2022年度 (2023年 4月入学 ) 受験対策

助産師学校受験対策
Zoom 講座 6 月生 /8 月生
東アカは、講師と受講生が
双方向 でコミュニケーション
できる講義スタイルを
大事にしています
だから

だから

双方向

双方向

学習意欲が
継続できる！

だから

疑問点が
その日のうちに
解決できる !!

双方向

的確な
学習アドバイスが
できる !!!

出願書類添削＆面接指導
回数無制限！※

欠席フォロー
講義動画の視聴可能※

出願書類＆面接対策回数無制限 ( 予約制 )
だから安心です♪

所用や急なご欠席でも、安心です♫

全国公開模試無料受験 ※
〜 2022 年 9 月 18 日 ( 日 ) 実施〜
弱点把握や学習指針、志望校選定･本試験の予行演習に最適 !!
※6・8 月生 ( 看護学 ) 受講者のみ対象となります。

助産師学校受験対策 6・8月生 byZoom

～オンラインだから質問可能！出願書類・面接練習無制限！安心の欠席フォロー！～

■講習内容：看護学(オンライン配信)■
【取扱科目】小児・母性・基礎看護学
受験で、差がつくのは、「妊娠期の体の変化」や「胎児の形態的成長、胎外適応」など、暗記では太刀打ちでき
ない分野でいかに得点できるかです。何故そうなるのか、根拠を示しながら、理解を促していきます。

［概要］
コース

開講日

日時（月・木曜日）

コマ・時間数

入会金

受講料

教材費※

総額

6月生

2022/6/13(月)

18：30～20：30

全35コマ(全70時間)

10,000円

239,000円

2,700円

251,700円

8月生

2022/8/1(月)

18：30～20：30

全25コマ(全50時間)

10,000円

186,000円

2,700円

198,700円

入会月

18：30～20：30

6
月
生

6/13（月）
6/15（水）

8
月
生

入会月
6
月
生

8
月
生

18：30～20：30
10/3（月）
10/5（水）
※ 教材費内訳、2022年度版オープンセサミ看護学①1,600円、④1,100円) の金額です。
※ 別途、各自で『助産師国家試験予想問題2023(助産師資格試験研究会)』をご準備く
ださい。例年7月1日頃の発売となります。上記の昨年度版の画像をご参照ください。

6/20（月）

10/12（水）

6/22（水）

10/17（月）

6/27（月）

10/19（月）

6/29（水）

10/24（月）

7/4（月）

10/26（水）

～充実のサポート体制～

7/6（水）

10/31（月）

①出願書類添削＆面接指導 回数無制限！

7/11（月）

11/2（水)

7/13（水）

11/7（月）

8/1（月）

11/9（水）

8/3（水）

11/14（月）

8/8（月）

11/16（水）

9/5（月）

11/21（月）

9/7（水）

11/28（月）

9/12（月）
9/14（水）
9/21（水）
9/26（月）
9/28（水）

＊ テキスト画像はすべて昨年度版です。

合格に向け、学科試験と合わせて、人物試験対策(出願書類＆
面接対策)は必須です。回数無制限(予約制)だから安心です♪

②欠席フォロー（講義動画を視聴可能！）
講義を録画しますので、後日視聴できます。所用や急な欠席にも、
安心です♫(予約制で、講義日から2週間以内の視聴となります)

③全国公開模試無料受験 ～2022/9/18（日)～
全国の入試を分析して作成した模試を無料受験可能！弱点を
把握し、今後の学習の指針や、志望校選定・本試験の予行演
習に最適！

❣ワンポイントアドバイス❣
助産師学校受験において、必ず課せられる面接試験。専門的な看護学の知識はもちろんですが、受験者の助産
師としての適性・資質などを、しっかりと見極められています。助産師の志望動機はもちろん、目指す助産師像等々、
入念な準備が必要です。
回数無制限の面接練習で、受講生をバックアップします♫
☆配点例☆
2021年度(2022年4月入学) ユマニテク看護助産専門学校 一般入試
基礎看護学 100点、小児看護学 100点、母性看護学 100点、面接 100点

※カリキュラムは変更となる場合がございます。

Zoom受講の方もひとりじゃない！
①講師の存在～双方向だから質問できる！～ 講義内にチャットで質問を送ると休憩中に先生が確認して反応してくれます。
LIVE講義だから、講義後に質問できるのも嬉しい♪
②仲間の存在～交流でやる気アップ！～

