
※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。

8/6(土)・7(日)・20(土)・21(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｣は
無料配付します

「夏期講習テキスト｣は
無料配付します

※画像は昨年度のものです。

大分校

イチ
オシ

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

8 /6(土)・7(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

8/20(土)・21(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

8/11(木･祝)・12(金)

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

8/13(土)

10:00-16:00 (休憩 1時間含む )
6,500円 3,700円 (オープンセサミ①② / 2 冊 )教材費

総時間数 5時間 (2.5 時間×2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5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】大分校
【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] 
全日  11：00～18：00

大分校
〒870-0035 大分市中央町1-1-5  大分第一生命ビル2F

097-536-7588

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！
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※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=810


第112回看護師国家試験対策

ゼロから始める全科目対策

夏までに最低限押さえてほしい各分野の基礎知識定着を目標としています。第111回看護師国家試験の自己採点会（38,218名参加）で
収集したデータをみると、正答率が低い科目トップ3のうち、2つが専門基礎科目（人体の構造と機能66.8％・疾病の成り立ちと回復の
促進56.8％）でした。まずはこの2科目を理解するところからスタートし、他の科目へと横断的に学習していきます。

人体 疾病 社会保障 基礎看護 成人 老年 小児 母性 精神 在宅 統合と実践

66.8 56.8 71.8 76.0 86.0 63.7 73.6 72.9 78.7 82.8 78.7

一般問題

状況設定問題

成人 老年 小児 母性 精神 在宅 統合と実践

74.9 91.2 84.7 90.2 84.5 88.3 81.0

科目別正答率(%) ※第111回看護師国家試験自己採点会データより抽出

【夏期講習テキスト】
試験傾向を徹底分析して作成された、東アカオリジナルのテキストです。
夏期講習テキスト(受講者無料配布)では状況設定問題も扱うため、現役生
にとっては実習にも役立つ内容となっています。

必修問題において毎年6割以上の出題を占める、単純な暗記ではなく理解が必要な出題基準目標Ⅲ(看護に必要な人体の構造と機能およ
び健康障害と回復について基本的な知識を問う)と出題基準目標Ⅳ(看護技術に関する基本的な知識を問う)を中心に基礎知識の整理を
行います。

実施日程等の詳細は各校舎の夏期集中講座ご案内をご確認ください。

【必修対策夏期テキスト】
単純な暗記ではなく、理解が必要な目標Ⅲ・Ⅳに焦点を絞って
作成しています。
出題傾向や過去の正答率をもとに選出した国家試験既出問題を
ブラッシュアップさせた問題を取り扱います。

使用教材

・学校で勉強したはずなのに知識が曖昧になっているということを痛感しましたが、4日間講義を受けただけでもかなり理解す
ることができ、受講して良かったと思いました。試験に対して危機感も芽生え、良いきっかけになりました。

・図や例を用いての説明があってとても分かりやすかったですし、テキストに載っていない部分も詳しく説明してもらえたの
でより理解が深まりました。なにより先生が熱心に教えてくれるのでやる気が出ました。

・必ず覚えてほしい場所をしっかり伝えてくれたので、どこを重点的に勉強しないといけないのか分かりました。

・講義を受ける中で自分が苦手と感じる分野も分かったので今後の勉強の方針も分かりました。参考書を使っていきながら、
これからの勉強に役立てていきたいです。

(夏期講習テキストの画像は前年度版です)

受講満足度95.3％！ 東京アカデミーの夏期集中講座で
基礎知識定着と苦手克服！

※模試受験者は含んでおりません

前年度受講生の感想

※九州ブロック第111回試験対策夏期集中講座アンケート結果より

ゼロから始める必修対策

使用教材 (必修夏期テキストの画像は前年度版です)

前年度受講生の感想



国家試験学習の最難関！正常時の人体の仕組みと働き、および人体に異常をきたす疾病を理解し、どのように看護に繋げるか、
その根拠を学習します。「人体の構造と機能」「疾病の成り立ちと回復の促進」は植物に例えると根幹。根幹がしっかりして
いないと枝葉（その他の看護学）は育ちませんよね。秋以降に焦らなくてもいいよう、夏までに効率よく知識を養いましょう。

大人気の国家試験対策参考書を使用★

★国家試験攻略のポイントをギュッと凝縮！

オープンセサミ全5冊

①専門基礎科目・基礎看護学・看護の統合と実践
②成人看護学
③在宅看護論・老年看護学・精神看護学
④小児看護学・母性看護学
⑤健康支援と社会保障制度

これまで学校で勉強してきた内容は膨大…その中から国家試験に必要な知識・ことばをギュッと全5冊にまとめました！
また、東京アカデミー講師陣の意見も取り入れながら、毎年の国家試験を分析してブラッシュアップしています。

★自分だけのオリジナル国試対策ノートに！

オープンセサミはあえて余白を多くしています。それは余白部分に先生の解説や実習で学んだことをどんどん書き込んでほしいからです。
重要事項をマーカーで引く・付箋や資料を貼る・メモを書き足す・最新数値を入れる…これであなただけのオリジナル国試対策ノートが
完成！図表も満載で、ゼロから国試対策ノートを作る手間や時間を省略できます。

★『つなげて理解する』ことへのこだわり！

人体の各器官の構造とそれぞれの機能を確実に理解することが国試対策の第一歩。
そして、各疾患については「症状・病態」→「検査・診断」→「治療」→「看護」とつなげて理解することで、根拠のある知識が
定着できます！

・1つの問題から多くの知識を学ぶことができました。苦手な分野の解説がいくつかありましたが、先生のおかげで理解するこ
とができ、苦手が減りました。

・全科目対策と人体・疾病スペシャルを受講をしました。人体と疾病は特に苦手な科目ですが、広い範囲の知識が効率よく身に
ついたと思います。夏のうちに対策できて良かったです。

看護師国家試験合格者の

約3人に1人が活用！

過去の合格者のオープンセサミ。
まっさらだったテキストが…

使い方次第でここまで成長！

【ア・ラ・カルトシリーズ】
夏期講習テキストとは異なる分野の問題を多く扱っています。
全科目対策とセットで受講することでより広い範囲の知識定着
が可能です。

人体・疾病スペシャル

使用教材 (ア・ラ・カルトシリーズの画像は前年度版です)

前年度受講生の感想


