
管理栄養士

通学講座
第37回(2023年受験)管理栄養士国家試験対策

5月生・9月生・11月生
土曜日のみの通学講座です。
効率よく学習し国試合格を目指します！

★人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち講座

★応用力試験対策講座

★予想問題演習講座

国試なら

東アカ

短期講習

福岡校

～選択できる受講スタイル～
教室対面Live受講でも、オンラインLive受講でも、

実感できる生講義！

5月生は、
「一般教育
訓練給付金」

対象講座！



！

通学講座 5月生土曜コース 5月21日(土)開講!!

仕事や学校との両立に最適な講座設定！
効率よく学習して国試合格を目指すスタンダードコース

管理栄養士国家試験の各科目のウェイトと受験生の得点率が低い科目を中心に、国家試験に必要な箇

所を効率よく学習できる通学講座です。講義時間の4分の1程度を受験生が苦手とする「人体・疾病」

に充て、試験攻略のポイントを押さえます。全科目をコンパクトに2冊にまとめたテキスト（オープン

セサミ）によるポイント整理で解答力のベースとなる知識が着実に身に付きます。

東京アカデミーは全てが生講義だから安心!! 国家試験合格だけを追求した“理解力向上”カリキュラム

●Model Schedule
※下記カリキュラムはモデルです。実際のカリキュラム
とは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

講座 福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

基

礎

講

座

5/21 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち1

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち2

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち3

6/4 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち4

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち5

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち6

6/18 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち7

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち8

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち9

7/2 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち10

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち11

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち12

7/16 土 基礎栄養学1 基礎栄養学2 応用栄養学1

7/30 土 応用栄養学2 臨床栄養学1 臨床栄養学2

8/13 土 公衆栄養学1 公衆栄養学2 公衆栄養学3

8/27 土 公衆栄養学4
給食経営管理論1

給食経営管理論2 給食経営管理論3

基
礎

リ
ピ
ー
ト

講
座

9/3 土 人体・疾病基礎
リピート講座1

人体・疾病基礎
リピート講座2

人体・疾病基礎
リピート講座3

9/10 土 人体・疾病基礎
リピート講座4

人体・疾病基礎
リピート講座5

人体・疾病基礎
リピート講座6

基

礎

講

座

9/24 土 栄養教育論1 社会・環境と健康1 社会・環境と健康2

10/1 土 社会・環境と健康3 社会・環境と健康4 食べ物と健康1

10/15 土 食べ物と健康2 食べ物と健康3 食べ物と健康4

10/29 土 食べ物と健康5 食べ物と健康6 食べ物と健康7

実

践

講

座

11/5 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち1

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち2

社会・環境と健康1

11/19 土 基礎栄養学1 臨床栄養学1 応用栄養学1

12/3 土 公衆栄養学1
給食経営管理論1

食べ物と健康1 栄養教育論1

12/17 土 応用力試験対策1 応用力試験対策2 応用力試験対策3

予

想

問

演

習

1/7 土 予想問題演習① 予想問題演習①解説1 予想問題演習①解説2

1/14 土 予想問題演習①解説3 予想問題演習①解説4 予想問題演習①解説5

1/21 土 予想問題演習② 予想問題演習②解説1 予想問題演習②解説2

1/28 土 予想問題演習②解説3 予想問題演習②解説4 予想問題演習②解説5

2/4 土 予想問題演習③ 予想問題演習③解説1 予想問題演習③解説2

2/11 土 予想問題演習③解説3 予想問題演習③解説4 予想問題演習③解説5

土曜部 入会金 受講料 教材費

5月生 10,000円 194,800円 5,200円

基礎講座
完全合格教本（上巻・下巻）2冊を使用し、幅広い国家試全科目
頻出項目を確認し、基礎事項を押さえます。国試に出る箇所を
中心に学習できるので、無理・無駄を省き、効率の良い学習が
可能です。

●Point

実践講座
実践力強化テキストを使用し、基礎講座で学んだ知識を使って、
問題解答力を高めていきます。単元ごとの確認問題のアウト
プットにより、問題を解くための実践力を養成します。

5月生通学講座は一般教育訓練給付金対象講座 です！

●Lecture Time ※表示は時間数です。

.

