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1. 募集人員・修業年限・卒業後の資格
募集人員 修業年限 卒業後の資格

80 名
(男女共学)

3 年
(全日制)

（1）看護師国家試験の受験資格
（2）保健師・助産師学校の受験資格
（3）医療専門士(看護)の付与

2. 受験資格
 次のいずれかに該当する者で、「3．募集種別及び出願条件」を満たす者。
 ⑴  高等学校又は中等教育学校を卒業 ( 又は見込み ) の者。
 ⑵  文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者。

3. 募集種別及び出願条件
募集種別 出  願  条  件 定　員

推薦入学試験
（指定校推薦）

　本校の指定した高等学校に在学する者で、以下の条件を満たし、在籍
する高等学校の学校長より推薦された者
　①高等学校を令和5年3月に卒業見込みで、在学中の成績が優秀な者
　②出席状況が良好な者
　③ 看護師志望の強い意志があり、看護師としてふさわしい人格の持ち

主であること
　④本校への専願であること

募集人員の
30％程度

委託生入学試験

受験資格（１）又は（２）に該当する者で、次の条件を満たす者
　① 医療機関へ『委託生応募申請書』を提出し、尚且つ、該当医療機関

から『委託生証明書』の交付を受けたもの
　②本校への専願であること

募集人員の
50%程度

一般入学試験 受験資格（１）又は（２）に該当する者
募集人員の
20％程度

二次試験 受験資格（１）又は（２）に該当する者 若干名

4. 試験日程と試験科目　
推薦入学試験 委託生入学試験

出願期間 令和4年10月  3日（月）～
令和4年10月14日（金）17：00必着

令和4年10月11日（火）～
令和4年11月  4日（金）17：00必着

試験日程 小論文・面接共に
令和4年10月22日（土）

学科・面接共に
令和4年11月12日（土）

合否通知 受験者全員に文書で通知します。※電話等による問い合わせには応じられません。

試験科目 1.小論文
2.面接

1.コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
2.数学Ⅰ
3.面接

試験会場 苫小牧看護専門学校  (苫小牧市住吉町2丁目10番6号）



一般入学試験 二次試験

出願期間 令和4年11月14日（月）～
令和4年12月  9日（金）17：00必着

令和5年2月  1日（水）～
令和5年2月17日（金）17：00必着

試験日程 学科試験　令和4年12月17日（土）
面接試験　令和4年12月18日（日）

小論文・面接共に
令和5年2月22日（水）

合否通知 受験者全員に文書で通知します。※電話等による問い合わせには応じられません。

試験科目

1.国語総合（古文・漢文除く）
2.コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
3.数学Ⅰ
4.面接

1.小論文
2.面接

試験会場 苫小牧看護専門学校  (苫小牧市住吉町2丁目10番6号）

5. 出願手続き

⑴  出願方法
　下記（2）の表より必要な書類等をすべて取り揃え、出願期間内に本校所定の封筒（6-02）
にて書留で郵送又は持参してください。

（持参する場合は、月～金曜日の 9：00 ～17：00 に持参してください。）
　なお、出願書類及び入学検定料は、入学試験ごとに必要となります。

⑵  出願書類（表内の○―○は本校所定の書類番号です。各書類をご確認ください）

受験種別 推薦
入学試験

委託生
入学試験

一般
入学試験 二次試験

提出書類
① 入学検定料振込依頼書 1－00 1－00 1－00 1－00
② 入学願書 1－01 1－02 1－03 1－04

③ Ａ票－受験票
Ｂ票－検定料振込通知書 2－01 2－01 2－01 2－01

④ 健康診断書 3－01 3－01 3－01 3－01

⑤ 写真（縦5cm×横4cm） ２枚
願書・受験票に貼付

２枚
願書・受験票に貼付

２枚
願書・受験票に貼付

２枚
願書・受験票に貼付

⑥ 卒業証明書（既卒者のみ） ― ○ ○ ○
⑦ 調査書（又は単位修得証明書） ○ ○ ○ ○
⑧ 推薦書 4－01 ― ― ―
⑨ 委託生証明書（医療機関発行のもの） ― ○ ― ―
⑩ 受験票返送用封筒 6－01 6－01 6－01 6－01

※　①入学検定料振込依頼書により、入学検定料（20,000 円）を銀行振込してください。
※　④健康診断書は、出願時点から 2 ケ月以内に発行されたものに限ります。
※　⑤写真は、入学願書・受験票の所定の場所に貼り付けてください。
※　⑥卒業証明書は最終学歴（専門学校を除く）のものを提出してください。
　　　また、高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書を提出してください。
※　⑦調査書は最終学歴（専門学校を除く）のものを提出してください。
　　　（既卒者で調査書が入手困難な場合には単位修得証明書。）
　　　また、高等学校卒業程度認定試験合格者は合格成績証明書を提出してください。
※　⑨委託生証明書は、医療機関から交付された書類を提出してください。
※　⑩ 受験票返送用封筒に、受験票返送先の郵便番号・住所・氏名を記入の上、344 円分の切手を貼付して

