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 9月4日開講 

正看国試対策コース 

 

 

 

 

※ 看護師国家試験を受験し、合格を目指すみなさんのための講座です。 

※ 本校のみ開講します。沖縄校では開講しません。 

▶ 県外の通信制コースで勉強中のみなさん・既卒生のみなさん へ 

▶ 県内の学校で勉強中の看護学生のみなさん・既卒生のみなさん へ 

皆さんの誰もが「国試前までには、時間をとって、じっくり勉強をしたい。そして試験に備えたい」と思われている

ことでしょう。しかし、「何から手をつければよいのだろう、とりあえず過去問か？」との疑問や、始めてはみたもの

の「この勉強方法で間違いないのだろうか、成果は上がるのだろうか？」との不安や、仕事をしている受験生なら「職

場で欠員が出て仕事が忙しくなってしまった。思うように勉強時間が取れない」との焦りなど、勉強以前に克服しなけ

ればいけない問題の多さに気づかされます。来春卒業を予定している方にも、既卒生の方にも、それぞれ悩みの種があ

ります。 

受験勉強は「日々の積み重ね」といわれます。何はともあれ継続することが大切です。正看国試までのペースメーカ

ーとして、メセナ予備校を利用してください。受験対策の授業のほかに、学習相談（カウンセリング）の時間も設けて

います。私たちメセナ予備校は、受験対策＋メンタルケアの二本立てで、限られた時間の有効利用をお手伝いします。 

前年度実績：第103回正看国試対策コースを受講したみなさんの結果 

受験26名中21名合格 《内訳》県外の通信制の専門学校生・卒業生 …… 受験19名中15名合格 

  (合格率81％) 《内訳》県内の専門学校生・卒業生 ……………… 受験３名中１名合格 

      《内訳》県内/県外の大学生/短大生・卒業生 …… 受験５名中５名合格 

前々年度実績：第102回正看国試対策コースを受講したみなさんの結果 

受験14名中12名合格 《内訳》県外の通信制の専門学校生・卒業生 …… 受験８名中７名合格 

  (合格率86％) 《内訳》県内の専門学校生・卒業生 ……………… 受験３名中３名合格 

      《内訳》県内/県外の大学生/短大生・卒業生 …… 受験３名中２名合格 

 

開設講座 
 

●計38日(週2日)の授業で知識の定着･得点力のアップをはかります。 

期間・日付 内  容 

 9/ 4(木)～ 9/20(土) 必修問題対策 計 6日間 

 9/25(木)・ 9/27(土) 学習相談(カウンセリング)※ (延べ2日間) 

10/ 2(木)～10/25(土) 一般問題/状況設定問題対策 計 8日間 

10/30(木)・11/ 1(土) 学習相談(カウンセリング)※ (延べ2日間) 

11/ 6(木)～12/27(土) 一般問題/状況設定問題対策 計16日間 

 1/ 8(木)～ 1/31(土) 直前対策 計 8日間 

※ 台風などによる休講の場合の予備日とすることもあります。 
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第104回 看護師国家試験対応 

正看国試対策コース 
 

 
●必修問題対策 

●一般/状況設定問題対策 

●直前対策 

◎学習相談（カウンセリング） 
 

 

講座名 看護師国家試験対策 

期間 

平成26年9月4日(木)～平成27年1月31日(土)まで 
 ※1 平成26年9月25日(木)･27日(土)は学習相談(カウンセリング)または予備日。 

 ※2 平成26年10月30日(水)と11月1日(土)は学習相談(カウンセリング)日または予備日。 

 ※3 平成27年2月5日(木)と2月7日(土)と2月12日(木)が予備日。 

曜日 毎週の木曜日と土曜日(計38日) 

時間 19時00分～21時50分(50分×3時限・途中休息10分×2)または(演習110分･休息10分･授業50分) 

科目 看護師国家試験出題基準に基づく各単元 

 

学費について  

●入学金 10,800円 

●授業料 9月4日から入学の場合 

入学金 教材費 一括払い 合計 

10,800 15,120※1 

85,500※2 

111,420※3 

9月(6日間) 10月(8日間) 11月(8日間) 

15,000 20,000 20,000 

12月(8日間) 1月(8日間) 月謝合計 

20,000 20,000 95,000 

※1 テキスト代実費15,120円の内訳は、次の｢テキスト一覧｣を参照してください。 

(7月上旬現在で、未発行の書籍があるため、教材費は変更の可能性があります) 

