


東京アカデミーでは、全国32拠点での通学講座の提供だけに留まらず、様々な形で看護師国家試験合格に
向けた教育サービスを提供しています。 ※第106回国家試験のデータになります。第107回の結果は判明次第、公表いたします。

全国各地で国試対策を実施
全国32校の東京アカデミーのほか、全国各地の外部会場および多数の大学・専門学校・高等学校
の学校内にて「看護師国家試験対策講義」を実施しております。それぞれの時期に応じて、講義
内容、回数、使用教材、付帯フォロー内容を総合的に企画し運営にあたります。

東京アカデミー32校並びに36の外部会場、全国合計68拠点
にて試験対策を実施しております。
【36の外部会場開催地】 
帯広、釧路、室蘭、苫小牧、弘前、八戸、盛岡、郡山、水戸、土浦、甲府、松本、宇都宮、前橋、長岡、沼津、浜松、豊橋、富山、福井、和歌山、姫路、
三原、周南、徳島、高知、倉敷、津山、新見、福山、米子、山口、宇部、佐世保、宮崎、沖縄

全国47都道府県中₄₀の都道府県にて試験対策を実施しています。
北海道、青森、宮城、秋田、岩手、福島、埼玉、千葉、東京、神奈川、茨城、山梨、長野、栃木、群馬、新潟、静岡、愛知、石川、富山、福井、京
都、大阪、和歌山、兵庫、岡山、広島、鳥取、山口、徳島、高知、香川、愛媛、福岡、熊本、鹿児島、大分、宮崎、長崎、沖縄

国家試験会場となっている11都道府県（試験会場近郊）にて

試験前日講習『ザ・ファイナル』を開催！
すべての国試試験地で開催!!
北海道、青森県、宮城県、東京都、
愛知県、石川県、大阪府、広島県、
香川県、福岡県、沖縄県

豊富かつ大人気の国試対策教材
東京アカデミーでは試験合格のためのわかりやすい参考書、的を射た問題集のほか、受験生限定のオリジナルテキストを東京アカ
デミーグループの株式会社TAネットワークで作成しています。教材はすべて弊社オリジナルでの提供です。

大人気！ 受験生70％が正解の問題だけを過去5年分 Pick up!
『看護師国家試験 高正答率過去問題集』
◆『高正答率過去問題集』とは……
東京アカデミーが国家試験終了後に受験者のご協力をいただいた本試験データをもとに、70％以上の受験生が正解した問題だけ
を5年分掲載した問題集です。本試験で出題された良問（プール制に対応）、つまり「これがわからなければ合格が難しい問題」を確
実に解けるようにすることを目的に作られています。

◆なぜ₇₀％なのか……
看護師国家試験は、合格率が90%前後と高水準です。多くの人が解ける問題を落とさないことが国家試験突破の大前提なのです。
受験生の自己採点集計結果により、正答率70％以上の問題を全問解けた人は合格ラインに達することが弊社調べによって実証さ
れています。また、過去5年の本試験でも一般・状況設定問題190問のうち、正答が70％を超えれば合格ラインに到達できること
を厚生労働省発表の数値からも読み取れます。

「東京アカデミー看護師国家試験正答率70％」は東京アカデミーの登録商標です。

ランキング　Amazon および Amazon.co.jpは Amazon.com. Ink. またはその関連会社の商標です。

 「でた!でた問 102～106回試験問題 看護師国家試験 高正答率過去問題集」

書籍総合 試験対策 部門
（201８/2/6調べ） 第1位!!

書籍総合
看護師国家試験 部門

（201８/2/5・6調べ）
第1位!!

書籍総合 試験対策 部門
（201８/2/7調べ） 第1位!!

書籍総合
看護師国家試験 部門

（201８/2/7調べ）
第1位!!

東京アカデミーでは、問題集を含め全₃₄種類という豊富なオリジナルテキストで各種講義を実施
しております。（うち1種類は看護学校低学年対策のものです。）

実際の講義の様子です。
全国合計68拠点

40
都道府県

自己採点結果ご提供者 ₂₀,₅₁₄名
第106回国試全国受験者（62,534名）のなんと、₃分の₁！

34種類

『覚えて得する
BOOK』

『おてがるチェック』

※画像は一部昨年度のものです。『看護学オープンセサミシリーズ』

第106回国家試験合格実績 
全国の東京アカデミーでは通学講座、短期講習の他、あらゆる大学・短大・専門学校・高等学校に対し学校内で実施する学校内講座
を提供し、毎年多くの受験生にご活用いただいております。

東京アカデミー受講生の合格者数は21,271名、全国の合格者数が55,367名
なので、全国の合格者に占める東京アカデミー受講生は38.42％です。
※合格実績は東京アカデミーコース生のみの人数です。

第105回
19,636名 ⇒

第106回

21,271名
対前年度

8.33％ UP!!

全国の既卒受験者
（厚生労働省発表データより）

この中で…

東京アカデミーの講座を
受講した既卒受験者

合格者数 2,190名
＝ 合格率
35.59%

合格者数 651名
＝

合格率
60.22%受験者数 6,153名 受験者数 1,081名

模擬試験受験者数実績 

全国の大学・短大・専門学校・高等学校に対し、生徒・学生への指導の一つとして、全国公開模擬試験を提供しています。

第105回
127,525名 ⇒

第106回

132,999名
東京アカデミーの全国模試（必修模試＋第1～3回
模試の合計4回）受験者数はのべ132,999名であり、
業界最多です。

東京アカデミーの第3回全国模試の受験者数が
45,683名なので、全国の受験者数62,534名のうち約
4人に3人のの受験者が東京アカデミーの第3回全
国模試を受験していたことになります。

第105回
597校 ⇒

第106回

622校
看護大学217校、看護師3年課程543校、合計760校中の622校（81.84％）で東京アカデミー
の模擬試験をご利用いただいています。

合格者占有率
38.42％

合格者の
約3人に1人以上が
東京アカデミー
受講生です。第104回

31.03％

第105回
35.33％

東京アカデミー受講生
合格者数

東京アカデミー受講生
第106回国試合格者数

史上初!!
合格者数₂万人超え!!

既卒受講生
合格率
60.22％

業界
最多 132,999名

受験者
占有率
73.05％

約₄人に₃人が
東京アカデミー模試を受験

本試験会場を使用して
第3回模擬試験を実施した様子です。

模試受注

81.84％
約₅校に₄校が利用
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第106回看護師国家試験

合格体験談
第１０６回看護師国家試験合格者
５５,３６７名中、東京アカデミー合格者 21,271名
※東京アカデミーコース生のみ人数。模擬試験のみ受験者、出版教材のみ購入者、資料請求者、情報提供、ガイダンスのみ登録者は含んでおりません。

看護師国家試験に合格された方の約3人に1人以上が東京アカデミーの通年講座を利用しています！

札幌校 受講生の声 

函館校 受講生の声 

旭川校 受講生の声 
アカデミー生は
大健闘

断トツの合格実績！

祝合格

第106回 看護師国家試験 合格　高橋　美果さん（北海道看護専門学校出身）
私は、学校で行っている模擬試験でほとんどDランクの判定でした。そのため、東京アカデミーの夏期講習、Dラン
ク講習、冬期講習、科目別強化ゼミ、直前演習、超直前を受講することにしました。講座ではオープンセサミの教材
を使って丁寧にわかりやすく教えて下さり、勉強方法が身に付きました。また、講義内容の復習をすることにより、
模擬試験の結果があがりました。勉強方法に戸惑いを感じていたり、成績に不安を感じていたりする人は、東京アカ
デミーの講座を受けることをオススメします。本当にありがとうございました。

現役
合格

短期講習会受講

第106回 看護師国家試験 合格　遠藤　成未さん（北海道立江差高等看護学院出身）
私は勉強方法が定まらず、模試でも全く合格ラインには踏み込めなかったため、自分1人で学習していく自信があ
りませんでした。仕事をしながらでしたので、まずは夏期講習会を受講し、その後は9月生として日曜コースに入校
し学習をしました。講師の先生はとても熱心に講義してくださり、講義終了後も分からないところは時間をかけて
教えてくださいました。また、アカデミーで出会った友達と教えあったり、励ましあったりすることで、安心感や自
信が生まれました！国試直前は、分からないことがあれば講義終了後の先生の後ろを追いかけて質問しに行きました。
急な質問でも優しく丁寧に教えてくださったので、不安を自信へと変えることができました！私は第105回看護師国
家試験に受かることが出来ず、第106回が2度目の国家試験でした。しかし、先に述べた東京アカデミーでの学習があっ
たからこそ、合格への道に進めたと思っています。第107回を受験するみなさん。不安でいっぱいだとは思いますが、
全力で学習すれば合格は掴み取れます！みなさんが合格出来ることを祈っています！頑張ってください！

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　志田　真波さん（北海道医療センター附属札幌看護学校出身）
わたしは実習がある中で十分に勉強が出来ないこと、模試を受けても受けても結果が出ないことなど、国家試験
に対して大きな不安を抱えていました。先生に相談したところ、東京アカデミーを紹介してくださり、通うことを決
めました。講義はとてもわかりやすく、毎年国家試験で問われているところ、覚えにくいところなどを基礎から丁寧
に教えてくださいました。特にわたしは、必修問題の点数が伸びなかったので、基礎から学ぶことで理解が深まりま
した。わからないところは積極的に質問して解決することで、先生に質問したことがアクションとなり、忘れにくく
なると思います。おかげで第106回看護師国家試験に合格することができ、必修も満点をとることができました。先
生方は必ず力になってくれます。合格目指して頑張ってください。

現役
合格

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　大川原　孝美さん（日鋼記念看護学校出身）
私は効率良く学習したいと思い東京アカデミー札幌校に入会しました。入会前に面談があり、そのとき先生に「絶
対受かるから大丈夫」と言われ、1年間その言葉を信じ勉強に励みました。実際に講義を受けてみて、語呂や身近な例
えを用いて講義をして頂き、苦手であった解剖生理やその他の科目を深く理解することが出来ました。また質問す
ると私が分かるまで説明して頂き安心感と自信に繋がりました。
東京アカデミーは私にとって心の支えであり、大変強い味方でした。今回難しいと言われていた看護師国家試験
を合格できたのは本当に東京アカデミーのおかげです。改めて受講して良かったと思いました。1年間ありがとうご
ざいました。

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　澤田　暁江さん（旭川厚生看護専門学校出身）
私は高校生の頃から東京アカデミー旭川校に通学していました。看護の道に進みたいと思った時に、東京アカデミーのパンフレットを手

にし、沢山の先輩方が合格していることを知り、魅力的だと思い、国家試験対策でも東京アカデミー旭川校へ入会することにしました。
東京アカデミーの講義では、基本はもちろん、細かく、分かりやすい説明をしてくださるので大変理解しやすかったです。また、覚えにく

いことも「ゴロ」などを教えてくださり、覚えることができました。先生方のおかげで無事に国家試験に合格し、春から無事看護師として働
いています。本当にありがとうございました。
これから国家試験を受験する皆さんは、焦る気持ちと不安で大変だと思いますが、東京アカデミーの講義は、国試の勉強はもちろん、臨

床でも活きる知識も身に付くのでがんばってください。辛くなった時には東京アカデミーの先生方に相談したり、友達同士励まし合いなが
ら頑張ってください。私も同じ看護師を目指す皆さんを応援しています。

現役
合格

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　吉野　絵梨香さん（市立函館病院高等看護学校出身）
実習と課題で1年が終わってしまう中、不安ばかりが大きくなり、東京アカデミー函館校に行きました。講習会は

1回1回が完結しており、とても受講しやすい日程でした。また、人体・疾病・成人に重点を置いた無駄のない構成で基
礎知識の確認が出来ました。講師の方も、恐ろしいほど細かく説明してくれるので、学校の授業の裏付けがしやすく
なりました。全国公開模擬試験でも学校で実施する他社の模試より、解説が細かく、解りやすい構成で受験当日まで
愛用しました。結果無事に合格することができました。安心を求めて正解だったと思います。

現役
合格

短期講習会受講

第106回 看護師国家試験 合格　太田 樹那さん（北都保健福祉専門学校出身）
高校生の頃から看護学校受験で東京アカデミー旭川校へ通っていたため、相談がしやすい環境であったことと、通学コースの合格率が高

かったため、夏期講習→通学講座→冬期講習と東京アカデミー旭川校で受講しました。これまで実習期間中の休日は記録をするだけで終わっ
ていましたが、東京アカデミーへ定期的に通うことで、勉強の習慣が身に付きました。また、分からないことは講義終了後にすぐ先生に聞
くことで分からない問題を後回しにしないで解決出来たことも良かったです。さらに、通学講座では、基礎の部分に時間をかけて解説して
もらえたため、しっかりと理解することができ、本当に良かったです。
第107回は傾向が変わり、難しくなると予想されているので不安になると思いますが、東京アカデミーの講義でしっかりと対策できれば

不安なまま国家試験を受けずに済むと思います！勉強した分だけきちんと知識はついてくるので自分にあった勉強方法を見つけて合格で
きるように頑張ってください！

現役
合格

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　赤坂　羅那さん（函館看護専門学校出身）
歴代の先輩方も受講されていたので看護師国家試験対策の講座があることは知っていました。実習等で国試対策

まで手が回らず、不安でしたが受講期間以外であっても相談にのってくれたり、励まして頂きました。内容も重点的
で、何が不得意なのかが一目瞭然でした。正答を求めるだけでなく、なぜその選択肢が間違いなのかを説明してくれ
るので、頭の中の整理がとてもしやすかったです。

現役
合格

短期講習会受講

第106回 看護師国家試験 合格　安川　由姫さん（深川市立高等看護学院出身）
東京アカデミー旭川校には、高校生の時に通学していて、その時に看護学校入学後も、国家試験対策も行っていると知りました。実習の

連続で国試の勉強をする時間もなく、身体的にも精神的にも辛く感じ、東京アカデミー旭川校の夏期講習、通学講座、冬期講習と受講しま
した。講義では臨床での経験や事例などを交えて解説してくれるため、とてもイメージが付きやすく、1分野だけではなく他の分野と繋げ
て解説してくれたので、身体の仕組みがしっかりと理解できるようになりました。また、実習でも患者さんを理解することができ、国試だ
けではなく臨床にも活きる知識が増えました。講義が終わった後も、わからない所を質問すれば、解剖図を書きながら親切に教えて下さっ
たり、国試直前でもメールで質問に答えてくれたりととても心強かったです。新しい出題基準となる第107回ですが、東京アカデミーは強
い味方です。東アカの対策を信じ、看護師になるという強い思いと、これまで受け持たせて頂いた患者さん、学校の先生、切磋琢磨してきた
同級生への感謝の気持ちを忘れず、合格を目指して頑張ってください。

