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募集学科
学　科　名 修業年限 入学定員 卒業時取得資格

看護学科
（３年課程）

3年 40名
看護師国家試験受験資格、保健師学校及び助産師
学校受験資格、専門士（医療専門課程）

学費（年度別）
入　学　金
（入学時）

授　業　料
（年　額）

施設設備費
（年　額）

実　習　費
（年　額）

合　計

１年次
200,000円 600,000円 200,000円 200,000円 1,200,000円

200,000円 600,000円 （指定校免除） 200,000円 1,000,000円

２年次 ― 600,000円 200,000円 200,000円 1,000,000円

３年次 ― 600,000円 200,000円 200,000円 1,000,000円

※　指定校推薦合格者は施設設備費（200,000円）が免除になります。
※　授業料（600,000円）のみ、前期・後期の分割納入ができます。

学費納入方法
１年次 ２年次 ３年次

分納
前　期

（入学手続期限）
後　期

（９月中旬）
前期

（３月下旬）
後期

（９月中旬）
前期

（３月下旬）
後期

（９月中旬）
900,000円 300,000円 700,000円 300,000円 700,000円 300,000円

全納 1,200,000円 1,000,000円 1,000,000円

その他諸費用
学費以外に必要な諸費用は、別途徴収（３月下旬）となります
　※ 令和５年度新入生予定金額　：　260,000円（教材費・実習着・諸経費等）

親族入学特典
合格者の兄弟姉妹又は両親のいずれかが学校法人筑波学園の卒業生又は在校生の場合は、実習費より100,000円
を免除します。入学願書の親族入学特典（該当する）を○で囲み、親族の当校卒業証明書又は卒業証書の写しを添
付してください。在校生の場合には、在学証明書を添付してください。

入学手続き
１．合格通知を受けた方は、入学手続の要領に従い入学手続（学費納入・誓約書送付）を完了してください。
２．入学手続き期限までに入学手続きを完了しない場合は、合格が無効になります。
３．誓約書及び学費納入が確認され次第、「確認書」及び授業開始までの予定表を郵送します。

辞退について
・合格を辞退される方は、合格通知書に同封されます「辞退届」を提出してください。
・学費を納めた後に令和５年３月17日までに入学辞退を申し出た方は、入学金を除く学費を返還します。
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入学試験実施要領

出願資格

（1）　高等学校若しくは中等教育学校を卒業（見込みを含む）した者
（2）　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
（3）　高等学校卒業程度認定試験（旧大検を含む）に合格した者
（4）　学校教育法第90条第1項の規定に該当する者

出願区分

1．指定校推薦 指定校推薦の有無、及び評定平均につきましては高校進路指導部に確認してください。
※指定校合格者（施設設備費より20万円免除）　※途中退学の場合、免除金を納入して頂きます。

2．推　　　薦

次のいずれにも該当し、出身高等学校長若しくは出身中等教育学校長が推薦できる者
　①令和5年3月に高等学校若しくは中等教育学校を卒業見込みの者
　②主要６教科（国語・地理歴史・公民・数学・理科・外国語）の平均が3.2以上の者
　③心身ともに健康で、看護師としての適性を有する者
　④合格した場合、入学を確約できる者

3．社　会　人 勤務経験（アルバイト含む）を有する者。ただし令和5年3月以前に高等学校若しくは中等教育学
校を卒業の者

4．一　　　般 出願資格を有する全ての者

5．単願（一般） 本校第一志望の方で、合格した場合入学を確約できる出願資格を有する全ての者

期　　日
及び

試験科目

出 願 区 分
第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

指定校（県内）･推薦・
社会人・一般・単願

指定校（県内）･推薦・
社会人・一般・単願

指定校（県外）･推薦・
社会人・一般・単願

指定校（県外）･推薦・
社会人・一般・単願

推薦・
社会人・一般・単願

推薦・
社会人・一般・単願

出 願 期 間
【期間最終日必着】

（令和４年）
９月12日（月）～

９月27日（火）

（令和４年）
10月31日（月）～

11月15日（火）

（令和４年）
11月28日（月）～

12月13日（火）

（令和５年）
１月６日（金）～

１月13日（金）

（令和５年）
１月23日（月）～

２月１日（水）

（令和５年）
２月20日（月）～

３月１日（水）

試　 験　 日 10月1日（土） 11月19日（土） 12月17日（土） 1月18日（水） 2月8日（水） 3月8日（水）

合 格 発 表
（郵送通知日） 10月７日（金） 11月25日（金） 12月23日（金） １月25日（水） ２月15日（水） ３月15日（水）

入 学 手 続 期 限 10月14日（金） 12月２日（金） 1月６日（金） ２月１日（水） ２月22日（水） ３月22日（水）

試 験 科 目

【指定校推薦】
１．面接試験（個人）

※県内10/1・11/19
※県外12/17・1/18

　　

