
看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

私は勉強から離れて 10 年以上経っていたため、講義についていけるか不安でしたがどの先生も

分かりやすく、ゆっくりしたペースで基礎から教えてくれました。分からないことがあれば質問

に来てねと言ってくれるので、自分から遠慮せずにどんどん行くことがおすすめです。 

中期から課題も増え、単元ごとにテストもするので、良い意味で必死についていこうと勉強する

ことが出来ました。勉強する習慣が身につくので、社会人入試を考えていましたが一般入試のた

めにと数学、英語を受講していたのは良かったと思います。 

小論文や面接練習、願書はとても親身になって対応してくれるので、とても安心することが出来

ました。何より、同じ目標をもった人達と一緒に勉強することが出来るので、自分の意識を高く

持つことが出来ます。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

受験は本当に自分との闘いだと思いますが、同じ目標をもつ仲間とコミュニケーションをとりな

がら一緒に頑張っていくことは私にとってとても力になりました。モチベーションの維持は大変

ですが、どんなに嫌になっても毎日必ずこれはやる！と何かしら習慣化することが大切です。 

一般入試も社会人入試も視野に入れている方は、社会人入試の対策もしっかりやることをオスス

メします。（特に勉強が苦手な方） 

私はとても勉強が苦手でいつもクラスで下の方でしたが、焦らず１つ１つ確実にすることが大切

なので、根気よく頑張りましょう！ 

高卒認定という学歴の私でも結果合格することが出来ました。今はとてもつらいと思いますが必

ず結果はついてくるので自分を信じて頑張って下さい。 

 

性別 女性  年代 ３０代  職業 社会人 

 

 
昼間コース ４月生 

（英語・数学Ⅰ） 

看護学校受験専任スタッフより 

いつも笑顔いっぱいで明るく、とても素敵なクラスのムードメーカーでしたね。その積極性は勉強に

も活かされ、お仕事・ご家庭と勉強の同時進行に励んでいた姿には、本当に驚きました。 

素敵な看護師を目指して頑張ってくださいね！ 

✿合格校✿ 

東京都立青梅看護専門学校 

 

通学コース 

 

 

小論文コース ５月生 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

面接練習を３回行いました。２次の面接で受かったのは、東京アカデミーに通っていた

おかげです。本番の面接内容とほとんど同じこと、似たことを聞いていただいたので、本

番中もリラックスして受けることができました。 

また、小論文も毎回的確に教えていただき、最初は全く書けなかった小論文も、最後は自

信をもって本番を迎えられました。 

 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

最初は、子育てと勉強の両立が不安で、夢だった看護師を諦めていました。 

しかし、東京アカデミーに通って、すごく自信がつきました‼自分の出来ないところ、苦

手なところを的確に教えていただけるので、その後の復習がスムーズにできました。 

これから受験する皆さん、東京アカデミーでしっかり対策すれば大丈夫です‼小論文で

何も書けなかった私が合格したので…。頑張って下さい。 

 

性別 女性  年代 ２０代  職業 主婦 

 

 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます。子育てと勉強の両立は大変だったと思います。お疲れ様でした。 

面接練習に早い時期から取り組んでいて、計画的に進めていく力のある方だなと思っておりま

した。（受講生の中で一番早いスタートだったと記憶しています。） 

看護学校入学後も頑張ってくださいね！ 

✿合格校✿ 

東京都立北多摩看護専門学校 

 

通学コース 

 

 

小論文コース ７月生 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

なんと言っても数学の過去問の多さと丁寧な解説です。私は最初参考書を買い、自力で解いてい

ました。ですが解説があってもうまく消化できず、理解できない問題が沢山出てきました。 

東京アカデミーでは講師の方がとてもわかりやすく説明をしてくれたおかげで得意科目になり、

総得点の底上げが出来ました。また、都立看護以外にも多くの専門学校の過去問がありコピーも

取れるのでとても充実していました。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

私は社会人で都立看護の一般受験をしました。高校生の勉強内容はかなりブランクがありました

が、東京アカデミーで学んだことを復習する事で、高得点が取れるようになりました。 

二次試験の面接では主に仕事の話をメインで聞かれました。面接は慣れだと思います。東京アカ

デミーで面接練習をできる限り沢山してフィードバックしてもらいましょう。 

 

性別 男性  年代 ３０代  職業 社会人 

 

 
夜間コース ８月生 

（英語 ・ 数学 1） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます！お仕事をされながらの勉強は大変だったと思います。 

そのような中でも一生懸命に取り組んだ努力が実を結び、とても嬉しいです。 

仕事と勉強を両立させた経験は、入学後にきっと活きます！頑張ってくださいね。 

✿合格校✿ 

東京都立青梅看護専門学校 

相模原看護専門学校 

通学コース 

 