現役
合格

通学講座受講

第106回 看護師国家試験 合格　津幡　七星さん（函館厚生院看護専門学校出身））
年間のスケジュールを見ると、ほとんどが学校の休みに設定されていたので、受講出来る講習は全て受講しました。

夏期から冬期・直前へと講習会そのものに流れがあり、学生の時間配分をよく理解した上でのカリキュラム編成が良
かったです。講師の先生方も分野毎というよりは全分野に長けているので、理解しにくかった疾患のアセスメント
も正解を導けるようになりました。おかげさまで、合格することが出来、無事に就職できました。

現役
合格

短期講習会受講
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看護師国家試験は資格試験であり、一定の合格基準に達すればどなたでも合格できる試験です。しかし、国の方針など様々な要因を反映
して難易度も変化するため、みなさんが気にする「合格のボーダーライン」というのも必ずしも一定ではなく、毎年大きく変化します。

まずは出題基準をしっかりと押さえ、「やるべきこと」を明確にしよう
看護師国家試験問題は、分野の専門家が何度も練り上げて作った「出題基準」をもとにしています。近

年見られる「看護の統合と実践」分野からの出題もすべて「出題基準」に沿っています。当社オープンセ
サミのように、出題基準を網羅している最新の参考書を準備しましょう。

◆一般問題+状況設定問題　合格基準の推移 必修８割、
一般＋状況設定7割を確実に得点しよう
厚生労働省が定める合格基準では
「必修問題の正答率（８割）」と「一般＋状況設定問題」の2項目につ

き基準値を満たしていることが必要と明記されています。「一般＋
状況設定問題」の合格基準は毎年変わりますので、最低でも7割の得
点ができるよう、しっかりと学習しましょう。

第101回
（2012年）

第102回
（2013年）

第103回
（201４年）

第10４回
（2015年）

第105回
（2016年）

第106回
（2017年）

得点
／（満点）

157点
 ／2４7点

160点
 ／250点

167点
 ／250点

15９点
 ／2４８点

151点
 ／2４7点

1４2点
 ／2４８点

得点率 63.5% 6４.0% 66.８% 6４.1% 61.1% 57.2%

不合格者数の増加
ここ数年、合格率は９0％前後で推移していますが不合格者数は年々増加しており、第106回試験では

ついに7,000人を超えました。今後も看護大学・学部の増加等から受験者数、不合格者数は増加する可能
性があります。
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第101回
（平成24年）

第102回
（平成25年）

第103回
（平成26年）

第104回
（平成27年）

第105回
（平成28年）

62,534

55,367

88.5%

第106回
（平成29年）

◆受験者数・合格者数・合格率の推移

合
格
率（
％
）

受験者数 合格者数 合格率

第106回国家試験　すべての受験生中、既卒者の合格率は35.59％
既卒生の合格率はここ数年３割～４割と、現役生に比べて格段に低くなっています。現役生は、学

習環境が整っている学生のうちに合格する力を身に付けましょう。既卒生は学習方法を見直し、基礎
力～実践力までを確実に身に付けるための環境を確保することが必要です。 60.07％

東京アカデミー
通学講座受講生中
既卒者のみの合格率

第107回看護師国家試験より出題基準が変更になりました。過去のデータから、出題基準が変更になっ
た年は、前年に比べ合格基準点が上昇しており、翌年から徐々に難易度が上がり、合格基準点が下がる
傾向にあります。皆さんが受験される第10８回試験は、第107回試験と比べて難しくなることが予想され
ます。

どのような問題であっても共通して言えることは、「診療の補助」と「療養上の世話」という看護師の
基本的な仕事を理解していることが重要であり、患者の状況をアセスメントし、できる看護は何なのか？という、看護の基本を押さえてい
ることが、正答へとつながるということです。

毎年言えることですが、看護師国家試験に出題される問題の多くは、過去問題の応用であり、現場でよく遭遇する疾患・検査・治療・看護です。
必要以上に怖がらず、基本的な知識を根拠とともに理解して、どのような新傾向にでも対応できるような学習が求められるでしょう。

出題基準と
合格基準を知る

合格率の
推移を知る

出題基準と
対策方法を知る

第１０８回（２０１９年２月受験）看護師国家試験で合格するために第１０７回試験 出題傾向 〈出題基準が変更になりました〉

ここ数年で多く出題されていた五肢択一・択二問題が、第107回試験で減少しました。五肢択一・択二問題は四肢択一問題と比べて
得点率が低くなりやすい傾向があり、近年の試験で多く出題（＝配点割合が高い）されていたため、一般+状況設定問題が難しかった

（＝点数が取れなかった）と言われた要因と思われます。第107回試験では五肢択一・択二問題の出題数が減少した（第106回：76点分→
第107回：56点分）ため、一般+状況設定問題の平均点が上昇すると考えられます。

◆必修問題
新出題基準に沿った問題は、午前よりも午後に多く出題され
ていました。過去問を勉強しただけでは対策が十分にとれな
いことから、得点率が低下しています。
ただ、新出題基準以外の問題は例年通り、覚えていることを単
純に思い出すことで正答が出せる問題が多く、出題基準の小
項目に照らし合わせた重要事項を確実におさえることで対策
ができる内容でした。

◆人体の構造と機能
正答率は第106回国試と比べてやや低下しました。過去に出題
されたことのない内容や形式であったことなどが要因と考え
られます。例えば近年は視覚器・聴覚器が出題されていたとこ
ろ、今年度は味覚器が出題されました。頻出の内分泌・神経系
でも、問い方を変更して出題されています。また近年は画像解
析が積極的に出題されており、過去問題を丸暗記するだけで
は得点が伸び悩む科目です。合格ラインに達していない学生
は人体・疾病の得点率が低いことからも、苦手意識が強い科目
とも言えます。

◆健康支援と社会保障制度
「国民衛生の動向」や「厚生労働白書」など、各種医療・福祉関
連統計の最新データをチェックしておくことで、十分に点数
が獲得できる内容でした。

◆成人看護学
一般問題はここ数年と比較しても、ほとんど得点率の変化は
ありません。状況設定問題は、得点率が高くなりました。症例
数が減少したことや、得点率が低くなるアセスメント問題が
減少したためと考えられます。メジャー疾患を押さえること、
検査データーの解析の強化を図ることで、合格基準に達する
ことができたと言えます。

◆小児看護学
ここ数年は得点率が極端に低くなっていましたが、今回は他
の科目と変わりのない得点率となりました。状況設定問題は
3症例全てが新規に出題された疾患でしたが、成人看護学など
他の科目で学習する事項をおさえることで十分に得点が可能
な問題となっていました。

◆母性看護学
近年でていなかった、胎児の分娩機転や分娩監視装置（胎児心
拍数陣痛図CTG）の解析についての出題があり、得点率がい
ずれも70％を下回りました。

◆精神看護学
状況設定問題は、大幅に得点率が上昇しました。改正された精
神保健福祉法に基づく制度に関する出題がありましたが、文
章を読み、他の選択肢の兼ね合いを吟味することで、特段の法
律の理解をしていなくても解ける内容となっていました。近
年は疾患の病態生理を問う問題から、症状への看護のあり方
を問う設問が多くなってきている傾向があります。

◆在宅看護論
少しずつ得点率が下降してきましたが、第107回では状況設定
問題が解きやすくなり、ここ3年間で最も得点率が高くなりま
した。昨年は４症例でしたが、今回は2症例であったこと、2症
例いずれも高齢者が対象となっていたこと、点数が低くなる
社会資源選択の問題が少なかったこと等が、得点率上昇の理
由と考えられます。

◆看護の統合と実践
看護管理、安全管理、国際看護、災害看護から出題されました。
一般問題の得点率が上昇し、状況設定問題では低下していま
す。2症例のうち1つは複数の領域をまたがる看護に関連した
問題が出題されるようになり、今回は高齢者の救急搬送～急
性期の問題となっていました。

東京アカデミーで集計した平均点は、必修問題が４４.3点、一般と状況問題は1８7.7点であり、第106回試験と比べて、必修はやや解
きにくいものの、一般+状況設定問題は点数が取りやすくなったことがうかがわれます。

多くの受験生が1点の重みを感じる必修問題に関しては、「出題基準の小項目をテーマにして作問されている」ことを念頭に置き、
対策を取っていきましょう。小項目に挙げられている事項はあいまいにせず、基本事項を丁寧に見直す。山をはることなく、すべ
てをチェックしていく。暗記すべきところは暗記する。そういう基本的な学習の積み重ねが必要です。

次年度以降、五肢択一・択二問題が再び増加するかどうかはわかりませんが、確実に得点するためには、なんとなく曖昧に記憶
する学習ではなく、手堅く確実な知識を身につけることが必要です。

※第106回国家試験のデータになります。第107回の結果は判明次第、公表いたします。
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◆年間スケジュール
第１０８回看護師国家試験対策無料セミナー 札 幌 校 ４月 ８ 日（日）

釧路会場 ４月１４日（土） 開催
第10８回看護師国家試験の動向や国家試験合格までの学習計画をアドバ
イスします。札幌校人気講師によるミニ講義も行います。　

実施会場
札幌会場・釧路会場
※お問い合わせは全て札幌校が承ります。

看護学校教員セミナー ４月１５日（日）開催
各看護学校の先生方を対象とし、新出題基準で実施された第107回本試
験結果を踏まえて、第10８回本試験に向けた情報提供を目的としています。　

必修問題模試 ４月２９日（日・祝）実施
実際の国家試験で50問出題される必修問題。必修問題模試では本試験の
2回分にあたる100問を解き、８割得点を目指します。
模試の内容は1９・20ページをご参照ください。

「必修入門講座」、「人体・疾病入門講座」 ４月３０日（月・祝）
10：00～12：00必修、13：00～15：00人体・疾病（各2時間） 受講料各2,500円
国試対策の第一歩！必修と人体・疾病を理解するための講座です。
 

通学講座・日曜部 ５ 月生 ５月２０日（日）開講
通学講座・日曜部コースの講義では、国試合格に必要な知識・情報を凝縮
した形で、講義を進めていきます。
通学講座・日曜部コースの内容は９・10ページをご参照ください。
 

第 １ 回全国公開模擬試験 ６月３日（日）実施
早期に理解すべき問題、基本的な問題を中心に出題します。全科目の重
要な基礎知識をしっかり確認できます。
模試の内容は1９・20ページをご参照ください。
 

夏期講習会（７月～８月実施）

札幌校ほか、帯広会場・釧路会場・苫小牧会場も実施予定。国家試験主要
出題分野（人体・疾病・基礎看護・成人・在宅・老年・小児・母性）を中心に講
義します。
夏期講習会の内容は15ページをご参照ください。

 

通学講座日曜部９月生 ９月２日（日）開講
成人看護をメインに講義を進めていきますが、解剖生理の部分を含めて
学習できるので、実習や仕事の都合で5月生としては通えない、という方
でも安心です。
通学講座日曜部コースの内容は９・10ページをご参照ください。
 

第２回全国公開模擬試験 １０月１４日（日）実施
本試験を想定して新傾向問題、判断力・応用力が必要な問題を出題します。
弱点をチェックし、学習の指針を明確にすることができます。
模試の内容は1９・20ページをご参照ください。

Dランク講座（１１月～１月の土曜日夜間実施）

国家試験合格に向け、基礎力に不安がある方を対象に、15名定員の少人
数制で、基礎学力の修得から始め、2月の本試験で合格できるレベルまで
引き上げていく講義を展開していきます。当講座では、必修問題の過去
問題を中心に演習と解説＋トレーニングを実施し、また、人体・疾病の基
礎の基礎から徹底講義しますので、模擬試験の得点に伸び悩んでいる方
はもちろん、国試勉強に不安を感じている方には最適な講座です。
Dランクの講座の内容は17ページをご参照ください。
 

冬期講習会（１２月～翌年１月実施予定）

札幌会場ほか、帯広会場・釧路会場・室蘭会場も実施予定。
冬期講習会では国試の出題範囲（科目）の中を一通り全範囲網羅した講
座となっており、特に重要なポイントの確認・整理を目標とした短期集
中の４日間コースです。冬休み期間に自分で教科書を開いて復習するよ
り、講義を受けて復習したほうが基礎確認の時間の節約にもつながりま
す。「独りではなかなか進めることができない」、「何から手を付ければ良
いか分らない」方でも本講座受講により、本試験までの学習の指針を見
出す事ができます。
※ 必修問題は基礎医学・基礎看護、社会保障は在宅・老年看護、計算問題及び看護の統合
と実践は基礎看護の講義中にそれぞれで扱います。

冬期講習会の内容は16ページをご参照ください。
 

第 ３ 回全国公開模試 １月６日（日）実施
国家試験直前の予想問題です。苦手分野を再度チェックすると同時に、
時間配分も含めた解答の仕方を確認できます。
札幌会場は、本試験会場で実施予定です。
模試の内容は1９・20ページをご参照ください。

状況設定問題ゼミ・弱点補強ゼミ・高正答率過去問ゼミ（１月実施予定）

札幌会場のみ
状況設定問題ゼミ・弱点補強ゼミでは、本試験形式の問題を通して、整理
した知識を確実に得点に結びつけることができるよう、問題文を読み解
きながら処理（考え方）の方法を身につけていく実践的なコースです。本
講座では特に苦手とする方の多い「成人看護」を重点的に、さらに「母性/
小児看護学」まで取り組みます。
成人・母性・小児は、状況設定問題を中心に取り扱いますので、特に不安
を感じている方にはお勧めです。
状況設定問題・弱点補強ゼミ・高正答率過去問ゼミの内容は16ページをご参照ください。
 

直前答練ゼミ（１月下旬～２月上旬実施予定）

札幌会場のほか、帯広会場・釧路会場も実施予定。
直前演習では、東京アカデミーのオリジナル予想問題に実際に取り組み、
本試験さながらの雰囲気を体験し、直後の解説講義においてウィークポ
イントの確認までを行う、実践力完成講座です。得点できる確かな手応
えにより、自信を持って本試験に臨むことができます。
本番さながらの演習を行うことにより、解答時間のペース配分はもちろ
んのこと、広範な試験範囲を網羅できるよう工夫されたオリジナル予想
問題と解説講義は、試験1週間前の最終チェックとして効果は絶大です。
直前演習の内容は16ページをご参照ください。

ザ・ファイナル
札幌校恒例の試験前々日・前日ゼミです。本試験の仕上げはこの講座で
バッチリ！毎年的中問題が多数出題されている超人気講座です。
ザ・ファイナルの内容は1８ページをご参照ください。

基
礎
力
養
成
期

月
42018

参加無料
要予約

月
5 5月下旬 夏期講習会パンフレット 発行予定

月
6

東京アカデミーの模擬試験
圧倒的な受験者数の模擬試験こそが、より精度の高い学習の指針と
なります。受験者数1４3,262名（第107回国家試験向け全3回全国公開
模擬試験＋必修問題模試）のべ総受験者数）は、受験者実績No.1!!
通学講座受講生は無料で受験できます。
※  会場・自宅受験とも全国公開実施日までにマークシートを提出された方に