【推　薦・社会人】
１．筆記試験
　　小論文（800字60分）
２．面接試験（個人） 　　

【一　般・単　願・再受験】
１．筆記試験
　・国語（現代文のみ）
　・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）　２科目選択（90分）
　・数学（数Ⅰ及び数Ａ）
２．面接試験（個人）

�
�
�
�
�

出願書類

高等学校卒業見込の者
中等教育学校卒業見込の者

高等学校卒業の者
中等教育学校卒業の者

大学卒業の者（見込者含む）
短期大学卒業の者（見込者含む） 
専門学校卒業の者（見込者含む）

高等学校卒業程度認定試験
（旧大検等）

合格者
入 学 願 書

（写真添付） ○ ○ ○ ○

受　験　票
（写真添付） ○ ○ ○ ○

推　薦　書
（推薦時） ○ ―― ―― ――

調　査　書
（出身高校）

○ 
（注１）

○
（注１）

○
（注１） ――

単位取得証明書
（出身高校） ―― 調査書が発行できない

場合に提出　　（注２）
調査書が発行できない
場合に提出　　（注２） ――

成績証明書 ―― ―― ○
（大学・短大・専門） ――

最終学歴証明書
（卒業証明書等） ―― ○ ○ ――

合格証明書 ―― ―― ―― ○

合格成績証明書
合格見込証明書 ―― ―― ―― ○

入学試験選考料
（現金・振込控え） ○ ○ ○ ○

（注１）　出身高等学校若しくは出身中等教育学校発行の書類です。
（注２）　調査書が発行できない（保存期限切れ等）場合に取得してください。
※　各種証明書は、３ヶ月以内に発行したものを提出してください。

入学選考料 ２０，０００円

※ 願書提出は出願期間の最終日 【必着】 となります。　　※ 指定校の「県内」「県外」は出身高校の所在地
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出願方法
〈郵送の場合〉　入学選考料20,000円を巻末の振込用紙にてご入金ください。（ネットバンキング不可）
　　　　　　　　※ 振込控え用紙（後日返却）を、出願書類と一緒に同封してください。

〈持参の場合〉　出願書類一式に入学選考料20,000円（現金）を添えて、本校受付窓口に提出してください。
　　　　　　　　受付時間…９：00～17：00 （土曜・日曜・祝祭日を除く）【必　着】

受験上の注意事項　（受験票の裏面も参照ください）

１．受験者は９時30分までに受付を終了し、指定された教室に入室してください。
２．試験開始後20分までの遅刻は受験を認めますが、試験時間の延長は認めません。
３．入学試験当日は受験票・上履き・筆記用具を必ず持参してください。
４．筆記用具はHB鉛筆（シャープペンシル含）、消しゴムの２点のみです。
５．下敷き、電卓は使用できません。
６．携帯電話等は、電源を切っておいてください。
７．受験会場では試験官の指示に従ってください。

試験日のスケジュール
〈 指定校推薦 〉

９：00～９：30 ９：30～９：40 ９：50～

受　付 諸注意 面　接

〈 推　薦 ・ 社会人 〉
９：00～９：30 ９：30～９：40 ９：40～10：40 11：00～

受　付 諸注意 小論文（800字） 面　接

〈 一　般 ・ 単　願 〉
９：00～９：30 ９：30～９：40 ９：40～11：10 11：30～

受　付 諸注意
・国語（現代文のみ）
・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）　２科目選択
・数学（数Ⅰ及び数A）

面　接

入学試験情報
◎オープンキャンパス・学校見学・相談会
　　オープンキャンパス・学校見学及び各種相談会は、下記までお問合せください。

　　　・TEL　029－824－7611　入試部広報課
　　　・ホームページ　http://www.a-ru.ac.jp　　　・メール　gakkou@a-ru.ac.jp
　　　　※ 土日・祝祭日でも見学・相談ができます。ご連絡ください。
※ オープンキャンパスの参加者全員に、入試の際に有効な修了証を後日郵送にてお送りしております。
※ オープンキャンパス参加者の方で希望の皆さんに、一般入試の過去問題を進呈しております。

