
第105回 看護師国家試験対策 

第105回看護師国家試験合格を目指す受験生のために、今のうちから
知っておきたい知識が身に付く講習をご用意しました！ 

2015年3月2日（月） 
午後１時受付開始 

傾向分析会 

発行日：2015年2月2日（月） 有効期限：2015年4月4日（土） 

★個人申込・当社修了生申込  
 ①必要事項を記入した受講申込書を受講を希望される東京アカデミー各校舎にご郵送ください。 
 

 ②申込書到着後、申込校舎より入金のご案内ハガキをお申込者様の現住所に送付いたします。振込 

  期日までに、ハガキに記載の銀行口座にお申込者様ご本人名義で受講料をお振込ください（振込 

  手数料はご負担ください）。 
 

 ③受講票をお申込者様宛にお送りします。 
 

★学校団体申込 ＊学校の先生による取りまとめで1名様から適用いただけます 

 ①必要事項を記入した受講申込書をご担当先生へお渡しください。 
 

 ②申込書到着後、申込校舎より入金のご案内ハガキをお申込者様の現住所に送付いたします。振込 

  期日までに、ハガキに記載の銀行口座にお申込者様ご本人名義で受講料をお振込ください（振込 

  手数料はご負担ください）。 
 

 ③受講票をお申込者様宛にお送りします。 
 

★グループ申込（３名以上・FAXで座席予約が可能） 
 ３名以上のグループで同時にお申込いただきますと割引申込いただけます。 
 

 ①グループ代表の方が、「グループリスト」を受講希望校舎へFAX（FAX番号は裏面参照）ください。 

  複数校舎にまたがる場合は代表者の受講希望校舎へFAXください。 
 

 ②代表の方へお電話を差し上げます。その後一週間以内に、FAXを送信された校舎へ必要事項を 

  記入した全員分の申込書をまとめて送付ください。 
 

 ③各お申込者様へ直接、申込校舎より入金のご案内ハガキをお申込者様の現住所に送付いたします。 

  振込期日までに、ハガキに記載の銀行口座にお申込者様ご本人名義で受講料をお振込ください（振 

  込手数料はご負担ください）。 
 

 ④受講票をお申込者様宛にお送りします。 
 

【グループ申込の注意事項】  

 ※現在東京アカデミー会員の方（通学講座生・通信講座生）はグループ申込の対象外となります。 

  3名の人数に含むことはできません。 

 ※グループ申込後、人数の追加はできません。 

 ※キャンセルで2名以下となった場合はグループ申込受講料は適用されません。お手続き完了後に 

  キャンセルの場合も不足分をご納入いただきます。 

※よく読んでお申込ください。手続き完了後、受講票を送付いたします。 

※個人でお申込みいただいた後、グループや学校団体申込へ変更することはできません。事前に

お友達や先生にご確認いただくことをお勧めします。 

春期講習会 

第104回看護師国家試験問題を徹底分析！ 

国家試験のレベルを実感！ 

～効率の良い試験対策のために～ 

～まずは国家試験レベルを把握する～ 

＊＊重要説明事項＊＊ 必ずお読みください。 
①受講時には必ず受講票をお持ちください。お持ちでない場合は受講できません。 

②教材は全て当日配布となります。 

③正規の手続きを行わずに受講したことが発覚した場合は、受講コースの受講料全額を請求いたします。 

④受講手続き完了後に契約の解約を希望される場合は、書面にて解約申請をしてください。当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当社の解約規定に従い、解約手数料として受講料

の10％の金額を控除して返金いたします。 当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。尚、開講後の解約はお受けできません。 
  