講義開始30分前から、ミーティングルームに入室できます。画面・音声をオンにして、同じ
助産師を目指す仲間と交流できます！教え合いや情報交換の場とし、やる気アップ！

③教務の存在～進路・学習相談可！～

進路選択や学習方法、モチベーションが上がらないなど行き詰った時は、教務にご相談
ください。合格に向けて、親身になってバックアップします♬

短期講習 小論文ゼミ8月スタート byZoom
～初回講義で、書き方を基本レクチャー！執筆・添削・講評で実力アップ！～

■講義内容：小論文(オンライン配信)■
専門知識と思考力が必要な小論文試験。文章構成の基本レクチャーはもちろん、東
海地区の過去問のテーマを取り扱い、実践的な攻略法を身につけていきます。
開講日

日時（土曜日）

コマ・時間数

受講料

2022/8/6(土)

18：30～20：00

全5コマ
(全7.5時間)

54,000円(通学講座生価格）

6・8月生(看護学)
とセットでお得！
一般価格より、

5,000円OFF！

59,000円（一般価格）

■カリキュラム・講義の流れ■
日程

18：30～20：00

8/6（土）

総論講義

8/20（土）

講評①

9/3（土）

講評②

9/17（土）

講評③

10/1（土）

講評④

■テキスト(受講生限定)■
【初回】
小論文の基本レクチャー
※講義後に執筆
【2回目以降】
添削小論文を返却
前回テーマの講評を実施
(テーマごとの視点や攻略の糸口について
解説します！)

小論文の書き方や、
過去のテーマをまとめ
た東アカのオリジナル
テキスト！
医療系時事用語集
も掲載！！
受講生必携の一冊
です！！！

※最終日（10/22）のテーマの講評講義はござい ※画像は昨年度版です。
ません。個別添削と模範解答をお渡しいたします。 ＊小論文ゼミは、欠席フォローはございません。
予めご了承ください

【通学講座申込にあたっての確認（必須）】
助産学校受験対策講座をお申込みされます皆様は、お申込みの前に、以下の内容を必ずご確認ください。
□1）目指される試験の受験資格、試験科目をご確認ください。年齢制限、必要な資格、要件を満たしていますか。受験先によって、
また、年度によって異なることがありますので、お申込み前に各自でご確認ください。
□2）お申込み予定のコースの通学時間帯・日数・期間・受講科目をご確認ください。
（注意：カリキュラムや開講科目は校舎によって異なります。）
□3）お申込予定のコースの受講料総額をご確認ください。
入会金・受講料・教材費などの受講料等内訳をご確認いただき、さらに、納入前に担当者へ再度ご確認いただくことをお勧
めいたします。金額を誤って正規金額より多くご納入された場合には振込にてご返金いたしますが、振込手数料をご負担い
ただくことになりますので、誤りのないようご確認の上、納入するようにしてください。
□4）弊社は、通学コースにおいては、「生講義」を基本として講座提供しております( 通学講座生のみ）。
決められた時間割に沿って授業を提供いたします。また、授業以外での相談・質問を教務スタッフ、講師が協力して親切・
丁寧に伺うことで受講期間の最後までしっかりと継続できる環境を整えています。壁にあたっても一人で悩まずに、乗り越
えるための方法を一緒に考えてまいります。安易に授業を欠席したり、進路変更したり、受験をあきらめないようにお申し
込み時にしっかりと受験の意思、意欲、通学環境の確保などご自身でもご確認ください。
□5）入会に際し「東京アカデミー申込規約」に基づく表示」をご確認いただき、解約規定についてもご理解ください。

【オンライン講座(ZOOM)受講上の注意】

【お申込み注意事項】 ※お申込み方法は裏表紙をご覧ください。

★本講座はオンライン生配信講義（Zoom使用）となり、お申込者ご本人様のみが
ご視聴いただけます。
★Zoom の視聴環境につきましては必ずご自身で確認をお願いいたします。
★講義参加時はビデオ（カメラ）はON、マイクはOFF（ミュート）、参加者名を会員
マイページログインID（※Zoom ミーティングID ではありません）に設定してください。
★講義参加用の詳細（ZoomURL、パスコード等）は講義開始3日前迄にご登録の
メールアドレスにお知らせいたします。講義2 日前になってもメールが届かない場合は
名古屋校までお問い合せください。
★2 つ以上のディバイス（PC、タブレット、スマートフォン等）からの講義参加は不可と
させていただきます。
★オンライン講義のURL（ミーティングID/ パスコード）のネット上での公開または他の方
との共有、講義の録画、録音、配布資料の共有は禁止しております。

