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大学・短大

専門学校

【2017年度入学者対象】

看護師を目指せる学校をチェックしよう!!

〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地

琉球大学

琉球大学

☎098-895-8141(入試課）

お
問
い
合
わ
せ

沖 縄 県 0007資料請求番号

医学部 保健学科
入学後に行う看護学か検査技術学の
コース選択により地域や国際社会に
貢献する保健医療福祉の専門識者を
育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～8(火)

1/23(月)～2/1(水)

12/1(木)

2/25(土)
3/12(日)

推薦入試Ⅱ（大学入
試センター試験を課す）
一般入試 前期
一般入試 後期

2/7(火)

3/7(火)
3/21(火)

試験科目

推薦入試Ⅱ(個別試験)：面接
一般前期：数学、理科
　　後期：小論文・面接

資格

看護師(受験資格)、臨床検査技師(受験資格)、保健師(受験資格)、
助産師(受験資格)、養護教諭、健康食品管理士
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

〒902-8513 沖縄県那覇市与儀1-24-1

沖縄県立看護大学

沖縄県立看護大学

☎098-833-8800

お
問
い
合
わ
せ

沖 縄 県 0002資料請求番号

看護学部 看護学科
本学では、生命の尊厳を重んずる豊
かな人間性を育成するとともに、高度
な専門的知識や技術を習得させ、保
健医療福祉の分野において看護を科
学的に実践し、人々の健康と福祉の向
上に貢献することのできる人材を育
成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～7(月)

1/23(月)～2/1(水)
1/23(月)～2/1(水)

11/19(土)

2/25(土)
3/12(日)

特別選抜（一般推薦・
地域推薦・社会人特別）
一般選抜 前期
一般選抜 後期

11/30(水)

3/3(金)
3/20(月)

試験科目

特別選抜：小論文、面接及び調査書
一般前期・後期共通(個別試験)：小論文及び面接

支援制度など

①日本学生支援機構奨学金
②沖縄県国際交流人材育成財団奨学金
③県内外医療施設奨学金　④沖縄県看護師等修学資金
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

〒905-8585 沖縄県名護市字為又1220-1

名桜大学

名桜大学

☎0980-51-1056

お
問
い
合
わ
せ

沖 縄 県 0006資料請求番号

人間健康学部 看護学科
大学の基本理念でもある「平和・自
由・進歩」を踏まえ、生命の尊厳と人権
を尊重し、擁護する倫理観と豊かな幅
広い人間性を培うとともに、ヒューマ
ンケアを提供できる高度医療を担う
質の高い看護職者を育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～7(月)

1/23(月)～2/1(水)
消印有効

11/19(土)

2/25(土)
実施しない

推薦入学試験（一般
推薦・北部枠推薦）
一般選抜 前期
一般選抜 後期

12/2(金)

3/4(土)
3/21(火)

試験科目

推薦入学試験：小論文、面接
一般前期(個別試験)：面接　後期：実施しない

支援制度など

●名桜大学奨学金（給付型）：学業奨励奨学金（1種2種）、スポーツ奨励奨学
金（1種2種） ●学長特別奨学金（給付型）：入学後、高い英語力を身に付け
るために努力して英語技能の検定能力試験に合格した学生への奨学金
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

〒850-8515 長崎県長崎市東山手町1-50

活水女子大学

活水女子大学

　095-820-6015

お
問
い
合
わ
せ

長 崎 県 1011資料請求番号

看護学部 看護学科
建学の精神に基づく人間愛に満ちた広い見識をもつ女子を育成し、高
度化・複雑化する保健・医療・福祉の発展に貢献する看護専門職として
人々の健康と生活を支援するために、チームで協働しながら自律的に看
護できる人間を育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～10(木)必着

1/6(金)～26(木)消印有効
2/27(月)～3/8(水)消印有効
1/16（月）～2/9（木）消印有効
2/27（月）～3/8（水）消印有効

11/19(土)

2/4(土)
3/14(火)
2/18（土）
3/14（火）

推薦入試（公募推
薦・指定校推薦）
一般入試 A方式
一般入試 B方式
センター試験利用入試A日程
センター試験利用入試B日程

11/25(金)