※各コースとも先着順受付となります。定員締切の場合は、ご容赦ください。 

「春の講習会」：グループリスト ≪№  ≫ 

第105回看護師国家試験対策 

キ リ ト リ 

「春の講習会」受講申込書 
受付№ 受付 2015年  月   日 

国家試験に合格するためには、正解率の高い問題を確実

に解けるように学習しておくことが必要です。当社オリ

ジナルの正答率70％以上の問題ばかりを集めた「高正

答率過去問題集」を使った講習会です。まずは、ここで

扱う問題を解けるようになろう！ 

第104回看護師国家試験の分析を踏まえて、近年の出題

傾向や第105回看護師国家試験に向けての学習方法をわ

かりやすく解説いたします。本試験の傾向を理解すれば、

今後効率よく学習を進めることができます！ 

受講料 

キ リ ト リ 

コース 講師 会場名 日程 時間帯

A01 松本 東京アカデミー京都校 4/2（木）

A02 松本 東京アカデミー京都校 4/4（土）

A03 児島 東京アカデミー大阪校 3/28（土）

A04 児島 東京アカデミー大阪校 4/4（土）

A05 愼 東京アカデミー難波校 3/29（日）

A06 愼 東京アカデミー難波校 4/1（水）

A07 児島 東京アカデミー神戸校 3/29（日）

A08 松戸 東京アカデミー神戸校 4/2（木）

13：00～17：00

コース 講師 会場名 日程 時間帯

K01 松本 東京アカデミー京都校 4/2（木）

K02 松本 東京アカデミー京都校 4/4（土）

K03 児島 東京アカデミー大阪校 3/28（土）

K04 児島 東京アカデミー大阪校 4/4（土）

K05 愼 東京アカデミー難波校 3/29（日）

K06 愼 東京アカデミー難波校 4/1（水）

K07 児島 東京アカデミー神戸校 3/29（日）

K08 松戸 東京アカデミー神戸校 4/2（木）

10：00～12：00

 受付日：2015年  月   日 

キ 
リ 
ト 
リ 

フリガナ 〒 マンション名までご記入ください。

大学

短期大学 年生

専門学校 卒業 携帯

高等学校

受付者

傾向
分析会

受講料

円　

個人／学校団体／グループ／当社修了生

2014年度専門基礎科目講座生

2015年度通学講座生

　（　　　　　　　）　　　　　　　　－

（　K　　　）　コース　（　　　　　　　　）会場

春期
講習会

　（　　　　　　　）　　　　　　　　－

氏　名

在籍（出身）
学校名

（　A　　　）　コース　（　　　　　　　　）会場

申込区分

現住所

男
・
女

（看護3年課程／進学課程／通信制2年課程）
自宅

領収印／受付印

6,000円 5,000円 無  料

個人申込 割引申込 ※1 2015年度通学講座生

第105回看護師 
国家試験対策 

傾向 K
春期 A

傾向 K 傾向 K 傾向 K
春期 A 春期 A 春期 A
傾向 K 傾向 K 傾向 K
春期 A 春期 A 春期 A
傾向 K 傾向 K
春期 A 春期 A

代表者

氏名

携帯
TEL

学校名

82 5

93 6

合計 名　4 7

※各コースとも先着順受付となります。 
定員締切の場合は、ご容赦ください。  受講料 

〒530‐0001 
大阪市北区梅田１-3-1 
大阪駅前第1ビル12F 
 
TEL：06(6345)0731   
FAX：06（6345）4307 

東京アカデミー大阪校 

〒600‐8006 
京都市下京区四条通柳馬場西入
ル立売中之町99 
四条SETビル6F 
TEL：075(252)0762  
FAX：075（252）2373 

東京アカデミー京都校 

〒650‐0034 
神戸市中央区京町75-１ 
京町栄光ビルディング1F 
 
TEL：078(391)0731  
FAX：078（391）0750 

東京アカデミー神戸校 

〒556‐0017 
大阪市浪速区湊町1-2-3 
マルイト難波ビル7F 
 
TEL：06(6645)0731  
FAX：06（6645）0740 

東京アカデミー難波校 

＊＊個人情報に関するお取り扱いについて＊＊ 

申込書に記入された個人情報は、本人の同意なく第三者に提供することはありません。当社のプライバシーポリシーはウェブサイト
（http://tokyo-ac.jp)にてご覧いただけます。 

※１ 割引申込対象者：学校団体申込･グループ申込･ 2014年度専門基礎科目講座生・当社修了生※2を指します。  

※2  当社修了生とは、過去に当社の通学講座・通信講座を受講された方を指します。短期講習・模擬試験のみを 

     ご利用の方は対象外となります。 

※東京アカデミー各校舎所在地は、HP（ http://tokyo-ac.jp ）にも 
 掲載しておりますので、そちらもご確認ください。  

無 料 

※消費税込み 