 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

先生がとても優しく気軽に質問できるような環境でした。 

特に英語の先生は授業外で質問コーナーをやっていたので助かりました。数学は一定のペースで

常に進んでいたので、授業にしっかりとついていくことが出来ました。国語は軽い問題集を作っ

てくれ、毎週少しずつ進んでいたので、勉強が苦になることなくできました。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

私は社会人になり、約 8年間勉強から離れていたので勉強する習慣がありませんでしたが、入学

してからは 1 日最低でも 1～2 時間、どの科目でも良いので勉強するという習慣を身に付けまし

た。 

勉強は苦しいものですが、これからの自分のためということを意識し、頑張っていくことが何よ

り大切だと思います。 

 

性別 男性  年代 ３０代  職業 フリーター 

 

 
昼間・小論文コース ４月生 

（英語・数学Ⅰ・現代文・小論文） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます！コツコツと勉強に取り組む努力家な姿勢が伝わったのだと思います。 

その頑張り屋な部分を看護学校でも活かして、おおいに活躍してくれるのだと信じています。 

看護学校生活は大変ですが、きっと乗り越えられるはず！応援しております。 

✿合格校✿ 

東京都立青梅看護専門学校 

通学コース 

 

 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

過願書の添削と面接練習をしてくれるのがとても良かった。面接練習では練習を受けたそ

の日に評価をしていただけるのと何度でも練習が受けられるのが良かったです。 

授業や自習中に過去問を解いてわからなかった問題の解説をプリントにしていただける

ので家に帰って復習する時に利用できるのがとても良かったです。みんな看護師という同

じ夢をもった人たちがいる中で勉強をするので勉強を教え合ったり励まし合ったりでき

る環境だったのが通っていて一番良かったなと思いました。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

願書を書くのに思っていたより時間がかかるので早めに願書は書いておくのをオススメ

します。 

オープンキャンパスにたくさん行ってください。名前は同じ看護学部でも先生や学生の雰

囲気を知って自分に合った学校を見つけるためにもできるだけたくさんの学校のオープ

ンキャンパスに参加した方が良いと思います。 

 

性別 女性  年代 １０代  職業 高校生 

 

 夜間コース ４月生 

（英語・数学Ⅰ・現代文） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます！初めて面接練習をしたときは、とても元気にハキハキ

と話す姿に感激しました。面接練習はもちろんのこと、勉強も早い時期から始め、

とても頑張っていましたね。 

きっと目標とする看護師さんのようになれると信じています。看護学校生活、応援

しています☺ 

✿合格校 

東京都立府中看護専門学校 

東京純心大学 

通学コース 

 

 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

過去問が揃っていて志望校の問題を多く解くことができました。先生方がとてもわかりや

すく教えてくれたので短期間で学力を伸ばすことができました。 

また、コロナの影響で学校での面接練習ができなくなってしまったので、アカデミーで面

接練習ができたのがとても良かったです。 

 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

国語や英語では読解力を上げるために言葉の意味を調べて理解するとこが大切だと思い

ます。数学は公式の使い方や計算を早くするために多くの問題を解くことが良いと思いま

す。 

大変だと思いますが頑張って下さい。 

 

性別 女性  年代 １０代  職業 高校生 

 

 

夜間コース ８月生 

（英語・数学Ⅰ・現代文） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます！受験校の相談や面接練習など、積極的に動いてい

ましたね。とても素晴らしいと思っていました。 

そうした一つひとつの行動や心掛けが合格へ繋がったのだと思います。 

その自ら動く姿勢はきっと看護学校でも発揮されるはずです✨ 

✿合格校 

東京都立青梅看護専門学校 

浦和学院専門学校 

通学コース 

 

 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

都内看護系予備校をリサーチし、実際に体験入学をして決めました。他校はどこも金額

がやや高く、フォローアップに期待できない印象を持ちました。1 コマの時間が短いと

か、ノウハウの少なそうな若い先生とか…気になりました。 

東京アカデミーは、さすがの実績で、情報やフォローアップが充実していて、安心感を覚

えました。そして、ダントツの価格が決め手でした。受講すると、願書対策と面接対策が

来年の３月まで何度も利用できるなんて。思わず耳を疑い、二度聞きしたくらいです。 

他の予備校では、それも 1コマ 5000円とかでとっていたので。先生方の対応も細かく、

安心して受験に向かえるよう、サポートしてくださいます。とても心強かったです。 

 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

最終学歴、高卒（定時制）40歳手前の私でも合格出来ました。 

変に情報に頼りきらず、心を開いて学ぶ姿勢が大切です。ぜひ受験を楽しんでください。 

 

性別 女性  年代 ３０代  職業 社会人 

 