2/9(木)
3/17(金)
2/23（木）
3/17（金）

試験科目

推薦入試：小論文、面接
一般入試A方式：【必須】外国語(英)・国語総合（漢文除く)・面接
【選択】数学、化学、生物から1
一般入試B方式：【必須】外国語(英)・小論文・面接
センター試験利用入試A日程・B日程共通：
【必須】国語、外国語（英語）、数学、理科、面接

支援制度など

大学独自の様々な特待生制度や奨学金制度を用意しています。
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

〒739-2695 広島県東広島市黒瀬学園台555-36(東広島キャンパス)

広島国際大学

広島国際大学

　0120-55-1659

お
問
い
合
わ
せ

広 島 県 2004資料請求番号

看護学部 看護学科
本学部では、少人数制によるきめ細かい教育と、共通教育科目やIPE(専
門職連携教育)など価値観を深めていくグループワークを通して成長を
サポートします。また、地上11階建ての実習棟は最新の設備が整った各
分野の実習室があり、高い技術を育む環境は万全です。
■11月以降に受験可能な入試日程

合格発表試験日出願期間区分

10/12(水)～28(金)

1/6(金)～20(金)

1/6(金)～2/3(金)

2/20(月)～3/9(木)

11/5(土)、6(日)

1/30(月)、31(火)

2/11(土)、12(日)

3/14(火)

公募制推薦入学選考

一般入試 前期A日程

一般入試 前期B日程

一般入試 後期

11/12(土)

2/7(火)

2/17(金)

3/18(土)

試験科目

推薦入学選考：調査書、基礎素養検査(英語、数学、国語、理科)から1科目選択
一般前期：(英語、数学1A)から1科目選択、(<物基、物理><化基、化学><生
基、生物>、国語、日本史B、地理B)から1科目選択

TOPICS

充実した国家試験対策を実施し、毎年高い合格実績を残しています。2015
年度看護師国家試験合格率94.6%（130名受験123名合格）全国平均89.4%

※その他入試の試験科目等の詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※他にも受験可能な日程があります。HP等でご確認ください。

両日受験可

両日受験可

両日受験可［特待生入試］

〒924-8511 石川県白山市笠間町1200
金城大学

　0120-276-150

お
問
い
合
わ
せ

金城大学
石 川 県 5025資料請求番号

看護学部 看護学科
４年間の徹底した看護教育を通して、高度な専門性を備えた看護師を目
指します。また、福祉・医療の両分野にわたる広い見識とコミュニケー
ション能力など、チーム医療の中核として活躍できる力も身につけます。
■11月以降に受験可能な入試日程

合格発表試験日出願期間区分

試験科目

学校長推薦／自己推薦：個人面接・基礎学力試験
一般前期／後期：3教科3科目または3教科4科目、必須教科：英語、
選択教科：国語・数学・理科から2教科選択
一般中期：2教科2科目、必須教科：英語、選択教科：国語・数学・理科
から1教科選択、面接

支援制度など

遠隔地特別奨学金（帰宅支援）、沖縄特別奨学金（入学準備支援）
※詳細は必ずホームページでご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

11/1(火)～7(月)
12/5(月)～12(月)
1/4(水)～20(金)
1/30(月)～2/15(水)
2/20(月)～28(火)
1/4(水)～27(金)
1/30(月)～2/15(水)
2/20(月)～28(火)

11/13(日)
12/18(日)
2/1(水)･2(木)･3(金)のいずれか
2/20(月)
3/5(日)

個別試験は
行わない

学校長推薦入試
自己推薦入試
一般入試 前期
一般入試 中期
一般入試 後期
センター試験利用 前期
センター試験利用 中期
センター試験利用 後期

11/20(日)
12/23(金･祝)
2/12(日)
2/25(土)
3/11(土)
2/12(日)
2/25(土)
3/11(土)

〒509-6192 岐阜県瑞浪市土岐町2216（瑞浪キャンパス）

中京学院大学

中京学院大学

☎0572-68-4555

お
問
い
合
わ
せ

岐 阜 県 5007資料請求番号

看護学部 看護学科
基本教育と専門教育を基盤に優れた
看護職者として必要な「こころと知識・
技術」を学び、多様な看護の場面に対
応できる力を身につけます。初年度か
らの実習で現実的な体験を通し、真
の実践力を身につけた看護職者を育
成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

