
2022年度 (2023年 4月入学) 試験対策

看護学校受験対策

看護専門学校・看護私立大学

7月生 / 8月生 / 10月生通学講座

模擬試験 D･E判定からの
逆転合格！

模擬試験 D･E判定からの
逆転合格！

　　 に            したいあなた！
旭川で看護師を目指すなら、絶対東アカ！

絶対 に 合格 したいあなた！
旭川で看護師を目指すなら、絶対東アカ！

旭川校教室対面形式
✖

オンライン(同時生配信) 形式※Zoom

旭川校教室対面形式
✖

オンライン(同時生配信) 形式※Zoom
★週1回(毎週土曜日)でも英数入門からのスタート

(※7月生)で基礎力養成を重視！　
★東アカオリジナル教材から『ココが出る！』を予想

した効果的な対策で合格へ！
★全講義録画フォロー！学校行事やお仕事、風邪な

どで欠席しても講義無料視聴で安心‼
★面接練習・小論文添削は回数無制限で無料実施‼

最終合格まで徹底サポート！

選べる受講形式！

教室対面での講義を、Zoom

オンラインでも配信！

お忙しい方や遠方の方でもご

自宅からの受講が可能！

≪2022 年から変更の高校の学習指導要領にも対応しています≫

発行日 2022 年 3 月 9 日 / 有効期限 2022 年 12 月 24 日

その他留意事項
当講座開講後の看護･医療系学校公表による入試科目変更での返金は、原則として東京アカデミー申込規約《解約規定》(１)通学講座②に則ります。
転校・転科・休学・復学 ▼転校・転科・休学・復学については一定の条件のもとに許可いたします。詳しくは、担当にご相談ください。
休日 ▼ 年末年始・ゴールデンウィーク・お盆についてはお問合せください。　　通学 ▼〈バス利用の場合について〉学割が適用されますので旭川校事務局までご
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連絡ください（道北バス、旭川電気軌道）。

《講座申込方法》下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込ください。

インターネットでお申込の場合インターネットでお申込の場合
東京アカデミーWEBサイトトップ
ページの「講座申込」へアクセス

お申込後、受付完了メールを自動送信
します。
※ドメイン指定受信拒否を設定されている場合に
　は、弊社からのメール(tokyo-ac.co.jp)が受信
　できるようにあらかじめ設定をお願いします。

URL　www.tokyo-ac.jp

◆銀行振込
お申込み後､５日以内に申込校指定の
振込先口座へ必ず本人様名義でお振込
みください。
※振込手数料はご負担願います。

◆クレジットカード決済
下記のクレジットカードがご利用いただけます。
※支払は一括となります。

　・アメリカン･エキスプレス
　・JCB　　　・VISA　　・Mastercard
　・ダイナーズクラブ

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

郵送でお申込の場合郵送でお申込の場合

旭川校

～看護学校受験対策　各種イベントのご案内～～看護学校受験対策　各種イベントのご案内～

※上記日程は予定です。急遽変更になる場合もございますので、詳細は旭川校ホームページにてご確認ください。
※参加ご希望の方は、旭川校ホームページよりお申込みください。お支払いはクレジットカード決済のみとなります。
　(無料イベント除く )
※旭川校内で行う教室対面形式は定員制 (50 名程度 ) です。定員締切の場合もございますので予めご了承ください。
※オンライン形式は Zoomというツールを使用します。パソコン、タブレット、スマートホンなどの使用機器のご準備を
　お願いいたします。

旭川校教室対面形式 ( 定員 50 名程度 ) とオンライン形式 ( 同時生配信※Zoom) 同時開催！

◆高看･准看　受験ガイダンス　  ➡ 6/13( 月 )　18:30 ～ 19:30　［受講料］無料

◆高看 絶対出る ! 二次関数ゼミ　➡ 6/21( 火 )　18:00 ～ 19:00　［受講料］500 円 ( 税込 )