※2 月謝合計95,000円の10％引きです。また、一括払いによる割引は9月30日入学までです。 

※3 一括払いの授業料で計算した合計金額です。 

 

テキスト一覧 
 

教材記号 書籍名･教材名 出版社 税込価格 

Ａ ＱＢセレクト必修 2015 メディックメディア 2,484 

Ｂ 必修ラ･スパ 2015 医学評論社 2,484 

Ｃ ラ･スパ 2015 医学評論社 2,808 

Ｄ ラ･スパ過去問対策 2015 医学評論社 5,832 

Ｅ 満点獲得！ 看護師国試完全予想模試 2015年版 成美堂出版 予価 1,512 

※ 使用テキストを自分で購入済みの場合、その教材費は退学時に精算・返金しますので、申し出てください。 
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コーススケジュール 
 

期
間 

日 付 
講義回 

国試 
カウント
ダウン 

メモ 
木曜日 土曜日 

必
修
問
題 

対
策 

 9月 4日  9月 6日 第 1・ 2講 161日  

 9月11日  9月13日 第 3・ 4講 154  

 9月18日  9月20日 第 5・ 6講 147  

( 9月25日) ( 9月27日) 学習相談(カウンセリング) 140 各人いずれか1日 

一
般
問
題
／
状
況
設
定
問
題
対
策 

10月 2日 10月 4日 第 7・ 8講 133  

10月 9日 10月11日 第 9・10講 126  

10月16日 10月18日 第11・12講 119  

10月23日 10月25日 第13・14講 112  

(10月30日) (11月 1日) 学習相談(カウンセリング) 105 各人いずれか1日 

11月 6日 11月 8日 第15・16講 98  

11月13日 11月15日 第17・18講 91  

11月20日 11月22日 第19・20講 84  

11月27日 11月29日 第21・22講 77  

12月 4日 12月 6日 第23・24講 70  

12月11日 12月13日 第25・26講 63  

12月18日 12月20日 第27・28講 56  

12月25日 12月27日 第29・30講 49  

直
前
対
策 

 1月 8日  1月10日 第31・32講 35  

 1月15日  1月17日 第33・34講 28  

 1月22日  1月24日 第35・36講 21  

 1月29日  1月31日 第37・38講 14  

( 2月 5日) ( 2月 7日) (予備日1)・(予備日2) 7  

( 2月12日) … (予備日3)・(予備日_) 2  

本番 予想 2月15日(日) 第104回 正看国試 当日  

※ スケジュールは変更の可能性があります。 

 

memo 
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カリキュラム一覧 

 

 必修問題対策 

目標：必修問題50問を所要30分以内に解き終え、解答のペースをつかむ。 

自分の不得意分野・苦手分野を知る。満点得点を経験する。 

教材：Ａ ＱＢセレクト必修 2015 
 

講義回 日付 単元名 担当 

第１講  9/ 4(木) 
目標Ⅱ 看護の対象者および看護活動の場に関する基礎
的知識を問う ■予想問題模試 第1回 

永井 

第２講  9/ 6(土) 
目標Ⅰ 看護の社会的側面および倫理的側面に関する基
礎知識を問う ■予想問題模試 第2回 

新里 

第３講  9/11(木) 
目標Ⅲ 看護に必要な人体の構造と機能および健康障害
と回復についての基本的知識を問う⑴ 
(生命活動) ■予想問題模試 第3回 

永井 

第４講  9/13(土) 
目標Ⅳ 看護技術の基本を問う⑴ 

 ■過去問題 第101回 
永井 

第５講  9/18(木) 
目標Ⅲ 看護に必要な人体の構造と機能および健康障害
と回復についての基本的知識を問う⑵ 
(病態と看護)，(薬物治療に伴う反応) ■過去問題 第102回 

永井 

第６講  9/20(土) 
目標Ⅳ 看護技術の基本を問う⑵ 

 ■過去問題 第103回 
永井 

… 
 9/25(木) 
 9/27(土) 