限り成績処理致します。
必修問題、一般問題、状況設定問題の成績を分析し、本試験に即し
た評価を導きます！第1回～第3回までの成績推移が掲載されるため、
学習の成果が良く分かります！

月
7 注意！

夏期講習会で基本的な問題を通して基礎知識の総合確認を
行います。この期間で基礎力を完成させます。なお通学講
座5月生を受講される方は内容が重複いたしますので復習
を希望される方のみ、別途お申し込みください。

➡

月
8

基
礎
力
完
成・応
用
力
養
成
期
＆
完
成
期

月
9 基礎力完成・応用力養成期＆完成期

正答する為の着眼点・誤りやすい点に注意し問題演習
を通して、基礎力の完成と応用力を養います。

月
10 10月中旬 冬期講習会パンフレット 発行予定

基
礎
力
完
成・応
用
力
養
成
期
＆
完
成
期

月
11

月
12 注意！

冬期講習会は通学講座を受講される方は内容が重複
いたします。復習をコンパクトに行う目的での受講は
可能です。

➡

第107回看護師国試対策 第3回全国公開模試の様子

実
践
力
完
成
期

月
12019 ➡

実践力完成期
模擬試験を通じて、問題演習形式の実践練習を行いま
す。直前期には予想問題の解説会も行います。本試験
までのラストスパートで、確実に合格を目指します。

月
2 注意！

直前演習は通学講座に含まれておりますので別途申
込の必要はございません。

➡

第107回看護師国試対策 ザ・ファイナルの様子
（201８.2.17　札幌グランドホテルにて）

第108回 看護師国家試験 合格

札幌校 年間スケジュール 国家試験直前の2月まで、体系的にスケジュールを組んでいます。十分な講義時間数を設定し、時間をかけて基礎から徹底的に養成します。
通学講座に自宅学習時間をプラスすることで、更に学力アップが可能です！下記講座は、すべてが「生」の講義です！！

自習室完備！学習資料も充実！
自宅では今一つ気持ちが…という方も自主室なら即、
勉強モード!! 暑い夏の日も、寒い冬の日も、冷暖房完
備の自習室は快適学習スペース!! また、国家試験直
前期には、教室も自習室として開放しております。
※自習室の利用時間は各校により異なります。
※主催は各校にお問い合わせください。

会員証を必ずご携帯ください。

昨年の国試対策セミナーの様子
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第10８回 看護師国家試験対策

札幌校 通学講座・日曜部 5・9月生
日曜部の講義は午後スタート！ 遠方からの通学も可能です！

日曜部コースは限られた時間を有効に利用した対策講座です。国試で狙われるポイントを抑えながら、基礎から応用へスムーズに国試合格レベルに到達できるよう、
講義を展開していきます。出題基準変更などの流れにすぐ対応できるのは、生講義ならではです。また、日々の学習方法で悩んだり、勤務や学校の講義との両立で不安
を感じたりした時には、東京アカデミーの講師との個別面談を実施致します。講義の中で生じた疑問点や、自己学習において分からなかった問題などを気軽に質問で
きるチューター制度も設けます。不安を安心に変えて、国試を乗り切りましょう。

◆ ５月生  全22日間 100.5h ５月２０日（日）スタート
【初日はオリエンテーションのみの予定です（1４：00～16：00）】

5月生は、国家試験出題全科目対策コースです。解剖生理の基礎からじっくりと取り組んでいきます。 

◆ ９月生  全1４日間 6９.0h ９月２日（日）スタート
【初日はオリエンテーションのみの予定です（1４：00～16：00）】

９月生は、多くの方が苦手とする成人看護をじっくり学んでいくコースです。解剖生理を振り返りながら疾患を学んでいきますので、専門基礎に
不安を感じている方でも安心です。

◆講義期間  5月生　5月20日（日）～201９年2月10日（日）
９月生　９月 2 日（日）～201９年2月10日（日）

◆講義時間  12：30～1４：00、1４：10～15：４0、15：50～17：20
一部、講義時間を変更する場合がございます。
1月・2月の講義は、短期講習受講生と合同で行う関係で、午前からの講義となります。

■受講料（年額・税込）
入会金 受講料 ※教材費 ※ 教材費８,700円（税込）の内訳

『オープンセサミシリーズ』全5冊　6,500円（税込）・
『看護師国家試験高正答率過去問題集 103回～107回試験問題ーでた!でた問』　1,500円（税込）・
『本試験問題と解答・解説』　700円（税込）

　使用教材については1９・21ページを参照ください。

5月生 10,000円 1４0,000円 ８,700円
９月生 10,000円 ９0,000円 ８,700円

通学講座 早期申込特典 ４月2８日（土）までに入会手続きを完了された方は以下の特典がございます。

① 必修問題模試 無料受験　
 個人受験料1,600円（税込）相当
実施日　４月2９日（日・祝） ９：50～11：４0

② 「必修入門講座」、「人体・疾病入門講座」無料受講
 受講料5,000円（税込）相当
実施日　４月30日（月・祝）10：00～12：00、13：00～15：00

着実に、より確実に！ 精鋭講師陣による「完全“生”講義！」

東京アカデミーだから安心できる
国試対策を進める際には、基本的な知識を“暗記”する技法だけに気を取られ“分析し理解すること”を軽く見るようではいけません。基礎力が身に

付いていないのに「過去問題を繰り返し解いているから大丈夫」と安心していると、ちょっと違った形式で出題されたときに全く対応できなくなっ
てしまいます。

これからの国試対策は暗記だけに頼るのではなく、“常に根拠を求め解答する力”を身に付けることが大切ですが、その前提になるのはしっかりと
基本的な知識を習得していることです。もし基本的な知識の習得に不安があるならば、今までの学習方法を変えて“早めに”一から学習し直し、基礎
知識を応用しての“考える力・状況を分析する力”まで発展的に身に付けましょう。そうでなければ確実な得点力が無いまま、本試験を迎える事態に
なってしまいます。

効率よく学習を進めたくても、忙しい時期の中で自力では解決できないことも出てくるはずです。東京アカデミー通学講座ではDVD教材などでは
なく、受講生からの質問にすぐに対応できる生講義にあくまでもこだわっています。講義を通じての知識整理や、第107回国試までをどのように過ご
すかの各自の学習スタイルの確立、また講師陣からのアドバイスにより、落ち着いて受験勉強の自己管理ができる環境など、通学講座ならではの良
さをきっと実感していただけます。

ぜひ東京アカデミー通学講座で、同じ目標の仲間や面倒見の良い講師陣と一緒に、看護師国試合格を目指してください！

第108回看護師国家試験対策「通学講座・日曜部」講義進行予定表
月日 曜日 12：30～1４：00 1４：10～15：４0 15：50～17：20

５
月
生

 5月20日 日 オリエンテーション（1４：00～16：00）

この期間の講義では解剖整理の内容を扱い、基礎
からじっくり学ぶことができます。

 5月27日 日 血液（基礎） 循環器（基礎） 循環器（基礎）
 6月 3日 日 第1回全国公開模試
 6月10日 日 予備日
 6月17日 日 脳・神経（基礎） 脳・神経（基礎） －
 6月2４日 日 運動器（基礎） 内分泌（基礎） 腎・泌尿器（基礎）
 7月 1日 日 消化器（基礎） 呼吸器（基礎） －
 7月 ８日 日 予備日
 7月15日 日 感覚器系（基礎） 性と生殖（基礎） －
 7月22日 日 基礎看護 基礎看護 基礎看護
 7月2９日 日 予備日
 ８月 5日 日 在宅看護 在宅看護 在宅看護
 ８月12日 日 － － －
 ８月1９日 日 老年看護 老年看護 老年看護
 ８月26日 日 予備日

９
月
生

 ９月 2日 日 ９月生のみオリエンテーション（1４：00～16：00）

９月生が合流してからは、成人看護の講義を行っ
ていきます。解剖整理を振り返りながら進めてい
きますので、ご安心ください。

 ９月 ９日 日 必修 必修 必修
 ９月16日 日 循環器（成人） 循環器（成人） 循環器（成人）
 ９月23日 日 予備日
 ９月30日 日 呼吸器（成人） 呼吸器（成人） 血液（成人）
10月 7日 日 血液（成人） 腎・泌尿器（成人） 腎・泌尿器（成人）
10月1４日 日 第2回全国公開模試
10月21日 日 予備日
10月2８日 日 消化器（成人） 消化器（成人） 消化器（成人）
11月 ４日 日 内分泌（成人） 精神看護学 精神看護学
11月11日 日 内分泌（成人） 運動器（成人） 運動器（成人）
11月1８日 日 予備日
11月25日 日 脳・神経（成人） 脳・神経（成人） 脳・神経（成人）
12月 2日 日 母性看護学 母性看護学 母性看護学
12月 ９日 日 小児看護学 小児看護学 小児看護学
12月16日 日 予備日
 1月 6日 日 第3回全国公開模試
 1月13日 日 ９：30～16：30　健康支援と社会保障制度ゼミ（講義6H）

短期講習生と一緒に講義を受けていただきます。
大人数の中、緊張感をもって直前期を過ごせます。

 1月20日 日 ９：30～16：30　第107回試験を踏まえた新出題傾向対策ゼミ（講義6H）
 1月27日 日 ９：30～15：50　直前答練ゼミ（演習のみ）
 2月 3日 日 ９：30～16：30　直前答練ゼミ（解説講義6H）
 2月10日 日 ９：30～16：30　直前答練ゼミ（解説講義6H）
 2月17日 日 国試本番（予想）

※計算問題及び看護の統合と実践は基礎看護の講義中にそれぞれ扱います。　※講義日・科目は変更となる場合がございます。確定版は、オリエンテーションの際にお渡しします。

講師との面談で不安
を解消！ チューター
制度の利用で疑問を
解決！

● 模擬試験のご案内●
通学講座に入会いただくと、入会日以降に開催される模擬試験の受験料が無料となります。別途お申込みいただく必要はござ
いませんのでご注意ください。
※模擬試験についての詳細は1９・20ページをご覧ください。
※ 自宅受験も可能ですが、公開実施日までにマークシートを提出していただきます。公開実施日以降に提出された場合の成績処理はできませんので、

あらかじめご了承ください。

ココがPoint❶！
お一人30分間、講師との1対1の面談を実施しております。原則、入会から講義が始まる前までに行いま
すので、現役生の方は学校・実習と多忙な毎日の中、どのように効率的に学習していくかを一緒に考え
ていきましょう。国試に不合格となってしまった経験のある方は、不合格となった原因を一緒に考え、
不安な気持ちを少しでも前向きに、頑張るモチベーションにしていただけるはずです。もちろんこの面
談に限らず、相談や質問には講義教室内や事務局内で随時対応致しますので、ご安心ください。

ココがPoint❷！
９月以降の予備日や、直前期の平日を利用して、1日3時間×８日程度、チューター（個別対応）の先生が質
問対応を致します。講義で扱った問題に限らず、模試の問題や過去問などの質問もOKです。自宅学習
で生じた疑問も、チューター制度を利用して解決しましょう!!
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旭川校 年間スケジュール函館校 年間スケジュール 各種講習会・模試試験でサポート!!
※函館校ではDランク講座・通学講座は開講しておりません。
※日程は変更になる場合がございます。詳しくは函館校までお問い合わせください。

各種講習会・模試試験でサポート!!
※旭川校ではDランク講座は開講しておりません。
※日程は変更になる場合がございます。詳しくは旭川校までお問い合わせください。

「必修入門講座」／「人体・疾病入門講座」 ４月２１日（土）　　　　

（2、3年対象）東京アカデミーの本試験データに基づき、正答率70％以上の過去問を取り上げ、受講生の多くが苦手とする分野を克服することを
目指します。

必修問題模試 ４月２９日（日・祝）実施

本試験の2回分にあたる100問分を出題し、８割得点を目指します。
※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

第１回全国公開模試 ６月３日（日）実施

国家試験出題傾向を徹底分析した上で、出題基準に基づいて作成したオリジナル問題の中から、さらに良問を精選して出題します。
※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

夏期講習会 （７月中旬実施）

国家試験問題の解答を導くためには教科ごとの学習ではなく、「人体の構造」⇒「病理」⇒「看護」というように様々な科目をまたがって一人の患
者さんについての理解が必要となります。函館校では2日間で疾患や病態のメカニズム、人体の正常構造などの「基礎を徹底的に固める」ことに
重点を置いて講義を行います。
※詳細は15ページをご参照ください。

第２回全国公開模試 １０月１４日（日）実施

※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

Dランク講座 （１１月～１２月実施）

成績が伸び悩んでいる方を国家試験に合格できる様、養成するために、過去問を中心に演習と解説+トレーニングを実施し、人体・疾病の基礎
の基礎（消化器・血液・循環器・薬理・必修・統合）から徹底講義します。
※詳細は17ページをご参照ください。

冬期講習会 （１２月～１月実施）

その時期に習得しておくべき専門基礎科目・成人・小児・母性看護を中心に基礎事項の最終確認と事例問題を解くためのアセスメントを習得し、
本試験での得点率アップを狙います。
※詳細は16ページをご参照ください。

第３回全国公開模試 １月６日（日）実施

※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

冬期必修問題対策ゼミ （１月上旬実施）

一般問題や状況設定問題より正答率の高い必修問題は知識の土台といえ、これを確実にこなしていくことは総合点の底上げにつながります。
この必修冬期では出題基準の目標のⅠ～Ⅳまでを取り扱いますので万全の対策を図ることが出来ます。
※詳細は16ページをご参照ください。

弱点補強１日ゼミ　★健康支援と社会保障制度 （１月上旬実施）

暗記項目が多く、多くの受験生は対策を後回しにしがちで、法律や統計値など、普段の生活にはあまり意識しないことが多い内容です。しかし、
戸惑うような出題はなく、答えはただ一つ。覚えれば確実に得点につながる科目です。　　
※詳細は16ページをご参照ください。

直前答練ゼミ （２月上旬実施）

これまでの学習の総仕上げとして、この時期に必要なことはインプット（知識を蓄える）ではなくアウトプット（知識を得点につなげる）です。
本試験と同じ条件（同じ問題数、長丁場の試験時間、様々な学校の学生などいる環境）で当社オリジナル問題に取り組み、その後、最終チェック
の解説を行う実践型の講座です。
※詳細は16ページをご参照ください。

ザ・ファイナル （本試験前々日・前日講習）

本試験前々日・前日はこの講座で決まり！東京アカデミー札幌校人気講師による、オリジナル予想問題を使用し、最終チェックを行い、不安を
自身へと変える東京アカデミー最終講座です。
※詳細は1８ページをご参照ください。
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第108回 看護師国家試験 合格