◆高看･准看　面接必勝ガイダンス　➡ 6/25( 月 )　18:30 ～ 19:30　［受講料］無料

スマホからのアクセスはコチラ

▲

☆希望講座：｢看護医療系学校受験｣
☆希望校舎：｢旭川校」
☆分　　類：｢通学(Zooｍ講座含む)｣を選択
☆ご希望の講座を選択してお申込みください。

お申込み後､５日以内に東京アカデミー
窓口にお越しください。

＊期日以内にご決済･お支払いのない場合、お申込みは自動キャンセルとなりますのでご注意ください。
＊5 日以内に開講日の到来する講座に関しましては、開講日の前日がお支払い期限となります。！

◆現金でお支払い

窓口受付でお申込みの場合窓口受付でお申込みの場合
本募集要項 ( パンフレット ) に同封の申込書に必要事項をご記入の
上、受講料を添えて東京アカデミー各校受付窓口へお持ちください。

＊詳細は上記インターネット申込みの支払い方法をご覧ください。お支払い方法お支払い方法

①現金でお支払い ②クレジットカード決済 / 電子マネーでお支払い

◆電子マネーでお支払い
お申込み後､５日以内に東京アカデミー
窓口にお越しください。
下記の IC カード ( 交通系 ) がご利用い
ただけます。
※支払いは一括となります。

Kitaka、Suica、PASMO、TOICA、
manaca、ICOCA、SUGOCA、
nimoca、はやかけん

三井住友銀行　梅田支店 
（普）9434333

(株)東京アカデミー旭川校
◆コンビニ決済

お申込後、5 日以内に下記のコンビニに
てご決済ください。
  ・セブンイレブン　　・ミニストップ
  ・ローソン　　　　　・セイコーマート
  ・ファミリーマート　・デイリーヤマザキ

本募集要項 (パンフレット) に同封の申込書に必要事項をご記入の上、
東京アカデミー旭川校まで郵送してください ( 住所は下記参照 )。

＊詳細は上記インターネット申込みの支払い方法をご覧ください。お支払い方法お支払い方法
①銀行振込 ②窓口払い 現金でお支払い

クレジットカード決済 / 電子マネーでお支払い( (

〒070-0034  旭川市四条通 8-1703-12  日本生命旭川四条通ビル８F

0166-26-6990

無料個別相談実施 !!
「看護学校受験」に関する様々な疑問･質問について専任スタッフがご説明いたします。お気軽にご来校ください！

事前に電話にてご都合の良い日時をお知らせください。

受付時間

電話予約

【月～土】午前9時～午後8時 【日･祝】午前9時～午後5時

旭川市役所
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◆ 優しい先生方が親身になってアドバイスしてくれてとても良かった。
◆ 欠席しても講義録画が見れたので安心して受講できた。
◆ たくさんの過去問がコピーできて良かった。
◆ 受験校の相談や悩みなど、いつでも相談に乗ってくれてとても嬉し

かった。
◆ 小論文添削を何度もしてくれて自信がついた。
◆ 周りからは合格は無理だと言われたが東アカに来て本当に良かった。

◆ 試験に出やすいところや、大切なところを細かく教えてくれて成績
がすごく上がった。　

◆ 願書の添削を細かく指導してくれてとても助かった。　
◆ 看護学校や試験の情報など、知らなかった部分を細かく知れてとて

も勉強になった。
◆ 面接指導を手厚くしていただけたので自信がついて本番もスムーズ

に乗り切れた。

看護師になろう!!

勉強ができない、周りから一般入試は無理だと言われた、高看は受からないかも、そんな理由で諦めている方はいませんか？
模擬試験で良い判定が出なくてもしっかりと高看の一般入試に合格している方が毎年数多くいます！
勉強ができないと不安に感じている人でも、効率的かつ効果的な対策で最後は合格！それが東京アカデミー！

各教科担当講師・受験担当スタッフが、質問や学習・進路相談の他、日常生活の悩みまで、全てマンツーマンの指導態勢を整えています。
「何もわかならい・・・」と一人で悩まず、どんどん質問・相談してください！一人ひとりのサポートを重視する。それが東京アカデミー!!

