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冬期集中講座 教室対面

東京アカデミーオリジナル予想問題 ( 本試験 1.5 回分の問題数 ) を使用し
て本番形式で実践！解説講義で総仕上げを行います。過去問だけでは対応
困難な新しい問題も攻略し、得点率アップを目指す講義です。

弱点を克服し、苦手科目でも得点力アップ！専門分野別｢科目別強化テキ
スト｣を使用し、重要事項の解説と演習を行います。苦手科目で、あと2～
3問のカバーを狙いましょう。

＜限定教材＞

「冬期講習テキスト｣を
無料配付します
「冬期講習テキスト｣を
無料配付します

東京アカデミーオリジナルテキスト東京アカデミーオリジナルテキスト

冬期集中講座のメインコース！解剖→疾患→看護のつながりを意識した講
義は予備校ならでは！夏期集中講座では扱わなかった疾患にも触れるの
で、より幅広い学習が可能になります。

19,500円(税込)受講料

教材費

日　程 12/24(土)・12/25(日)・12/26(月)
時　間 10:00～16:00

7,000円(税込/ オープンセサミ①～⑤)

15,000円(税込)

2/1(水)・2/2(木)・2/3(金)

10:00～16:30

頻出 check 全科目対策

科目別強化トレーニングゼミ 予想問題チャレンジ

※画像は昨年度のものです。

＜限定教材＞

「必修対策冬期テキスト｣
を無料配付します
「必修対策冬期テキスト｣
を無料配付します

東京アカデミーオリジナルテキスト東京アカデミーオリジナルテキスト

必修問題は取りこぼしが許されません。出題基準の目標Ⅰ～Ⅳまでの全て
を取り扱った丁寧な学習で、合格ライン8割正答を確実なものにいたします。

頻出 check 必修対策

各6,500円(税込)受講料

教材費

日　程【傾向と対策】12/4(日)
【問題演習 】12/11(日)

時　間 10:00～16:00

1,600円(税込 / オープンセサミ①)

※【問題演習】受講者のみに配付いたします。
※画像は昨年度のものです。

日　程

時　間

受講料

教材費

受講特典
「おてがるチェック」
詳細は裏面をご覧下さい。

受講特典
「おてがるチェック」
詳細は裏面をご覧下さい。

無料

「予想問題テキスト｣を
無料配付します
「予想問題テキスト｣を
無料配付します

東京アカデミーオリジナルテキスト東京アカデミーオリジナルテキスト
＜限定教材＞

※画像は昨年度のものです。

※【必修】の2日間は同じ内容です。いずれかを選択し、お申込みください。

最後の一押しであと10点アップ！国家試験専門講師作成のオリジナルレ
ジュメを使用し、必ず押さえておきたい最重要事項の確認を行います。

ラストチェック

受講料

教材費

日　程

10:00～16:00時　間

無料

最終確認･データ整理の決定版！受講者から「神冊子」と称された一問一答型
ラストチェックは会場に持ち込める優れもの！全受講生が自信を持てるよう
になる講義です。

6,500円(税込)

2/7(火)

ザ･ファイナル

日　時

受講料

教材費 無料

＜限定教材＞

「ザ・ファイナルテキスト｣を
無料配付します
「ザ・ファイナルテキスト｣を
無料配付します

東京アカデミーオリジナルテキスト東京アカデミーオリジナルテキスト

※画像は昨年度のものです。

受講特典
「おてがるチェック」
詳細は裏面をご覧下さい。

受講特典
「おてがるチェック」
詳細は裏面をご覧下さい。

鹿児島校

3,700円(税込/ オープンセサミ①②)

13,000円(税込)

10:00～16:00

受講料

教材費

日　程

時　間

＜限定教材＞
東京アカデミーオリジナルテキスト東京アカデミーオリジナルテキスト

「科目別強化テキスト｣を
無料配付します
「科目別強化テキスト｣を
無料配付します

【人体･疾病】1/7(土)･1/9(月･祝)

※画像は昨年度のものです。

WEB自己採点 を取り入れた講義を行います！
予想問題のご自身の解答をHP上の専用フォームに入力すると、
得点や受講生の順位、平均点、受講生がどの選択肢を選んだかを
示す設問ごとの選択率を確認することができます。
予想問題チャレンジは全国で実施しているため、解答入力状況
(参加人数)はリアルタイムで更新されます！

10:00～16:00時　間

血液･心臓･肺 内分泌･腎臓

1/22(日) 1/29(日)
必修

1/15(日) 1/21(土)
脳･神経･消化器

2/5(日)

1科目 6,500円(税込)

遠方にお住まいの方、日程の都合により受講が難しい方

は、Zoomオンライン冬期集中講座をご検討ください！
※詳細は別紙または裏面下部の二次元コードからご確認ください。



《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。
※はじめてのお申込みの際は会員登録(無料)が必要と
なります。
※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】鹿児島校
【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。

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！ /
「アカデミ子ちゃん」
スタンプ第 4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 !

[受付時間] (平　日）  11：00～19：00　(土日祝)     9：00～19：00

鹿児島校

頑張る看護師･看護学生を応援！東京アカデミーオリジナル
キャラクター｢アカデミ子ちゃん｣の LINEスタンプ第 4弾！
さらに、オリジナルキャラクター｢デミの助｣も LINE スタンプ
に登場！
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 5 種類販売
しています！

NEW

「デミの助｣スタンプ

NEW

〒892-0842
鹿児島市東千石町14-10　天文館NNビル6F

0120-220-731

教材費に
ついて

留意事項

＊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は不要です。
　まだお持ちでない方はご購入ください。昨年度のオープンセサミは使用できません。

　[ オープンセサミ価格表 (税込 )］

冬期集中講座 受講特典

『おてがるチェック』

※画像は昨年度のものです。

「頻出 check 全科目対策」「頻出 check 必修対策」
受講の方に配付いたします。

最新の｢国民衛生の動向｣を踏まえ、最新
衛生統計や関係法規のポイントを分かり
やすく解説した便利な資料集です。

セサミ①

セサミ②

セサミ③

セサミ④

セサミ⑤

1,600円

2,100円

1,100円

1,100円

1,100円
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＊終日 ( 午前から午後にかけて ) 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。
＊手続き完了後は受講コース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。
＊解約を希望される場合は、｢申込規約｣に記載の解約規定をご参照ください。
　｢申込規約｣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｣から
　ご覧いただけます。
＊天候不良による休講については弊社ホームページならびに各校ブログでご確認ください。

第112回看護師国家試験

解答速報＆自己採点会解答速報＆自己採点会
無 料

第112回看護師国家試験終了後、東京アカデミーHP上で自己採点会を実施します。
事前申込み不要、みなさまのご参加をお待ちしております !

東京アカデミー申込規約
スマホからの確認はコチラ
(PDF が開きます )

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=850