●School Expenses         ※表示は全て税込です。

5月生：5月21日(土)～2月11日(土)

全国公開模擬試験
第1回全国模試 11月20日（日）
第2回全国模試 1月15日（日）
無料で受験できます。お申込も不要。
※但し、公開実施日までの受験に限ります

予想問演習講座
国家試験の出題傾向を分析して作成した予想問題で最終の確認
を行います。演習→チェック→解説での理解で、知識を確実に
定着させることができます。

各回毎に選択できます
教室講義またはオンライン
(Zoom)講義かのいずれか
で受講できます。
※どちらもLIVE講義です。

●対象者 受講開始日において雇用保険の一般被保険者であった期間が3年以上の方（ただし初回に限り1年以上の方）で厚生労働大臣が指定する講座を受講し、
終了した方が対象となります。また以下のような要件を満たす必要があります。

(1) 指定講座の受講開始日より講座修了日までの出席率が80%以上であること(模擬試験も含む)

(2) 修了試験での正答率が60%以上であること

●支給額 講座受講料（入会金＋受講料＋教材費）の20%が支給されます。※上限は10万円まで。

●支給例 5月生通学講座受講料（入会金＋受講料＋教材費） 210,000円×20%＝42,000円

科目
リピー
ト

基礎 実践 予想 模試 合計

人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち

12 24 4 40

基礎栄養学 4 2 6

応用栄養学 4 2 6

臨床栄養学 4 2 6

公衆栄養学 7 1 8

栄養教育論 2 2 4

食べ物と健康 14 2 16

給食経営管理論 5 1 6

社会・環境と健康 8 2 10

応用力試験 6 6

予想問題演習(全科目) 30 30

全国模試 12 12

合計 12 72 24 30 12 150



通学部5月生の前半で実施した講義内容を2日間で復習します。
9月生は基礎の確認として、5月生は習熟度の確認として活用下さい。

入会者は無料で受講できます。5月生入会者も復習として無料受講できます。

！

通学講座 9月生土曜コース 9月24日(土)開講!!

秋から始める国家試験対策！
実践講座を軸に、頻出項目のチェックと問題解答能力を養成！

国家試験まで約5カ月。秋から国家試験対策を始めたい方向けのコース設定です。5月からスター

トしている通学部の途中入会となりますが、受験生が苦手とする「人体・疾病」については基礎リ

ピート講座として実施し、国家試験攻略のポイントを押さえます。

東京アカデミーは全てが生講義だから安心!!「人体・疾病」もリピート講座でフォローします

●Model Schedule
※下記カリキュラムはモデルです。実際のカリキュラム
とは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

講座 福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

基

礎

講

座

9/24 土 栄養教育論1 社会・環境と健康1 社会・環境と健康2

10/1 土 社会・環境と健康3 社会・環境と健康4 食べ物と健康1

10/15 土 食べ物と健康2 食べ物と健康3 食べ物と健康4

10/29 土 食べ物と健康5 食べ物と健康6 食べ物と健康7

実

践

講

座

11/5 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち1

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち2

社会・環境と健康1

11/19 土 基礎栄養学1 臨床栄養学1 応用栄養学1

12/3 土 公衆栄養学1
給食経営管理論1

食べ物と健康1 栄養教育論1

12/17 土 応用力試験対策1 応用力試験対策2 応用力試験対策3

予

想

問

演

習

1/7 土 予想問題演習① 予想問題演習①解説1 予想問題演習①解説2

1/14 土 予想問題演習①解説3 予想問題演習①解説4 予想問題演習①解説5

1/21 土 予想問題演習② 予想問題演習②解説1 予想問題演習②解説2

1/28 土 予想問題演習②解説3 予想問題演習②解説4 予想問題演習②解説5

2/4 土 予想問題演習③ 予想問題演習③解説1 予想問題演習③解説2

2/11 土 予想問題演習③解説3 予想問題演習③解説4 予想問題演習③解説5

土曜部 入会金 受講料 教材費

9月生 10,000円 151,000円 5,200円

通学講座 11月生 もあります！ 実践講座＋予想問題演習で最終確認！

●School Expenses         ※表示は全て税込です。

9月生：9月24日(土)～2月11日(土)