再受験について
再受験をする場合の出願区分は 「単願（一般）」 のみとなります
出願書類は次のとおりです。
１．入学願書（出願区分 「再受験（単願）」 を○で囲んでください）
２．受験票（入学願書に同じ）
３．入学選考料　20,000円
　　※ 学歴・成績を証明する書類は不要です（前回提出済）

�
�
�
�
�
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出身校一覧（1）
《 高等学校・県内 》� 【五十音順】

・愛国学園大学附属龍ケ崎高校
・明野高校
・麻生高校
・石岡商業高校
・石岡第一高校
・石岡第二高校
・石下紫峰高校
・伊奈高校
・茨城キリスト教学園高校
・茨城東高校
・岩井高校
・岩瀬高校
・岩瀬日本大学高校
・牛久高校
・江戸崎総合高校
・江戸崎西高校
・太田第一高校
・大洗高校
・笠間高校
・鹿島高校
・鹿島学園高校
・霞ヶ浦高校
・勝田高校
・勝田工業高校
・神栖高校
・鬼怒商業高校
・古河第二高校
・境高校
・佐竹高校
・佐和高校

・下館工業高校
・下館第一高校
・下館第二高校
・下妻第一高校
・下妻第二高校
・常総学院高校
・翔洋学園高校
・水城高校
・聖徳大学附属取手聖徳女子高校
・大成女子高校
・大子清流高校
・多賀高校
・高萩高校
・高萩清松高校
・玉造工業高校
・中央高校
・筑波高校
・つくば開成高校
・つくば工科高校
・つくば国際大学高校
・つくば国際大学東風高校
・つくば秀英高校
・土浦工業高校
・土浦湖北高校
・土浦第三高校
・土浦日本大学高校
・東海高校
・東洋大学附属牛久高校
・常磐大学高校
・友部高校

・取手松陽高校
・取手第一高校
・取手第二高校
・那珂湊高校
・並木高校
・並木中等教育学校
・波崎高校
・波崎柳川高校
・日立北高校
・日立商業高校
・日立第二高校
・藤代高校
・藤代紫水高校
・鉾田第二高校
・真壁高校
・水戸葵陵高校
・水戸啓明高校
・水戸桜ノ牧高校
・水戸商業高校
・水戸女子高校
・水戸第三高校
・水戸農業高校
・水海道第二高校
・明秀学園日立高校
・守谷高校
・八千代高校
・竜ヶ崎第二高校
・竜ヶ崎南高校

《 高等学校�・�県外 》� 【  県 別  】
・松前高校 （北海道）
・青森北高校 （青森）
・八戸聖ウルスラ学院高校 （青森）
・八戸西高校 （青森）
・一関学院 （岩手）
・大槌高校 （岩手）
・釜石商工高校 （岩手）
・千厩高校 （岩手）
・福岡高校 （岩手）
・山田高校 （岩手）
・秋田商業高校 （秋田）
・角館高校 （秋田）
・五城目高校 （秋田）
・大曲工業高校 （秋田）
・能代西高校 （秋田）
・雄物川高校 （秋田）
・聖霊女子短期大学付属高校 （秋田）
・新庄東高校 （山形）
・鶴岡東高校 （山形）
・東海大学山形高校 （山形）
・長井工業高校 （山形）
・山形中央高校 （山形）
・山辺高校 （山形）
・山本学園高校 （山形）
・米沢中央高校 （山形）
・羽黒高校 （山形）
・石巻北高校 （宮城）
・石巻市立桜坂（旧:市立女子）高校　 （宮城）
・佐沼高校 （宮城）
・塩釜高校 （宮城）
・聖ドミニコ学院高校 （宮城）
・常盤木学園高校 （宮城）
・宮城県工業高校 （宮城）
・いわき総合高校 （福島）
・須賀川高校 （福島）