看護学校教員セミナー ４月１４日（土）

各看護学校の先生方を対象とし、新出題基準で実施され
た第107回本試験結果を踏まえて、第10８回本試験に向け
た情報提供を目的としています。

必修対策模試 ４月２９日（日・祝）実施

必修問題の出題基準目標Ⅰ～Ⅳの項目を本試験に準じ
た割合で、本試験の2回分にあたる100問分を出題。
※模擬試験対策詳細は、1９・20ページをご参照ください。

本試験分析セミナー ４月２９日（日・祝）

第107回本試験を振り返り、難易度や特徴的な問題など
を取り上げ解説。第10８回国試に向け、学習の最優先分
野や課題を明確にしていきます。

「必修入門講座」
「人体・疾病入門講座」 ５月６日（日）

国家試験において全ての土台となる「必修」「人体・疾病」
を理解するための講座です。低学年の方にもお勧めです。
※詳細は15ページをご参照ください。

第１回 全国公開模擬試験 ６月３日（日）実施

※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

夏期講習会 （８月実施）

まずは「必修」「人体・疾病」「成人」を最優先。代表的疾患
を取り上げ、人体→疾病→治療→看護方法を系統づけ、
断片的な知識が、様々な知識に結びつく講義を展開しま
す。

★夏期／必修問題対策ゼミ
★夏期／人体・疾病ゼミ
★夏期／成人看護学ゼミ
※詳細は15ページをご参照ください。

秋期講習会 （９月実施）

夏（８月）からスタートできなかった方は、秋期講習会か
ら追い込みへつなげる土台を作りましょう。

★秋期講習会（人体・疾病・成人） 
※1日講習（夏期講習会ダイジェスト）
※詳細は15ページをご参照ください。

通学講座 日曜部９月生 ９月２３日（日・祝）開講

「なぜそうなるのか？」＝「根拠」が理解できていなけれ
ば、本試験での得点に結びつきません。日曜部９月生では、

「根拠」に基づいた「考える力」の習得を目標としています。
「考える力」が身に付けば、看護の全体像が理解でき、得
点力が格段にアップします。
※詳細は13・1４ページをご参照ください。

第２回 全国公開模擬試験 １０月１４日（日）実施

※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

冬期講習会 （１２月～２０１９年１月上旬）

国家試験ラストスパートは冬期講習会から！全ての疾
患を取り上げ、出題範囲全てを網羅した講座です。膨大
な出題範囲の中から重要ポイントをここで再確認します。
※詳細は16ページをご参照ください。

第３回 全国公開模擬試験 １月６日（日）実施

※模擬試験詳細は、1９・20ページをご参照ください。

状況設定問題・弱点補強ゼミ （１月実施）

★冬期／必修問題対策ゼミ
★弱点補強／状況設定問題対策ゼミ
★新傾向対策ゼミ
※詳細は16ページをご参照ください。

直前答練ゼミ （１月下旬～２月実施）

これまでの学習の総仕上げとして、この時期に必要なこ
とはインプット（知識を蓄える）ではなくアウトプット（知
識を得点につなげる）です。本試験と同じ条件（同じ問題
数、長丁場の試験時間、様々な学校の学生などいる環境）
で当社オリジナル問題に取り組み、その後、最終チェッ
クの解説を行う実践型の講座です。
※詳細は16ページをご参照ください。

ザ・ファイナル （本試験前々日・前日講習）
本試験前々日・前日はこの講座で決まり！東京アカデミー札幌
校人気講師による、オリジナル予想問題を使用し、最終チェッ
クを行い、不安を自身へと変える東京アカデミー最終講座です。
※詳細は1８ページをご参照ください。
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第10８回 看護師国家試験対策

旭川校 通学講座・日曜部 9月生
 ・実習や学校行事で早期の通学が困難
・就職試験が落ち着くまでは時間が取れない
・奨学金の関係で国試は絶対に落ちれない…
・ 模擬試験の結果から、学力の無さを痛感し、秋から本格的に学習したい！こんな方にお勧め！

第106回看護師国家試験
日曜部在籍の現役生
合格率１００％!!
第107回につきましては
後日公表します。

★モデルカリキュラム
月 日 13：00～14：00 14：00～15：00 15：10～16：10 16：10～17：10
９ 23 （日） 血液・免疫① 血液・免疫② 血液・免疫③ 呼吸器①

10

7 （日） 循環器① 循環器② 循環器③ 呼吸器②

1４ （日） 看護師国家試験対策　第2回 全国公開模試　（※自宅受験可）９：30～16：00

21 （日） 内分泌① 内分泌② 内分泌③ 腎泌尿器①
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４ （日） 脳神経① 脳神経② 脳神経③ 腎泌尿器②

1８ （日） 消化器① 消化器② その他の人体・疾病① その他の人体・疾病②

25 （日） 小児看護学① 小児看護学② 母性看護学① 母性看護学②

12

2 （日） 基礎看護学① 基礎看護学② 基礎看護学③ 健康支援と社会保障制度①

９ （日） 在宅看護論・老年看護学
精神看護学①

在宅看護論・老年看護学
精神看護学②

在宅看護論・老年看護学
精神看護学③ 健康支援と社会保障制度②

16 （日） 看護の統合と実践① 看護の統合と実践② 看護の統合と実践③ 看護の統合と実践④
201９年
1 6 （日） 看護師国家試験対策　第 3 回 全国公開模試（※自宅受験可）　９：30～16：00

※第2回・第3回 全国公開模試は日曜部入会者は無料受験できます。公開実施日までにマークシートを提出された方に限り成績処理致します。
※上記カリキュラムはモデルです。講義進行上、若干の変更がある場合がございますので、予めご了承ください。
※止むを得ず休講が生じた場合は、講義のない日曜日に振替して実施する場合もございます。

近年の看護師国家試験は、より臨床に則した内容になってきており、「過去問丸暗記」では合格できません。第107回からは「新出題基準」となり、特に「看護の統合と
実践」では「複数科目の知識を統合する問題」「多重課題や集団へのアプローチに必要な広い知識を統合する問題」というはっきりとした基準が出されました。他の科目
においても、「なぜこの症状が起こるのか？」「なぜこのケアが適切なのか？」とう根拠を踏まえ、より実践的なアセスメント能力を見る問題の増加や、知識が曖昧な受
験生が苦戦する「5肢択2」の問題などにも、しっかりとした根拠を持って選択肢を消去する力を身に付けていくことが一層必要となります。日曜部9月生では「人体の
構造と機能」を中心に「人体（正常）→疾病（異常）→看護方法」とつなげて学習していき、3ヶ月で全範囲を網羅しいきます。つながりを理解することは、本試験での得点
力アップの土台になるのはもちろん、看護課程を組み立てる際の考え方も身に付きます。

★ココがPoint①！
「なかなか模試の点数が伸びない」「結局テスト前に詰め込みの

学習をしている」という受験生が非常に多くいます。その方々に共
通することは、「なぜそうなるのか？」＝「根拠」が理解できていな
いことです。日曜部９月生では、「根拠」に基づいた「考える力」の
習得を目標としています。「考える力」が身に付けば、看護の全体
像が理解でき、得点力が格段にアップします。

★ココがPoint②！
講義で取り扱う問題は、過去の本試験で正答率70％以上の問題

を抜粋し、その中で代表的な疾患を中心に、オープンセサミ参考書
を併用して進め、対策していきます。

なぜ正答率70％以上の問題を使うの?
受験生２万人以上の自己採点集計結果により、

正答率70％以上の問題を全問解けた人は合格ライ
ンに達することが当社調べによって実証されてい
ます。また、過去５年の本試験でも一般・状況設定
問題190問のうち、正答が70％を超えれば合格ラ
インに達することができることを厚生労働省が発
表しています。すなわち正答率70％以上の問題＝

「これが解ければ合格できる問題」だからです！

★旭川校 担当講師よりメッセージ
第107回より新出題基準となりましたが、傾

向が変化しても国家試験問題の解答を導くため
には、教科ごとの学習ではなく、「人体の構造」
→「病理」→「治療」→「看護」というように様々
な科目をまたがって、一人の患者さんについて
の理解を深める大切さは変わりません。日曜部
では常にそれを意識して講義を進めていきます。
一緒に合格を目指して頑張りましょう！

★受講料（税込）
入会金 受講料 教材費 受講料合計

20,000円 ４5,000円 ８,700円 73,700円
教材内訳： 「オープンセサミ参考書①～⑤（計5冊）」「高正答率過去問題集」

「第107回 本試験問題と解答解説」
※お申込手続方法については当募集要項27ページをご参照ください。
※ 過去に看護学校受験対策で【通学講座】へご入会されていた方は 「入会金20,000円」

が免除となります。

★ココがPoint③！

質問・疑問は講師が個別に徹底対応!!
講義開始前、休憩中、講義終了後はいつでも質問タイム！講義を

受けて、疑問に思ったことは、即、講師に質問して解決して下さい。
担当講師はいつでも質問・疑問大歓迎という態勢を整えています。

★ココがPoint④！

欠席時も安心! 講義録画フォロー
学校やお仕事の都合、病気等欠席した方の

ために、旭川校では講義を毎回録画しています。
希望者は録画データを無料で視聴することが
できます。万が一欠席してもご安心ください。
講義録画は校舎内視聴とさせて頂きますので
予めご了承願います。

9月開講を待たずに　ご入会直後からフォロー!!
●使用教材はご入会時から早期配布!!

「何から始めればよいかわからない…」といった方も、本試験の出題基準
に沿って編集されている「オープンセサミ」と、本試験正答率70％以上だけ
をまとめた「高正答率問題集」で自習を進めれば、本講座をスムーズに受講
することができます。※高正答率問題集は５月中旬より配布となります。

●通学講座生の特権！自習室早期解放!!
自習室はご入会直後から使用でき、本試験直前まで使用できます。使用

教材を受け取った後は、ぜひ自習室を利用して自己学習してください。また、
受験生は国家試験が近くなると集中して自習できる場所の確保も大変なよ
うです。その点、旭川校では、常時使用できる自習室を完備！空いている時
間を存分に活用してください。※一部利用できない日時もございます。

●メールでの質問受付→随時、回答を返信対応!! 
本講座開講後は講師へ直接質問できる環境を整えていますが、本講座開

講前に、自己学習をしていて疑問に思うことは、メールでの質問も受け付け、
回答をメールで返信して対応していきます。（※回答に多少お時間を頂く場
合がございます。）

●就職試験に向けた「面接」「小論文」もサポート！
就職試験を控えている方で、ご希望の方へは「面接練習」「小論文添削」で

もサポートしていきます。「面接練習」は日程を調整し、ご都合の良い日時で
実施します。

講義期間
201８年９月23日（日・祝）～12月16日（日）
★前半隔週日曜日（４週）　
★後半毎週日曜日（5週）

無料イベントのご案内  ※ 資料の関係がございますので、参加ご希望の方は、
お手数ですがお電話にてご予約ください。

（東京アカデミー旭川校：TEL 0166-26-6990）

第108回看護師国家試験

国試 本試験分析セミナー 
新出題基準で実施された第107回本試験を振り返り、「第10８回」に向け、従来とど

う違い、合格へ向けどう準備していくかを明確にしていくセミナーです。当セミナー
で国試に向けた意識を高め、合格へ向けてスタートしましょう。

★実施日時：４/2９（日）13：00～15：00 　★会場：東京アカデミー旭川校

日曜コース終了後～試験直前までの期間を有効に使いたい！といった方へ

冬期オールセット（冬期講習会＋弱点補強／
状況設定問題ゼミ＋直前演習）

日曜部９月生は12/16（日）で講座終了となります。講座終了後から本試験（2月）
までは、講義で学んだことの復習や過去問演習など自己学習に励んで下さい。そ
れでも直前期は不安といった方には、12月末日～2月本試験までの期間を使い「冬
期講習会」「弱点補強/状況設定問題ゼミ」「直前演習」と様々な短期講習会をご用
意しております。日曜部９月生へご入会の方には、特別受講料で応援します。
★冬期講習会（2４時間）
★ 弱点補強/状況設定問題ゼミ（４講座・30時間）

①必修問題対策 ②成人看護学ゼミ　
③新傾向対策ゼミ ④人体・疾病ゼミ
★直前演習ゼミ（17時間）

上記講座全て受講の場合（全71時間分）

★正規受講料（税込・教材費込）  71,500円

⇒
冬期オールセット
（左記講座全受講）

日曜部受講生
特別受講料

（税込・教材費込）

50,000円

日曜部受講生へ
特別受講料で応援!!
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北海道内 看護師国家試験対策 短期講習会

必修入門講座＆人体・疾病入門講座 
必修入門講座 【全２時間】 ★実施会場：札幌校・旭川校・函館校
必修入門講座では、出題基準目標Ⅲのみを取り上げ、当社独自の本試験及び模試データに基づき、必修問題の中から正答率70％以上の過去問及び模試問
題を取り上げ、必修問題を９0％以上得点できるよう目指します。

人体・疾病入門講座 【全２時間】 ★実施会場：札幌校・旭川校・函館校　
人体・疾病入門講座では、受験生の多くが苦手とする「人体」と「疾病」を克服するための講座です。当社独自の本試験及び模試データに基づき、正答
率70％以上の過去問題を取り上げて解説していきます。

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
＜札幌校＞ 5/ 3（木・祝）　
＜旭川校＞ 5/ 6（日）
＜函館校＞ ４/21（土）　　　

1日完結 必修入門講座 2,500円

10：00～12：00 必修入門講座 人体・疾病入門講座 2,500円

13：00～15：00 人体・疾病入門講座

夏期講習会 札幌校・旭川校の通学講座を受講される方へ：夏期講習会で行う内容は、通学講座で網羅されておりますので、追加受講の必
要はございません。科目の先取り学習がしたい、復習を兼ねて理解を深めたいといった方などは、担当までご相談ください。

夏期講習会２日間コース（人体・疾病・成人）【全１２時間】 ★実施会場：札幌校・旭川校・函館校・帯広会場・釧路会場・苫小牧会場
＜札幌校＞  ①7月下旬 ②8月上旬 ③8月中旬　※ ①～③は同内容です。 　＜旭川校＞ 8月中旬　＜函館校＞ 7月下旬　※その他〈帯広・釧路・苫小牧・室蘭〉も実施予定です。詳しくはお問い合わせください。

夏期講習会４日間コース【全２４時間】 ★実施会場：札幌校・帯広会場
〈札幌校〉 8月上旬　※ 旭川校・函館校では開講致しません。　※ その他〈帯広会場〉も実施予定です。詳しくはお問い合わせください。
「2日間コース」では、多くの受験生が苦手とする「人体」「疾病」「成人看護」について学びます。重要かつ頻出度の高い疾患を通し、「患者の状態から検査、治療、看護」を導き出す力を養成する講義を展
開します。「４日間コース」では、「2日間コース」で扱う講義に加え、「基礎看護」「在宅/老年」「小児/母性」を扱い、基礎医学（人体・疾病）に重点を置き専門科目（看護学）と関連付けて理解することを
目的にします。