各回毎に選択できます
教室講義またはオンライン
(Zoom)講義かのいずれか
で受講できます。
※どちらもLIVE講義です。

直前の総仕上げに最適！11月～2月の直前期に3か月の集中講座！
11月中旬～12月までの実践講座と1月～2月中旬までの予想問演習講座を受講する3か月コースです。
５月生モデルスケジュール記載の実践講座および予想問演習のみを受講する
ことができます。もちろん期間中の全国模試も無料受験、自習室の使用も可能です！

基
礎
リ
ピ
ー
ト

講
座

福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

9/3 土 人体・疾病基礎
リピート講座1

人体・疾病基礎
リピート講座2

人体・疾病基礎
リピート講座3

9/10 土 人体・疾病基礎
リピート講座4

人体・疾病基礎
リピート講座5

人体・疾病基礎
リピート講座6

9月生も安心！重要科目の基礎講座

人体・疾病基礎リピート講座
科目

リピー
ト

基礎 実践 予想 模試 合計

人体の構造と機能
及び疾病の成り立ち

12 4 16

基礎栄養学 2 2

応用栄養学 2 2

臨床栄養学 2 2

公衆栄養学 1 1

栄養教育論 2 2 4

食べ物と健康 14 2 16

給食経営管理論 1 1

社会・環境と健康 8 2 10

応用力試験 6 6

予想問題演習(全科目) 30 30

全国模試 12 12

合計 12 24 24 30 12 102

基礎講座
完全合格教本（上巻・下巻）2冊を使用し、幅広い国家試全科目
頻出項目を確認し、基礎事項を押さえます。国試に出る箇所を
中心に学習できるので、無理・無駄を省き、効率の良い学習が
可能です。

●Point

実践講座
実践力強化テキストを使用し、基礎講座で学んだ知識を使って、
問題解答力を高めていきます。単元ごとの確認問題のアウト
プットにより、問題を解くための実践力を養成します。

●Lecture Time ※表示は時間数です。

全国公開模擬試験
第1回全国模試 11月20日（日）
第2回全国模試 1月15日（日）
無料で受験できます。お申込も不要。
※但し、公開実施日までの受験に限ります

予想問演習講座
国家試験の出題傾向を分析して作成した予想問題で最終の確認
を行います。演習→チェック→解説での理解で、知識を確実に
定着させることができます。

9月生通学講座は5月生通学講座の途中入会講座です。全科目が最初から始まる講座ではありま
せんので、予めご了承ください。しかし、科目の区切りはつけておりますので、各科目が途中
から始まることはありません。受講に際して、ご心配の方は、個別説明会へご参加ください。
個別説明会はご希望の日時で承ります。

※上記通学部に次ページ掲載の短期講習も全て含んでおります。

土曜部 入会金 受講料 教材費

11月生 10,000円 80,000円 5,200円

●School Expenses  ※表示は全て税込です。



「完全合格教本 上巻」

※写真は昨年度版です。

「直前演習テキスト」
①～③全3冊

※写真は昨年度版です。

「応用力試験対策問題集」

※写真は昨年度版です。

短期講習 ※通学講座には短期講習が含まれておりますのでお申込の必要はありません。

仕事や学校で忙しい方に向けた短期講習！
学習状況や苦手分野の克服を強化できるセレクトコース

「管理栄養士国家試験対策の講座を受講したいけど、忙しくて通年受講は無理！」など、その

ような方には、科目別短期講座の受講がおススメです。苦手とする受験生が多い「人体・疾病」

分野、思考力や判断力が問われる「応用力試験対策」、問題演習&解説講義で最終チェックがで

きる「予想問題演習）など、受験生のニーズにお応えした短期講習のラインナップも人気です。

学習状況やスケジュールに合わせて受講できるので、独学での学習との併用にご活用下さい。

苦手とする受験生が多い「人体・疾病」を攻略する講座です。重要な医学用語を押さえ、

基礎的な症例とそれに併せた病態メカニズムを理解する学習が求められます。「臨床栄養

学」「基礎栄養学」と組み合わせた早期の学習で苦手を克服します。

※通学講座5月生は講座に含まれていますので申込は不要です。

●Text Book
多くの方が苦手とする「人体・疾病」「基礎

栄養学」「臨床栄養学」の学習を効率よく進め、
確実に定着させるために、3科目を並行して学
習することを重視した参考書。過去問、類題を
約110問掲載。知識の理解度も確認できます。