・磐城農業高校 （福島）
・学校法人　石川高校 （福島）
・平商業高校 （福島）
・福島県磐城第一高校 （福島）
・宇都宮短期大学附属高校 （栃木）
・上三川高校 （栃木）
・銚子市立銚子高校 （千葉）
・松戸馬橋高校 （千葉）
・松戸向陽高校 （千葉）
・松戸南高校 （千葉）
・クラーク記念国際高校 （千葉）
・柏市立柏高校 （千葉）
・日本体育大学柏（旧：柏日体）高校 （千葉）
・柏の葉高校 （千葉）
・沼南高校 （千葉）
・船橋二和高校 （千葉）
・あずさ第一高校 （千葉）
・流山高校 （千葉）
・流山おおたかの森高校 （千葉）
・中央学院高校 （千葉）
・我孫子二階堂高校 （千葉）
・潤徳女子高校 （東京）
・修徳高校 （東京）
・創価高校 （東京）
・日本放送協会学園高校 （東京）
・駿台甲府高校 （山梨）
・日本大学明誠高校 （山梨）
・黄柳野高校 （愛知）
・美萩野女子高校 （福岡）
・大村高校 （長崎）
・勇志国際高校 （熊本）
・名護高校 （沖縄）
・陽明高校 （沖縄）
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出身校一覧（2）
《 大学・高等専門学校 》� 【五十音順】

・跡見学園女子大学
・茨城工業高等専門学校
・茨城女子短期大学
・いわき明星大学
・奥羽大学
・江戸川大学
・大阪府立工業高等専門学校
・大妻女子短期大学部
・神奈川大学
・川村学園女子大学
・関東学院大学
・共立女子短期大学
・明治学院大学
・国士舘大学
・秀明大学
・上武大学
・聖徳大学　
・聖徳大学短期大学部
・大正大学
・千葉科学大学

・中央学院大学
・筑波学院大学
・つくば国際短期大学
・帝京大学
・帝京平成大学
・東京有明医療大学
・東京家政大学
・東京工科大学
・東京情報大学
・東京女子体育大学
・東京農業大学
・東北福祉大学
・常磐大学
・二松学舎大学
・日本体育大学
・東日本国際大学
・弘前大学
・立正大学
・流通経済大学

《 専門学校・他 》 【五十音順】
・アール医療福祉専門学校
・茨城県立農業大学校
・医療秘書福祉専門学校
・江戸川大学総合福祉専門学校
・国際テクニカル調理師専門学校
・国際理容美容専門学校
・筑波研究学園専門学校
・筑波総合福祉専門学校
・つくばビジネスカレッジ専門学校
・つくば歯科衛生専門学校
・東京医薬専門学校
・東京YMCA専門学校
・東京スイーツ＆カフェ専門学校
・東京福祉専門学校
・日本工学院専門学校
・華調理製菓専門学校
・ハリウッドビューティー専門学校
・水戸美容専門学校
・八千代リハビリテーション専門学校
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進学実績一覧
・茨城県立医療大学　助産専攻科　（1年課程）
・栃木県衛生福祉大学校　保健看護学部　保健学科　（1年課程）
・帝京平成大学　助産別科　（1年課程）
・茨城県立中央看護専門学校　助産学科　（2年課程）
・あびこ助産師専門学校　（2年課程）

就職実績一覧
《 県　内 》 【 市町村別 】

・県北医療センター高萩協同病院 （高萩市）
・聖麗メモリアル病院 （日立市）
・日立製作所　日立総合病院 （日立市）
・総合病院　水戸協同病院 （水戸市）
・水戸医療センター （水戸市）
・水戸済生会総合病院 （水戸市）
・水府病院 （水戸市）
・日本赤十字社　水戸赤十字病院 （水戸市）
・茨城県立こども病院 （水戸市）
・茨城県立こころの医療センター （笠間市）
・茨城県立中央病院 （笠間市）
・茨城県西部メディカルセンター （筑西市）
・石岡第一病院 （石岡市）
・石岡循環器脳神経外科病院 （石岡市）
・豊後荘病院 （石岡市）
・神立病院 （土浦市）
・総合病院　土浦協同病院 （土浦市）
・霞ヶ浦医療センター （土浦市）
・土浦厚生病院 （土浦市）

