アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
建学の理念である「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」は、ふれあいグループ共通の理念
です。この理念のもと本校が果たすべき役割は、専門職を志す人材に対して高度な技術や
専門知識を提供し、人に寄り添う人間力を育むことによって患者様一人ひとりと真摯に向き
合うことのできる医療人を育成することです。
茅ヶ崎看護専門学校では、理念の実践者を育成すべく以下に挙げる人材を広く求めています。
1.本校で学ぶ、知識・技術・態度を習得するために必要な基礎学力を有していること。
2.学修する上で必要な基本的な生活習慣が身についていること。
3.社会のルールを守り、自分の行動に責任を持つ倫理観を持っていること。
4.人が好きで、看護に対する関心が高く幅広い人間性と協調性で他者との良好な人間
関係を保つことができる者。
5.本校の理念を遂行し、看護師として医療に貢献したいという意志を持っている者。

募集概要
募集学科名

看護学科 （医療専門課程）

修業年限

３年 全日制

募集人員

８０名
出願資格は下記のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

受験資格

卒業後の資格

●高等学校または中等教育学校を卒業した者（２０２１年３月卒業見込者を含む）
●外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者
●文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験または大学入学資格検定に合格した者
（２０２1年３月合格見込者を含む）
●修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者

看護師国家試験受験資格、保健師学校・助産師学校受験資格
専門士（医療専門課程）

●刺青(タトゥ)のある方の受験はお断りしております。入学後に判明した場合、入学許可取り消し措置となります。

受験料
受験料

２０，０００円
銀行名

振込先

三井住友銀行 しらゆり支店

口座番号

当座預金

３３１００００

口座名義

学校法人

湘南ふれあい学園

【 ガク ） ショウナン フレアイガクエン 】
お問合せ電話番号 【 0467-86-6011 】
＊受験生本人のお名前でお振込ください。
＊一度納入いただいた受験料は、いかなる理由があっても返還致しません。
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納付金
年度

入学金

授業料

実験実習費

施設維持費

合計

1年次

100,000円

650,000円

100,000円

50,000円

900,000円

2年次

-

650,000円

100,000円

50,000円

800,000円

3年次

-

650,000円

100,000円

50,000円

800,000円

総計

2,500,000円

※ その他、教科書・ユニフォーム代等250,000円（3年間の概算金額）、学校までの通学費および
実習先への交通費などが別途必要となります。
※ 授業料および実験実習費は、入学手続き時（前期分）と９月（後期分）の二分割納入となります。
※ 入学手続きの際には、１年次前期分の納入が必要となります。
（入学金100,000円＋前期授業料325,000円＋前期実験実習費50,000円＋施設維持費50,000円 合計525,000円）

※ これらのほか、同窓会費用として２０，０００円（終身会費）が必要となります。
※ 納付金については以下記載の「ふれあいグループ奨学資金、修学資金」を是非ご活用ください。
※ やむを得ず入学辞退を申し出る場合は、手続きの都合上、２０２１年３月１７日（水）の１７時までに
連絡してください。

本校独自の奨学金制度について
本校の設立母体である「ふれあいグループ」では、優秀な看護師を育成するために、グル
ープの医療施設に看護師として従事しようとする学生に対して、「奨学資金制度」 （返済
義務免除条件あり）と、「修学資金制度」（返済義務免除条件なし）を用意しております。
２つの資金制度を同時に利用することもできますので、３年間の納付金等をすべてまかな
うことも可能です。また、必要書類も少なく手続きも簡単です。

毎月

奨学資金 50,000円＋修学資金 30,000円
＝ 合計 80,000円が利用可能です！

奨学資金
貸与
金額
貸与
期間

返済

修学資金
貸与
金額
貸与
期間

月額 ５０，０００円
修業期間（最長３年）

卒業後、ふれあいグループの医療施設
に就職し、５年以上勤務した場合は、貸
与金と利息（年/５％）の返済義務が免除
されます。

月額 ３０，０００円
修業期間（最長３年）

卒業後、ふれあいグループの医療施設
に就職し、５年以上勤務した場合は、利
息（年/５％）の返済義務が免除されま
返済 す。
修学資金は、グループの医療施設に
勤務している場合、分割返済可能です。
（最長６年）

神奈川県看護師等修学資金
日本学生支援機構
高等教育の修学支援新制度対象校
その他の奨学金制度

－２－

※募集定員若干名。審査があります。
※募集定員若干名。審査があります。

試験日程
エントリーシート
受付期間
2020年 7月 1日(水)

