
西岳めぐみ（にしおかめぐみ）さん
既卒生

夏期講習
週1日コース9月生＜英語＞

小論文講座

【合格校】
愛知県立総合看護専門学校
まつかげ看護専門学校
専門学校愛知保健看護大学校

英語が苦手で何も分からなかった私でも、先生の講義を受講すると
英語への理解がUPして、どこがどのように分からないのか分析がで

きるようになりました。
また、社会人受験を検討している中で、教務スタッフの方から小論文

講座を薦めていただきました。国語力もUPしたので、受講を決意して
本当に良かったと思います。

【アドバイス】ただ講義を受け身で受講しているだけではなく、コツコ

ツ勉強し続けることが大切だと気がつきました。
分からない部分を先生へ積極的に質問し、苦手を無くしていくと良い

と思います。限られた時間を有効に使ってください。

永田佳那（ながたかな）さん
現役生

週3日コース4月生＜3科目セット＞

【合格校】
岐阜県立衛生専門学校
四日市医師会看護専門学校

数学Ⅰの講義が、今まで受講した授業の中で1番分か
りやすかったです。看護学校受験に特化した講義で実績
もあったため、安心して受講することができました。
また受験で不安を感じたとき、教務スタッフの方が親身
に話を聞いて下さった上で、的確なアドバイスをしていた
だき、とても助けになりました。

【アドバイス】
とにかく基礎を大切にすることです！

※既卒生・・・高校を卒業してから受験をされた方

2022年４月入学 看護学校受験対策

※3科目セット・・・現代文/数学Ⅰ/英語の3科目受講

尾上愛寿沙（おのうえあずさ）さん
既卒生

合格メソッド単独受講コース4月生

【合格校】
公立春日井小牧看護専門学校

東京アカデミーが1番情報量があるのではないかと思い、受
講を希望しました。進路支援・面接練習・現役看護師講演会
合格体験報告会などが特に役に立ちました。各看護学校の問
題と解答、過去に受験された方の受験報告書の情報が豊富
で、受験対策をしっかり取れたことが良かったです。
【アドバイス】
志望校ごとの特徴を掴むことが大切です。そのために、情報
収集を効率良く行うよう意識しました。
勉強では、基本ができるように何度も繰り返し解いて覚えるこ
とが大事です。

森本開大（もりもとかいと）さん
現役生

夏期講習
週1日コース9月生＜ 3科目セット＞

【合格校】
公立瀬戸旭看護専門学校
まつかげ看護専門学校

就職する予定から急に看護師へ進路を変更したため、情
報を調べていたところ見つけたのが東京アカデミーでした。
早速夏期講習を受講し、その上で確信を持って通学講座の
受講を決めました。先生方の講義は、全体的に雰囲気が明
るく、とても良い環境で勉強できたなと感じています。
【アドバイス】
勉強になかなか身が入らない方は絶対にいると思うので、
それを解消するために計画を立てることが大事です。計画を
立てる時は、1か月ごとに立てると良いです。



今泉紀乃（いまいずみきの）さん
既卒生

週1日コース9月生＜ 3科目セット＞

【合格校】
中部労災看護専門学校

親戚の勧めで、東京アカデミーを選びました。願書
作成で困っていた時に相談に乗っていただいて、満
足のいく仕上がりにできたことが良かったです。決め
られた勉強時間を作ることができるので、通って良
かったと思っています。

【アドバイス】
一般入試を考えていらっしゃる方は、現代文・数学・
英語の対策ももちろん大切ですが、面接練習も同じ
くらい大切です！

川上幸美（かわかみゆきみ）さん
既卒生

週1日コース4月生＜ 3科目セット＞
小論文講座

【合格校】
津島市立看護専門学校
四日市医師会看護専門学校

勉強から長らく離れていたため、講義についていけるかどうか
不安でした。しかし、どの講義も基礎から分かりやすく、なるほ
どと理解できることばかりでした。難しい問題は先生に質問す
ると分かりやすく丁寧に教えてくださったので、解けるようになり
ました。

【アドバイス】
分からないところはそのままにせず、質問し復習することが大
事です。頑張った分だけ報われます！たまには息抜きもしてくだ
さいね。

白木理登（しらきりと）さん
既卒生

週3日コース4月生＜3科目セット＞

【合格校】
えきさい看護専門学校
まつかげ看護専門学校
尾北看護専門学校

基礎力を上げるのに、大変役に立ちました。教務スタッ
フの方からは、願書の添削から日頃の声掛けなど、十分
すぎるほど助けていただきました。
【アドバイス】
しっかり勉強する場所・時間を作り、やり続ける意識を

持つことが大切です。勉強は基礎的なことを忘れないこ
と！ Just do it.