 

看護学校受験専任スタッフより 

早い時期から願書添削を受けられ、納得のいく出来になるまで何度も一生懸命に書き直され

ていた姿が印象的でした。志望校合格は努力の賜物ですね！ 

そのパワフルさで看護学校生活も頑張ってくださいね。 

✿合格校✿ 

東京都立青梅看護専門学校 

 

通学コース 

 

 

小論文コース ７月生 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

都立の小論文が始めてだったので、たくさん添削してもらい自信が持てました。 

面接練習を何度もすることで頭の中が整理できて、本番では笑顔でゆとりを持ち

熱意も伝えられたと思います。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

小論文はとにかくたくさん書いて最後は看護につながるようにまとめると読む側

に伝わると思います。 

面接練習は本当に大事です。私は練習のおかげで合格できたと思っています。 

 

性別 女性  年代 ４０代  職業 社会人 

 

 

看護学校受験専任スタッフより 

面接練習では、看護師への気持ちや経歴をどのように伝えていくかを一緒に考えましたね。 

一つ一つを丁寧に整理して伝えていく姿勢と笑顔が、合格へ繋がったのだと思います。 

看護学校入学後も、その温かい笑顔で学業に励んでくださいね。 

✿合格校✿ 

東京都立青梅看護専門学校 

 

通学コース 

 

 

小論文コース ６月生 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

面接対策や願書添削を無制限に早め早めからお願いできたことが 1番助かりました。 

そして、看護学校の情報や過去問も沢山得ることが出来て対策に役立てることが出来ま

した。 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

とにかく学科試験も面接、願書対策も早め早めから時間をかけて、最終的に試験日にな

って自分に自信を持てるくらいまで対策を練ることが 1番大切です。 

受験生の 1 年間は短いようで長く、とても過酷でしんどい期間だと思いますがやり切っ

たことは自分の自信に繋がります。自信を持てるまでやり切ってください。応援してい

ます。 

 

性別 女性  年代 １０代  職業 高校生 

 

 
夜間コース ４月生 

（英語・数学Ⅰ・現代文） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます。本当に早い段階から願書の内容を練り、面接練習に励んでいましたね。 

面接練習でも看護師への思いの強さを感じました。 

看護学校に入ってからもその計画性と行動力を存分に活かし、理想の看護師さんになってくださいね。 

✿合格校 

東京都立南多摩看護専門学校 

慈恵第三看護専門学校 

相模原看護専門学校 

通学コース 

 

 



看護学校通学講座 

 東京アカデミーに通って良かったこと 

勉強が苦手な私でも分かりやすい授業でした。毎回漢字と文学史のテストがあったので、確実に知識

をつけていくことができました。 

記述問題では先生が 1 人ひとりの解答を見て下さったので、どこを直せばより良いのかなどを具体

的に理解することができました。 

小論文では、毎回先生が丁寧に説明して下さり、だんだんと書くことに慣れることができました。本

番でもスムーズに書くことができました。 

授業の他にも出願書類の添削や面接練習など、どこまでも丁寧な対応をして下さいました。東京アカ

デミーに通って本当に良かったです。ありがとうございました！！ 

 これから看護医療系学校を受験する皆さんへアドバイス 

最初は誰もが何も分からないものです。東京アカデミーに通い、対策をたてることで自信も

知識もつきます。先生や事務の方の言う通りに頑張ればきっと良い結果になると思います。 

東京アカデミーの方は全員優しくて、丁寧な対応をして下さるので質問や相談もしやすいと

思います。1人で頑張っている訳ではないので、くじけそうになってもきっと大丈夫です。

手厚いサポートで支えてくれる人が沢山います。体調管理をしっかりとして、頑張ってくだ

さい！！ 

 

性別 女性  年代 １０代  職業 高校生 

 

 夜間・小論文コース ４月生 

（現代文・小論文） 

看護学校受験専任スタッフより 

合格おめでとうございます。早くから志望校合格に向けた勉強を続けてきましたね。継続力が素晴ら

しかったです！ 

笑顔と優しさを活かして、素敵な看護師さんになってください。 

✿合格校 

至誠会看護専門学校 

通学コース 

 

 



           

 

2022 年度 看護学校受験対策通学講座の 

パンフレット内にも、合格体験記を数多く

掲載しております！ 

 

 

 

 

 

 
 

電子パンフレットの閲覧はコチラ！ 

※上の文字をタップしてください。 

通学講座パンフレットにも写真付きで 

別の合格体験記があります！ 

https://www.tokyo-ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/kanto_med_tsuugaku_2022.pdf
https://www.tokyo-ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/kanto_med_tsuugaku_2022.pdf
https://www.tokyo-ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/11/kanto_med_tsuugaku_2022.pdf