応用力試験攻略のために作成された、オリジナル問題集を使用した講座です。35事例より合計70題の

問題で構成されています。管理栄養士として活躍するさまざまな職場において遭遇する症例を取り上げ、

何にポイントを置いて学習すべきかを分かりやすく解説します。

●Text Book
約30の事例からなる問題集です。参考資料として、

状況設定の内容からアセスメントする上で必要な診
断基準や判定基準、病期分類などを掲載しています。
また、国や関係機関が取り組む計画や社会保障制度
も掲載しています。

※下記カリキュラムはモデルです。
実際のカリキュラムとは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

※下記カリキュラムはモデルです。
実際のカリキュラムとは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

※下記カリキュラムはモデルです。
実際のカリキュラムとは異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

※通学講座5月生、9月生は講座に含まれていますので申込は不要です。

福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

5/21 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち1

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち2

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち3

6/4 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち4

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち5

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち6

6/18 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち7

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち8

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち9

7/2 土 人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち10

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち11

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち12

人体の構造と機能及び
疾病の成り立ち講座

受講料 教材費 合計

43,000円 2,600円 45,600円

●School Expenses  ※表示は全て税込です。

応用力試験対策講座

福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

12/17 土 応用力試験対策1 応用力試験対策2 応用力試験対策3 ●School Expenses  ※表示は全て税込です。

受講料 教材費 合計

8,000円 不要 8,000円

予想問題演習講座
国家試験本番と同レベルの予想問題を解答した後、各科目の解説講義でチェックします。演習

→チェック→解説講義で、しっかりと理解を深め、知識を定着させることができます。試験直前

1か月で実践力の養成と実力確認、弱点の補強を行うための講座です。

※通学部5月生、9月生は講座に含まれておりますので申込みは不要です。

講座
番号

福岡校 10：00～12：00 13：00～15：00 15：10～17：10

➀

1/7 土 予想問題演習① 予想問題演習①解説1 予想問題演習①解説2

1/14 土 予想問題演習①解説3 予想問題演習①解説4 予想問題演習①解説5

②

1/21 土 予想問題演習② 予想問題演習②解説1 予想問題演習②解説2

1/28 土 予想問題演習②解説3 予想問題演習②解説4 予想問題演習②解説5

③

2/4 土 予想問題演習③ 予想問題演習③解説1 予想問題演習③解説2

2/11 土 予想問題演習① 予想問題演習①解説1 予想問題演習①解説2

コース 受講料 教材費

①・②・③各 15,000円 不要

①＋②＋③合計 45,000円 不要

●School Expenses  ※表示は全て税込です。

●Text Book
国家試験本番のハーフ（100問）問題

に取り組みます。①～③まで合計300問
のオリジナル予想問題を演習できるため、
問題演習によって実力確認と弱点を把握
することができるので、試験直前の総仕
上げには最適です。