ください。

⑶  出願上の注意
・ 書類の記入不備及び不足などがあった場合、願書を受理できません。十分点検してから提出

してください。
・押印に使用する印鑑は、スタンプ式のものは認められませんのでご注意ください。
・受験票が試験の 3 日前になっても届かない場合は、本校へお問い合わせください。
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６. 入学試験に関して

⑴  選考方法
　　◎推薦入学試験…………… 受験生全員に「小論文」「面接試験」を行います。　　
　　◎委託生入学試験
　　　　　◆学科試験…………受験生全員に「学力試験」2 科目を行います。
　　　　　◆面接試験…………受験生全員に「面接試験」を行います。

  ◎一般入学試験
　　　　　◆学科試験…………受験生全員に「学力試験」3科目を行います。
　　　　　◆面接試験…………受験生全員に「面接試験」を行います。

　　◎二次試験…………………受験生全員に「小論文」「面接試験」を行います。

⑵  試験科目・試験時間割について
　　　注：試験の時間割は受験者数の増減により変更する場合があります。変更する場合には事前に連絡いたします。

　  ◆推薦入学試験  
小論文・面接試験：令和4年10月22日（土）
13:30～14:00 　受　付（厳守）
14:10～14:20 　オリエンテ－ション
14:30～15:20 　小論文
15:30～　 　面接開始

　  ◆委託生入学試験　  
学科・面接試験：令和4年11月12日（土）

  9:00～  9:30 　受　付（厳守） 12:00～13:20 　休憩・昼食
  9:40～  9:50 　オリエンテーション 13:30～ 　面接開始

10:00～10:50 　コミュニケーション英語
　Ⅰ・Ⅱ

11:10～12:00 　数　学Ⅰ

　  ◆一般入学試験　  
学科試験：令和4年12月17日（土） 面接試験：令和4年12月18日（日）

  9:00～  9:30 　受　付（厳守）   9:00～  9:30 　受　付（厳守）
  9:35～  9:45 　オリエンテーション   9:35～  9:40 　オリエンテーション
  9:50～10:40 　国語総合 10:00～ 　面接開始

10:55～11:45 　コミュニケーション英語
　Ⅰ・Ⅱ

12:00～12:50 　数　学Ⅰ

　  ◆二次試験　  
小論文・面接試験：令和5年2月22日（水）
13:30～14:00 　受　付（厳守）
14:10～14:20 　オリエンテ－ション
14:30～15:20 　小論文
15:30～　 　面接開始



７. 合否通知及び入学手続き

合否通知は、受験者全員に文書で郵送します。ホームページ・学校での掲示は致しません。
また、電話でのお問い合わせには－切応じられません。

⑴  合格者は、所定の期日までに手続きを完了してください。手続きを全て完了した者に
ついてのみ入学を許可します。手続きを完了しない場合は合格取り消しとなりますの
でご注意ください。

⑵  いったん受理した納付金等については返還いたしません。但し、やむを得ざる事情があ
る時、入学辞退手続きを令和5年3月31日（金）17：00（必着）までに行なった場合に
限り、入学金を除く金額を返還します。但し、推薦入学試験及び委託生入学試験合格者
には適用されません。

⑶   入学手続きの期限
 入学手続きに関する書類は合格通知に同封いたしますので、下記の期限までに手続き

を完了してください。

入学手続き期間

推薦入学試験 令和4年10月27日（木）～令和4年11月11日（金）  15：00必着

委託生入学試験 令和4年11月17日（木）～令和4年12月  2日（金）  15：00必着

一般入学試験 令和4年12月22日（木）～令和5年  1月20日（金）  15：00必着
※令和4年12月29日～令和5年1月3日を除く

二次試験 令和5年  3月  1日（水）～令和5年  3月10日（金）  15：00必着

８. 学費等納入金

入学金 年間授業料 テキスト代 電子テキスト
端末代 eラーニング代 実習衣代 諸経費 合       計

初年度

推薦
委託 80,000

600,000 140,000 76,000 17,000 60,000 40,000
1,013,000

一般
二次 180,000 1,113,000

2年次 0 600,000 8,000 0 17,000 0 35,000 660,000

3年次 0 600,000 9,000 0 17,000 0 40,000 666,000

※　入学金は初年度のみです。
※　諸経費は、クラス費・傷害保険料・模擬試験代・国家試験受験料等に使用し残金は返納します。
※　２年次に研修旅行費（約１０万円）が必要となります。
※　テキスト代、実習衣代、諸経費は予定額で変更になる場合があります。
※　電子テキスト端末代には、ｉPad、iPad Pencil、保険料が含まれます。
 

９. 授業料等の納付方法

（1）授業料には実習費、施設費が含まれます。
（2）授業料は、次の支払方法から選択して期日までに納付して頂きます。
　　　　①毎月、50,000円納付
　　　　②年２回、300,000円納付
　　　　③一括納付
（3） 詳細は、合格者宛に２月中旬に送付する「入学のしおり」でお知らせします。
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