10/11(火)～31(月)
10/11(火)～11/25(金)
1/5(木)～20(金)
1/23(月)～2/10(金)
2/13(月)～3/6(月)

11/5(土)
12/3(土)
1/28(土)
2/18(土)
3/11(土)

専願推薦入試
併願推薦入試
一般入試 前期
一般入試 中期
一般入試 後期

11/10(木)
12/9(金)
2/3(金)
2/23(木)
3/16(木)

試験科目

推薦入試(専願・併願)：小論文、面接、書類審査
一般(前期～後期)：【必須】英語、国語　【選択】(数学<数1・A>、生
基)から1科目選択

支援制度など

専願推薦入試（社会人を除く）、一般入試前期の成績優秀者に対し
授業料の全額または半額が免除される制度があります（1年間）。
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

〒236-8501 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1
関東学院大学

☎045-786-7019

お
問
い
合
わ
せ

関東学院大学
神奈川県 6011資料請求番号

看護学部 看護学科
医療・保健・福祉の現場で適切な看護を実践できる能力、さらにはチー
ム医療で成果を達成する調整能力、適切な情報を提供できるコミュニ
ケーション能力を学び、幅広い知識と専門的知識を活かして常に人のた
めに働く看護師を育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

10/24(月)～31(月)必着
1/6(金)～18(水)

1/6(金)～26(木)

2/17(金)～3/1(水)必着

11/13(日)

1/29(日)

2/5(日)、6(月)、
7(火)

3/7(火)

AO入試（11月募集）
一般入試(前期日程:2科
目型<全学部統一入試>)
一般入試(前期日程:3科目型)
一般入試(前期日程:2科
目判定型<3科目受験>)
一般入試(前期日程:
センター試験併用型)
一般入試(後期日程:2科目型)
一般入試(後期日程:
英語資格型)

11/21(月)

2/10(金)

2/16(木)

3/14(火)

試験科目

AO入試：総合基礎、小論文、面接
一般(前期)：外国語、国語、理科
一般(後期)：外国語、理科
※詳細については小冊子をご覧ください。

消印有効

消印有効

〒283-8555 千葉県東金市求名1番地

城西国際大学

城西国際大学

☎0475-55-8855（入試･広報センター)

お
問
い
合
わ
せ

千 葉 県 6064資料請求番号

看護学部 看護学科
グローバルナース、福祉に強いナース、薬に強いナース、災害看護に強
いナース、保健師、助産師や養護教諭など、医療現場のニーズに対応し、
地域そして世界で活躍できるナースを育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

10/14(金)～25(火)必着
11/1(火)～9(水)必着
12/2(金)～13(火)必着

1/10(火)～24(火)必着

2/9(木)～21(火)必着

10/29(土)
11/13(日)
12/18(日)
1/28(土)
1/29(日)
2/25(土)

AO入試（併願可）2期
公募制推薦入学（併願可）第1期
公募制推薦入学（併願可）第2期
一般入試 A日程
一般入試 B日程
一般入試 C日程

11/4(金)
11/18(金)
12/22(木)

2/3(金)

3/3(金)

試験科目

AO入試：出願書類審査、基礎学力テスト、面接
公募制推薦入試：出願書類審査、基礎学力テスト、面接
一般入試：①外国語 ②国語・数学 ③理科、面接
※①～③の3科目を受験し、高得点の2科目で判定

支援制度など

年額100万円以上の高額奨学金の貸与が可能です。卒業後、指定病
院にて貸与年数以上勤務することにより返還が免除されます。 
※詳細は必ず学生募集要項でご確認ください。

※詳細については学生募集要項をご覧ください。

〒891-0113 鹿児島県鹿児島市東谷山3-31-27(谷山キャンパス)