学習相談(カウンセリング) 永井 

※ 以上のカリキュラムは変更の可能性があります。 
 

 一般問題/状況設定問題対策 

目標：できるだけ多くの問題を解く。 

教材：(主) Ｄ ラ･スパ過去問対策 2015 

(副) Ｃ ラ･スパ 2015、Ｂ 必修ラ･スパ 2015 
 

講義回 日付 単元名 ■使用教材 担当 

第７講 10/ 2(木) 人体の構造と機能⑴ ■Ｄ①・Ｃ 永井 

第８講 10/ 4(土) 基礎看護学⑴ ■Ｄ①・Ｃ 高原 

第９講 10/ 9(木) 人体の構造と機能⑵ ■Ｄ①・Ｃ 永井 

第10講 10/11(土) 基礎看護学⑵・看護の統合と実践 ■Ｄ①・Ｃ 高原 

第11講 10/16(木) 疾病の成り立ちと回復の促進⑴ ■Ｄ①・Ｃ 永井 

第12講 10/18(土) 老年看護学⑴ ■Ｄ②・Ｃ 新里 

第13講 10/23(木) ★必修問題演習⑴ ■Ｂ 永井 

第14講 10/25(土) 成人看護学⑴ ■Ｄ②・Ｃ 高原 

… 
10/30(木) 
11/ 1(土) 

学習相談(カウンセリング) 永井 

（続く） 
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第15講 11/ 6(木) 疾病の成り立ちと回復の促進⑵ ■Ｄ①・Ｃ 永井 

第16講 11/ 8(土) 老年看護学⑵ ■Ｄ②・Ｃ 新里 

第17講 11/13(木) 小児看護学⑴ ■Ｄ③・Ｃ 永井 

第18講 11/15(土) 成人看護学⑵ ■Ｄ②・Ｃ 高原 

第19講 11/20(木) 小児看護学⑵ ■Ｄ③・Ｃ 永井 

第20講 11/22(土) 成人看護学⑶ ■Ｄ②・Ｃ 高原 

第21講 11/27(木) ★必修問題演習⑵ ■Ｂ 永井 

第22講 11/29(土) 成人看護学⑷ ■Ｄ②・Ｃ 高原 

第23講 12/ 4(木) 母性看護学⑴ ■Ｄ③・Ｃ 永井 

第24講 12/ 6(土) 精神看護学⑴ ■Ｄ③・Ｃ 高原 

第25講 12/11(木) 母性看護学⑵ ■Ｄ③・Ｃ 永井 

第26講 12/13(土) 精神看護学⑵ ■Ｄ③・Ｃ 高原 

第27講 12/18(木) 健康支援と社会保障制度 ■Ｄ③・Ｃ 永井 

第28講 12/20(土) 在宅看護論⑴ ■Ｄ②・Ｃ 新里 

第29講 12/25(木) ★必修問題演習⑶ ■Ｂ 永井 

第30講 12/27(土) 在宅看護論⑵ ■Ｄ②・Ｃ 新里 

※ 以上のカリキュラムは変更の可能性があります。 
 

 直前対策 

目的：本試験に近い予想問題にチャレンジし、時間配分の訓練をする。 

本番１か月前の仕上げの演習。 

教材：Ｅ 満点獲得！ 看護師国試完全予想模試 2015年版 
 

講義回 日付 単元名 担当 

第31講  1/ 8(木) 模擬試験① 
〈第1回午前〉 

■実践演習(110分)・計算練習など 永井 

第32講  1/10(土) ■一般問題解説(公衆衛生) 新里 

第33講  1/15(木) 模擬試験② 
〈第1回午後〉 

■実践演習(110分)・計算練習など 永井 

第34講  1/17(土) ■一般問題解説(解剖生理・病理・薬理) 永井 

第35講  1/22(木) 模擬試験③ 
〈第2回午前〉 

■実践演習(110分)・計算練習など 永井 

第36講  1/24(土) ■一般/状況問題解説(専門７分野全般) 高原 

第37講  1/29(木) 模擬試験④ 
〈第2回午後〉 

■実践演習(110分)・計算練習など 永井 

第38講  1/31(土) ■一般/状況問題解説(専門７分野全般) 高原 

予備日 

 2/ 5(木) 
 2/ 7(土) 
 2/12(木) 

台風の暴風警報や講師病欠などの補講のための予備日です。 

※ 以上のカリキュラムは変更の可能性があります。 
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諸注意 
 

入学金について 
● メセナ予備校に在籍していた方、および兄弟姉妹・
配偶者がメセナ予備校に在籍していた方は、入学金を

免除します。 
● 退学による入学金の返金は一切ありません。 

 