あなたも
東京アカデミーで

模擬試験D判定・E判定からの逆転合格!!

合格の秘訣!! 安定度抜群の講師力で合格まで徹底サポート!!

道北エリアダントツの合格実績!!
2020年度現役高校生、社会人ともに合格率100％!!
祝!!合格!! ～2020年度 旭川校合格者 一部紹介～ 

他にも多数合格しています。
 2021年度合格者は後日公表します。

山田 春華さん
（旭川明成高等学校卒）

合格先
旭川厚生看護専門学校
深川市立高等看護学

斎藤 咲蘭さん
（旭川南高等学校3年）

合格先
旭川厚生看護専門学校
滝川市立高等看護学院
富良野看護専門学校
北海道立紋別高等看護学院

西口 茉那さん
（旭川永嶺高等学校3年）

合格先
旭川厚生看護専門学校
深川市立高等看護学院
滝川市立高等看護学院
富良野看護専門学校
北都保健福祉専門学校

～合格者からの声 一部紹介～

最後まで諦めない！結果は必ず付いてくる！

例えば・・・！　東アカ9月実施の第2回模試で
偏差値43.1　E 判 定 旭川厚生合格！
偏差値43.5 E 判 定 日本赤十字北海道看護大合格！
偏差値46.1 D 判 定 旭川厚生、深川市立合格！　

■  入会オリエンテーション(7月・8月・10月)
■  2021年度高看・准看入試結果について(7月)
■  面接対策ガイダンス(8月)
■  受験校併願作戦ガイダンス(9月)
■  推薦/社会人入試について(9月)
■  第2回全国模試結果について(10月)
■  出願書類の書き方指導(11月)
■  終講ガイダンス(12月)

様々な情報をリアルタイムで提供！

数学・生物担当
岡下講師

英語担当
宮田講師

現代文（古文）担当
重野講師

クラス担任・面接指導
鈴木 久文

東アカ講師陣紹介 ●

東アカ オリジナル教材

■ 東アカ「土曜部」は"安心の講義録画フォロー"＆"オンライン(同時生配信)"も実施！
欠席された場合は「講義録画」でフォローしますのでご安心ください。
また、教室対面式講義をオンラインでも配信！ご自宅からの受講も可能！
欠席時はもちろん、途中入会の場合も消化した講義録画を無料視聴でき、遅れをとることはありません。

■ 東アカOBの「受験報告書」から非公表の本試験問題も復元！
個人で入手し難い非公表問題や受験報告書も自由に閲覧できます。

■ 「面接練習」「小論文添削」回数無制限で徹底フォロー!!
面接練習・小論文添削は無制限！自信のない方にはお勧め！

■ 全国最大級!　全国公開模試全2回無料受験!!　2021年度実施模試受験者総数 9,730名 （のべ人数）
★第1回模試(記述式) 公開実施日：6/5(日)　★第2回模試(記述式) 公開実施日：9/18(日)
公開実施日までに土曜部ご入会の方は無料受験できます。　※採点は、解答用紙が公開実施日までに提出されたものに限ります。

本試験的中問題多数！

欠席時の録画フォロー！オンラインで対面形式講義を配信！
非公表問題の閲覧！面接練習・小論文添削無制限！東アカの安心サポート!!

土曜部7月生/8月生/10月生　年間スケジュール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  日程は変更になる場合がございます。詳しくは旭川校までお問合せください。

オープンセサミ参考書   アクセス 問 題 集各1,900円
（通学講座生特別価格・税込）

各1,300円
（通学講座生特別価格・税込）

①国語 ②数学ⅠA ③英語 ④生物 ⑤国語 ⑥数学ⅠA ⑦英語 ⑧生物

徹底した本試験分析を行っているから信頼度・的中率が抜群！全国書店で販売され好評の弊社発刊オリジナル教材!!