2020年 8月20日(木)

出願手続き期日
入学手続き期日
2020年 9月17日(木)

2020年 9月 1日(火)

2020年 8月11日(火)
必着

2020年 8月21日(金)

出願期間

試験日

合格発表日

入学手続き期日

2020年10月24日(土)

2020年11月5日(木)

2020年11月20日(金)

試験日

合格発表日

入学手続き期日

2020年11月14日(土)

2020年11月25日(水)

2020年12月11日(金)

試験日

合格発表日

入学手続き期日

2020年12月12日(土)

2020年12月22日(火)

2021年 1月 8日(金)

2021年 1月23日(土)

2021年 2月 3日(水)

2021年 2月19日(金)

2021年 2月27日(土)

2021年 3月 5日(金)

2021年 3月17日(水)

2020年10月 2日(金)

2020年10月 1日(木)
～

指定校
推薦入試

～

ＡＯ入試

選考結果
発表日

選考日

2020年10月14日(水)
必着

出願期間
2020年10月23日(金)
～

推薦入試

2020年11月 6日(金)
必着

出願期間
2020年11月16日(月)
第1回

～

一般入試

2020年12月 2日(水)
必着
2020年12月21日(月)

第2回

～

一般入試

2021年 1月15日(金)
必着
2021年 2月 1日(月)

第3回

～

一般入試

2021年 2月17日(水)
必着

※再受験を希望される方は6ページ「再受験制度」をご確認頂き、必要書類をご準備ください。
※受験票兼エントリー票は出願期間及びエントリーシート受付期間締め切り後に一斉発送いたします。
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入学試験区分

【ＡＯ入学試験】
本校への入学を強く希望する受験生がエントリーシートにより応募し、本校の教育理念や特色を充分
理解していただいたうえで、看護師になるための能力、意欲や目的意識などを多面的に評価する入学
試験です。※社会人の方もエントリー可能です。
【次の１～４の全てに該当する者】
１．本校を専願とする者
２．本校が求める学生像を理解し、また、それにふさわしい者
・「人を尊び、命を尊び、個を敬愛す」の理念を実践でき、看護に必要な知識・技術・
態度を習得し、看護師となる意欲がある者
エントリー資格
・卒業後、当グループを含む神奈川県内の医療・福祉施設に看護師として勤務し、
地域医療に貢献しようとする明確かつ強い意志がある者
３．受験資格に該当する者
４．選考日以前に行われる本校の「学校説明会・オープンキャンパス・
入試対策説明会・個別学校見学」のいずれかに参加した者
【エントリー時提出書類】
１）AO入試エントリーシート(写真貼付、写真の裏面に氏名記載）
※高校卒業見込の方は、「担任等確認欄」に担任もしくは進路指導担当の署名・
捺印を頂いて下さい。
２）受験票兼エントリー票、写真票(写真貼付、写真の裏面に氏名記載）
３）受験票兼エントリー票返送用封筒（切手３８４円貼付）
４）受験料兼エントリー料振込連絡票

エントリー方法
【エントリー料】
２０，０００円
【エントリー提出期間】
２０２０年７月１日(水)～２０２０年８月１１日(火)
※郵送の場合：簡易書留で締切日までに必着
持参の場合：９時～１７時(土日祝日を除く)

選考日
・
選考方法

【選考日・選考方法】
２０２０年８月２０日（木） 基礎学力（計算・長文読解）、グループワーク
２０２０年８月２１日（金） 面接
※上記受験日両日の出席が必要です。
※基礎学力の出題傾向等は学校説明会等で説明を行っています。
※面接日当日は①筆記用具、②上履き、③昼食を必ずお持ちください。
出願を許可された方は、出願手続き要項に従い下記の出願提出書類を通知記載期日
までに提出してください。出願手続き完了後、入学試験選考通知書を郵送いたします。

【出願時提出書類】

AO入試合格者 １）入学願書(写真貼付、写真の裏面に氏名記載）
(出願許可者)の ２）高等学校調査書 （既卒の方は出身高等学校より調査書発行可能な場合に提出）
出願手続き ３）高等学校卒業証明書（既卒の方は提出）
４）入学試験選考通知用封筒(切手３８４円貼付)
※入学手続き後の辞退はできませんのでご注意ください。

