東京校
2022 年度受験対策 (2023 年 4月入学試験対策 )

助産師･保健師
学校受験

秋 冬 期 講 習
！
ラストスパート

東京アカデミーの秋冬期講習で試験前の
最終チェックをしましょう！

★看護学分野別･出題形式別講座
★志望校別対策講座
★小論文講座

助産師･保健師学校受験対策 秋冬期講習は対面式 ( 教室内受講 ) です。
校舎にお越しいただき、対面式で講義を実施いたします。同じ目標を持つ受
験生と一緒に、適度な緊張感を持って講義に臨むことができます。弊社では
以下の感染予防対策を行い、安心･安全な受講環境の整備に取り組みます。
★各クラスの定員を座席数の 60％に。ソーシャルディスタンスを確保！
★座席の消毒、十分な換気、受講日当日の体調確認で万全の予防対策！
※マスク着用で講義にご出席ください。
※当日の朝検温し、体調のすぐれない方は受講をご遠慮ください。

social distance

東京アカデミーの助産師・保健師学校受験 秋冬期講習は、分野ごと・形式ごとに的を絞った講座から、知識の
総まとめ講座、志望校限定対策講座までラインナップも多彩！入試頻出かつ受験生が苦手と感じている問題
を試験直前に解くことで、合格に必要な学力を身につけます。

東京アカデミー秋冬期講習の特長
看護学分野別･
出題形式別講座

テーマを絞った
小論文講座

幅広い分野を細分化して学習した
り、出題が予想される形式に沿っ
て学習したりすることで苦手を克
服し、看護師国家試験対策では身
につかない箇所まで対策します。

「少子化」や「児童虐待」など本
試験頻出テーマに的を絞り、小論
文を書くための知識・時事を習得
し、実際に書く作業から添削まで
行なうことで、短期間で正しい知
識の使い方や実践力を養います。

【該当講座 No.】
T-3、T-4

【該当講座 No.】
T-7

志望校別対策講座
毎年数多くの受験生を集める、母
子保健研修センター助産師学校・
神奈川県立衛生看護専門学校を中
心に頻出・予想問題を解くことで、
ラストスパートをかけます。
【該当講座 No.】
T-1、T-2、T-5、T-6

その他、志望校アドバイスなど受講期間中随時実施！
※願書添削および面接練習は冬期講習生は対象外です。

2021年度 東京校受講生合格実績
あびこ助産師専門学校

中林病院助産師学院

母子保健研修センター助産師学校

帝京大学（助産学専攻科）

日本赤十字社助産師学校

東京医療保健大学（助産学専攻科）

早稲田医療技術専門学校（保健学科） 神奈川県立衛生看護専門学校(助産学専攻科)

東京都立大学（助産学専攻科）

※2022年4月現在の結果です。
※東京校助産師･保健師学校受験対策夏期講習受講生の合否報告によるものです。

オリジナル教材
看護学の全範囲をコンパクトにまとめた東京アカデミーオリジナルの参考書です。
毎年受講生に大好評をいただいています。
※T-1 〜 T-4 講座ではオープンセサミ看護学①〜⑤を使用します。教材をお持ちでない方はご購入お願いします。

｢オープンセサミシリーズ｣
①専門基礎科目･基礎看護学･看護の統合と実践
②成人看護学
③在宅看護論･老年看護学･精神看護学
④小児･母性看護学
⑤健康支援と社会保障制度

・・・1,600 円
・・・2,100 円
・・・1,100 円
・・・1,100 円
・・・1,100 円

助産師･保健師学校受験対策講座

秋冬期講習
看護学
講座 No.

開講講座･受講料一覧

担当講師：伊藤講師
講座名

講座内容

T-1

直前対策！
日赤対策講座

「日 本 赤 十 字 社 助 産 師 学 校 『直 前 看 護
学』」を開講いたします。受験直前を控え
たこの時期に、総仕上げ編として、基礎
から応用までの範囲を学び多くの加点を
目指します。

T-2

直前対策！
母子保健･あびこ･
中林助産対策講座

「問題の傾向が似ている母子保健研修セン
ター・あびこ・中林助産師学校の『直前
看護学』」を開講いたします。受験直前を
控えたこの時期に、総仕上げ編として、
基礎から応用までの範囲を学び多くの加
点を目指します。

T-3

T-4

母性小児総まとめ講座

学校受験直前を控えたこの時期に、「母性
看護学」・「小児看護学｣の基礎知識確認や
入試出題レベルの重要知識を確認し､キー
ワードを見抜く力を養うことで、解答力
の強化を図り､得点力アップを目指す講座
です。

保健師学校受験対策講座

保健師学校の受験に特化した講座になり
ます。保健師学校で出題されやすい分野
を中心に講義を実施するため、保健師学
校志望の方のみ対象の講座となります。

日

時

10/8(土)･10/9(日)
10:00 ～ 18:00

12/3(土)･12/10(土)
10:00 ～ 18:00

12/17(土)･12/18(日)
10:00 ～ 17:00

11/19(土)･11/26(土)
10:00 ～ 17:00

使用教材※

総時間数

受講料

14 時間

28,000 円

①②④⑤

14 時間

28,000 円

①②④⑤

12 時間

24,000 円

①②⑤

12 時間

24,000 円

①③⑤

( オープンセサミ )

※指定のオープンセサミを使用しますので、お持ちでない方はご購入お願いします。詳細は左ページ「オリジナル教材」をご確認ください。

小論文
講座 No.