・つくば双愛病院 （つくば市）
・筑波大学附属病院 （つくば市）
・筑波メディカルセンター病院 （つくば市）
・筑波記念病院 （つくば市）
・いちはら病院 （つくば市）
・友愛記念病院 （古河市）
・茨城西南医療センター病院 （境町）
・結城病院 （結城市）
・牛久愛和総合病院 （牛久市）
・つくばセントラル病院 （牛久市）
・龍ケ崎済生会病院 （龍ケ崎市）
・総合守谷第一病院 （取手市）
・JAとりで総合医療センター （取手市）
・常総病院 （取手市）
・茨城県立医療大学付属病院 （阿見町）
・美浦中央病院 （美浦村）
・なめがた地域医療センター （行方市）
・小山記念病院 （鹿嶋市）
・鹿島病院 （鹿嶋市）

《 県　外 》 【  県 別  】
・青森県立中央病院 （青森）
・青森労災病院 （青森）
・国立病院機構釜石病院 （岩手）
・秋田県立病院機構 循環器・脳脊髄センター （秋田）
・置賜総合病院 （山形）
・鶴岡協立病院 （山形）
・日本海総合病院 （山形）
・真壁病院 （宮城）
・みやぎ県南中核病院 （宮城）
・西仙台病院 （宮城）
・自治医科大学附属病院 （栃木）
・獨協医科大学病院 （栃木）
・福島労災病院 （福島）
・常磐病院 （福島）
・埼玉医科大学病院 （埼玉）
・埼玉医科大学総合医療センター （埼玉）
・自治医科大学附属さいたま医療センター （埼玉）
・新久喜総合病院 （埼玉）
・獨協医科大学埼玉医療センター （埼玉）
・彩の国東大宮メディカルセンター （埼玉）
・川口市立医療センター （埼玉）
・虎の門病院 （東京）
・吉祥寺南病院 （東京）
・順天堂大学医学部附属順天堂病院 （東京）
・東邦大学医療センター大森病院 （東京）
・東京北医療センター （東京）
・東京女子医科大学病院 （東京）
・三楽病院 （東京）
・日本医科大学多摩永山病院 （東京）

・東海大学医学部付属病院 （神奈川）
・帝京大学医学部附属溝口病院 （神奈川）
・相模原協同病院 （神奈川）
・日本鋼管病院 （神奈川）
・日本医科大学千葉北総病院 （千葉）
・国際医療福祉大学成田病院 （千葉）
・聖隷佐倉市民病院 （千葉）
・千葉大学医学部附属病院 （千葉）
・千葉西総合病院 （千葉）
・成田赤十字病院 （千葉）
・成田リハビリテーション病院 （千葉）
・鎌ヶ谷総合病院 （千葉）
・東京女子医科大学八千代医療センター （千葉）
・亀田総合病院 （千葉）
・新松戸中央総合病院 （千葉）
・柏厚生病院 （千葉）
・柏市立柏病院 （千葉）
・千葉愛友会記念病院 （千葉）
・船橋北病院 （千葉）
・聖隷佐倉市民病院 （千葉）
・名戸ヶ谷あびこ病院 （千葉）
・小張総合病院 （千葉）
・キッコーマン総合病院 （千葉）
・小原病院 （兵庫）
・奄美大島名瀬徳洲会病院 （鹿児島）
・南部徳洲会病院 （沖縄）
 【 一部抜粋 】
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臨地実習施設一覧� 〈令和５年度予定〉