★モデルカリキュラム
1日目 2日目 3日目 ４日目

 ９：30～12：30 人体の構造と機能
成人看護学

基礎看護 小児看護

13：30～16：30 疾病の成り立ちと回復の促進 在宅/老年 母性看護

12時間 12時間
※2日間コースは上記1日目と2日目となります。（全12時間）
※４日間コースは上記４日間全てとなります。（全2４時間）

★受講料（税込）
入会金  2,000円

受講料
2日間 10,000円
4日間 20,000円

教材費
2日間 3,500円
4日間 6,500円

通学講座とセットの方は入会金・教材費は免除です。

夏期必修問題対策ゼミ ★実施会場：札幌校【全12時間】・旭川校【全6時間】
合格の絶対基準８割というプレッシャーの中、受験生が苦手とする「人体・疾病・看護技術」（出題基準の目標ⅢとⅣ）に焦点を絞り、弱点克服と基礎学力の完成を目指します。

★開講日
＜札幌校＞  ①7月下旬 ②8月下旬　※ ①～②は同内容です。
＜旭川校＞ 8月中旬

★モデルカリキュラム 1日完結

 ９：30～12：30
必修問題対策

13：30～16：30

6時間

★受講料（税込）
入会金 2,000円

受講料 6,000円

教材費 1,500円

秋期講習会 札幌校・旭川校の通学講座を受講される方へ：秋期講習会で行う内容は、通学講座で網羅されておりますので、追加受講の必
要はございません。科目の先取り学習がしたい、復習を兼ねて理解を深めたいといった方などは、担当までご相談ください。

秋期講習会２日間コース（夏期講習会２日間コース リピート）【全１２時間】 ★実施会場：札幌校のみ
秋期講習会単日コース（夏期講習会２日間コース ダイジェスト）【全６時間】 ★実施会場：旭川校のみ
札幌校2日間コースは、上記「夏期講習会2日間コース」と同内容のリピート講習です。 旭川校単日コースは、上記「夏期講習会2日間コース」の重要部分を1日にまとめたダイジェスト講習です。 
実習や学校行事の兼ね合い、お仕事の都合などで夏期講習会に参加できなかった方はぜひご検討ください。

★開講日
＜札幌校＞ 11月上旬
＜旭川校＞  ９月中旬
※函館校では開講致しません。

★モデルカリキュラム 1日目 2日目

 ９：30～12：30 人体の構造と機能
成人看護学

13：30～16：30 疾病の成り立ちと回復の促進

12時間
※旭川校は上記内容で単日（6時間）となります。

★受講料（税込）
入会金  2,000円

受講料
札幌2日間 10,000円

旭川単日 6,000円

教材費  3,500円
通学講座とセットの方は入会金・教材費は免除です。

早期申込特典
４月末日までに通学講座（札幌

校・旭川校）へお申込の方は「必修
入門」及び「人体・疾病入門」講座
を無料受講できます。

※申込みの開始時期は、5月下旬以降となります。「夏期（秋期）講習会」の詳細は、別刷「夏期（秋期）講習会パンフレット（５月下旬完成予定）」をご参照ください。

冬期講習会 札幌校・旭川校の通学講座を受講される方へ：冬期講習会で行う内容は、通学講座の復習の内容となります。追加受講は任意
となります。復習をコンパクトに行う目的での受講は効果的です。受講を希望される方はぜひご検討ください。  

冬期講習会４日間コース【全２４時間】 ★実施会場：札幌校・旭川校・函館校・帯広会場・釧路会場・室蘭会場
冬期講習会では、国試の出題範囲（科目）を全範囲網羅し、マイナー疾患まで確認・整理していく短期集中の４日間コースです。冬休み期間に独学をするよりも、講義を受けて復習する方が基礎確認の時間
の節約にもなり、本試験までの学習の指針を見出すこともできます。当講習受講で、本試験での正答率70％以上を超えるレベルの問題を確実に得点源とする学力を身に付けます。

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
＜札幌校＞ ①：12月下旬

②：1 月上旬
＜旭川校＞ ①：12月下旬

②：1 月上旬～中旬
＜函館校＞12月下旬～1月中旬
※各校①～②は同内容です。

1日目 2日目 3日目 ４日目 入会金 2,000円
 ９：30～12：30 人体の構造と機能

成人看護学
基礎看護 小児看護 受講料 20,000円

13：30～16：30 疾病の成り立ちと回復の促進 在宅/老年 母性看護 教材費 6,500円
2４時間 通学講座とセットの方は入会金・教材費は

免除です。
※その他＜帯広・釧路・室蘭＞会場も実施予定です。詳しくはお問い合わせください。

状況設定問題ゼミ／弱点補強ゼミ／高正答率過去問ゼミ
1状況につき3問～単問で構成される「状況設定問題」は、複雑な問われ方も多く、憶測ではなく正確な判断で解答を導くことが大切です。配点も1問2点と高く、得点源としていく必要があります。また、絶
対基準８割の「必修問題」や出題傾向の変わる第107回を意識した「新傾向対策ゼミ」、単体の出題だけではなく「在宅」「母性」などと絡めて出題される「健康支援と社会保障制度」について単日で対策して
いきます。

人体・疾病ゼミ【全６時間】　★実施会場：旭川校のみ

成人看護学ゼミ【全６時間】　★実施会場：札幌校・旭川校

小児・母性看護学ゼミ【全６時間】　★実施会場：札幌校のみ

在宅／老年／精神看護学ゼミ【全６時間】　★実施会場：札幌校のみ

冬期必修問題対策ゼミ　★実施会場：札幌校・旭川校【全12時間】・函館校【全6時間】

新傾向対策ゼミ【全６時間】　★実施会場：札幌校・旭川校

健康支援と社会保障制度ゼミ　★実施会場：札幌校【全6時間】・函館校【全3時間】

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
＜札幌校＞  冬期必修問題対策ゼミ：12月下旬 

それ以外：1月中の土日
＜旭川校＞   1月中旬～2月上旬　                       
＜函館校＞  Ⓜ 1月上旬　 Ⓞ 1月下旬                     

1日完結
 ９：30～12：30 状況設定問題ゼミ

弱点補強ゼミ13：30～16：30
6時間

※旭川校では18：00～21：00に行われる講義もございます
※函館校では18：00～21：00に行われる講義もございます

入会金 2,000円

受講料
全12時間のゼミ 10,000円
全 6時間のゼミ 5,000円
全 3時間のゼミ 3,000円

教材費 1,000円～5,500円
通学講座、及び冬期講習会とセット受講の方は入会金・教材費は免除です。

高正答率過去問ゼミ【全12時間・2日】　
★実施会場：札幌校　★受講料（税込）：18,000円+教材費1,500円

直前答練ゼミ【全3日間】 ★実施会場：札幌校・旭川校・函館校・帯広会場・釧路会場
これまでの学習の総仕上げとして、この時期に必要なことはインプット（知識を蓄える）ではなくアウトプット（知識を得点につなげる）です。本試験と同じ条件（同じ問題数、長丁場の試験時間、様々な
学校の学生などいる環境）で当社オリジナル問題に取り組み、その後、試験直前の最終チェックの解説を行う実践型講習です。

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
＜札幌校＞ 1月下旬～2月上旬
＜旭川校＞1月下旬～2月上旬
＜函館校＞2月上旬
※その他〈帯広・釧路〉会場も実施予定です。

1日目 2日目 3日目

 ９：30～12：10 午前問題演習 ９：30～12：30 解説講義 解説講義

13：10～15：50 午後問題演習 13：30～16：30 解説講義 解説講義

入会金  2,000円
受講料 20,000円
教材費  6,500円

通学講座、及び冬期講習会とセット受講の
方は入会金・教材費は免除です。

保健師国家試験対策 直前講習会【全12時間】 ★実施会場：札幌校のみ 
難化の兆しがある保健師国家試験の総仕上げとして本試験レベルのオリジナル予想問題テキストを駆使し、合格へ向けラストスパートをサポートします。

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
1月下旬 1日目 2日目 入会金 2,000円

 ９：30～12：10 疫学
保健統計

公衆衛生看護学
保健医療福祉行政論

受講料 15,000円
13：30～16：30 ※ 通学講座とセットの方は入会金・教材費は免除です。

保健師・助産師学校受験対策 夏期講習会【全10時間】 冬期講習会【全10時間】 ★実施会場：札幌校のみ
夏期講習会では、道内はもちろん道外校の豊富な合格実績を基に、合格に必要な重要事項の整理・頻出事項の確認を行います。冬期講習会では、入試頻出分野の総まとめ、過去問題を踏まえた予想問題演習
と解説講義を行います。

★開講日 ★モデルカリキュラム ★受講料（税込）
夏期講習会　 ８月上旬
冬期講習会　12月中旬

1日目 2日目 入会金 2,000円
10：00～12：00 基礎看護学 母性看護学 受講料 10,000円
13：00～15：00 小児看護学 母性看護学 教材費 6,500円
15：15～17：15 小児看護学 ※ 通学講座とセットの方は入会金・教材費は免除です。

※申込みの開始時期は、10月下旬以降となります。「冬期講習会」の詳細は、別刷「冬期講習会パンフレット（10月中旬完成予定）」をご参照ください。

ラインナップ紹介 
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第107回看護師国家試験対策の201８年2月16（金）17日（土）実施のザ・ファイナ

ルは2日間で1,234名（昨年より2４９名増!!）の受験生に受講頂きました。
（会場は、札幌グランドホテルと東京アカデミー札幌校でした）

総合対策コースにつきましては、８36名に受講いただき、大変賑わいました！
受験生の皆様方より、「前日確認したところが多数出題した」「安心して試験に
臨めた」等大好評。第10８回看護師国家試験対策のザ・ファイナルでは、皆様の
熱気で会場を熱くしてください！皆様の本試験前々日、前日は東京アカデミー
で最終チェックを！

講義終了後、それでも不安な受験生に対して、個別
質問時間を設け対応いたします。

ザ・ファイナル～本試験 前々日、前日 実施～
札幌校恒例！ 第１０８回看護師国家試験対策

大人気看板講師の
「直前はコレだけ押さえるシリーズ」 試験直前ラストチェック講座

本講座は、例年受講生の皆様から絶大な支持をいただいている大人気看板講師
4 4 4 4 4 4 4

による特別講座
4 4 4 4

です。

東京アカデミーの前日講習は、当日お渡しする教材・問題は全て時間内に終了いたしますので、
やり残しはございません。安心して本番に臨めます。苦手科目のみの受講も可！

本講座の実施会場は札幌になりますが、お申込みは最寄りの東京アカデミー各校で受付しております。（※8月上旬厚労省より試験日程が発表され次第、日程を確定し受付を開始致します。）

Ｄランク講座 11月開講
基礎の基礎から学習！（札幌校・函館校）

Ｄランク講座とは、模試でＤ判定（偏差値40未満：統計的に言えばそのうち半分以上が不合格に
なってもおかしくない）と評価されている方が対象です。この講座では、Ｄ判定の方達のレベルに
合った授業を15人以内という少人数で行います。

東京アカデミーの
超人気講師が札幌に集結！

〈札幌グランドホテル会場 2018.2.17の様子〉
※本講座は定員制となっております。お申込みはお早目に！

8月上旬より
受付を

開始致します!!

◆開講講座一覧 ※初めて受講される方は下記受講料の他、入会金2,000円が必要となります。

コース 「直前はこれだけ押さえる」シリーズ コース
コード 日時 受講料

（税込・教材費込） 定員

Aコース 基礎医学/看護の統合と実践
Ａ① 本試験前々日� ９：30～11：30

3,000円
450名

Ａ② 本試験前日　�14：30～1６：30 285名

Bコース 成人看護
Ｂ① 本試験前々日�12：15～14：15

3,000円
450名

Ｂ② 本試験前日　� ９：30～11：30 285名

Cコース 必修問題/計算問題
Ｃ① 本試験前々日�14：30～1６：30

3,000円
450名

Ｃ② 本試験前日�　12：15～14：15 285名

Dコース 小児・母性看護
Ｄ① 本試験前々日� ９：30～11：30

3,000円
285名

Ｄ② 本試験前日　� ９：30～11：30 450名

Eコース 総合対策
Ｅ① 本試験前々日�12：15～1６：30

６,000円
285名

Ｅ② 本試験前日　�12：15～1６：30 450名

◆開講モデルスケジュール
本試験前々日 本試験前日

� 9：30～11：30 A① D① B② D②
12：15～14：15 B①

E①
C②

E②
14：30～16：30 C① A②

※各コース①・②とも同内容の実施となっております。都合の良い日程をお選びください。
※A～D各コースとＥコースの内容が重複する事はございません。　※会場は都合により、変更させて頂く場合もございます。

団体申込みで
入会金免除!!

専用フォームがございます。
予約方法等詳細は東京アカデミー
各校までお問い合わせください。
札幌校　☎011-726-3050
旭川校　☎0166-26-6990
函館校　☎0138-31-3412

学校団体申込み
8月上旬より受付開始!

