
オンライン
冬期集中講座も
ご用意しています。

詳細は別紙を
ご覧ください！

第112回看護師国家試験

冬期集中講座冬期集中講座教室対面講義

頻出check 全科目対策
試験に必要な全科目の知識をオリジナルテキストで総まとめ！この講座で試験科目全体を確実におさらいできます。
夏期集中講座では取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です。

【個人申込】32,000円(税込)　【学校団体･グループ申込】25,600円(税込)受講料

教材費/使用教材

＜限定教材＞

冬期講習テキスト冬期講習テキスト
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。

ザ･ファイナル
確認＆データ整理の決定版！受講生から「神冊子」と称された一問一答型ラストチェックは、試験会場にも持ち込める優れもの。
短時間で試験科目全体の見直しをして、不安を自信に変えて試験へ臨みましょう！

合格発表日を最高の喜びと嬉し泣きの日にするために、東京アカデミーの教室対面講義で
“ココ出る！わかる！解ける！” を体感しながら学んでいきましょう。
合格発表日を最高の喜びと嬉し泣きの日にするために、東京アカデミーの教室対面講義で
“ココ出る！わかる！解ける！” を体感しながら学んでいきましょう。

【オープンセサミ看護学①～⑤】7,000円(税込)
【冬期講習テキスト･おてがるチェック 2022】無料

＜受講特典＞

おてがるチェック
2022
おてがるチェック
2022

無料配付教材

頻出 check 必修対策
取りこぼしが許されない必修問題の出題基準目標Ⅰ～Ⅳまで、小項目に沿って必須事項をチェックしていきます。
対面講義だからできる丁寧な解説を通し、本試験での正答率 90％以上を目指します。

【個人申込】13,000円(税込)　【学校団体･グループ申込】10,400円(税込)受講料

教材費/使用教材

会 場 日 程

1/4(水)・5(木)

時 間

仙台校

青森校

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

＜限定教材＞

必修対策冬期テキスト必修対策冬期テキスト
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。

申込締切日

12/28(水)

【オープンセサミ看護学①②】3,700円(税込)
【必修対策冬期テキスト･おてがるチェック 2022】無料

＜受講特典＞

おてがるチェック
2022
おてがるチェック
2022

無料配付教材
時間数

2日間 10時間

2日間 10時間12/24(土)・25(日) 12/21(水)

【個人申込】5,000円(税込)　【学校団体･グループ申込】4,000円(税込)受講料
教材費/使用教材 【ザ･ファイナルテキスト】無料

※①②③ともに同内容の講座となります。

＜限定教材＞

ザ･ファイナルテキストザ･ファイナルテキスト
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。

無料配付教材

仙台校：佐藤 尚子 講師
これまでに皆さんがやってきた国家試験対策をこの冬期集中
講座で体系的にまとめていきましょう。人体･疾病は難しい科
目かもしれませんが、看護の根拠を導く大切な知識です。だ
から国家試験があるのです。私も十数年前、東京アカデミー
の冬期集中講座を受講し、合格しました。受講生の皆さんの
気持ちになって授業を進めていきますので、「わかる｣「わかっ
た！｣を一緒に体感しましょう。

仙台校：佐藤 奈緒美 講師

仙台校：中村 恵 講師

青森校：久保 真美 講師

試験直前の半日完結講座！
東京アカデミーで

最終チェックをしよう！

★私たちが講義を担当します★★私たちが講義を担当します★ 試験直前期の限られた時間を最大限に活用できるようサポートします！

受験生の皆さん、国家試験対策は順調に進んでいますか？
今回の冬期集中講座では、「どうしてそうなるのか」という
根拠を明確にしていくことで、暗記だけではない確実な知
識にしていきます。試験直前期で焦っている方もいらっしゃ
るかと思いますが、受験生の皆さんが安心して国家試験に
臨めるよう、全力でサポートしていきます！さぁ、一緒に
ラストスパート駆け抜けましょう。

学校の試験、実習、友達とのやり取り…やる事がいっぱいで、
「あっという間に冬休みになった！｣と感じる方も多いかもしれ
ません。でも大丈夫！ここから挽回！不安に押し潰されていて
は、先には進めません。出題基準をしっかり確認しながら、苦
手を無くしていきましょう。講義では頻出問題を確実に解ける
ように、覚える事と理解する事の要点を絞って学びます。焦り
や不安は幻！やるべき事をやって自信をつけていきましょうね。