種別 施設名 所在地 実習科目

病
　
　
院

牛久愛和総合病院 牛久市 基礎看護学・成人看護学・老年看護学・統合実習

霞ヶ浦医療センター 土浦市 基礎看護学・成人看護学・母性看護学・統合実習

龍ケ崎済生会病院 龍ケ崎市 基礎看護学・成人看護学・母性看護学・統合実習

つくばセントラル病院 牛久市 成人看護学・老年看護学・母性看護学・統合実習

筑波メディカルセンター病院 つくば市 小児看護学

筑波記念病院 つくば市 基礎看護学・成人看護学

JAとりで総合医療センター 取手市 小児看護学

土浦厚生病院 土浦市 精神看護学

豊後荘病院 石岡市 精神看護学
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム

牛久さくら園 牛久市 老年看護学

土浦晴山苑 土浦市 老年看護学

介
護
老
人

保
健
施
設

春秋園 牛久市 老年看護学

つくばケアセンター つくば市 老年看護学

セントラルゆうあい 牛久市 老年看護学

もえぎ野 利根町 老年看護学

保
育
所

さくら学園保育園 つくば市 小児看護学

認定こども園えどさき 稲敷市 小児看護学

牛久ひかり保育園 牛久市 小児看護学

阿見ひかり保育園 阿見町 小児看護学

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

かすみがうら市地域包括支援センター かすみがうら市 在宅看護論

土浦市地域包括支援センターうらら 土浦市 在宅看護論

稲敷市地域包括支援センター 稲敷市 在宅看護論

美浦村地域包括支援センター 美浦村 在宅看護論

阿見町地域包括支援センター 阿見町 在宅看護論

牛久市地域包括支援センター 牛久市 在宅看護論

守谷市地域包括支援センター 守谷市 在宅看護論

行方市地域包括支援センター 行方市 在宅看護論

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

牛久愛和訪問看護ステーション 牛久市 在宅看護論

ゆうあい訪問看護ステーション 牛久市 在宅看護論

訪問看護ステーション・グリーン 牛久市 在宅看護論

訪問看護ステーション・コミューン 美浦村 在宅看護論

らふえる訪問看護ステーション 土浦市 在宅看護論

訪問看護ステーション・愛美園 桜川市 在宅看護論

牛尾病院訪問看護ステーション 龍ケ崎市 在宅看護論

【 一部抜粋 】
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奨学金制度
国や県及び病院では、皆さんが学校で勉強する環境を整える一環として奨学金の貸与を行っています。

奨　学　金　制　度
貸与先 日本学生支援機構 茨城県

保健福祉部
茨城県

教育委員会 病院

奨学金名称 給付奨学金 第一種奨学金 第二種奨学金 茨城県看護師等修学資金 茨城県奨学資金 奨学金制度

申込み方法
入学後に説明いたします
※予約申し込み制度有

入学後に
説明いたします

入学後に
説明いたします

各病院によって
違います

・直接病院に申込み
・学校経由で申込み必要書類

担保・
保証人

（公財）日本国際教育支援協会
または

保証人・連帯保証人が必要
連帯保証人2名必要 連帯保証人1名必要 各病院によります

利用
対象者

学力・家計において
基準に該当するもの

看護師養成施設の
在籍で、免許取得
後に茨城県内の指
定地域の指定施設
等に従事する意思
のある者

・県内に居住する者
・ 専門学校の専門課

程に在学すること
・ 日本学生支援機構

の貸与を受けてな
いこと

看護師養成施設の
在籍で、免許取得
後に貸与病院施設
に従事する意思の
ある者

利用資格 機構の承認が得られる者 貸与先の承認が得られる者 貸与先の承認が得られる者 貸与先の審査に合格した者

利用の
対象

学校納入金
（学費・教科書代）

学校納入金
（学費・教科書代）

アパート代・
通学交通費

特になし 各病院によります

利用金額

審査通過者
は家計状況
により３区
部されます

※条件によ
っては
入学金・授
業料の減免
制度あり

・自宅（月額）
20,000円～

53,000円
・自宅外（月額）
20,000円～

60,000円
※1万円単
位で選択可

（月額）
20,000円～

120,000円
※1万円単
位で選択可

（月額）36,000円

自　宅
　（月額）36,000円

自宅外
　（月額）40,000円

各病院によります
（月額４万～12万）

納入方法 毎月1回
ご本人名義口座に振込

年4回
ご本人名義口座に振込

年4回
ご本人名義口座に振込 各病院によります

返済方法

基本は返還
義務なし

※留年時：
給付終了

※途中退学時：
返還の場
合あり

卒業後に返還
貸与額によって
返済額が決定

卒業後返還

返還期間は貸与期間
と同年数

一括・年賦・
半年賦・月賦

卒業後返還

6ヶ月据置後10年以内
年賦・半年賦

貸与先病院従事者は
返還免除

返済利率 無利息 上限３％ 年利10％ 無利息 基本的に貸与先病院に
従事する為返済利率なし

備　考
在学中に予約申込み制度有

入学後の申込より
採用の可能性大

条件によって返還免除

日本学生支援機構
との併用は不可

日本学生支援機構
との併用は不可

U R L http://www.jasso.go.jp 各病院により
異なります

問合せ先
日本学生支援機構

奨学事業相談センター
0570（666）301

茨城県保健福祉部
医療対策課

029（301）3151

茨城県教育庁
高校教育課

029（301）5245

各病院に
お問合せ下さい
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教育ローンのご案内
学校で学ぶにあたっては、学費をはじめとして色々な費用がかかります。下記の教育ローンは手