◆講義内容
正答率の高い問題をまずしっかり解けるようになることが、国試合格のための学習の基本となります。反対に不合格になってしま

う人は、この正答率の高い問題をたくさん落としてしまっているのです。決して難しい問題ができなくて不合格になっているわけで
はありません。国試ではプール制が導入され、過去問題の類似関連問題が多数出題されます。その多くは、正答率が70％以上の過去
問題からの出題です。さらに厚生労働省発表の本試験における一般・状況設定問題の合格基準※が直近3回の国試では正答率平均が
6４％であることから、高正答率（70％以上）の過去問題こそ「みんなができた問題」であり、「自分もできるようにする」ことが『合
格』するためには欠かせないものであることは明らかです。

Ｄランク講座では、上記の高正答率問題と必修問題の過去問題を中心に演習と解説＋トレーニングを実施するとともに、人体・疾
病の基礎の基礎から徹底講義します。
※合格基準は第10４回国試15９点（正答率6４.1%）、第105回国試151点（正答率61.1%）、第106回国試1４2点（正答率57.2%）。
※ 配点は一般問題1問1点、状況設定問題1問2点。なお、採点除外があったため第105回国試では実際は2４7点満点、第106回国試では実際は2４８点満点。
※ 講義内容に関しては各校ごとに異なりますので、下記の講義進行予定をご確認ください。

◆受講料・教材費（税込）
〈入会金〉5,000円　〈受講料〉８7,000円　〈教材費〉5,000円　＝合計９7,000円
教材内訳： ☆オープンセサミ①「専門基礎科目・基礎看護学・看護の統合と実践」（1,500円）※21・22ページ参照

☆オープンセサミ②「成人看護学」（2,000円）※21・22ページ参照
☆高正答率過去問題集（1,500円）※1９ページ参照

◆日程【予定】
期　　間 講義曜日 時　　間

☆札幌校 201８年11月10日（土）～201９年 1 月26日（土） 土曜日 17：30～20：30
☆函館校 201８年11月 3 日（土）～201８年12月 ８ 日（土） 土曜日 13：00～1８：15

※詳細はＤランクパンフレット（5月中旬予定）をご覧ください。

◆講義進行予定
回数 時間 講義内容 〈予定〉

札

幌

校

①11月10日

3時間

国試対策と授業ガイダンス・基礎力テェック・血液
②11月17日 血液
③11月2４日 血液
④12月 1 日 循環器
⑤12月 ８ 日 循環器
⑥12月15日 消化器
⑦12月22日 消化器・高正答率「必修」範囲
⑧ 1 月 5 日 血液・循環器・消化器以外の人体疾病
⑨ 1 月12日 模試結果を振り返る・模試「必修」の解説
⑩ 1 月1９日 まとめの復習テスト・本試験に向けてのガイダンス

予備日 1月26日 補講

函

館

校

①11月 3 日

5時間
※途中休憩有

（人体・疾病・成人）血液
②11月10日 （人体・疾病・成人）循環器
③11月17日 （人体・疾病・成人）消化器
④11月2４日 看護の統合と実践
⑤12月 1 日 必修科目
⑥12月 ８ 日 必修科目・薬理

保健師国試対策「超直前」ゼミもあります!
本試験前日 13：00～16：00
※8月上旬厚労省より試験日程が発表され次第、日程を確定し受付を開始致します。

こちらも
大好評!!

受講された学生様からこの講座で
取り扱った問題が多数的中したと
喜びの声を頂いております！
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人気の高い過去問題集も充実!　
看護師国家試験を受験する上で必須アイテムである「過去問題集」。中でも過去5年間の本試験問題から正答率70％以上の問題を集めた「高正答率過去問題集」は毎年大好評の問題

集で、初版売り切れのため増刷するほどです。

でた!でた問（高正答率過去問題集）
東京アカデミーでは、毎年看護師国家試験の受験者（第106回：20,４４８名もの受験生にご協力頂きました。）の解答データを徹底分析し、各設問

の正答率（受験者の何パーセントが正解しているか）を出しています。本試験において正答率70％以上の設問を全て解ければ合格ラインに達す
ることが、当社調べにより判明しております。また、一般+状況設定問題は70％以上の得点により合格できることが厚生労働省より発表されてい
ます。すなわち、正答率が70％以上の問題＝つまり「これが解ければ合格できる問題」です。類似・関連問題別に編集されていますので、効率
良く学習することができます。

第103回～107回の問題を掲載した最新版は、5月16日発売予定です。 販売価格 1,500円（税込）
本試験問題と解答・解説書

看護師国家試験の全問を1問ずつ簡潔に、根拠を明示して解説しています。「なぜ、この答えになるのか」に着眼していますので、理解度もUP
します。東京アカデミー集計の受験生自己採点結果による正答率も掲載で、各問題の難易度もわかります。また、過去問は持っているが、「最新
のものだけない」といった方にも好評です。

第107回本試験問題を掲載した最新版は、４月13日発売予定です。 販売価格 700円（税込） ※ 写真は前年度の
ものです。

恒例!

第1回・第2回の全国公開模擬試験は、東京アカデミー各校にて実施いたしますが、第3回の公開会
場は、例年、本試験会場として使用しております札幌コンベンションセンターにて開催いたします。
ぜひ、本番さながらの雰囲気で模擬試験を受験していただき、直前の試験対策にお役立てください。

第108回も実施予定！
第3回全国公開模擬試験は「札幌コンベンションセンター」にて実施!!

写真は201８年1月7日に
実施いたしました「第107
回国家試験対策 第3回全
国公開模試コンベンショ
ンセンター会場」の様子
で す。1,200名 以 上 の 受
験生が本試験を想定し、
緊張感をもって試験に取
り組みました。

● 第3回全国公開模試 試験会場
札幌コンベンションセンター（第108回本試験予想会場）

● 定員　1,200名（予定）　● 実施日   2019年1月6日（日）
※申込方法については、別途模擬試験パンフレットをご請求の上、ご不明な点は東京アカデミー札幌校・旭川校・函館校までお問い合わせください（通学講座生は別途申込み不要です）。

ご利用率

道内看護大学・専門学校・高看進学課程・通信制課程の学校様

東京アカデミーの模擬試験は、北海道内の多くの看護学校様に利用いただいています！

52校／54校中 96.3%!!96.3%!!

東京アカデミーの模擬試験解答解説書は、問題文が掲載されており、試
験後に一問一答問題集として、チェック（暗記）シートを使用し活用できます。

（チェックシートは解答解説書に付いています）

（模擬試験解答解説書）

※写真は前年度のものです。

使える!!得

◆全国公開模擬試験 会場実施日程
実施日 会場実施 時間割

必修問題模試 
※ ９：50～10：00　説明

10：00～11：４0　〈100分〉 必修問題₄/₂₉（日・祝）

第１回全国公開模試
※ ９：30～ ９：４0　説明

９： ４0～12：20　〈160分〉 午前問題
必修問題……25問
一般問題……65問／状況設定問題……30問

12：20～13：20　昼食休憩
13： 20～16：00　〈160分〉 午後問題

必修問題……25問
一般問題……65問／状況設定問題……30問

₆/₃（日）

第２回全国公開模試
※

₁₀/₁₄（日）

第３回全国公開模試
201９年� ※

₁/₆（日）

※ 会場・自宅受験とも全国公開実施日までにマークシートを提出された方に限り成績処理致します。ただし、必修問題模試は201９
年1月6日（日）まで、第1回全国公開模試は201８年９月2日（日）まで、第2回全国公開模試は201８年11月11日（日）まで、第3回全国公
開模試は201９年1月13日（日）まで自宅受験・団体受験は可能です。

※ 通学講座の申し込み手続き完了後は、全ての模試が無料となります。

東京アカデミーの模擬試験は、全国最大規模を誇ります。第106回看護師国家
試験対策の模擬試験受験者数が、第1回～第3回、必修問題模試の全４回でのべ
132,９９９名を数えます。採点データを設問ごとに分析をして受験者にフィードバッ
クしていますので、自分の弱点が客観的かつ正確に把握できます。

東京アカデミーの第2回、第3回模試は新出題基準に対応しております。

＜試験問題出題のねらい＞
●必修問題模試：必修問題の目標Ⅰ～Ⅳの項目を本試験に準じた割合で、本試験の2回分にあたる100問分を出題し、最低限必要とされる基礎知識を確認できます。
●第1回模試：早期に理解すべき問題・基本的な問題を中心に出題します。また、全科目の重要な基礎知識をしっかり確認できます。
● 第2回模試：新傾向の問題や、判断力・応用力の必要な重要事項を含め、国家試験本番を想定して出題します。弱点をチェックし、学習の指針を明確にするこ

とができます。
●第3回模試：国家試験直前の予想問題です。苦手分野を再度チェックすると同時に、時間配分も含めた解答の仕方を確認できます。

東京アカデミー模擬試験より第106回看護師国家試験

ズバリ的中問題が多数!!
東京アカデミーでは長年培った国家試験対策のノウハウと出題傾向分析に基づ
いて作成したオリジナルの模擬試験のみで、これまでにも多くの的中問題を生
み出してきました。下記は第106回本試験問題からほんの一例をご紹介します。

【本試験（午後）問題1４】
無尿の定義となる1日の尿量はど
れか。
1.�  0�ml
2.�100�ml�未満
3.�400�ml�未満
4.�700�ml�未満

【第3回模擬試験（午前）問題1４】
成人の無尿の基準はどれか。
1.�   �0mL/日以下
2.� �100mL/日以下
3.� �400mL/日以下
4.�1,000mL/日以下

【本試験（午前）問題21】
オートクレーブによる滅菌法はど
れか。
1.�乾熱滅菌
2.�プラズマ滅菌
3.�高圧蒸気滅菌
4.�酸化エチレンガス滅菌

【第2回模擬試験（午後）問題22】
オートクレーブを使用するのはど
れか。
1.�ろ過滅菌
2.�酸化エチレンガス滅菌
3.�火炎滅菌
4.�高圧蒸気滅菌

【本試験（午後）問題1８】
ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉
で「刺激しても覚醒せず痛み刺激に
対して払いのけるような動作をする」
と定義されるのはどれか。
1.�Ⅰ－3
2.�Ⅱ－20
3.�Ⅲ－100
4.�Ⅲ－300

【第3回模擬試験（午前）問題1８】
意識障害のある患者で、痛み刺激に
対し開眼せず、払いのけるような動
作をする場合、ジャパン・コーマ・ス
ケール〈JCS〉による評価はどれか。
1.�Ⅱ－20
2.�Ⅱ－30
3.�Ⅲ－100
4.�Ⅲ－200

【本試験（午前）問題53】
乳癌の自己検診法の説明で適切な
のはどれか。
1.�月経前に行う。
2.�年に1回実施する。
3.�指先を立てて乳房を触る。
4.��乳房の皮膚のくぼみの有無を
観察する

【第2回模擬試験（午後）問題８2】
乳癌について正しいのはどれか。
2つ選べ。
1.�好発年齢は20～30歳代である。
2.�発生部位の多くは両側性である。
3.�皮膚の陥凹がみられる。
4.�圧痛はまれである。
5.�乳頭からの分泌物はみられない。

【本試験（午後）問題2４】
一次救命処置時の成人への胸骨圧
迫の深さで適切なのはどれか。
1.�2～3cm
2.�5～６cm
3.�8～９cm
4.�11～12cm

【第1回模擬試験（午前）問題25】
成人に対する一次救命処置につい
て正しいのはどれか。
1.�胸骨圧迫は1分間に６0回の速さで行う。
2.�胸骨圧迫は胸が約5cm沈む強さで行う。
3.��自動体外除細動器〈AED〉を準
備する必要はない。

4.��周囲に他の援助者がいても胸
骨圧迫は一人で行う。

模試の結果分析⇒全体の中での自分の順位を把握
★受験生の70％以上が正答の問題は確実に点数にする！

自分の実力を確認する。成績結果から全国の中での自分の順位がわかります。
例えば、第106回看護師国家試験対策第3回全国模試は、４5,6８3名が受験。第106回国家試験の全受験者62,53４名のうち、73.05％が受験して
います。この脅威の母数からの客観的な成績データが信頼の証拠です。

自分の弱点を知り、今後の国試対策の学習計画の指針を確認する。
模試の結果が返ってくると、各分野の全国平均の正答率と自分の正答率が表記されます。平均より下回っている分野は、自分にとっての
弱点です。特に、『受験生の70％以上が正答したのに自分は不正解だった問題（＝東京アカデミーの模試であれば★印）』を確実にマスター
していくことが合格への第一歩です。

本番形式に慣れ、本試験を意識した訓練が可能です。
解答する時間配分はどうか。マークシートのマークミスはなかったか。本番の国家試験で最後の方にマークがずれていたことに気付き、
慌てて直したけれど時間切れだった……という受験生を知っています。経験を積み、試験慣れすることも大切です。

模試の解答解説書は、問題文も掲載されており、試験後
には一問一答問題集としても活用されています。

 的中!

 的中!  的中!

 的中!  的中!

模試活用法

１

２

３

全国屈指の受験者数を誇る
全国公開模試で合格可能性をチェック！合格するための指標がここにあり！ 過去問の分析に基づいた最良の問題を精選出題！ 

第108回 看護師
国家試験対策  全国公開模擬試験

東京アカデミーの模擬試験の特長は受験者数の多さだけではありません。本試験を徹底分析し作成されたオリジナル問題は、本試験的
中率も高く、各回ごとに最良の問題を出題しています。また、その時期に応じ、受験生にとって最適な内容を提供しています。
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受講生限定のオリジナル副教材・データ本からの的中問題！
オープンセサミと併せて活用することで効果抜群！ 他にも多数あります!

◆その他の副教材も見逃せない！
『傾向と対策』

過去3年間の全問題を出題基準と対比させ、どの単元
から出題されたかを一覧にしたデータ集。力を入れ
なければならないところがわかります。

傾向と対策の長所！
出題傾向を知ることで、どこから学習を始めれ
ばいいのか、重点的に取り組むべき項目を「理解
⇒整理⇒記憶」することができます。読者を自
然に効率的学習へ導く優れものです！

『本試験問題と解答・解説』
本試験問題において、「なぜ、この答えになるのか」
に着目し、問題毎に解答解説を加えた冊子です。

本試験問題と解答・解説の長所！
選択肢1つ1つに対して、問われている知識を確
認・解説することで問題の意図を理解すること
ができます。出題基準の大項目から小項目まで
を1問毎に掲載しているため、出題傾向を知るこ
とができます。正答率も掲載しているため、難
易度も知ることができます。

『スタディガイド』
年2回発行の情報誌。学習のコツや東京アカデミー
講師による頻出分野の解答方法特集などの情報を提
供します。

VOL.1の長所！
本書にて本試験問題を徹底的に検証します。設
問別問題数（必修問題・一般問題・状況設定問題）、
出題形式別問題数（組み合わせ問題・図表を用い
た問題・写真を用いた問題・計算問題等）を分析
し、本試験作問者の意図を解説します。

VOL.2の長所！
本書にて秋からの学習方法を精神的な面と、講
師の経験に基づく技術的な面から具体的に解説
します。本試験までの過ごし方を読者に示す基
本書です。新出題基準に追加された在宅看護論
の「地域包括ケアシステム」について解説してい
ます。

通学講座や各種短期講座で使用するテキストはすべて東京アカデミーオリジナル。国家試験の出題基準と傾向を押さえ、本試験を徹底
分析したオリジナル教材は受験生から高い支持を得ています。なかでも「オープンセサミ参考書（全5冊）」は特に人気の教材で、毎年問
い合わせが殺到する、まさに受験生必携のテキストです。

国試攻略のポイントをギュッと凝縮！知りたいことがすぐに見つかる！
今や看護師国家試験対策の勉強では欠かせない存在となったオープンセサミ参考書。多くの大学や専門学校でも使用されて

いる国試対策には欠かせない「バイブル」です。これまで学校で勉強してきた内容は膨大……そのすべてを頭に叩き込むこと
はほぼ不可能です。

オープンセサミ参考書は、国家試験の出題基準を大項目、中項目、小項目ごとに分類し、 
コンパクトにまとめた他にはない教材です。

全5冊で国家試験に出題される全科目全分類を網羅しています。掲載されている例題が本試験でも多数出題されることから、
多くの学校で国試対策用の教材として使用されており、受験生だけでなく先生方からも圧倒的な信頼をいただいています。

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小児看護学・母性看護学
⑤健康支援と社会保障制度

オープンセサミ参考書 全5冊 オープンセサミ参考書の目次より一部抜粋！
国家試験の出題基準を大項目、中項目、小項目ごとに学習しやすいよう分類してあります！

おススメ活用法はこれ！
余白に書き込め！ 
オープンセサミ参考書を「魔法のノート」に！

オープンセサミはあえて余白部分を多くしています。
それは参考書に先生の解説や実習で学んだことをどん
どん書き込んで、あなただけのオリジナル参考書にし
てほしいという願いからです。マーカーを引く、付箋
でメモ、書き足す、最新数値を入れる！これであなた
を合格させるオリジナル参考書が完成します！

オープンセサミの内容を理解していれば、解答を容易に導き出せる！
オープンセサミ参考書は重要な事柄を中心にまとめ、国試で解答を導き出すために何を抑えるべきか分かりやすく表記して

あります。

オープンセサミ
が支持される 

理由①

オープンセサミ
が支持される 

理由②

書き込み後書き込み前

➡
オープンセサミ

が支持される 
理由③

研究されたオリジナルテキスト

【第106回 本試験（午後）問題 27】
アルドステロンで正しいのはどれか。　
1.　近位尿細管に作用する。
2.　副腎皮質から分泌される。
3.　ナトリウムの再吸収を促進する。
4.　�アンジオテンシンⅠによって�
分泌される。

� 〈正答　3〉

! オープンセサミの内容を理解していれば簡単に答えを導き出せます。

 的中!

