平成 28年度

入学試験案内

(2015.4.28 改訂 )
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当校では、以下の入学試験を実施いたします。

● 推薦入学試験／指定校制

本校が指定している高等学校から、指定校制入試の受験資格要件を満たす者の受験

● 推薦入学／公募制

全国の高等学校から、公募制入試の受験資格要件を満たす者の受験

● 社会人入学試験

社会人入試の受験資格要件を満たす者の受験

● 一般入学試験

一般入試の受験資格要件を満たす者の受験

1. 募集定員
入学定員
80 名

推薦入学試験

指定校制・公募制
定員の 40％程度

2. 修業年限
3年
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社会人入学試験

一般入学試験

定員の 10％程度

定員の 50％程度

3. 受験資格
区分

入学資格
１. 本学校指定の高等学校を平成 28 年 3 月卒業見込みの者

推薦入学

＜指定校制＞

２. 学業成績、人物共に優秀で、将来看護師、助産師、保健師に適格と思われる者
３. 在学中の成績は、国・数・英の各教科 3.0 以上であること
４. 高等学校長が責任をもって推薦できる人物であること
５. 合格した場合、必ず本校に入学する者

１. 高等学校を平成 28 年 3 月卒業見込みの者

推薦入学

＜公募制＞

２. 学業成績、人物共に優秀で、将来看護師、助産師、保健師に適格と思われる者
３. 在学中の成績は、国・数・英の各教科 3.0 以上であること

４. 高等学校長が責任をもって推薦できる人物であること
５. 合格した場合、必ず本校に入学する者

１. 高等学校卒業の者で、社会人としての経験を 2 年以上有する者
または、高等学校卒業程度認定試験規則(平成 17 年文部科学省令第１号)による高等学校卒業

社会人入学

程度認定試験に合格した者（同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格試験検定規程

（昭和26年文部省令第13号 による大学入学資格検定に合格した者を含む。）、かつ社会人
としての経験を2年以上有する者

２. 大学・短期大学を卒業した者、または平成 28 年 3 月に卒業見込みの者
１. 平成 28年 3 月高等学校卒業見込みの者

２. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

３. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者

４. 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又はこれに準ずる者で文部科学大
臣の指定した者

５. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

一般入学

課程を修了した者

６. 文部科学大臣が指定した者

７. 高等学校卒業程度認定試験規則 ( 平成 17 年文部科学省令第 1 号 ) による高等学校卒業程度認定
試験に合格した者

【同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格試験検定規程 ( 昭和 26 年文部省令第
13 号 ) による大学入学資格検定に合格した者を含む。】

８. 本学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有す
ると認めた者で 18 歳に達した者
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4. 出願について
●出願期間
区分