続きの後に審査があり、承認が得られると融資を受けることが出来ます。

国の教育ローン 民間教育ローン

貸 与 先 日本政策金融公庫 （株）オリエントコーポレーション

名　　 称 国の教育ローン 学費サポートプラン

申込・必要書類 個別に手続

担保・保証人
（公財）教育資金融資保証基金
または　連帯保証人１名以上

原則必要ありません

対 象 者 入学者の保護者 入学者の保護者

利用資格 貸与先の承認が得られる方

利用の対象
学費納入金（学費・教科書代）・

アパート代・通学交通費
学校納入金（学費・教科書代）

利用金額 学生一人につき350万円以内
10万円～500万円

（本校の学費の範囲内）

送金方法 指定の口座に送金 信販会社から本校へ直接送金

返済方法
１．毎月元利均等返済
２．ボーナス月増額返済

１．毎月元利均等返済
２．在学期間中利息のみの返済

返済利率 年1.80％（令和４年４月現在） 年4.30％（令和４年４月現在）

備　 　考
上記の他にも制度あり
　詳しくはお近くの日本政策金融公庫に
　お問い合わせください

（株）オリエントコーポレーションから
学校指定口座へ直接振り込みとなります

Ｕ Ｒ Ｌ
 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/
 ippan.html

http://www.orico-web.jp/gakuhi/index.html

問合せ先
教育ローンコールセンター

0570-008656
学費サポートデスク

0120-517-325

※　他に銀行等でも教育ローンを取り扱っているところもあります。
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入学願書記入の仕方

〈 出  願  意  思 〉 …………  署　名　・　捺　印

〈 出  願  区  分 〉 …………  あてはまる区分を○で囲む。

〈  試 　験 　日 〉 …………  あてはまる区分を○で囲む。

〈 第  二  志  望 〉 …………  希望者のみ○で囲む。

〈 氏　　　　名 〉 …………  受験者の氏名を記入し、片かなでフリガナを書く。

〈 生  年  月  日 〉 …………  昭和・平成の何れか○で囲み生年月日を記入し、提出時の年齢を記入する。

〈 性　　　　別 〉 …………  男女の別を○で囲む。

〈 現　 住　 所 〉 …………  「郵便番号」を記入し、現住所を都道府県から記入する。「電話番号」は自宅の
固定電話を、「緊急連絡」には携帯電話を含む必ず連絡が取れる番号を書く。

〈 学　　　　歴 〉 …………  必要箇所を○で囲み記入する。（高校以上を記入）
・１段目―高等学校若しくは中等教育学校の卒業の者及び卒業見込の者
・２段目―大学・短大・専門学校の卒業の者、卒業見込の者、及び中退者
・３段目―上記学校以外の卒業の者、卒業見込の者及び中退者

〈 職　　　　歴 〉 …………  パート・アルバイトを含む職歴を、現在から逆昇った３項目を記入する。
「勤務先」には名称を「職種」には従事した内容を、勤務形態がパート・アルバ
イトの場合は「パート・アルバイト」欄に○を付ける。

〈 資　　　　格 〉 …………  専門資格や特殊資格をはじめに記入し、無い場合は公的（運転免許）資格など
を記入する。

〈 親族入学特典 〉 …………  あてはまる方に○で囲む。

＊ 該当する場合は、親族の当校卒業証明書又は卒業証書の写しを添付する。 
在校生の場合は、在学証明書を添付する。

〈 写  真  貼  付 〉 …………  「縦４cm×横３cm」の大きさで、正面上半身脱帽３ヶ月以内に撮影したものを
「入学願書」と「受験票」の２箇所に貼付する。

〈 志 望 理 由 書  〉 …………  【裏面】 看護学科を志望する理由を300字以上で記入して下さい。

入学願書記入上の注意
１） 太枠のみ記入してください。
２） ※印欄は記入しないでください。
３） 必要箇所は　  　で囲んでください。
４） 文字は黒のインク又はボールペンで楷書で記入してください。
５） 修正液の不可。訂正部分は二重線で訂正し、訂正印を押印してください。
６） 同一の写真２枚を所定の箇所に貼付してください。
７）  親族入学特典を活用する場合は、親族の当校卒業証明書又は卒業証書の写しを添付してください。

在校生の場合には、在学証明書を添付してください。

「入学願書」及び「受験票」の太枠及び裏面を　自筆　で記入してください。

＊印欄は記入しないでください。
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