担当講師：橋講師
講座名

講座内容

T-5

母子保健対策
小論文 ( 応用編 )

母子保健研修センター助産師学校で過去に出題され
たテーマをもとに、対策を行う講座です。（夏期講習
の内容とは異なります）

T-6

日赤対策小論文 ( 応用編 )

日本赤十字社助産師学校で過去に出題されたテーマ
をもとに、対策を行う講座です。（夏期講習の内容と
は異なります）

T-7

入試直前最終チェック
小論文

人気校の過去問題や予想問題を用いて、実践的にポ
イントを掴んで書く作業を繰り返します。添削指導
付きです。
添削回数）2 回

日

時

11/20(日)
13:00 ～ 18:00

10/23(日)
13:00 ～ 18:00

11/6(日)･11/13(日)
13:00 ～ 15:30

総時間数

受講料

5 時間

10,000 円

5 時間

10,000 円

5 時間

10,000 円

＊秋冬期講習受講対象者は、2022 年度入試受験者が対象となります。（2023 年度以降の受験者は対象外です）。
＊使用するテキストは全て講座開講日に配付いたします。
＊カリキュラムは変更となる場合があります。予めご了承ください。

《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。

☆希望講座：
「助産師･保健師学校受験」
☆希望校舎：｢東京校｣
☆分
類：
「短期(Zoom講座含む)」
表示された講座からご希望の講座を選
択してお申込みください。

クリック or タップ
お支払い方法のご案内

！

◆クレジットカード決済

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。
・ミニストップ
・ファミリーマート

※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。

＊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。

◆コンビニ決済

・セブンイレブン
・セイコーマート

お申込み後、受付完了メールを自動送信
します。

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
・デイリーヤマザキ

●秋冬期講習は全て弊社 WEB サイトからのお申込みになります。校舎窓口、郵送での受付は対応しておりません。
●受講料には消費税および教材費が含まれています。
●受講料は、申込手続時に全額納入してください。
●手続き終了後の受講コースの変更は原則としてできませんので、予めご了承ください。
●秋冬期講習受講対象者は、2022 年度入試受験者が対象となります。（2023 年度以降の受験者は対象外です）。
●申込手続き完了後に契約の解除を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかかわらずメール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、定員締切の場合を除き、消費者契約法に基づく弊社規定に則り、返金いたします。弊社からの返金は金融機関への振込
にて行い、振込手数料はご負担いただきます。
【解約規定】
①講座開講前の解約→解約手数料としての受講料 10%
②講座開講後の解約→教材費・消化受講料の全額と解約手数料として未消化受講料の 30%
①②について消化受講料、未消化受講料は、解約の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。
※講座実施後は、実際の受講の有無にも関わらず、解約の申請受理日以前の講座については「受講済」といたします。
●教材は全て講義当日の配布となります。
●願書添削および面接練習については冬期講習生は対象外です ( 通学講座生に限ります )。

お手続き前に必ずご確認ください
･受講申込人数が以下の最小催行人数に満たない場合は、講座の開講はいたしません。また、講座開講の有無は開講日の 7 日前に弊社にて判断いたします。
【通学講座・短期講習】5 名
･秋冬期講習受講対象者は、2022 年度入試受験者が対象となります。（2023 年度以降の受験者は対象外です）。
･お申込予定の講座の通学時間帯・日数・期間・受講科目をご確認ください。
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。
･弊社は、冬期講習においては、「生講義」を基本として講座提供しております。
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込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。また、受講にご不安な方はガイダンス・個別相談へご参加ください。
･弊社の通学講座以外の講座（短期講習等）は通学講座と講義内容が一部重複することがありますことをご了承ください。
･試験要項の実施が発表され、試験制度に変更があった場合の返金等は、弊社の解約規定に則り実施いたしますことをご理解ください。
･入会に際し「東京アカデミー申込規約」をご確認いただき、解約規定についてもご理解ください。

申込規約の確認はコチラ
(PDF が開きます )▼

販売業者
株式会社東京アカデミー
本
店： 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町 8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース 34 階 ☎06-6345-0731
東 京 校： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-8-1 新宿ビルディング 9 階 ☎03-3348-0731
販売総責任者
代表取締役 佐川 泰宏 ( 上記法人全て )

《お問合せ先》

東京校

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-8-1
03-3348-0731

新宿ビルディング9階

発行日 :2022 年 9 月 7 日 / 有効期限 :2022 年 12 月 17 日

