
※受講料･教材費は全て税込価格です。

ゼロから始める全科目対策ゼロから始める全科目対策1-A
東京アカデミーが誇る国家試験対策参考書｢オープンセサミシリーズ｣と、出題傾向を徹底分析して作成した
完全オリジナルの「夏期講習テキスト」を使用し、国試に出題される全科目をきっちり学びます。

7/30(土)・31(日)・8/6(土)・7(日)
10:00-16:00 (休憩 1時間含む )

26,000円

日　程

時　間

受講料

ゼロから始める必修対策ゼロから始める必修対策
この講座では、本試験での出題数が多い目標Ⅲ（解剖生理）、目標Ⅳ（看護技術）に絞って、完全オリ
ジナルの｢必修対策夏期テキスト｣を使用し、知識の確認を行います。

2

7,000円 (オープンセサミ①～⑤ / 5 冊 )教材費

「夏期講習テキスト｣を
無料配付します

「夏期講習テキスト｣を
無料配付します

※画像は昨年度のものです。

北九州校
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第112回看護師国家試験

新出題基準にも完全対応◎国試と言えば東アカで決まり！新出題基準にも完全対応◎国試と言えば東アカで決まり！

夏期集中講座夏期集中講座
教室
対面

総時間数 20時間 (2.5 時間×8コマ )

人体･疾病･成人コース人体･疾病･成人コース1-B

7/30(土)・31(日)

10:00-16:00 (休憩 1時間含む )

13,000円

日　程

時　間

受講料

3,700円 (オープンセサミ①② / 2 冊 )教材費

総時間数 10時間 (2.5 時間×4コマ )

その他看護学コースその他看護学コース1-C

8/6(土)・7(日)日　程

時　間

受講料

7,000円 (オープンセサミ①～⑤ / 5 冊 )教材費

総時間数

8/13(土)・14(日)

10:00-16:00 (休憩 1時間含む )

13,000円 7,000円 (オープンセサミ①～⑤ / 5 冊 )教材費

総時間数 10時間（2.5時間×4コマ )

1-A のうち、｢人体の構造と機能｣｢疾病の成り立ちと回復の促進｣

｢成人看護学｣を受講するコースです。

1-A のうち、｢健康支援と社会保障制度｣｢基礎看護学｣｢老年看護
学｣「小児看護学｣｢母性看護学｣｢精神看護学｣「在宅看護論｣｢看護
の統合と実践｣を受講するコースです。

日　程

時　間

受講料

人体･疾病スペシャル人体･疾病スペシャル3

8/27(土)・28(日)

10:00-16:00 (休憩 1時間含む )
13,000円 3,700円 (オープンセサミ①② / 2 冊 )教材費

総時間数 10時間 (2.5 時間×4コマ )
日　程

時　間

受講料

※画像は昨年度のものです。

「必修対策夏期テキスト｣は
無料配付します

「必修対策夏期テキスト｣は
無料配付します

【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト
【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト

【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト
【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト

10:00-16:00 (休憩 1時間含む )

10時間 (2.5 時間×4コマ )
13,000円

※画像は昨年度のものです。

「ア･ラ･カルトシリーズ
(人体･疾病 )｣は
無料配付します

「ア･ラ･カルトシリーズ
(人体･疾病 )｣は
無料配付します

【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト
【特典教材】
東京アカデミーオリジナルテキスト

｢人体の構造と機能｣｢疾病の成り立ちと回復の促進｣を 10 時間かけて集中的に学習します。秋以降の学習に余裕が
持てるよう、夏の間に効率よく国家試験対策の土台作りを完成させましょう。１と異なる内容を多く扱いますので、
セットで受講することでより幅広く各分野の知識を深めることができます。