 東アカで「看護師として必要なマナー」を日頃から身につけよう！面接試験でも活きる！

❶講義に遅刻しない!　　　　　　　　入試はもちろん、看護師(看護学生)も遅刻・欠席NG。
❷遅刻・欠席の場合は必ず連絡を！ ➡　遅れる(休む)場合は必ず事前に連絡を。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
❸質問・相談・電話連絡の際は、氏名を名乗る！ ➡ 患者さんに名前を名乗らない看護師はいません。一社会人としても普段から名前を名乗る習慣を。
❹来校時・帰宅時は挨拶をしよう!　➡ 挨拶は「できて当たり前」。すがすがしい、元気な挨拶ができれば面接官の印象も変わります。
❺講義中のルール(食事・居眠り・スマホ操作などをしない)を守ろう！ ➡ ルールが守れなければ患者さんやそのご家族、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他の医療スタッフなどとも信頼関係は築けません。
❻模擬試験は必ず受験！ ➡ 看護学生は定期試験や課題、国家試験など盛り沢山。試験に取り組む姿勢を身につけましょう。
❼受講生・講師・教務スタッフがお互い名前と顔を覚える！ ➡ 患者さんの名前と顔を覚えるのは基本的なマナー。日頃から実践していきましょう。

看護師という職業は、学力と人間性の両方が求められます。人間性の中には、コミュニケーション能力(挨拶・言葉遣い・
伝える力・聴く力など)、良識(モラル・マナー)、社会的常識、学びに向かう姿勢などが含まれます。看護学校入試では、
学力と人柄の両方を重視するため、「面接試験」が課せられます。面接で必要な「社会人としての振る舞い」は本番
直前ですぐに身に付くものではなく、日頃の心がけが大切です。東京アカデミーでは、入試合格はもちろん、看護学校
進学後、病院就職後などの将来を見据えて、日頃から意識して下記の7つのルールのもと取り組んでいきます。

2022年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

※P3参照

全国公開模試

土 曜 部
　7月生 

　8月生

 10月生

7/23　　　　　　　　　　　　　　
7月生開講

使用教材：オープンセサミ

6/5　第1回全国模試　※早期入会者無料受験 9/18　第2回全国模試　※早期入会者無料受験

使用教材：オープンセサミ 使用教材：アクセス問題集

録画フォローあり！

オンライン
(同時生配信)あり！

8/20　　　　　　　　　　　　　　
8月生開講

10/22　　　　　　　　　　　　　　
10月生開講

英数入門から
スタート！

各教科とも合格に必要な
基礎を徹底学習！

基礎も確認しながら過去問題・
予想問題演習で実践力を強化！

※過去在籍されていた方の実際の成績データです。

東京アカデミー旭川校では上記以外にもE・D判定の方が毎年多数合格を果たしています。
9月の時点でE判定でも、残りの期間をどう学習するかで合格できるか否かが決まります。
勉強に不安のある方も、ぜひ東京アカデミーを信じて一緒に頑張りましょう！

質問・疑問への徹底した個別対応はもちろん、定期的な情報提供でも受講生をフォロー!!

1 2



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
現在高等学校生の方につきましては、幣社が継続的に提供する学力の教授で、入学試験に備えるため又は学校教育の補習のために提供する講座を
ご契約されます場合、特定商取引法が適用されます。弊社において対象となる講座は、看護・医療系学校受験対策講座（通信講座含む）になります。
また、高等学校生以外の方につきましても、高等学校生の方が相当程度受講する講座をご契約されます場合は、特定商取引法が適用されます。弊社
において対象となる講座は、主として看護・医療系学校受験対策講座の夜間クラス・土曜クラス・日曜クラスと通信講座になります。
特定商取引法の適用対象となられる方は、ご入会に際し、下記ご案内並びに募集要項に記載の東京アカデミー申込規約をご確認の上、お手続くだ
さい。
不明な点がございましたら、東京アカデミー各校にお問い合わせください。