学校法人 原田学園

鹿児島医療技術専門学校

学校法人 原田学園 鹿児島医療技術専門学校

☎099-260-4151

お
問
い
合
わ
せ

鹿児島県

看護学科
学校と臨床現場をつなぐ新しい看護教育で、多様化した社会、高度化し
た医療に対応するために、新たなカリキュラム（領域横断）のもとで、さ
らに教育効果の高い最新設備を活用し「臨床で働く力」（臨床実践能力）
を育成します。

■10月以降受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

10/7(金)まで
1期:10/7(金)まで
2期:11/8(火)まで
3期:12/13(火)まで
4期:1/24(火)まで
5期:2/14(火)まで
6期:3/6(月)まで
7期:3/21(火)まで

10/16(日)
1期:10/15(土)
2期:11/12(土)
3期:12/17(土)
4期:1/28(土)
5期:2/18(土)
6期:3/10(金)
7期:3/24(金)

指定校推薦入試

一般入試・
推薦入試共通

試験日から10日
以内に受験者
本人と在籍高等
学校長あてに選
考結果を郵送し
ます。電話など
による問い合わ
せには応じられ
ませんのでご了
承ください。

試験科目

指定校推薦：書類審査、面接
推薦入試・一般入試共通：書類審査、面接、学力検査

支援制度など

オープンキャンパス等に参加した方は、受験時の選考料半額免除。
※詳細は必ず募集要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

1119資料請求番号

〒894-0771 鹿児島県奄美市名瀬小湊338-2

学校法人 日章学園

奄美看護福祉専門学校

学校法人 日章学園 奄美看護福祉専門学校

 　0120-549-181

お
問
い
合
わ
せ

鹿児島県 1164資料請求番号

看護学科
小児から高齢者まで、あらゆる対象への看護、様々な現場で活躍できる
実践力を身につけます。充実した個別指導で、国家試験合格をサポート
します。
■10月以降受験可能な入試日程

合格発表試験日出願期間※必着区分
10/3(月)～17(月)
10/18(火)～11/21(月)
11/28(月)～12/12(月)
12/28(水)～1/16(月)
2/1(水)～13(月)
3/1(水)～13(月)
10/18(火)～11/21(月)
11/28(月)～12/12(月)

10/22(土)
11/26(土)
12/17(土)
1/21(土)
2/18(土)
3/18(土)
11/26(土)
12/17(土)

一般入試①
一般入試②
一般入試③
一般入試④
一般入試⑤
一般入試⑥
社会人特別入試⑦
社会人特別入試⑧

11/1(火)
12/6(火)
12/27(火)
1/31(火)
2/28(火)
3/24(金)
12/6(火)
12/27(火)

試験科目

①現代国語、面接　②～⑥現代国語、数学、面接
⑦～⑧現代国語、小論文、面接

支援制度など

奄美市支援制度、専門実践教育訓練給付金制度等あり。詳細は、本
校パンフレット、ホームページをご覧ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

※定員に達した場合、それ以降の入試を実施しないことがあります。

〒761-8012 香川県高松市香西本町17-9
守里会看護福祉専門学校

☎087-813-3359

お
問
い
合
わ
せ

守里会看護福祉専門学校
香 川 県 2142資料請求番号

看護学科
3年間で、国家試験受験資格を得られるのは、香川県高松市では、本校だ
け。様々な実習先や実践経験豊かな教員が丁寧に指導いたします。女子
寮も完備。沖縄県内からも多くの学生が、学んでいます。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

A:9/28(水)、
B:11/9(水)、
C:12/8(木)、
D:1/19(木)、
E:2/16(木)、
F:3/8(水)、
G:3/22(水)

A:10/1(土)、
B:11/12(土)、
C:12/11(日)※、
D:1/22(日)、
E:2/19(日)、
F:3/11(土)、
G:3/25(土)

一般入試・一般推
薦入試・社会人入
試共通

A:10/5(水)、
B:11/16(水)、
C:12/15(木)、
D:1/26(木)、
E:2/23(木)、
F:3/15(水)、
G:3/27(月)

試験科目

一般推薦入試：書類審査、学力検査（小論文）、面接
一般入試：書類審査、学力検査(国語総合、数1、英語1、小論文)、面接

支援制度など

学生支援機構を始めとする、公的な奨学金や支援制度を受けれま
す。また、学校独自で、在学中に貸付後、支援を受けた病院にて勤務
することで、免除される制度もあります。
※詳細は必ず入試要項でご確認ください。