出願期間

推薦入学 ＜指定校制＞

平成 27 年 9月 7 日（月） 〜 平成 27 年 10 月 7 日（水）消印有効

推薦入学 ＜公募制＞

平成 27 年 9月 7 日（月） 〜 平成 27 年 10 月 7 日（水）消印有効

社会人入学

平成 27 年 9月 7 日（月） 〜 平成 27 年 10 月 7 日（水）消印有効

一般入学

平成 27 年 12 月 ８日（火） 〜 平成 28 年 1 月 8 日（金）消印有効

●出願書類
書類

推薦
指定校制

公募制

社会人

一般

備考
本校所定の用紙に本人直筆、写真を貼付（写真は

上半身無帽、正面で出願 6 か月以内に撮影したも

入学願書

ので受験票と同じ写真）

本校所定の用紙に本人直筆、写真を貼付

受験票
高校学校長推薦書

本校所定の用紙に高校で記載し厳封のこと
高校又は中等教育学校指定の用紙を厳封のこと

高等学校又は中等教育学校の

調査書が発行できない場合にはその理由を書いた

調査書

書類を卒業校に依頼し、提出してください

一般入試受験者で平成 28 年3月卒業見込みの者の場

高等学校又は中等教育学校の

合は、卒業見込み証明書は不要

卒業証明書

社会人入試受験資格２に該当する受験者で、平成
28年3月卒業見込みの者の場合は、卒業見込み証

大学又は短期大学の

明書を提出してください。その後、３月中に卒業

卒業証明書

証明書を提出して下さい。

本校所定の用紙に、2 年以上の就業を証明する書類
( 勤務場所での証明書、本人の記載は不可 ) １か所

就業証明書

の職場で就業が 2 年未満の場合は、合計して 2 年
以上の証明となるよう複数の職場での証明が必要
となります

本校指定の「振込依頼書」で 20,000 円を振り込み、

入学検定料

その振込金受取書（本人保存）のコピーを同封の
こと（受験生の氏名で振込み）

4 枚すべてのシールに宛先・宛名を明記のこと

返信用宛名シール
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●出願方法
① 出願書類に不備がないように確認し、本校入試係宛に簡易書留で郵送してください。

② 持参する場合は、土・日・祝日、年末年始 (12/29 〜 1/3) を除く 9:00 〜 17:00 となります。
③ 出願期日消印有効。

●入学願書等の記載上の注意
① 入学願書・受験票には三種類ありますので、出願を間違わないようにご注意ください。

『「推薦−指定校制・公募制」( グリーン）』『「社会人」( ブルー）』『「一般」( クリーム）』

「推薦−指定校制・公募制」「社会人」の方は入学願書の裏面に志望理由を記入してください。

② 記載は黒のボールペンを使用し、楷書で明瞭に記入してください。
③ 誤字や記入漏れがないようにご注意ください。

④ 出願書類用封筒（グリーン角２）に「推薦−指定校制」「推薦−公募制」「社会人」「一般」のいずれかに○印をつけてください。

●出願上の注意
① いったん提出された出願書類及び入学検定料は返還できません。
② 出願書類の不備なものは受付できません。

③ 出願期間前や出願期間に間に合わない場合は、受付できません。

④ 提出書類が出願締め切り直前に到着し、受付後の受験票の返送が適当でないと判断した場合には、受験票を返送しない場合があります。
その場合は、本人にその旨を連絡いたしますので、試験当日に受付に申し出てください。
それ以外で入学試験の 2 日前までに届かない場合は本校にお問い合わせください。

⑤ 返信用宛名シールについて

返信用宛名シールは、受験票や、合格通知等の送付に使用しますので、確実に届く宛名を明記し、出願書類と一緒に同封してください。

⑥ 推薦入学試験、社会人入学試験の出願者は、一般入学試験を受験することもできます。

受験を希望される場合は、改めて募集要項を取り寄せて、出願する試験毎に入学検定料と願書等必要書類を準備してください。

●出願書類の送付先
〒245-0063

神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-60-2

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 附属横浜看護学校
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入試係