★6・8月生、小論文ゼミとも、全て弊社web サイトからのお申込みとなります。詳細は、裏表紙をご覧ください。
★お申込みおよび受講料等のお支払いは講義実施日の7 日前迄にお願いいたします。
★使用テキストは受講料等のお支払い完了後、発送いたします。到着まで日数を要する場合がありますので、余裕をもって
お申込みください。なお、一部講座の使用テキストはデータ配信となります。
★手続き完了後は受講コース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
のコースを解約していただき、改めてご希望のコース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。

≪解約規定≫
(1)通学講座（オンライン講座含む）
①講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料の10％）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。なお、使用状況に
よっては実費を申し受けます。
②講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（申込講
座未消化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。
消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則として有料講座開講期間の月割
りにて計算いたします。
一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
通学講座の消化期間の算出は、講座開始日（該当コースの第一回目授業開始日）の属する月より
解約申請受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請提出日の属する月の翌
月から講座終了日（当該コースの最終回授業日で面接指導、模擬試験等も含む）の属する月まで
とします。

(2)短期講習会
①講座開講前の解約につきましては、入会金の全額と解約手数料（受講料の10％）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。なお、使用状況に
よっては実費を申し受けます。
②講座開講後の解約につきましては、入会金・教材費・消化受講料の全額と解約手数料（未消
化期間にかかる受講料の30％）を控除した金額を返金いたします。
消化受講料、未消化受講料は、解約申請受理日を基準に原則としてコマ割りにて計算いたしま
す。
一部科目・講座の解約、コース変更の場合も適用されます。
(1）(2)とも、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。
※6・8月生看護学は、「通学講座（オンライン講座含む）」に該当します。小論文ゼミは、短期講習
に該当します。

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。
弊社ホームページ「講座申込」
よりお手続きください。

お申込みは、コチラをクリック！ or タップしてください♬
お支払い方法のご案内

！

◆銀 行 振 込

＊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。

◆クレジットカード決済

◆コンビニ決済

お申込み後､５日以内に申込校指定の振込先
口座へ必ず本人様名義でお振込みください。
※振込手数料はご負担願います。

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

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。

・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
＊入会手続き後やむを得ず解約を希望される場合は、弊社ホームページ (www.tokyo-ac.jp) 内の｢特定商取引法による表示｣をご確認の上お手続きください。

イベント・ガイダンス情報
◆助産師学校受験対策講座 オンライン説明会 2022

byZoom

要予約

講座をお申し込みの前に疑問点を解消します！

講座概要説明

◆

質疑応答

料

【日 程】

【内 容】
◆ 助産師学校の入試傾向と対策について
◆

無
2022 年 3 月 16 日 ( 水 )
2022 年 4 月 18 日 ( 月 )
2022 年 5 月 11 日 ( 水 )

18:30 ～ 19:00
18:30 ～ 19:00
18:30 ～ 19:00

＊各日程の内容は同じです。ご都合のよい日程にご参加ください。

【申込方法】

お申込みはこちらを クリック or タップしてください。
◆無料オンライン相談会

お家で気軽に！空き時間を有効活用！

Zoomを使用し、講座についてスタッフがわかりやすく説明します。
ご希望の方は日程調整させていただきますので、お電話もしくは WEB からご予約ください。
※個別相談は、お電話でも承ります。

【予約方法】

《Webでご予約》

《電話でご予約》
予約を希望する校舎までお電話いただき、
助産師学校受験の個別相談を希望する旨を
お伝えください。

こちらをタップ or クリックしてください。

名古屋校
〒450-6306
名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋6F
0120-220-731
052-563-2095
【銀行振込口座】
三井住友銀行 梅田支店 (普) 94342 42
(株)東京アカデミー名古屋校
受付時間

J Pタワー

J Rゲート
タワー

名古屋校
大名古屋ビルヂング
桜通り

J Rセントラル
タワーズ

ミッドランドスクエア

WEBサイトへアクセス

www.tokyo-ac.jp

月～ 土／9：00～20：00、日 ･ 祝／9：00～18：00
発行日 2021 年 12 月 15 日 / 有効期限 2022 年 12 月 28 日