藤谷翔輝（ふじたにしょうき）さん
既卒生

週3日コース4月生＜3科目セット＞

【合格校】
修文大学

看護学校の受験を考えたときに、東京アカデミーが真っ先に思い浮
かんだので選びました。先生方は丁寧に教えてくださって、とても分か
りやすかったです。高校生の頃は数学が苦手でしたが、数学の先生
のおかげで数学が楽しいと思えるようになり、1番好きな科目になり
ました！
模試の結果が思ったより良くなかった時も、教務スタッフの方が明る
く前向きになれるような言葉をかけていただき、やる気につながりまし
た。
【アドバイス】
浪人生はつらく、孤独感があると思いますが、同じ夢を持ったみんな
と切磋琢磨することができます。1年やり続ける覚悟を持ったのであ
れば、一生懸命やり続けてください。



大洞あい（おおほらあい）さん
既卒生

週3日コース4月生＜ 3科目セット＞

【合格校】
加茂看護専門学校
桑名医師会立桑名看護専門学校

看護学校を受ける方が受講する講座なので、モチベーションに
つながると思い受講しました。また、看護学校の情報を他の予備
校よりも多く持っているのも決め手のひとつでした。
講義では、どの講義も基礎から丁寧に教えていただきました。同
じ看護師という目標を持った仲間もでき、東京アカデミーでよ
かったと思っています。

【アドバイス】
講義が終わる度に、すぐ復習する癖をつけておくといいと思いま
す。

勝田春妃（かつだはるひ）さん
既卒生

週1日コース4月生＜3科目セット＞

【合格校】
西尾市立看護専門学校

オープンキャンパスに参加した時に、事務局スタッフの方たちが
優しそうだったので受講しました。数学がとても分かりやすく、1番
簡単な解き方を教えてくれました。英語はずっと苦手な科目だった
のですが、基礎から学び直すことができ、看護学校でよく出題さ
れる箇所も教えていただきました。今まで分からなかったところも、
東京アカデミーで勉強して問題が解けるようになり嬉しかったで
す。

【アドバイス】
個人面談で、事務局スタッフの方がこれから何を頑張ればいい
のか、小さな目標を立ててくれます。目標に向かって毎日少しずつ
勉強し、理解ができるまで繰り返すこと！

看護学校受験対策の講座があったのと、受講料も比較
的安価だったため選びました。面接練習・グループワー
ク・願書添削などの合格メソッドが1番タメになりました。
筆記試験対策以外にも対策をすることができたので、
通って良かったです。

【アドバイス】
過去問題の演習を繰り返ししてください。

濵口ひかる（はまぐちひかる）さん
既卒生

週1日コース4月生＜3科目セット＞
小論文講座

【合格校】
愛北看護専門学校
尾北看護専門学校

合格者の実績が多く、過去問や合格メソッドなど他にはな
い受験への対策がしっかりできると思ったからです。
面接練習の際に、自分の中で看護師への志望動機がしっ
かり固まっていなかったのですが、教務スタッフの方が一緒
に考えてくださいました。そのおかげで、本番ではしっかり芯
を持って自分の思いを伝えることが出来ました。

【アドバイス】
英単語や漢字は覚えるには時間がかかるため、毎日コツ
コツ積み重ねるのが本当に大切だと思いました。

石川裕基（いしかわゆうき）さん
現役生

夏期講習
週1日コース9月生＜数学1＞

【合格校】
中部看護専門学校
加茂看護専門学校



東京アカデミーが1番有名な予備校だと思ったため、
受講を決めました。また、名古屋駅から歩いてすぐの
場所にあることもよかったです。
合格メソッドでの面接練習では、他の方から見て指
導が受けられるので、良い機会になりました。過去問
題や受験報告書も参考になりました。

【アドバイス】
勉強する習慣を身に付けることが大事です。

奥城毬可（おくじょうまりか）さん
既卒生

週3日コース4月生＜3科目セット＞
小論文講座

【合格校】
西尾市立看護専門学校

インターネットで調べて良さそうだったため、オープンキャ
ンパスに参加した上で受講を決意しました。
勉強する習慣が身につき、成績が上がって自信がつきま
した。最終的には無事合格を手にすることができたので、
東京アカデミーに通ってよかったと思っています！！
事務局に行くと教務スタッフの皆さんや先生が親身に相
談に乗ってくださるので、いつも励みになりました。
【アドバイス】
1人で抱え込まずに、相談できる相手を1人でも作るとい
いと思います。先生や教務スタッフの方を頼りましょう。