－４－

入学試験区分

ＡＯ入学試験の流れ

募集要項入手
学校説明会等参加

受
験

エントリー
選考実施

出願許可通知

者

出

願

入学試験選考通知

茅
ヶ
崎
看
護
専
門
学
校

入学手続

【指定校推薦入学試験】
２０２１年３月、高等学校卒業見込みの者
受験要件 (1)推薦要件は各所属高校へ通知を確認すること
(2)他者の勧めや要望ではなく、自分自身の意思で看護師を志望していること

受験資格

(3)看護師になるという強い意志を持ち、やり抜く意欲があること
(4)病院で実施している「一日看護体験」に参加し、看護師という職業が理解
されていること
(5)高校三年間の欠席日数が10日以内であること

出願書類

試験科目
スケジュール
（予定）

１）入学願書(写真貼付、裏面に氏名記載）
２）指定校推薦書（別途対象高等学校宛の通知に同封の指定校推薦書をご使用ください）
３）高等学校調査書
４）受験票兼エントリー票、写真票(写真貼付、裏面に氏名記載）
５）受験票兼エントリー票返送用封筒（切手３８４円貼付）
６）入学試験選考通知用封筒 （切手３８４円貼付）
７）受験料兼エントリー料振込連絡票
課題、面接 ※課題内容は別途対象高等学校宛の通知にて提示します。
受付
８：３０ ～ ８：５０
オリエンテーション
８：５０ ～ ８：５５
課題
９：００ ～ １０：１０
面接
１０：３０ ～

※ 指定校推薦制度の詳細は対象高等学校にお知らせいたします。

－５－

入学試験区分

【推薦入学試験】
２０２１年３月、高等学校卒業見込みの者
受験要件 (1)評定平均値３．２以上かつ、三教科(英国数)いずれも評定３．０以上であること

受験資格

(2)人物・学業ともに優秀であること
(3)卒業後は看護師資格を取得し、その職に就いて活躍する強い意志のある者

(4)本校を専願すること

出願書類

１）入学願書(写真貼付、裏面に氏名記載）
２）推薦書
３）高等学校調査書
４）受験票兼エントリー票、写真票(写真貼付、裏面に氏名記載）
５）受験票兼エントリー票返送用封筒（切手３８４円貼付）
６）入学試験選考通知用封筒 （切手３８４円貼付）
７）受験料兼エントリー料振込連絡票

試験科目

基礎学力(計算、長文読解）、面接

スケジュール
（予定）

受付
オリエンテーション
基礎学力(計算、長文読解）
面接

８：３０
９：００
９：１０
１０：５０

～ ９：００
～ ９：０５
～ １０：２０
～

【一般入学試験】
受験資格

出願書類

試験科目
スケジュール
（予定）

高等学校を卒業（卒業見込みを含む）、またはこれと同等以上の学力を
有すると認められた者
１）入学願書（写真貼付、写真の裏面に氏名記載）
２）高等学校調査書 （既卒の方は出身高等学校より調査書発行可能な場合に提出）
３）高等学校卒業証明書（既卒の方は提出）
４）受験票兼エントリー票、写真票（写真貼付、写真の裏面に氏名記載）
５）受験票兼エントリー票返送用封筒（切手３８４円貼付）
６）入学試験選考通知用封筒（切手３８４円貼付）
７）受験料兼エントリー料振込連絡票
国語総合(古文・漢文除く)、数学、小論文、面接
受付
ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

国語総合

８：３０～ ９：００
９：００～ ９：０５
９：１０～１０：１０

数学
小論文
面接

１０：２５～１１：２５
１１：４０～１２：４０
１３：２０～

再受験制度
本校の入学試験で不合格になった場合、その年度内で後に実施される入学試験を再度受験
できる再受験制度を設けています。ただし、出願ごとに受験料が必要です。
再受験の場合、推薦書、高等学校調査書、高等学校卒業証明書もしくは高等学校卒業程度認定
試験合格証明書（大学入学資格検定合格証明書）の再提出は不要です。
-６-

出願上の注意
各入学試験に必要な出願書類を出願用封筒に入れ、直接持参または郵送で提出してください。
持参する場合－－－－－土曜、日曜、祝日を除く９時から１７時まで
郵送する場合－－－－－簡易書留で出願期間内に必着のこと