※地方入試（沖縄）も開催します。
※詳細については小冊子をご覧ください。

〒181-8612 東京都三鷹市下連雀5-4-1

杏林大学

杏林大学

☎0422-47-0077（入学センター）

お
問
い
合
わ
せ

東 京 都 6040資料請求番号

保健学部 看護学科
■看護学専攻
選択科目を履修することにより、保健
師や助産師の国家試験受験資格の取
得も可能です。（選択制）
■看護養護教育学専攻
「看護師＋養護教諭」の資格取得をし
ます。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～8(火)

12/5(月)～1/27(金)

11/13(日)

2/6(月)・7(火)・8(水)

公募制推薦入試

一般入試

11/17(木) 
14時～

2/10(金) 
14時～

試験科目

公募制推薦入試：適性検査（英語、国語、数学、物理、化学、生物）
以上100問の中から科目を問わず50問任意選択
一般入試：【必須】英語　【選択】国語、数学、物理、化学、生物の中か
ら問題配布後に2科目を選択

TOPICS

2017年4月、各学科で入学定員増が決定しました。
※詳細は必ず募集要項でご確認ください。

※詳細については小冊子をご覧ください。

WEB出願のみ・消印有効

WEB出願のみ・消印有効 ［受験日自由選択制］

〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030

神奈川工科大学

神奈川工科大学

☎046-291-3000（企画入学課）

お
問
い
合
わ
せ

神奈川県 6073資料請求番号

看護学部 看護学科
看護師として必要な知識及び技術と
態度を体得し、看護学研究に関する
思考力と創造性を身につけた進歩に
対応できる、高度な看護師をめざしま
す。高い倫理観を持ち、調和のとれた
人間関係を築くことができる人材を
養成します。

■11月以降に受験可能な入試日程

試験科目

試験科目についてはホームページにてご確認ください。

TOPICS

全ての入試方式でインターネット出願を利用しています。
※詳細は必ず募集要項でご確認ください。

合格発表試験日出願期間区分
10/31(月)～11/4(金)
11/21(月)～12/2(金)
1/4(水)～27(金)

2/4(土)～21(火)
1/4(水)～30(月)
2/4(土)～24(金)
2/28(火)～3/10(金)

11/13(日)
12/10(土)
1/31(火)・2/1(水)・2(木)

2/25(土)

推薦入試（一般公募制）
自己推薦入試
一般入試 A日程

一般入試 B日程
センター方式A日程入試
センター方式B日程入試
センター方式C日程入試

11/18(金)
12/16(金)
2/8(水)

3/3(金)
2/8(水)
3/3(金)
3/15(水)

［受験日自由選択制］

平成29年度大学入
試センター試験のみ
で本学独自の試験は
実施しない。

〒562-8580 大阪府箕面市新稲2-11-1

大阪青山大学

大阪青山大学

☎072-723-4480（入試部）

お
問
い
合
わ
せ

大 阪 府 4048資料請求番号

健康科学部 看護学科（定員80名・共学）
看護学科では、こころ・健康・人間をトータルにケアできる看護師を育成します。科
学的に裏付けされた正確な看護の知識と技術はもちろん、人への思いやりや慈し
みの心を持ち、広く深く人間を捉えることができる看護師の育成をめざします。

■11月以降に受験可能な入試日程
合否発表入試日出願期間入試区分

10/11(火)～10/26(水)
11/1(火)～11/17(木)
11/22(火)～12/10(土)
12/20(火)～1/12(木)
1/23(月)～2/11(土)
2/13(月)～2/23(木)

11/3(木・祝)
11/27(日)
12/18(日)
1/21(土)
2/18(土)
3/2(木)

公募制推薦入試 A日程
公募制推薦入試 B日程
公募制推薦入試 C日程
一般入試 A日程
一般入試 B日程
一般入試 C日程

11/10(木)
12/2(金)
12/23(金)
1/27(金)
2/24(金)
3/9(木)