鈴木杏実（すずきあんみ）さん
現役生

夏期講習
週1日コース９月生＜3科目セット＞

【合格校】
東三河看護専門学校
穂の香看護専門学校

母が過去に通っていたので、自分も受講したいと思いました。教

務スタッフの方が、志望理由を一緒に考えてくれた上に、受験を考
えている学校が大切にしている考え方なども教えてくださり、本当
に助かりました。
東京アカデミーでは幅広い年齢層の方と学ぶので、絶対に合格す
る！という思いが強くなります。たくさんの問題を解いて、コツや傾向
を掴めたことが良かったです。

【アドバイス】
メリハリをつけて勉強することが大切です。勉強ばかりだと疲れる
ので、たまに遊ぶことで気分をリフレッシュしていました。勉強したく
ない日でも、得意な科目から始めるとやる気が出てきました！

鶴田侑里（つるたゆり）さん
既卒生

夏期講習
週3日コース９月生＜3科目セット＞

【合格校】
東邦大学
戸田中央看護専門学校

濱田桃華（はまだももか）さん
既卒生

週3日コース4月生＜数学1・現代文＞

【合格校】
聖十字看護専門学校
ユマニテク看護助産専門学校

看護学校受験に特化した予備校だったからです。1人で勉強する

だけでは乗り越えられないと思ったからです。高校の時苦手だった
科目が、東京アカデミーの講義のおかげで分かるようになりました。
願書作成と面接練習は1人だとどうにもならなかったので、教務ス
タッフの方のアドバイスやフォローのおかげで最後までやり切ること
ができたと考えています。

【アドバイス】
困ったことや疑問に思ったことは、東京アカデミーで相談するとい
いです。
また、勉強することを日々の習慣にして、毎日コツコツすることが大
切だと思います！



加藤優梨愛（かとうゆりあ）さん
既卒生

週3日コース4月生＜3科目セット＞

【合格校】
専門学校愛知保健看護大学

看護学校受験を目指すため、過去問題が豊富に揃って
いる東京アカデミーを選びました。英語の基礎が分かって
なかったため、基礎からしっかり学び直すことができました。
教務スタッフの方に面接練習や願書添削をしていただき、
本当に助かりました。何を聞いても優しく教えてくれるし、
「自分は自分だよ！」という言葉は今でも印象に残ってい
ます。
【アドバイス】
何が何でも休まず通い続けることが大切です！1科目2
時間の講義なので、休み続けると後れを取ってしまいます。

小椋湧也（おぐらゆうや）さん
既卒生

週1日コース4月生（3科目セット）

【合格校】
まつかげ看護専門学校

名古屋駅からのアクセスも良く、通いやすかったことが
魅力でした。現代文の講義が1番タメになり、自分で学
習をするだけでは知ることのなかった知識や考え方をた
くさん学ぶことができました。
また教務スタッフの方々には、本当に様々な面から配慮
していただき、心の支えになっていました。東京アカデ
ミーを選んでよかったです。
【アドバイス】
毎日コツコツと勉強を続けましょう。面接を控えている
方は、合格メソッドの面接練習でしっかり練習すると良
いと思います。

🌸🌸合格おめでとうございます🌸🌸

勉強、志願書の作成、面接練習と本当に大変だったかと思います。
目標を持って東京アカデミーに通い続け、出会った仲間たちと乗り越えたことで
合格という大きな結果を得ることができましたね。

看護師になる夢や目標を叶えるためには、ここからが本番です！
最高学年時には、国家試験も待っていますね。
こちらもかなり大変ですが、アカデミーで「勉強の仕方」を学んだ皆さんならきっと大丈夫！
今まで身に着けた力を信じて、自分らしく輝き続けてください✨

東京アカデミー名古屋校 看護科スタッフより

2023年4月入学を目指したい⚡⚡

2022年度試験対策/看護学校受験対策通学講座
週3日コース・週1日コースの詳細は
こちらをクリックまたはタップ👆

https://www.tokyo-ac.jp/school/tokai/nagoya/course-list/exam/kangogakko_tsugaku/

