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看護師国家試験に近い高品質な問題！
毎年約 80問を的中させるチャレンジテスト．国試を分析している多くの先生方からの情報提供，
弊社独自のデータベースによる詳細な分析等により，国家試験に即した問題の提供を心がけてい
ます．

年間申込者数 98,000 名（3 回のべ）の
全国最大級模試！

約 70％の母集団でどこよりも正確な偏差値をお返しいたします．
また，看護師養成課程の内訳は国試受験者とほぼ等しい内訳となっています．

全国データが最短２日！
どこよりも早いスピード返却！

昨年よりスタートしたWeb成績表．マークシートご提出後最短２日で全国データをWeb上で閲覧
できます．全国の学校様より「効率の良い学生指導に役立った」というお声を頂いています．

返品が出ても大丈夫．
受験者分のみ最後にご請求．

急に受験できなくなった学生がいらしても，実際に受験された学生数のみテスト終了後にご請求と
なりますのでご安心ください．

セット受験で出題基準がより網羅される！
価格もお得に！ 

チャレンジテスト（国試型 240 問）3回と必修テスト（必修のみ 150 問）をセット受験頂くことで
出題基準がより網羅されます．またセット価格は通常より 730 円もお得（8,830 円→8,100 円）．
断然おすすめです．
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試験対策は最初が肝心！
弱点を把握し，
基礎学力を固める！

厳選 150 問で
基本的知識の
チェックを！

標準実施日：4/7（金）～8/3（木）
※標準実施日以降の受験も可能です．

難易度の高い問題を
解き，応用力・判断力
を身につけよう！

国試間近！
直前予想問題で
最後の総仕上げ !

今年もあります！　特別付録

チャレンジテスト３回セット申し込みで

学習効果がさらにアップ！
第107回国試の
問題&解答・解説書を
プレゼント!

年間スケジュール 学研のチャレンジテストで5つの”安心”を！

■第１回 受験開始！［4/7（金）］

■第２回 受験開始 !［8/4（金）］

■第３回 受験開始 !［11/2（木）］

最も受験数が
多いのは……

5月！

最も受験数が
多いのは……

8月！

最も受験数が
多いのは……

12月！

標準実施日：8/4（金）～11/1（水）
※標準実施日以降の受験も可能です．

標準実施日：11/2（木）～1/25（木）
※標準実施日以降の受験も可能です．

標準実施日
4/7（金）～2/27（火）

　　  いつでも
受験できます

全国の実施状況です．
模試計画の参考にして下さい．

月別受験者数

ただの解説書ではありません．第107回看護師国家試験の傾向と
第108回に向けての対策をボリュームを持って解説しています!

2/27（火）
まで

夏前の
基礎学力向上に !

特におすすめ！
下級生の

“力だめし”に！

直前の
総仕上げに
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　学研『看護師国試合格チャレンジテスト』は毎年国家試験の動向を分析し，これを反映して類似した内容，頻出
した項目からの問題を出題しております．また，詳細な解答＋解説書，丁寧な成績データのご提供など，受験生の
皆様，模試ご担当者の先生方より高い評価を得ております．
　問題の内容が看護師国家試験出題基準に準拠しているのはもちろん，計算問題における非選択式形式問題，五
肢問題，視覚素材問題など，ここ数年にわたる国家試験の出題形式・内容の変化にあたり，常に国家試験に即した問
題をご提供するべく，迅速な対応を心がけ，ご満足いただける高品質な模擬試験を作成してまいりました．
　『看護師国試合格チャレンジテスト』では，今後もいっそうの情報収集につとめ，国家試験に最も近い内容
の模擬試験をご提供いたします．