教材費について 
● 指定の教材を持っている方は、その実費分を割り引

きます。ただし、精算と返金は退学時に一括して行い
ます。 

● いかなる理由であれ、教材費の返金はありません。 

 

授業料について 
● メセナ予備校は日割り料金です。 
正看国試対策コースは、1日2,500円です。 

● 授業料は入学日による日割り料金です。ただし、い

かなる理由でも欠席による割引・返金は一切ありませ
ん。 

● 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単

なる欠席）は、いかなる理由であれ、授業料を支払っ
ていただくことになります。この点を確認の上で、入
校申込手続きを行ってください。 

● 授業料は前払いが原則です（月謝払いは1回目の授
業開始前まで）。やむをえない事情で支払いが遅れる
場合は、事前に事務職員に申し出てください（電話・

メールでもかまいません）。 
● 前年度の受講生は、前年度の授業料支払い金額（入
学金・教材費除く）の約10％（10％をかけた額から100

円単位以下を切り下げた金額）を今年度の授業料から
割引します。 

● メセナ予備校に兄弟姉妹・配偶者が、同時に在籍す

る場合は、同時に在籍する期間のみ、安いほうの授業
料を約10％割引します。姓や住所が異なる場合には、
兄弟姉妹・配偶者であることを証明するものを提示し

てください。 
● 授業料の割引は重複して適用しません（例えば、
「前年度からの継続割引」と「兄弟姉妹・配偶者の同

時在籍の割引」を両方適用することはありません）。
割引額が大きくなる方の割引のみを適用します。 

● ラッキーカードを持参して、申し込みをされた場合

は、授業料を3,000円割引します（入学金・教材費の
割引には適用できません）。他の割引との併用はでき
ません。 

● 本講座での一括払いは、月謝払いの10％割引となり
割安です。一括払いは、講座終了まで連続して受講し
ていただくことへの割引です。そのため、一括払いの

方が退学・休学する場合は、月謝払いの料金をいただ
いて、返金します。 

● 最低4回以上連続して受講してください。 

● 退学届提出以降の授業料は返金します。休学届（1
か月以上の場合に限る）提出期間の授業料も返金しま
す。いずれも事前の提出に限ります。一括払いの方が

退学・休学する場合は、月謝払いの料金をいただいて、
返金します。 

 

 

● 暴風警報や講師病欠などによる休講の場合には、平
成27年2月5日・7日・12日などに補講を行います。日

程上の都合により補講が行えない場合は、その休講分
の授業料を返金します。 

 

退学届・休学届について 
● 電話やメールでの届出は受け付けておりません。 

● 料金に関することなので、メセナ予備校で用意して
いる書式で、事前に届け出てください。 
Ａ 退学届 

 ● 今年度の講座を受講する予定がない場合に提 
 出してください。 

 ● 事前の提出に限ります。 

Ｂ 休学届 
 ● 休学期間が、1か月以上の場合に限ります。 
 ● 受講を再開する場合には、復学届を提出してく 

 ださい。 
 ● 事前の提出に限ります。 

 

駐車場について 
● メセナ予備校に駐車場（乗用車用）はありません。 

● 駐車場は有料駐車場をご利用ください。（事務窓口
で予備校周辺の有料駐車場の案内をお配りしていま
す） 

 

駐輪場について 
● メセナ予備校本校には駐輪場（バイク用）がありま
す。 

● 必ず事務窓口で車両登録をしてから利用してくだ

さい。 
● 案内の地図は事務窓口でお配りしています。 

 

禁煙について 
● メセナ予備校は、本校・沖縄校ともに禁煙です。 

● 本校の禁煙の範囲は、⑴予備校館内・⑵メセナ予備
校本校から見える範囲とサンエーまでの路上を含む
周辺路上や駐車場・⑶校舎と駐輪場までの路上です。 

● 喫煙者の入校受付について 
喫煙者であることを理由にメセナ予備校への入学

をお断りすることは，今のところありません。 

ただし， 
● 喫煙者は自習室を利用できないこと 
● タバコのにおいのする方の受講をお断りする場

合があること 
● 機会があるごとにメセナ予備校では禁煙を強く
推奨すること 

● 喫煙場所は予備校には全くないこと 
● 喫煙者には医療従事者としての適性がないこと 
● 禁煙を守れない場合は退学していただく場合も

あること 
以上の点をご納得いただいた上で入校申込をして

いただくようお願いします。 