5. 試験について
●日程
区分

試験日

受付時間

推薦入学 ＜指定校制＞

平成 27年 10月 17日（土）

推薦入学 ＜公募制＞

平成 27年 10月 17日（土）

社会人入学

平成 27年 10月 17日（土）

平成 28年 1月 14日（木）

一般入学

9:15 〜 9:45

9:15 〜 9:45

9:15 〜 9:45

8:15 〜 8:50

試験時間

試験科目

10:00 〜 10:50

学科試験

11:00 〜 12:00

面接試験

10:00 〜 10:50

学科試験

13:00 〜 16:00

面接試験

10:00 〜 10:50

学科試験

13:30 〜 16:00

面接試験

9:10 〜 10:00

国語総合（現代文のみ）

国語総合（現代文のみ）

国語総合（現代文のみ）

学科試験

①英語Ⅰ・Ⅱ

10:20 〜 11:10
11:30 〜 12:20
13:30 〜 16:30

②国語総合（現代文のみ）
③数学Ⅰ

面接試験

●試験会場
〒245-0063

神奈川県横浜市戸塚区原宿 3-60-2

独立行政法人国立病院機構 横浜医療センター 附属横浜看護学校

6. 合格発表
●発表日
発表日

区分

通知・発表方法

推薦入学 ＜指定校制＞

平成 27 年 10月 22日（木）

高等学校長・本人宛通知

推薦入学 ＜公募制＞

平成 27 年 10月 22日（木）

高等学校長・本人宛通知

社会人入学

平成 27 年 10月 22日（木）

ホームページ（14：00）、郵送

一般入学

平成 28 年 1月 20日（水）

ホームページ（14：00）、郵送

① 社会人及び一般入学試験の結果は、ホームページに一週間程度掲載いたします。

② 推薦入学試験の結果は、高等学校長宛に郵送（簡易書留）にて通知します。その際、本人宛の結果を同封しますので
高等学校から結果を受け取ってください。

③ 社会人及び一般試験の合格者及び補欠者には、郵送（簡易書留）にて通知します。なお、不合格 者には通知しません。
④ 試験結果については、本人・家族・学校関係者であっても、電話等による問い合わせには、いっさい応じられません。

⑤ 補欠者は、合格者が入学を辞退して入学者に欠員が生じた場合のみ、繰り上げ合格となります。従って欠員の状況によっては、
繰り上げ合格にならない場合もあります。

★注意★

合格発表については、合格メール等の取り扱いは、当校では一切おこなっておりません。
学生募集要項に掲載されているとおりですのでご承知ください。
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7. 入学手続き
① 入学手続きは、合格者宛に送付する「入学に関するご案内」に従い、定められた入学手続き期間内に完了してください。
入学手続きは、入学金の納付と入学手続きが本校に届いた時点で入学手 続き完了とします。
期限におくれないように手続きを済ませてください。

② 期日までに入学手続きを完了しない場合には、入学手続き締切日をもって合格を取り消します。
なお、取り消しについては、特別な事情がない限り通知しませんので、ご了承ください。

③ 入学手続き方法等の詳細に関しては、合格通知書と一緒に同封しますので指示に従ってください。

8. その他
① 本校は学校教育法第 124 条の専修学校に指定されています。

② 看護師国家試験の受験資格が得られます。

③ 保健師、助産師学校、養護教諭養成課程の受験資格が得られます。
④ 専門士（医療専門課程）の称号が得られます。
⑤ 本校修了後は大学への編入資格が得られます。

⑥ 大学若しくは高等専門学校又は以下の資格に係る学校若しくは養成所で履修した者の単位の認定については、本人からの申請に
基づき学校長が認めた場合には履修に替えることができます。なお、社会福祉士及び介護福祉士法第 39 条第１号の規定に該当

する者の単位認定についても同様です。

・歯科衛生士
・義肢装具士

・視能訓練士
・理学療法士

・診療放射線技師
・救急救命士

・臨床工学技士
・作業療法士

⑦ 情報公開法に基づき、入試の情報開示を本人の申請により一部実施します。

・臨床検査技師
・言語聴覚士

希望する場合は、下記期間中に来校し、申請用紙に記入して、本学校長宛に申請してください。
申請期間は、平成 28年 2 月 8 日（月）〜 2 月 26 日（金）までとします。

その後改めて開示日程を調整させていただき、来校しての開示となります。
開示期間は、平成 28 年 2 月 29 日（月）〜 3 月 11 日（金）までとします。

※今回提出された願書等に記載された個人情報は、入学試験関連以外には使用いたしません。

9. 募集要項請求方法
学校案内および募集要項は無料となります。

但し、郵送料についてはご負担願いますのでご了承ください。
希望者は、角 2 の封筒に 250 円切手（１部に付き）を貼付し、ご自分宛の住所・お名前を記載したものを返信用封筒として同封し、
表に赤鉛筆か油性の赤マジックにて「募集要項請求」と明記して下記へ送付してください。

郵送先・お問い合わせ先

〒245-0063

横浜市戸塚区原宿 3-60-2

独立行政法人国立病院機構

横浜医療センター附属横浜看護学校

看護学校：TEL.045-853-8322

9:00 〜 17:00

メール：setumeikai@yokohama-ns.ecweb.jp
http://www.yokohama-ns.jp/
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( 月〜金 )

事務係