（1）	 ご入会頂く講座の講義科目、受講内容、受講期間、講座の学費、ご購入頂く教材等につきましては通学講座または通信講座の募集要項の記載内
容をご確認ください。

（2）	 受講料等はお申込後５日以内に通学講座または通信講座の募集要項及び裏面に記載の方法でお支払いを完了させてください。

ご契約前及びご契約時に本書面を必ずお読みください。

（3）	 入会手続を完了された日から８日間を経過する迄の間は、契約の解除（クーリング・オフ）ができます。納入された入会金を含む受講料の全
額を返金致します。
※	入会手続を完了された日とは、各校受付での受講申込書（コピー）交付日、もしくは受講申込書（コピー）が郵送により受講生へ届いた日の
どちらか早い日、又は、WEB申込において、受講料総額支払が完了になった日を言います。教育ローンを利用される方の入会手続完了日は、
信販会社から審査の承認が下りた日となります。
※	対象となる講座は、講座期間が２ヵ月を超えるものかつ受講料総額（入会金及び教材費等含む）が５万円を超える講座です。
イ.	入会手続を完了された日から起算して８日を経過する迄の間は、書面により契約の解除ができます
ロ.	イの契約解除は、当該契約の解除に係る書面を発した時に、その効力を生じます（本書に記載した他の契約解除も同じです）。
※電話連絡による解除の申し出のみでは契約の解除は出来ません。

ハ.	イの契約解除があった場合においては、弊社はその契約解除に伴う損害賠償及び違約金の請求は致しません（ただし、受講生に帰責すべ
き事項は除きます）。

ニ.	イの契約解除があった場合においては、既に入会契約に基づき受講講座が開講もしくは教材等の送付が完了されている時においても、契
約解除に係る講座の対価の請求は致しません。

ホ.	イの契約解除があった場合においては、入会手続に基づき関連して模試処理代・施設費等を受領している時は、その全額を返金致します。
ヘ.	イの契約解除があった場合においては、テキスト等教材販売契約についても契約の解除ができます。よって、購入されたテキスト等教材
費は速やかにその全額を返金致します。

ト.	ヘの契約解除があった場合においても、弊社はその契約解除に伴う損害賠償及び違約金の請求は致しません。
チ.	ヘの契約解除があった場合において、テキスト等教材が既に引き渡されている場合には、その引取りに要する費用は弊社が負担致します。
リ.	不実告知による誤認、または威迫による困惑があった場合、改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領された日から起算して８日
を経過するまでであれば、契約解除の旨を記載した書面の提出により無条件で契約の解除ができます。

（4）	 入会手続を完了された日から起算して８日を経過した後、講座開始前であっても書面により契約の解除ができます。通学講座の場合、入会金を
除く受講料から解約手数料１万１千円、通信講座の場合、２万円を差引いた金額を返金致します。又、購入されたテキストは未使用かつ講座解
約日から８日以内の返品であれば、全額を返金致します。尚、入会金に関しては定員数確保の為の初期費用に充当される為返金されません。た
だし、入会金として１万円以上納入いただいている場合には１万円を控除した残額を返金いたします。
※	講座開始日とは、通学講座はご入会頂く講座の第一回目授業開始日、通信講座は（第一回目の）テキスト等教材の弊社からの発送日を言います
（以下同様）。