出願書類の記入や提出にあたっては、以下をよくお読みください。
出願書類
1

入学願書

高等学校調査書
2

高等学校卒業証明書
高等学校卒業程度
認定試験合格証明書
受験票兼エントリー票・写真票

3

受験料振込連絡票

4
5
6

入学試験選考通知用封筒

7

ＡＯ（アドミッション・オフィス）
入試エントリーシート

受験票兼エントリー票返送用封筒

推薦書

注意事項
本校指定様式以外は無効です。（写真貼付）
婚姻等により下記証明書類記載の姓と現在の姓が異なる場合には、
本人であることを証明する書類（戸籍抄本等）を提出してください。
出身高等学校所定の調査書を提出してください。
※既卒の方は出身高等学校より調査書発行可能な場合に提出。
※大学・短期大学・専門学校等の卒業証明書は必要ありません。
既卒の方は高等学校調査書が発行される場合であっても、入試区分に限らず
高等学校卒業証明書（原本）を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）合格者は
高等学校卒業程度認定試験合格証明書(原本）を提出してください。
本校指定様式以外は無効です。（写真票は写真裏面に氏名記載の上、貼付）
銀行、信用金庫など、受験料の振込みを行った金融機関名、本・支店名
を記載の上、振込日を漏れなく記載し、提出してください。
※振込手数料は本人負担となります。
本校指定封筒以外は無効です。（切手３８４円貼付、返送先住所及び氏名を明記）
本校指定封筒以外は無効です。（切手３８４円貼付、返送先住所及び氏名を明記）
本校指定様式以外は無効です。
本校指定様式以外は無効です。（写真貼付）
担任等確認欄に所属高校の先生による署名及び捺印が必要。
※既卒の方は担任等確認欄への署名及び捺印は不要。

【出願書類記入上の諸注意】
１．出願時に提出する証明書類は、出願前３か月以内に発行されたものに限ります。
２．記入にあたっては、黒のボールペンで、受験者本人が楷書で（数字は算用数字）
わかりやすくはっきりと記入してください。(消すことができるボールペン使用不可)
３．書き損じた場合には修正ペン、修正テープなどは使用せず、修正個所に二重線を引き、
訂正印を押印してください。
４．記入不備、記入漏れ(例：フリガナ記入漏れ)があった場合は、修正の上、再提出して頂く場合があります。
５．氏名の記入にあたっては、戸籍記載の文字を使用してください。
６．入学願書、受験票兼エントリー票など出願書類にある「※欄」を除いた全ての欄をもれなく記入し、
選択する項目には○をつけて下さい。
※ なお、一度ご提出いただいたすべての書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。
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入学試験当日心得
＜持ち物＞
◇ 受験票兼エントリー票を忘れないようにしましょう。
受験票兼エントリー票を忘れたり紛失した場合には、試験場の受付で係員にその旨を申し出てください。
受験票兼エントリー票は各出願期間及びエントリーシート受付期間終了後に一斉発送となります。
◇ 筆記用具を忘れないようにしましょう。
答案作成には、ＨＢの鉛筆（シャープペンシル可）とプラスチック製の消しゴムを使用してください。
◇ 上履きを必ず持参してください。
◇ 試験当日は、面接の進行具合や順序等により終了時刻が正午をすぎる場合があります。
試験の途中での外出はできませんので、昼食はあらかじめご用意ください。

＜来校時の注意＞
◇ 遅刻は試験開始後20分まで認めます。それ以上遅れた場合受験できませんのでご注意下さい。
但し、公共交通機関の乱れによる遅刻についてはこの限りではありません。
◇ 試験前日までに、試験会場までの経路や所要時間、場所等を確認しておくと、当日、
戸惑わずに受験に臨むことができます。
◇ 駐車場はありませんので、自動車での来校はご遠慮ください。（ご家族の方も同様です。）
自転車での来校は可能です。校舎裏（東側）の駐輪場をご利用ください。

合格発表
◇ 合否については、入学試験選考通知文書を郵便にて送付いたします。
電話・メールによる回答はいたしませんので、ご了承ください。

入学手続き
◇ 合格者には、合格通知とともに、入学手続きに関する書類を送付いたしますので、
書類の指示に従って、入学手続きをしてください。
◇ 1学年次前期分の納入金（入学金100,000円、前期授業料325,000円、前期実験実習費50,000円、
施設維持費50,000円 計525,000円）が入学手続きの際に納入となります。
◇ 10万円を超える現金の振込みを行なう場合には、金融機関の窓口で本人確認書類の提示が
必要になります。ATMで預貯金口座からの振込みは従来同様です。保護者の方が振込みを
行なう場合は保護者の本人確認書類が、学生の方が振込みを行なう場合には学生の本人確認
が必要になります。金融機関の窓口に、本人確認書類（運転免許証・健康保険証・パスポート
など）を忘れずにご持参ください。

ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。

茅ヶ崎看護専門学校 入試相談室 TEL ０４６７（８６）６０１１
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