東京アカデミーの講師陣はいつでもあなたたち受験生を応援
しています！試験対策において、｢曖昧さ｣が一番の敵となりま
す。看護師国家試験に向けて、曖昧な部分をより明確にでき
るように最大限サポートしていきます。そのためにも、｢分か
らないところを決してそのままにしない！｣を常に意識してい
きましょう。いつでもあなたたち受験生を応援していきます
ので、一緒に頑張りましょう。

※仙台校･青森校ともに同内容の講座となります。

会 場 日 程

2/10(金)

時 間

仙台校①

仙台校②

13:30 ～ 16:30
  9:30 ～ 12:30

申込締切日

2/7(火)

時間数

3 時間

3 時間

2/11(土)仙台校③ 13:30 ～ 16:30 2/8(水)3 時間

2/11(土) 2/8(水)

コースNo.

SE-31

SE-32

SE-33

※仙台校･青森校ともに同内容の講座となります。

コースNo.

SE-21

AO-21

会 場 日 程 時 間

仙台校

青森校

10:00 ～ 16:00
10:00 ～ 16:00

申込締切日

12/21(水)

時間数

5日間 25時間

5日間 25時間

12/24(土)～28(水)

12/27(火)･28(水)・1/4(水)～6(金) 12/24(土)

コースNo.

SE-11

AO-11



《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＞

右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】「仙台校」「青森校」から選択
【分　　類】短期(Zoom講座含む)　
→「申込可能講座検索」をクリック/タップ

★講座は全て弊社WEBサイトからのお申込みとなります。
★お申込みおよび受講料等のお支払いは各講座「申込締切日｣までにお願いいたします。
★使用教材は講座当日に各会場にてお渡しいたしますが、事前受取りをご希望の場合はお申込受付校へご相談ください。なお、「ザ･ファイナル｣の使用教材は当日のお渡しのみとなります。
★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。

≪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：消化受講料の金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。

※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。
※各講座「申込締切日」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 !
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

■仙台校　〒980-6127  仙台市青葉区中央 1-3-1  アエル 27F　　　　　☎022-263-0731
■青森校　〒030-0801  青森市新町 1-1-14  損保ジャパン青森ビル 2F　☎017-774-1515携帯･PHS

からでもOK

お申込み注意事項

■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。

学校団体申込割引
グループ申込割引 20％off

▲詳細はコチラ
コードを読み取り
校舎のリンクを選択

みんなでお得に受講しよう！東北地区・新潟県内学校在籍の現役生支援プログラム

■割引の適用条件
学校団体申込　・・・　在籍している学校のご担当先生によるお取りまとめ
グループ申込　・・・　お友達同士で、代表の学生さんによるお取りまとめ
※5 名以上でそれぞれが受けたい日程の講習を同時申込で割引が適用となります。
※グループ申込の場合、在籍学校は問いませんが、対象は東北地区および新潟県内の学校在籍者となります。

■注意事項
期日までに申請のあった申込者のうち 5名以上の入金が確認できない場合、割引は適用になりません。
また、ご入金後に受講キャンセル等で申込者が 5名を下回る場合も割引適用外となり、一般受講料との差額をお支
払いただく形となります。

受講料

対面講座だから、
一体感のある雰囲気

対面講座だから、
臨場感のある講義

対面講座だから、
講師との距離が近い

対面講座だから、
分からないことも即解決

同じ目標を持つ仲間が集い、同じ場所で同じ時間を共有することで
生まれる一体感により、自ずとモチベーションもアップ！
目指すは「合格」のみ！

「合格してほしい！」という講師の思いがあふれる講義。その熱量が
ダイレクトに感じられるからこそ、理解度も飛躍的に上がること間
違いなしです。

講義中も講師は皆さんの表情や反応を見て、常に理解度をチェック。
できる限り、休憩時間や講義後にお声掛けしますので、講義に関す

る疑問点、受験のお悩みなど、どんどん相談してください。

「こんな基本的な事聞いてもいいのかな…」という遠慮は不要！
「ここが理解できなかった」「聞き逃したアノ部分、もう一度説明し

てほしい」といった要求にもしっかり対応します。

対面講座だから
できること

オンライン講座もいいけれど、
対面講座だから感じられる高揚感を

ぜひ体験してください！

https://my.ptsc.jp/tokyo-academy/OnlineRequest/movWebMoushikomiKoozaKosyaSelScr?kouza=501

