.	施行日
2021年10月26日施行

WEBで簡単!� 参加無料
第37回管理栄養士国家試験終了後、東京アカデミーHP上で自己採点会を実施します。事前申し込み不要、ぜひ
ご参加ください!
※詳細は11月頃弊社HPで公表いたします。

第37回管理栄養士国家試験　解答速報&自己採点会

直前対策講座��短期講座

※本試験日程が変更された場合は、下記日程を修正し対応いたします。

オンライン講座は、Zoomを利用
した生中継の講義となります。視
聴環境はご自身で準備ください。

どちらか選べます！教室対面講義［札幌校］ オ ン ラ イ ン
申込方法：インターネットからとなります。詳しくは裏表紙をご参照ください。
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