2018年度も国家試験の出題基準・形式・内容に準拠した
高品質な問題＆詳細な解説をご提供してまいります

★ 弊社データベースによる詳細な分析!
看護師国家試験の過去問題を蓄積して頻出項目等を分析しております

★ 国家試験正答率を問題作成に反映!
受験生から調査した正答率をもとに問題の難易度等を勘案しております

★ 問題検討委員会による出題内容の精査！
国家試験対策に携わり，国試をくまなく分析している先生方より出題傾向や内容のアドバイスをいただい
ております

出題基準・形式・内容に対応

受験生の声
解説書について

問題について

解説書のワンポイント
アドバイスで知識が
深まる． 低学年から利用することで

早めに国試対策の準備を始
めることができました．付録類が充実している．国試

の解説がわかりやすかった．
計算問題もトレーニングに
しっかり活用できました．

『解答＋解説書』の内容
が，すべての選択肢に
解説がついているので
わかりやすい．

国家試験によく似た問
題が多く出題されるの
で信頼している．

成績表がカラフルで見や
すく，自分の不得意科目，
弱点がよくわかる．

統合分野の問題が
とても充実していた．

成績表について「良問が多い」と
先生が言っていた．



高品質な問題と解説．
チャレンジテストはこれからも進化を続けます．

2003年

2011年

2012年

2018年

開始
学研初の全国看護師国試模試

開始
テスト理論を駆使し，良問の出題を実現

開始
充実した問題と解説で下級生の基礎学力向上を目指した全く新しい模試が誕生

   受験者数が 1回 3万人を超える
毎年受験者数は増加し，現在の 1回受験者数は 38,000人超

下級生向けの新しいテストです！ 看護学生の成長に沿った模試サービス

看護師国家試験の学習において重要なこと 学校様よりお伺いするお悩み

「基礎学力UPチャレンジテスト」が
提供する新たな学び

「基礎学力UPチャレンジテスト」とは

　基礎看護学実習の準備として，また，スムーズに
国試対策を進める土台とするために，下級生の段
階でしっかり押さえておくべき重要な「基礎看護
学」の概論と，患者さんの日常生活と治療を支える
技術，そのために必要な「人体の構造と機能」「疾病
の成り立ちと回復の促進」の知識を，わかりやすく，
覚えやすく，リンクさせて，復習するために活用で
きる模擬試験です．

　本模擬試験は単純に「人体の構造と機能」「疾病
の成り立ちと回復の促進」「基礎看護技術」を縦割
りのかたちで，それぞれ別個に学習するためのテス
トではありません．
　たとえば，「人体の構造と機能」がなぜ「日常生活
を支援するために必要な看護技術」を実践するた
めに必要なのか，どこでどのように活用されるのか
といった“具体的にこれらがどうつながっていくの
か”に気づけるような問題の構成・解説とし，他社
の模擬試験にはない学びを提供していきます．

　ただ，看護学生の中には「解剖生理学は苦手で」
「暗記できない」「解剖学の授業で学んだことが技
術にいかせない」「疾病の機序と患者さんの病気が
結びつけて考えられない」などという悩みがないで
しょうか？　そうした学生のために，下級生を対象と
した新たな模擬試験を立ち上げました．

　看護師国家試験はここ数年，エビデンスに基づく
知識とアセスメント能力を結び付けなければ解け
ない問題がどんどん増えています．
　最終学年で国試対策に本腰を入れるとき，最も
重要なのは，「人体の構造と機能」「疾病の成り立ち
と回復の促進」科目の知識がしっかりと根づいてい
るかどうかです．さらに，「基礎看護学」で学ぶ看護
の基本となる考え方と技術も重要です．それらがき
ちんと芯にあれば，臨地実習での経験とあわせて
国試の合格は間違いありません．

① 看護の基本となる考え方である“看護学概論”をしっかりと学ぶ．
② 患者さんの“日常生活を支援するために必要な看護技術”の方法とエビデンスを学ぶ．
③ ②の技術を実践するために必要な“人体の構造と機能”を学ぶ．
④ 患者さんの“診療の補助を行うために必要な看護技術”の方法とエビデンスを学ぶ．
⑤ ④の技術を実践するために必要な“疾病の成り立ちと回復の促進”を学ぶ．

本模擬試験の目的

“基礎医学の知識”と
“基礎看護学の知識”が
　つながる！

看護師国家試験への飽くなき探究心と絶え間ない分析から，
問題，解説，成績表に至るまで，模試全体の品質向上に努めて参りました．
そして 2018 年，ついに下級生模試を開発し，ここに下級生から
最上級生まで全学年をカバーする模試サービスを確立しました．
国試対策はチャレンジテストにおまかせください．

基礎知識、思考力を定着させた後に
国試本番の訓練に臨むことで学生の
解答する力を向上させます．

下級生

最上級生
良質な問題を数多く解き，
アセスメント力を鍛える

国試問題を解く土台作り．
基礎知識を固め，
思考力をみがく．

看護師国家試験
合格！

チャレンジテスト 1・2・3回
年間のべ 98,000 人が受験する看護師国試模試

【第 1 回】基礎学力の再確認と弱点を把握できる
【第 2 回】応用力・判断力を身につける．難易度がアップ
【第 3 回】看護師国試直前予想問題

基礎学力UPチャレンジテスト１・２回
下級生模試の決定版！国試問題を解くベースとなる力を
育てます．
◎人体や疾病の知識を基礎看護学と関連付けて覚えら

れる全く新しい模試．
◎思考力・判断力・基礎知識の定着が図れ、かつ看護

の基本的な考え方である「看護学概論」をしっかり学
べます．

必修問題チャレンジテスト
必修問題を徹底的に訓練できる 150 問のテスト 
◎チャレンジテストと併用することで出題基準が網羅され、

最大の効果を発揮．
◎テスト理論により良問の出題を実現．
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