《講座申込方法》 下記申込方法･注意事項を必ずお読みの上、お申込みください。

◆コンビニ決済
お申込み後､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

◆クレジットカード決済

お支払い方法のご案内お支払い方法のご案内

下記表示のあるクレジットカードがご利用いただけます。  ※支払いは一括となります。

お申込み後、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。

【希望講座】看護師国試
【希望校舎】北九州校
【分　　類】短期(Zoom講座含む)　
上記を選択し、「申込可能講座検索」を
クリック/タップ　

※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。

[受付時間] 
土日  10：00～17：00

北九州校
〒802-0001 北九州市小倉北区浅野1-1-1　小倉駅北口ビル4F

093-541-1511

夏期集中講座や国家試験に関するお問い合わせは

0120-220-731

留意事項

★夏期集中講座は全て弊社WEBサイトからのお申込みとなります。
★お申込みおよび受講料等のお支払いについては前日迄にお願いいたします。
★使用テキストは、原則、初日に教室にて配付します。
★終日 ( 午前から午後に掛けて ) 行う講座には、昼食休憩 1 時間が含まれています。また、受講生の集中力の維持や換気等のために、適宜小休憩
　(5 ～ 10分程度 ) を設けます。
★手続完了後は受講講座の変更ができませんので、予めご了承ください。変更をご希望の場合は、一度お申込み済みの講座を解約していただき、
　改めてご希望の講座にお申込みください。解約の際の規定は下記｢講座解約についての規定｣をご確認ください。
■講座解約についての規定
　入会手続き完了後に解約を希望される場合は、講座開講前、開講後にかかわらず弊社申請フォームにて解約申請をしてください。弊社の債務不
　履行に基づく契約の解除、解約、定員締め切りの場合を除き、消費者契約法に基づく弊社の解約規定に従い、次の①または②の金額を控除して
　返金いたします。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。お申込み決済時にクレジッ
　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申請を減額する形となる場合がございます。

使用教材に
ついて

＊各講座で必要な教材は看護学オープンセサミです。
　既に 2022 年 3月発刊のオープンセサミをお持ちの方は、
　購入不要です。まだお持ちでない方はご購入ください。
　以前のオープンセサミは使用できません。
＊東京アカデミーオリジナルテキストを無料進呈いたします。
　販売されていない受講生限定教材です。
　①ゼロから始める全科目対策→「夏期講習テキスト」　
　②ゼロから始める必修対策→「必修対策夏期テキスト」
　③人体･疾病スペシャル→「ア･ラ･カルトシリーズ (人体･疾病 )」

≪解約規定≫
①講座開講前の解約：解約手数料として受講料の 10％を控除した金額を返金いたします。
②講座開講後の解約：消化受講料の金額と解約手数料として、未消化受講料の 30％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。ご返却に関わる送料はご負担いただきます。なお、使用状況によっては実費を
　申し受けます。
※①②について、消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日の翌日以降を基準に原則としてコマ割りにて計算いたします。
※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。

看護師を目指すあなたを応援 !!

LINEスタンプ販売中 !!

\ 各種SNSで情報発信中！ /

第3弾 !

「東京アカデミー看護師国家試験」
で検索！

フォロー / 友だち追加してね !

スタンプの購入はスタンプショップから｢東京アカデミー｣で
検索してください。クリエイターズスタンプにて現在 3種類
販売しています！

ＡＭＵ
プラザ
西館

ＡＭＵ
プラザ
西館

ＡＭＵ
プラザ
東館

ＡＭＵ
プラザ
東館

入口
鉄道警察鉄道警察

セブンイレブン

新幹線
改札口

モ
ノ
レ
ー
ル

小
倉
駅 改

札
口

改
札
口

みどりの窓口

ひまわりプラザ

３階
ＪＲ小倉駅コンコース

新幹線口

小倉城口

(至 リーガロイヤルホテル)

(至 小倉駅前アイム,平和通)

３階
改札口

ファミリー
　マート

小倉駅
北口ビル

北九州校

※平日のお問い合わせは福岡校にて承ります。

※画像は一部昨年度版
　が含まれます。

第112回国家試験　解答速報＆自己採点会第112回国家試験　解答速報＆自己採点会

試験当日 19:00 ～  実施予定 !!

第111 回国家試験　解答速報＆自己採点会では

38,218名にご参加いただきました！

お申込みはコチラお申込みはコチラ
クリックorタップしてくださいクリック orタップしてください

https://my.ptsc.jp/tokyo-academy/OnlineRequest/movWebMoushikomiKoozaKosyaSelScr?kouza=501&kousha=800