（5）	 受講期間中の中途解約ができます。この場合、未消化受講料から解約手数料を差引いた金額を返金致します。解約手数料は通学講座の場合、
２万円又は１カ月当たりの受講料に相当する額の何れか低い額、通信講座の場合、５万円又は１カ月当たりの受講料に相当する額の何れか低い
額となります。又、購入されたテキストは未使用かつ講座解約日から８日以内の返品であれば、全額を返金致します。尚、入会金に関しては定
員数確保の為の初期費用に充当される為返金されません。ただし、入会金として１万円以上納入いただいている場合には１万円を控除した残
額を返金いたします。
※	１カ月当たりの受講料に相当する額の計算にあたっては、受講料を、講座開始日の属する月から講座終了日の属する月までの期間で除して計
算します。
※	講座終了日とは、通学講座はご入会頂く講座の最終回授業日（最終回授業には面接指導、模擬試験等も含みます）、通信講座は添削期間終了日、
かつSOSカード受付終了日を言います。

（6）	（4）、（5）の場合において、受講に際し別途申し込み契約されましたオプション講座・夏期・冬期講習や模擬試験等につきましての契約の解約
につきましては、申し込み契約ごとに特定商取引法の適用の可否を判断いたします。ただし、セット販売の場合はこの限りではありません。

（7）	 受講料等のお支払方法が教育ローンの場合は、弊社との間で生じている事由をもって、信販会社に対して支払停止の抗弁を主張することができ
ます。

（8）	 資産の分別管理等による保全措置は講じておりませんが、決算上未受講相当分の金額を前受金として処理しています。

� 東京アカデミー

土曜部 （7月生/8月生/10月生）

入門からスタート

7月生

英数入門➡基礎力養成➡実践力養成が全てセット‼ 英数が苦手な方には断然おススメ！
7月23日(土)～12/24(土)

年間時間数 入会金 受講料 教材費 受講料合計（税込）
英 語 44時間

10,000円
64,000円 3,200円 77,200円

数 学 I A 44時間 64,000円 3,200円 77,200円
現 代 文 18時間 ※2科目以上受講される

　場合は重複しません。 29,000円 3,200円 42,200円
生 物 基 礎 20時間 32,000円 3,200円 45,200円
4科目セット 126時間 10,000円 147,000円 12,800円 169,800円

※使用教材：「オープンセサミ参考書(各1,900円)」、「アクセス問題集(各1,300円)」　※「プラクティス小論文」「医療時事用語集」 無料進呈

基礎から学べる

8月生

基礎力養成➡実践力養成と段階的に学習‼基礎の徹底を図りたい方にオススメ！
8月20日(土)～12/24(土)

年間時間数 入会金 受講料 教材費 受講料合計（税込）
英 語 38時間

10,000円
57,000円 3,200円 70,200円

数 学 I A 38時間 57,000円 3,200円 70,200円
現 代 文 18時間 ※2科目以上受講される

　場合は重複しません。 29,000円 3,200円 42,200円
生 物 基 礎 20時間 32,000円 3,200円 45,200円
4科目セット 126時間 10,000円 133,000円 12,800円 155,800円

※使用教材：「オープンセサミ参考書(各1,900円)」、「アクセス問題集(各1,300円)」　※「プラクティス小論文」「医療時事用語集」 無料進呈

実践力強化の

10月生

過去問・予想問題の徹底学習で本試験得点力が大幅UP‼直前期の総仕上げに！
10月22日(土)～12/24(土)

年間時間数 入会金 受講料 教材費 受講料合計（税込）
英 語 20時間

10,000円
36,000円 1,300円 47,300円

数 学 I A 20時間 36,000円 1,300円 47,300円
現 代 文 10時間 ※2科目以上受講される

　場合は重複しません。 18,000円 1,300円 29,300円
生 物 基 礎 10時間 18,000円 1,300円 29,300円
4科目セット 60時間 10,000円 84,000円 5,200円 99,200円