！ 各回毎に選択できます
教室講義またはオンライン
(Zoom)講義かのいずれか
で受講できます。
※どちらもLIVE講義です。



※教材は原則として窓口でのお渡しとなります。郵送を希望される場合は別途送料（500円～1,000円）が必要です。

※受講期間中に追加配布する受講生限定のサブ教材や模試自宅受験セットの配布時期はそれぞれ異なります。郵送を希望の場

合は、その都度別途送料が必要となりますので予めご了承ください。

※講義内で資料を使用する際は、資料のデータをメールで配信いたします。オンライン受講の際は、受講前に受講生様ご自身で

ご準備をお願いいたします。（対面受講の際は当日教室内で配布します。）

受講料等振込先・受講申込書郵送先

申込・受講にあたっての注意事項
★受講料等の詳細は開講校のHPをご確認いただくか、直接ご希望の校舎までお問い合わせください。
★受講料等は申込時に全額納入してください。
★弊社元受講生（通学講座および通信講座）の方は、割引が適用になる場合がございますので、事前に申込希望校舎へお問い合わせ
ください。お申込時に申告がなかった場合、割引は適用されません。また、お申込み後に申告があっても返金致しかねますのでご注
意ください。
★通学講座生は講座お申込み後の模擬試験が無料となりますが、模試受験は通学講座に際しての特典です。お申し込み後、所属の学
校様から団体申込をされた場合でも、通学講座受講料から模試受験料相当額の返金はできません。
★所属の学校様から団体模試をお申込された後、通学講座をお申込みされた場合も同様に、通学講座受講料から模試受験料相当額
の減額はできません。
★受講申込み（在籍校舎・コース）以外の講義の受講は一切できません。
★申込手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、お申込みをされた校舎へご連絡ください。受講講座開講前、開講後にかか
わらずオンラインにて解約申請が必要です。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
基づく弊社既定（次ページ「東京アカデミー申込規約」）に従い返金致します。弊社からの返金は金融機関への振込にて行い、振込手
数料はご負担いただきます。
★最少開講人数に達しない場合は、開講を中止いたします。詳細は開講校舎へお問い合わせください。
★各コース、定員に達した時点で受付を終了いたします。

その他注意事項
★カリキュラム…パンフレット掲載のカリキュラムはモデルスケジュールとなっております。必ず正式版をご確認ください。
★定期券…学生割引の適用はありません。必要な場合は通勤定期をご購入ください。
★休館日…年末年始（12/30～1/3）、その他校舎休館日は各校にお問合せください。
★転校・転科・休学・復学…一定の条件のもとに許可します。詳しくは各校にお問合せください。

個人情報保護法に基づく告知
通学講座受講申込にあたりご提供いただいた事項は、当該通学講座受講および申込者本人への連絡のために利用し、本人の同意
なく第三者に提供することはありません。個人情報の取り扱いに関する基本方針は弊社WEBサイト（www.tokyo-ac.jp）をご覧
ください。

東京アカデミー
福岡校

三井住友銀行 梅田支店（普）9433846
（株）東京アカデミー福岡校

〒810‐0001
福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡5F







イベント・通学講座入会特典

第37回管理栄養士国家試験に向けての
学習方法＋プレ講義

実施日時：4月16日(土)
13:00～14:30

参加費：500 円(税込)
※お支払いはクレジットカード決済のみとなります。

会場：福岡校

講義形式：教室対面で実施

国家試験の勉強に関する不安や悩みごとなど、なんでもご相談ください！個別相談は随時
行っていますので、ご希望の日時でご予約をお取りください。
実施形式は、来校型／オンライン型 ご都合の合う方法をご選択いただけます！
また、お電話やメールでのご質問もお受けいたします。お気軽にご連絡ください。
※メールの場合は必ずお名前をご明記下さい。

春のワンコインセミナー

毎日開催！
個別相談会

参加方法【事前予約制】

※定員に達し次第、締切となることがございますので
ご了承ください。

☆希望講座: ｢管理栄養士国試｣
☆希望校舎: ｢福岡校」
☆分 類: ｢イベント(Zoom イベント含む)」
｢申込可能講座検索｣をクリック/ タップ
⇒表示された講座一覧より ｢春のワンコインセミナー｣を
選択し必要事項を入力してお申込みください。

「国家試験対策の勉強は、どうしたら効率よくできる？」「国家試験の傾向は？」など、皆様の疑問にお応えする
ために、『春のワンコインセミナー』を実施します。第36 回試験の分析から、次の国家試験で問われそうなポイ
ント、第37 回に向けての学習方法など、担当講師が丁寧に解説します。また、実際の通年講座でどのような講義
が行われているかお見せします。この機会に予備校のわかりやすい講義を体験してください！

11:00～18:00（土日･祝日含む）
☎092-716-5533（直通） ☎ 0120-220-731（フリーコール）
✉fukuoka@tokyo-ac.co.jp

予約方法
お電話・HP・メールから、
ご希望の日時でご予約ください。

1. 模擬試験 2回無料受験!!（11月・1月に実施）
全国の方が受験する公開模擬試験で実力を確認できます。
国家試験と同じ形式の模擬試験なので、試験の練習にも最適です。

3. 自習室利用可能!!
東京アカデミー各校の自習室を利用できます。周りが勉強する姿を見て、やる気アップ！
勉強の環境を整え、合格へと近づきます。

2. 勉強に役立つ 試験情報誌・サブ教材を進呈!!
国家試験の傾向と対策をまとめた１冊「スタディガイド」、
最新の統計や関係法規など重要項目をまとめた１冊「おてがるチェック」をプレゼント！

通学講座入会特典満載！


