第 112 回看護師国家試験対策

夏期集中講座

北海道エリア内 教室対面式講座のご案内
基礎力完成の夏！苦手な科目がある方は夏の間に克服しましょう！直前期の理解度がグッと上がります♪
※お申込・お支払いは原則、講義前日まで（帯広会場のみ 3 日前まで）にお済ませください。定員締切の場合はご容赦ください。
※表記受講料は全て税込みとなります。

各コース「割引価格」を設定しております！！対象となるかどうかは、裏面にてご確認ください！！

ゼロから始める必修対策

講義時間帯…9：30～12：30、13：30～16：30

暗記より理解が必要とされる「目標Ⅲ（解剖生理）
」と「目標Ⅳ（看護技術）」に絞って講義をいたします。

札幌校 2 日間コース：7/30（土）～31（日）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

教材費 1,600 円 （オープンセサミ①）

ゼロから始める全科目対策

講義時間帯…9：30～12：30、13：30～16：30

東京アカデミー完全オリジナル「オープンセサミテキスト」
「夏期講習テキスト」を使用して国家試験の全体像を
掴み、秋以降の学習に繋げます。

札幌校 2 日間コース：8/6（土）～7（日）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

教材費 1,600 円 （オープンセサミ①）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h

札幌校 3 日間コース：8/6（土）～8（月）総時間数 18 時間
受講料 21,000 円（割引価格 19,500 円）

教材費 3,700 円（オープンセサミ①・②）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h、成人看護学 6h

札幌校 4 日間コース：8/6（土）～9（火）総時間数 24 時間
受講料 28,000 円（割引価格 26,000 円）

受講特典
「傾向と対策」冊子を無料進呈！！

教材費 5,900 円 （オープンセサミ①・②・④・⑤）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h、成人看護学 6h、母性小児看護学 6h

札幌校 5 日間コース：8/6（土）～10（水）総時間数 30 時間
受講料 35,000 円（割引価格 32,500 円）

教材費 7,000 円 （オープンセサミ①・②・③・④・⑤）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h、成人看護学 6h、母性小児看護学 6h、在宅老年基礎看護学 6h

函館校 2 日間コース：8/11（木・祝）～12（金）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

教材費 1,600 円 （オープンセサミ①）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h

旭川校 2 日間コース：8/20（土）～21（日）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

教材費 1,600 円 （オープンセサミ①）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h

帯広会場 2 日間コース：8/8（月）～9（火）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

教材費 1,600 円 （オープンセサミ①）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h

帯広会場 3 日間コース：8/8（月）～10（水）総時間数 18 時間
受講料 21,000 円（割引価格 19,500 円）

教材費 3,700 円（ オープンセサミ①・②）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h、成人看護学 6h

帯広会場 4 日間コース：8/8（月）～11（木・祝）総時間数 24 時間
受講料 28,000 円（割引価格 26,000 円）

教材費 5,900 円 （オープンセサミ①・②・④・⑤）

講義科目：人体の構造と機能 6h、疾病の成り立ちと回復の促進 6h、成人看護学 6h、母性小児看護学 6h

保健師・助産師学校受験対策 夏期講習

講義時間帯…10：00～12：00、13：00～17：15

狭き門に立ち向かっていくためには、早期から計画的に無駄のない学習を進めていくことが必要不可欠です。“何
をどの程度やれば良いのか”を明確に、講義を展開します。

札幌校 2 日間コース：8/20（土）～21（日）総時間数 12 時間
受講料 14,000 円（割引価格 13,000 円）

看護大学編入学を目指されている
方にもオススメです！

教材費 3,800 円 （オープンセサミ①・④・⑤）

講義科目：基礎看護学 4h、小児看護学 4h、母性看護学 4h

札幌校 3 日間コース：8/20（土）～21（日）、27（土）総時間数 18 時間
受講料 21,000 円（割引価格 19,500 円）

教材費 5,900 円 （オープンセサミ①・②・④・⑤）

講義科目：基礎看護学 4h、小児看護学 4h、母性看護学 4h、成人看護学 2h、社会保障 4h

◆割引価格とは
北海道エリア内で学内講座（＝東京アカデミーの講師が学校に出向き行う講義）を受講いただいている方向けの特別価格です。
対象になるかどうかは、各専門学校様・大学様の先生にご案内しております。
学内講座を受講していなくても、10 名様以上で団体申請をしていただけると割引価格を適用いたします。受講する講座が異なっ
ても問題ございません。団体申請手順は以下の通りです。
STEP1 札幌校、旭川校いずれかに名簿をお送りください。
→どのようなフォームでも構いませんが、必ず「団体に入る全員の名前・フリガナ・申込予定講座」
、
「学校名」、「代表
となる方のお名前・メールアドレス・電話番号」を明記してください。
札幌校アドレス sapporo@tokyo-ac.co.jp

旭川校アドレス

asahikawa@tokyo-ac.co.jp

STEP2 東京アカデミー担当者から代表者に、団体申請を受理した旨、連絡がいきます。
STEP3 各自が WEB 上から、1 週間以内に申込手続きをしてください。
→STEP2 の連絡前に講座申込をすることはお控えください。また 1 週間以内に申込手続きのない場合は自動キャンセ
ルとなります。キャンセルが発生し団体人数が 10 名未満となった場合、差額を徴収致します。
※団体申請は、講座定員の余席を確保するものではございません。申請受理後、お申込みまでの間に定員締切となってしまう可
能性もございます。お早めにお手続きください。
※割引価格でお申込みいただけるにも関わらず通常の価格でお支払いしてしまった場合、差額の返金は致しませんのでご注意く
ださい。

◆講座申込方法
弊社ホームページ「講座申込」よりお手続きください。
お申込・お支払いは原則、講義前日まで（帯広会場のみ 3 日
前まで）にお済ませください。定員締切の場合はご容赦く
ださい。

【お支払い方法のご案内】

≪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：消化受講料の全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。

北海道エリア校舎および外部会場住所一覧
札幌校
〒060-0807

札幌市北区北 7 条西 4 丁目 17-1

KDX 札幌北口ビル

TEL…011-726-3050

営業時間…11：00～18：00

旭川校
〒070-0034

旭川市四条通 8 丁目 1703-12

日本生命旭川四条通ビル 8F

TEL…0166-26-6990

営業時間…11：00～18：00

函館校（教室収容人数を超えるお申込みがあったため、外部会場を借用して開催致します）
〒041-0806

函館市美原 1 丁目 26-12

函館市亀田交流プラザ

※お問合せは函館校にて承ります。平日は札幌校に繋がります。
〒040-0011

函館市本町 8-18

ベストアメニティ五稜郭ビル 2F

帯広会場（お問合せは札幌校にて承ります）
会場が決まり次第お知らせいたします。

TEL…0138-31-3412

営業時間…11：00～18：00