『覚えて得するBOOK』
国家試験合格のために必ず暗記しておきたい「正常値」「類似疾患の比較」などを覚えやすくまとめた資料です。

『おてがるチェック』
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。
統計資料は、主に厚生労働統計協会「国民衛生の動向」によるものです。第106回国家試験では、「2015/16年版」からの出題ですが、2016年2月22
日「医道審議会保健師助産師看護師分科会における保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会報告書」において免許取得時には最新の知識
に更新する必要があると報告されています。第107回国家試験では、最新の知識（統計資料）を問われることも予測されます。「おてがるチェック」
は、2年分のデータ（第106回国家試験対策用では、「2015/16年度版」および「2016/17年度版」）を掲載しており最新対策が可能です。

【第106回本試験（午前）106】
在胎40週2日、正常分娩で出生した男児。出生児体
重3,000g、身長48.5㎝。生後1日の体重は3,200g。バ
イタルサインは腋窩温37.2℃、呼吸数70/分、心拍数
130/分。出生後24時間までに、排尿が1回、排便が1
回みられた。児の状態で正常から逸脱しているのは
どれか。
1.体温　2.呼吸数　3.心拍数　�
4.排尿回数　5.排便回数
� 〈正答 2〉

【第106回本試験(午前)問題1】
平成25年(2013年)の国民生活基礎調査による有訴
者率(人口千対)で正しいのはどれか。
1.�12.4�
2.�112.4�
3.�312.4�
4.�512.4� 〈正答�3〉

【第106回本試験(午前)問題35】
労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。
1.�失業時の教育訓練給付金�
2.�災害発生時の超過勤務手当�
3.�有害業務従事者の健康診断�
4.�業務上の事故による介護保障給付

� 〈正答 4〉

 的中!

 的中!

 的中!
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全道各地で活躍中!!
講習会はもちろん、通学講座、大学・専門学校の学内講座でも出講中!

頼もしい精鋭講師陣!
東京アカデミーの講師は分析力がスゴイ!
～東京アカデミー 北海道地区講師陣 一部紹介～

旭川校
・通学講座
・夏期講習会
・秋期講習会
・ 冬期講習会／直前答練ゼミ

他短期講習会

札幌校

苫小牧会場
・夏期講習会

釧路会場
・夏期講習会
・冬期講習会／直前答練ゼミ帯広会場

・夏期講習会
・冬期講習会／直前答練ゼミ

函館校
・夏期講習会
・ 冬期講習会／直前答練ゼミ

他短期講習会

・通学講座
・Dランク講座
・夏期講習会
・秋期講習会
・ 冬期講習会／直前答練ゼミ／

ザ・ファイナル
他短期講習会

皆さんは、学校やお仕事など忙しいとは思います
が、国家試験合格のためにはしっかりと国試対策の
時間を作ることが大切です。過去問も正答の選択肢
だけ見るのではなく、間違っている選択肢からどこ
が違うのかを理解し、その周辺知識を学び、全体の
知識を増やしていかなければ対応できなくなって
います。私の経験と知識を全力でお伝えしていきま
す。ぜひ毎年、国家試験を徹底分析している東京ア
カデミーを信じて徹底的に学んでいきましょう。

国家試験はある一定の基準を達成
すると合格できる試験です。試験が近
づくにつれ緊張や不安、期待など様々
な感情が生じて気持ちが焦り、色々な
方法をとってしまう方がいますが、こ
れは良くありません。国家試験の勉強
のコツは、覚える内容が多いので、脳
の仕組みを理解して科学的に勉強を
行うことです。合格に向けて、地道に
コツコツと反復する。短時間で集中し
て行う。勉強する事柄に感情をすりつ
ける。これに限ります。一緒に合格を
目指し、頑張りましょう。

国家試験合格のためには、まず「絶対
に合格する！」という強いイメージを持
ち続けること。自分が努力し積み重ね
てきた事を信じて、モチベーションを維
持し、前向きに取り組む事が合格を引き
寄せます。更に、国家試験の傾向を踏ま
えた効率的な学習をすること。特に新
しい出題傾向に対しては効果的な戦略
が必要です。そのサポートを私達講師
一丸となって合格まで講義していきます。
どうぞ東京アカデミーを信じてついて
きてください。努力は決して裏切りま
せん。一緒に頑張りましょう！

国家試験は選抜試験ではありません。難し
い問題を正解してライバルに差を付ける必
要はないのです。確実に合格基準に達するた
めには、基本問題を確実に得点することです。
東京アカデミーの講習会では、合格基準を最
短距離で突破するため何をどこまでやれば良
いのかを明確にしていきます。

膨大な出題基準の全項目をすべて学ぶには多くの努力やそれに
伴う時間を必要とします。ひとりで学習するとポイントがつかめ
ず思うようにはかどらない事もあるでしょう。国家試験は不安や
ストレスが常に伴うものです。

私達はむずかしい言葉を分かりやすくかみ砕き、一生使える基
礎知識として伝えながら、臨床現場でも役に立てるよう意識しつ
つ講義していきます。

個人学習が継続しやすいよう図や絵の活用で、聞くだけでなく
見える形での講義を行っています。出題頻度の高い問題は看護師
として知らないと困ると言う知識の問題です。ポイントを押さえ、
周辺知識を交えながら丁寧に解説し、基礎学力が高められるよう
全力でサポート致します。真剣だけど楽しく有意義な時間を共有
しましょう。

国試合格のためには、まずできるだけ早く国試を意識
することが大切だと思います。自分が国試を受ける、そ
して必ず合格するという強い意識を常に心に持っていて
ください。特に第107回国試では、出題基準の改定により、
今までにない傾向の問題が突然出題されました。不安に
思う方も多いと思いますが、東京アカデミーでは新傾向
も踏まえ合格まで全力でサポートしていきます。一緒に
がんばりましょう。

試験直前時期となると焦ってばかりで「一
体何から手をつければよいのか」と、いう方
が多いのではないでしょうか。東京アカデミー
の講習会では合格のために必要な知識を凝縮
して伝授いたします。国試までの学習の方針
が決まっていない方は是非アカデミーの講習
会にご参加ください！

前田 浩美 講師

佐藤 慶如 講師

大坂 智子 講師

佐野 峻司 講師

八木 一恵 講師

中村 春菜 講師

松澤 くみ子 講師

室蘭会場
・冬期講習会

◆保健師・助産師学校受験対策／看護大学編入学試験受験
【模擬試験】 （札幌校・旭川校・函館校）
○保健師・助産師学校受験対策の模試は201８年９月23日（日・祝）に実施します。過去の入試問題を徹底的に分

析し、入試に精通した講師陣がオリジナル問題を作成しています。
○看護大学編入学試験受験対策の模試は201８年6月3日（日）に実施します。全国の看護大学の過去の編入学

試験問題を徹底分析し、作成されたオリジナル問題を、さらに厳選して出題されます。編入学試験を前に
学習指針を得ることができます。

【夏期・冬期講習会】 （札幌校）
夏期講習会は、201８年８月に開講します。合格に必要な重要事項の確認を行いました。冬期講習会は201８年12
月に開講します。入試頻出分野の総まとめと、過去問題を踏まえた予想問題の演習を行います。

◆保健師国家試験対策 
【模擬試験】 （札幌校・旭川校・函館校）
過去の本試験問題を徹底分析し作成される保健師国家試験対策模擬試験の決定版です！出題形式、試験時間など、すべて本試験に完全対応してい
るので、本番前の予行演習に最適です。会場実施日は201８年11月４日（日）、マークシート提出締切日は201８年12月16日（日）です。

【直前講習会】 （札幌校）
難化の兆しがある保健師国家試験対策の総仕上げとして本試験レベルのオリジナル予想問題テキストを駆使し、合格に向け、ラストスパートをサ
ポートしていきます。今年度は201９年1月に開講します。

◆ケアマネジャー試験対策 
【通学講座】 201８年４月15日（日）～９月23日（日・祝）に開講します。 本講座4月生は教育訓練制度対象講座です。  
仕事をしながらでも効率よく試験対策ができるよう、日曜日に講義を実施します。看護師として受験の場合、

「保健医療サービス分野」の基礎問題が免除となります。通信講座との併用で、自宅学習も万全です！

【総まとめ講座】 201８年９月９日（日）に開講します。
一問一答○×形式のチェックで頻出項目テーマを一気に整理し確認します。解答を導き出すのに必要な知
識だけに留まらず、問題文に含まれている用語解説もいたしますので、形式を変えた問題にも対応できるよ
うに備えます。また、厚生労働省から発表される統計情報や通知なども確認しながら講義を展開しますので、
最新知識もしっかり押さえることができます。詳細は、ケアマネージャー募集要項をご請求ください。

【 東京アカデミー
２０１６年度入試

合格実績 】
保健師・助産師学校受験

207名 合格!!
看護大学編入学受験

 93名 合格!!

ケアマネジャー試験
2017年度

東京アカデミー通学講座生の

合格率は 60.0%
（一般合格率21.6%）

東京アカデミーだからできる

キャリアアップシステム
東京アカデミーでは、キャリアアップを目指す方へ下記の対策も行っております。受験、受講を検討される方は、お気軽にお問い合わせください。

キャリアアップを
目指す方へ

病院就職や公務員・教員への就職を
力強くサポートできるのは東京アカデミーだけ！！

◆Median-net（メディアンネット） 看護学生と看護師のための病院就職情報検索サイト
東京アカデミーグループでは、病院就職のた
めの「Median就職ガイド」を発行しています。
当社の受講生は自由に閲覧し、情報を収集す
ることができる貴重な1日となりました。
※北海道では開催いたしません。

東京アカデミーグループ
看護師の就職のことならお任せください！
看護学生と看護師のための就職情報サイト

http://www.median-net.jp/
メディアンネット 検索

◆東京アカデミーの公務員試験対策講座
東京アカデミーでは看護師・保健師公務員を目指す方を対象とした公務員対策講座も行っております。通学講座、短期講習会や模擬試験
等がありますので、公務員看護師・保健師を目指されている方は、お気軽にお問い合せください。

◆東京アカデミーの教員採用試験対策講座 養護教諭（公立小学校・中学校・高等学校等教員）
保健師免許取得者は、養護教諭教員免許も一部単位を取得後、申請により取得可能です。養護教諭になるためには免許取得後、都道府県
や政令指定都市で実施する教員採用試験を受験する必要があります。東京アカデミーでは教員採用試験対策講座も開催しており、高い合
格実績を誇る養護教諭をはじめ、多くの教員採用試験の合格者を輩出しております。

【2017年度北海道・札幌市教員採用試験 養護教諭 最終合格者12名！】
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東京アカデミーグループでは、昭和42年創立以来、50年間、全国32拠点での
通学講座の提供だけに留まらず、様々な形態の教育サービスを提供しています。
グループの理念は、公益性の高い職種に就く人材を輩出し、
地域社会に貢献することです。

【主な出張講座実施校（北海道地区の主な抜粋）】
北海道大学（水産学部）／北海道教育大学（札幌校／旭川校／釧路校）／釧路公立大学／名寄市立大学／旭川大学／札幌大谷大学
札幌学院大学／札幌保健医療大学／千歳科学技術大学／日本医療大学／北海学園大学／北海道医療大学／北海道科学大学
北海道文教大学／北翔大学／北星学園大学／酪農学園大学　他 国公立大／私大ごと・五十音順

【2017年度実施実績】
・公務員試験対策 模擬試験受験者数 ［大卒程度全10回分］ 計33,427名　［高卒程度全6回分］ 計23,853名
・教員採用試験対策 模擬試験受験者数 （全4回分） 計45,465名
・看護・医療系学校受験対策 模擬試験受験者数 （全3回分） 計17,690名
・看護師国家試験対策 模擬試験受験者数 （全4回分） 計143,262名

※創立以来、50年間の模擬試験受験データを蓄積、分析、加工し、毎年、新たな受講生の受験指導に活用しています。

25 26



㊙  2018年度 第108回 看護師国家試験
受験対策講座 通学講座 受講申込書

受付日　2018年　　月　　日

受講期間：2018年　　月　　日～2019年2月末日

受講校舎 校 月生 会員番号 　　 －

受　講
コース 日曜部 短期

講習

3校共通：入門講座 ・必修入門（札幌・旭川・函館）　　・人体疾病入門（札幌・旭川・函館）
Dランク講座・
ザ・ファイナルは
後日発刊の
専用の申込書にて
お申込みください。

旭川校 ・冬期オールセット（旭川校日曜部9月生とのセット受講の場合のみ）

札幌校
函館校

・ 「夏期（秋期）講習会」の詳細は、別刷「夏期（秋期）講習会パンフレット（5月下旬完成予定）」
を、「冬期講習会」の詳細は、別刷「冬期講習会パンフレット（10月中旬完成予定）」をご参
照ください。（通学講座申込者には、ご入会後改めて短期講習会のご説明を申し上げます）