※使用教材：「アクセス問題集(各1,300円)」　※「プラクティス小論文」「医療時事用語集」 無料進呈

全講義録画フォローで欠席時も安心！ 教室対面講義をオンラインでも同時生配信！

看護学校
受験対策

学校の授業だけじゃ不安…、すでに学校の授業についていけない…、そんな方へ強くお勧め!!
◆「教室対面形式」と「オンライン(同時生配信)」の併用実施！自宅からの受講も可能！
◆ 全講義録画で、欠席しても、無料視聴ができ安心！
◆ 面接練習無制限！小論文添削無制限！で一般入試～推薦・社会人入試まで完全対応！

土 曜 部 申 込 特 典
① 全国公開模試無料受験(全2回)！第1回模試は6/4まで、第2回模試は9/17までにご入会の方が対象です。
② 「道立古文(4時間)」無料受講！道立旭川(紋別・江差)用の古文対策です。現代文をお申込の方が対象です。
 　 ※12/25実施予定
③ ㊙非公表問題冊子 無料進呈！ 旭川厚生、深川市立、富良野看護など非公表問題を復元掲載。貴重な1冊！
④ 旭川市医師会(准看)用「オリジナル合格教材」無料進呈！旭川市医師会(准看)併願者の方へは必須アイテム！

※カリキュラムはモデルです。科目順に変更が生じる場合もございます。
※現代文、生物基礎は8/20よりスタートとなります。(隔週実施）
※オンライン受講ご希望の方はZoomを使用します。パソコン、タブレット、スマートホンなどの
　使用機器のご準備をお願いいたします。

モデルカリキュラム 13：00～15：00 15：15～17：15 18：00～20：00

毎週土曜日 現代文/生物基礎　
(隔週実施) 英語 数学ⅠA

教室での講義を
自宅で受講可能！

オンライン(同時生配信)あり

必勝必勝
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特定商取引法に基づく表示
会社名 株式会社東京アカデミー札幌

運営管理責任者 代表取締役　佐川泰宏

所在地

株式会社東京アカデミー札幌
札幌校� 〒060-0807　札幌市北区北7条西4-17-1�KDX札幌北口ビル�
（本店）� 【TEL】011-726-3050　�【FAX】011-726-3070

旭川校� 〒070-0034　旭川市四条通8-1703-12�日本生命旭川四条通ビル8F�
� 【TEL】0166-26-6990　�【FAX】0166-26-6992

販売価格 募集要項内に講座ごとに表示しています。表示価格は消費税込です。

商品代金以外に必要な�
費用／送料、消費税等

募集要項及び通信講座教材の送料は無料です。発送先は日本国内のみとさせていただきます。
受講料等のお支払いのための「振込手数料」及び添削課題の提出、質問時の通信費は別途ご負
担いただきます。

代金支払い時期

銀行振込、窓口現金支払、クレジット、コンビニの代金お支払いにおいて、商品は全て代金支
払後にお渡ししております。�
お支払方法によりお支払時期が異なりますので、ご確認ください

●銀行振込
商品発送前にご入金頂き、代金お振込後に商品お渡し（通信講座の場合は商品発送）させて
いただきます。

●窓口現金支払・窓口クレジット支払
窓口にてお支払いただき、お支払完了後に商品お渡し（通信講座の場合は商品発送）させて
頂きます。

●クレジット
商品発送前に代金決済させていただき、代金決済完了後に商品お渡し（通信講座の場合は商
品発送）をさせていただきます。

●コンビニ
コンビニでお支払完了後、商品お渡し（通信講座の場合は商品発送）をさせていただきます。

支払方法 銀行振込、窓口現金支払・窓口クレジット支払、クレジット、コンビニ

商品の引渡し時期
通学講座の教材は、申込手続き完了後事務局にてお渡しとなります。
通信講座については、申込手続き完了後10日以内。都合により一部後日発送する教材がござ
います。

通信教材のお取り替え 落丁本・乱丁本は、お取り替え致します。

解約・返品、交換について 「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」及び「東京アカデミー申込
規約」をご参照下さい。なお、コンビニ店頭では返金は出来かねます。

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（18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
2022年4月1日施行
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