試験科目

■公募制推薦入試：【A日程】調査書、(国語、化基、生基)から1科目選
択、グループ面接 【B日程】調査書、小論文、グループ面接 【C日程】
調査書、(国語、化基、生基)から1科目選択、グループ面接
■一般入試A～C日程共通(A日程はA方式のみ)：【学力1】(理科、数
学)より1教科選択、【学力2】(国語、英語)より1教科選択

支援制度など

入学試験成績優秀者給付奨学金：一般入試A日程A方式における各
学科の成績優秀者上位10%以内の者に前期授業料の半額を給付。
※詳細は必ず学生募集要項でご確認ください。

※詳細については学生募集要項をご覧ください。

〒861-5598 熊本市北区和泉町325

熊本保健科学大学

熊本保健科学大学

☎096-275-2215

お
問
い
合
わ
せ

熊 本 県 1056資料請求番号

保健科学部 看護学科
看護学科では、チーム医療の中で連
携協働できる看護職者の育成をめざ
し、現場に精通した専門の看護系およ
び臨床医学の卓抜した教員陣の指導
の下、人間や社会に関する幅広い視
野と理解力、知識、豊かな人間力を兼
ね備えた人材を育成します。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～9(水)
1/4(水)～27(金)
1/4(水)～27(金)
2/15(水)～28(火)

11/12(土)
2/4(土)
個別試験なし
3/3(金)

一般推薦
一般入試
センター利用入試（前期日程）
センター利用入試（後期日程）

11/18(金)
2/14(火)
2/14(火)
3/10(金)

試験科目

一般推薦入試：英語(リスニングを除く)、国語総合(古典を除く)、数
学Ⅰ・A、グループ面接
一般入試：【必須】英語(リスニングを除く)、国語総合(古典を除く)　
【選択】数学Ⅰ・A、理科「化学基礎・生物基礎」、「化学基礎・化学」、
「生物基礎・生物」から1科目を選択

支援制度など

沖縄で入試を行います。【一般入試】2/4(土)／会場：沖縄県市町村自治会館

※センター利用入試（前期日程・後期日程）については本学ホームページまたは小冊子でご確認ください。
※詳細については小冊子をご覧ください。

シンガク図鑑公式

やってます!
友だち申請でプレゼントGE T ! !

ID：55shingaku

今すぐ
友だちになる!

シンガク図鑑www.55shingaku.jp
ȀȼǵǸকւࡍܝ�Ǿǭȑ

看護の情報も随時配信

〒276-0003 千葉県八千代市大学町1-1

秀明大学

秀明大学

☎047-488-2331（入試室）

お
問
い
合
わ
せ

千 葉 県 6094資料請求番号

看護学部 看護学科
実習のほとんどを、大学近隣の東京女子医科大学八千代医療センターで
行います。アクセスもよいので学生の負担も少なく実習に集中できます。

■11月以降に受験可能な入試日程
合格発表試験日出願期間区分

11/1(火)～10(木)消印
11/14(月)～24(木)消印
10/17(月)～27(木)消印
11/21(月)～12/1(木)消印
1/4(水)～12(木)消印
1/16(月)～27(金)消印
2/27(月)～3/9(木)消印

11/20(日)
12/11(日)
11/6(日)
12/11(日)
1/22(日)
2/4(土)または5(日)
3/14(火)

指定校推薦入試（専願）1期
指定校推薦入試（専願）2期
AO入試（併願可）1期
AO入試（併願可）2期
一般入試 1期
一般入試 2期
一般入試 3期

11/25(金)
12/15(木)
11/10(木)
12/15(木)
1/26(木)
2/9(木)
3/16(木)

試験科目

推薦入試／AO入試：英語、選択（数または理）
一般入試：英語、国語、選択（数または理）

支援制度など

入試結果により、最大4年間で400万円の奨学金を支給（返還不要）。また、返
還免除システムがある「八千代市看護師等修学資金貸付」も利用できます。

※すべての入試で面接を実施。
※詳細については必ず募集要項でご確認ください。

●便利なネット出願、コンビニ支払いをご利用ください。
※2/5のみ沖縄に会場を設置。