フリガナ 男
・
女

生年月日
年齢

昭和・平成 年 月 日

入会日現在（　　　　歳）氏　名

現住所
連絡先

〒 － 電話 － －
携帯 － －

Eメールアドレス： @

帰省先
連絡先

〒 －
電話 － －

現在の状況 ・学生　・准看護師（正社員／パート）　・看護助手　・無職　・その他（ ）

出身高校 高等学校 年卒業 ・高等学校卒業程度認定試験合格

最　終
（在学）
学校名

大学　　　　専門学校
短期大学　　高等学校

在学（　　　年生） 
卒業（　　　年卒）

受験資格 無　／　有 受験回数 無　／　有（受験回数：　　　　　回／年度 年）

受講履歴
過去に当社で利用された講座があれば○をしてください。（看護医療系学校受験時の対策講座受講履歴もご記入ください）
看護学校受験対策 ・ 国家試験対策 ・（　　　　）年度　通信講座 ・ 短期講習（春期／夏期／冬期）
通学講座（　　　月生）・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

当社を
知った

きっかけ

□ 新聞（ ）　□ テレビ・CM  □ インターネット　□ 学校設置パンフレット
□ 紹介（出身（在学）学校先生・友人・家族・病院）  □ 当社の出版物（書名 ）
□ メディアン　 □ バナー広告（ ） □ その他（ ）

受講料等

入 会 金  円

受講料等
納入方法

□  持参（　　　月　　　日予定）
□  銀行振込（　　　月　　　日予定）

 送金者名［カタカナ］：（ ）
□  教育ローン

 頭金予定額： 円（　　　月　　　日予定）
 教育ローン申込受取書　□ 未　□ 済

受 講 料  円

短期講習 円

教 材 費  円

合計 円

貴校に入会し、諸規則を守り、所定の看護師国試受験対策講座を受講いたしたく、募集要項に記載
された講座内容・受講料等及び教材・申込方法・「東京アカデミー申込規約」の説明事項等を了承の上、
ここに入会金・受講料・教材費を添え申し込みます。

　2018年　　月　　日

 　受講生氏名

　保護者氏名

（受講者が未成年の場合、受講者・保護者の連名とする）　※必ず押印願います。

一部入金領収印

（C・B・L）

全額入金領収印

（C・B・L）

円 円

備考
入会日：2018年　　月　　日　　会員証：渡済 ・ 未渡　　教材：渡済 ・ 未渡　　開講案内：渡済 ・ 未渡　　
確定カリキュラム：渡済 ・ 未渡　　割引：有（　　　　　　　　　　　）・ 無　　入会後の追加申込（　　　　　　　　　　　）　　
他校舎振替：有 ・ 無

個人情報保護法に基づく告知
当看護師国家試験受験対策講座申込書に記入された事項は、本人の同意なく第三者に提供することはありません。
個人情報の取り扱いに関する当社の基本方針は、ウェブサイト（http://www.tokyo-ac.jp）をご覧ください。

日曜部申込の方は

必ず写真を
貼付して
ください

（縦4㎝×横3㎝）
スピード写真可

（短期講習のみの
場合は写真不要）

入会後のご連絡に使用しますので、
必ずメールアドレスのご記入をお願いいたします。

必ずご記入ください。｛日付、ご署名、ご捺印が
ない場合は
受付が出来ませんので
必ずご確認ください。

印

印 取扱者 入力 台帳 局長 入金

 

　

き
り
と
り　

 

◀

お申込み方法
♳ 受講申込書記入

P2８・2９の「受講申込書」の太枠内を全て記入してください。捺印が無ければ申し込みを承れません。写真の貼
り付け、裏面の記入も忘れずにお願いします。

♴ 受講申込書提出
各申込み校へ、受講申込書を郵送、または直接窓口までお持ちください。

♵ 受講料納入
各申込み校へ、受講料を振込、または直接窓口までお持ちください。

上記手続きが完了しますと、講義にご参加頂けます。受講票が発行されますので、直接、あるいは郵送でお渡し致し
ます。会員カードは、ご来校の際必ず携帯してください。
教材は、講義初日にお渡しします。早めに受け取りたいという方は、窓口で会員カードを提示いただけましたらお渡
し致します。

注意!
入会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、開講後に関わらず、書面にて解除申請を
してください。
当社規定の「返金の特例」、当社の債務不履行による契約の解除・解約ならびに定員締切の場合を除き、消費者
契約法に基づく当社規定則り、下記の①または②の解約手数料を申し受けます。また、返還は銀行振込にて行い、
振込手数料はご負担いただきます。

①講座開講前の解約：入会金の金額と、解約手数料として受講料の10％
※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。また、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： 入会金・教材費の全額および月割で算出した消化受講料と、解約手数料とし
て未消化受講料の30％

①、②について消化受講料、未消化受講料は、解約の申請書受理日を基準に原則月割にて計算いたします。

各校住所・電話番号・受付時間・振込先
○ 札幌校  〒060-0８07 札幌市北区北7条西４丁目17-1 KDX札幌北口ビル

TEL 011-726-3050　受付時間：月～土 ９：00～20：00、日・祝 ９：00～1８：00
振込先：三井住友銀行 梅田支店 （普）９４3372９　東京アカデミー札幌校

○ 旭川校  〒070-003４ 旭川市四条通８丁目1703-12 日本生命旭川四条通ビル８階
TEL 0166-26-6９９0　受付時間：月～土 ９：00～20：00、日・祝 ９：00～17：00
振込先：三井住友銀行 梅田支店 （普）９４3４333　東京アカデミー旭川校

○ 函館校  〒0４0-0011 函館市本町８-1８ ベストアメニティ五稜郭ビル2階
TEL 013８-31-3４12　受付時間：月～土 ９：00～1９：00、日・祝 ９：00～17：00
振込先：三井住友銀行 梅田支店 （普）９４33731　東京アカデミー函館校
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看護師国家試験対策講座をお申込みされます皆様には、お申込みされます前に、
以下の内容をご確認いただき、確認済欄にご署名をお願いいたします。

□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。
心配な場合は、お申込み前に担当者へご相談ください。

□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）	 	お申込み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）	 	当社は、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」「看護・医療系学校受験及び大学受験対策講座の入会予定者・入会者
の皆様へ」をご確認いただき、解約規定についてもご理解ください。

［確認済署名欄］
申込にあたり、受講コース、受講料、受験の意思、入会手続完了後の解約に関する諸規定を全て確認いたしました
ので、説明事項を了承の上、ここに受講料等を添えて申し込みます。

	 　　2018年　　月　　日

受講者氏名	 	 保護者氏名	
※受講者が未成年の場合は、受講者・保護者の連署とする。		 ※受講者が未成年の場合は、受講者・保護者の連署とする。	

販売業者	
株式会社東京アカデミ一札幌	
札幌校（本店）	：〒060-0807　札幌市北区北７条西4-17-1　KDX札幌北口ビル	 ☎011-726-3050

販売総責任者	
代表取締役　佐川泰宏

販売担当校	
札 幌 校	 ：〒060-0807　札幌市北区北７条西4-17-1　KDX札幌北口ビル	
旭 川 校	 ：〒070-0034　旭川市四条通8-1703-12　日本生命旭川四条通ビル8F	
函 館 校	 ：〒040-0011　函館市本町8-18　ベストアメニティ五稜郭ビル2F

販売担当校	 校	 取扱者	

東京アカデミー申込規約
東京アカデミーの通学講座・通信講座・短期講習会・模擬試験・学内講座等の講座にお申込みいた
だくに際し、下記規約内容を必ずご確認、ご理解をいただいた上でお申込みくださいますようお願
いいたします。
1.	 適用講座

株式会社東京アカデミー（以下、弊社と記載）が実施する通学講座・通信講座・短期講習会・
模擬試験・学内講座等の講座において本申込規約を適用いたします。本規約に定めがないも
のについては、各種募集要項等の定めによるものとします。

2.	 お申込みについて
（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

件等を満たしているかどうかを各自ご確認いただき、ご希望の講座をお申込みくださ
い。

（2）	 お申込予定のコースの受講時間帯、日数、期間、受講科目、教材等をご確認ください。
（3）	 お申込予定のコースの受講料総額（入会金、受講料、教材費などの受講料等内訳）を

ご確認ください。受講料をお支払いただく場合には、弊社窓口での現金納入の他、銀
行振込（振込手数料申込者負担）・大学生協等代理店（校舎によっては取り扱ってい
ない場合があります）を利用していただくことができます。

（4）	 大学生協等代理店でお申込の場合は、「申込書控」を必ずお受け取りください。取扱
店舗によりお申込方法が異なる場合がございます。また、一部取扱していない講座、
コースがございますので直接最寄りの弊社窓口にお問い合わせください。

（5）	 未成年者（20歳未満）が受講申込をする場合には、受講申込書に保護者の方の署名・
捺印が必要となります。

（6）	 入会希望者であっても弊社の判断で受講に不適当と見做された場合には入会をお断り
することがあります。

3.	 お申込みの締め切りについて
受講校舎、受講コースによっては定員になり次第申込受付を締め切らせていただく場合もご
ざいます。また、受講校舎以外での振替受講及び重複受講を認めている講座がございます
が、座席に余裕が無い場合は受講できないことがあります。

4.	 解約・返金等について
（1）	 万一、当規約に違反する行為、その他社会通念上のルールを著しく逸脱した行為等が

あったと弊社が判断した場合、弊社は何ら通知催告することなしにお客様との受講契
約を即時解約し、今後お客様との取引をお断りし、各校舎への立ち入りを禁止する場
合があります。

（2）	 お客様が暴力団、暴力団関係企業、総会屋に所属されていることまたはこれらの関係
者その他反社会的勢力であることが判明したときは、弊社は何等の通知催告を要しな
いでお客様との受講契約を即時解除することができます。

（3）	 その他弊社のご利用に際し発生した諸問題については、「東京アカデミー入会者規定」
等弊社が定める諸規定に基づいて対処させていただきます。

（4）	 入会手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、受講講座開講前、開講後にかか
わらず書面にて解約申請をしてください。
弊社規定の「返金の特例」、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の解約規定に従い返金いたします。	 	
なお教育ローンをご利用の場合は、教育ローン解約にかかる手数料等をご負担いただ
きます。	 	
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。

《解約規定》
（1）通学講座

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として受講料の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
として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、解約申請書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
月より解約申請書受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請書提出
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）通信講座
①	 弊社からの教材発送前の解約につきましては、入会金の全額と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	 弊社からの教材発送後の解約につきましては、入会金・消化受講料の全額と解約手数
料として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。ただし、添削未消化期間がある場合でも全添削課題を完了（添削済課題が全回分
弊社より返却し、受領されていること）された方は返金の対象とはなりません。

消化受講料、未消化受講料は、実際の添削課題提出の有無にかかわらず、解約申請書受理
日を基準に原則として月割りにて計算いたします。
通信講座の消化期間の算出は、講座開始日（初回教材発送日）の属する月より解約申請書
受理日の属する月までとします。未消化期間の算出は、解約申請書提出日の属する月の翌
月から講座終了日（添削期間終了日、かつＳＯＳカード受付終了日）の属する月までとし
ます。

（3）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として受講料の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
として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、解約申請書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かかわらず、解約申請書受理日以前の講座については
「受講済」といたします。

（4）模擬試験
模擬試験実施前の解約につきましては、解約手数料として受験料の10％を控除した金額を
返金いたします。
模擬試験実施後は実際の受験の有無にかかわらず「受験済」といたします。また、自宅受
験のお申込みで既に模擬試験問題一式をお受け取りの方は「受験済」となりますので予め
ご了承ください。

（5）特定商取引法対象講座に係る返金について
弊社講座において、看護医療系学校受験対策講座、大学受験対策講座の通学講座・通信講
座に在籍の受講生は「特定商取引法」の対象となる場合がございますので、別途「看護・
医療系学校受験及び大学受験対策講座の入会予定者・入会者の皆様へ」の説明文をご確認
ください。

5.	 閉講について
お申込みいただいた講座、コースが開講日までに開講に必要な定員に達しない場合は、やむ
を得ず閉講といたします。その際は、他の講座、コースへの変更についてのご相談をお受け
いたします。他の講座、コースを受講されない場合は、入金いただいた入会金、受講料及び
教材費の全額をお返しいたします。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。

6.	 教育ローンについて
弊社が案内する信販会社の教育ローン利用にあたっては、取扱信販会社の審査がございま
す。審査の結果、教育ローンをご利用いただけない場合でこれにより入会を断念される場合
は、その間の講義の出席及びテキスト等の使用につき相当額をご負担いただきます。
尚、教育ローンのお支払回数は講座終了月には完済できる回数をお選びいただくことにな
ります。

7.	 講座運営について
（1）	 やむを得ない事情により、講座の担当講師、日程・時間帯等が変更になることがあり

ます。
（2）	 現在実施中もしくは実施を予定している講座等の運営をやむを得ず中止することがあ

ります。
（3）	 天候の影響及びストライキなどによって交通機関がストップした場合は休講とする場

合があります。その場合は各校にお問い合わせいただくか弊社ホームページの各校ブ
ログにてご確認ください。

8.	 休学について
都合により通学講座の休学を希望される場合は、休学を希望されてから1年間を限度に許可
しますので事務局にてご相談ください。通信講座における休学はございません。

9.	 会員証について
（1）	 会員証は常に携帯してください。また、他人に貸与または譲渡することはできません。
（2）	 会員証を紛失または盗難にあった時は、直ちに事務局へお申し出ください。有料（200

円）にて再発行いたします。
10.	 証明書

在籍証明書・修了証明書の発行（無料）をご希望される場合は発行いたしますので弊社窓口
へお申し出ください。ただし、通学定期購入に在籍証明書を使用することはできません。
また、10年以上前の在籍を証明することは出来ませんのであらかじめご了承ください。

11.	 著作権について
（1）	 弊社が提供する教材（受講に係る教材や講義録音データ等）は、著作権法で定める個

人の私的目的以外に使用することはできず、第三者に譲渡、貸与または複製を頒布す
ることはできません。

（2）	 教室等において受講内容等を収録（録画・録音等）することはできません。不正に収
録された場合は強制的に収録データを削除いたします。

12.	 教育訓練給付制度について
制度の詳細および対象講座については、弊社窓口にてお問い合わせください。

13.	 自習室について
通学講座受講の方には各校が指定した教室を自習室としてご利用いただくことができます。
ただし、事情により自習室が使用できないこともありますので、あらかじめご了承ください。

14.	 免責事項
弊社の講座等をご利用になり、その結果としてお客様の知識・技能等の向上、入学、就職等
の目的が達成できなかったとしても、弊社は一切の責任を負いかねます。
本試験の申込みは講座申込みとは別に必要です。本試験の申込期間等は年度によって異なる
場合がありますので、各自の責任のもと本試験への出願を行っていただきます。

15.	 準拠法および合意管轄
（1）	 当規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
（2）	 お客様と弊社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所をもって第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。
16.	 規約の変更

（1）	 当規約は、予告なく変更することがあります。
（2）	 強行法規の改正等により、当規約の一部が同法規に抵触する場合には、当該部分を同

法規の定めに従い変更したものといたします。
17.	 施行日

平成26年7月1日施行
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