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１　受験資格

２　受験手続

※各証明書等の発行日は令和4年度内としてください。

③健康状態が良好の者

就業証明書
（社会人入学Ａ）雇用主が記入した入学願書
別記第1号様式「就業証明書」です。

受験票返信用封筒 ・長形3号の封筒に、郵便番号・住所・氏名を明記し、４０４円分の切手を貼ってください。

高等学校長
の推薦書

所定の用紙を用いて、学校長が発行したもの
です。

受験票用写真
・個人調書と同じ写真１枚（裏面に氏名と生年月日を記載）を入れてください。
・受験票返信用封筒に入れてください。

卒業見込みまたは卒業した高等学校長等が発
行したもので厳封されたものです。
※当該高等学校等の卒業証明書及び成績証明
書又は単位取得証明書を添付する場合は不要
です。

入学願書

入学検定料１２，１６０円分の北海道収入証紙を貼り、入学願書提出者の印鑑で押印してください。
　（提出日は、受付期間内の日付で記入）
北海道収入証紙が購入できない場合は、郵便局で相当額の定額小為替を購入し送付してください。
出願書類を学院に持参する場合に限り、入学検定料をPayPayで納めることができます。（北海道収入証紙の貼付は不要）

卒業見込みである高等学校長等が発行したも
ので厳封されたものです。

個人調書
・必要事項を記入してください。。
・３か月以内に撮影した写真(上半身・脱帽・背景なし６cm×４cm)を貼ってください。

令和４年11月25日（金）～12月12日
（月）必着です。

令和４年９月８日（木）～９月２2日（木）必着です。

出 願 書 類

受付期間

卒業（見込み）
証  明  書

調 査 書

（社会人入学A）一般入学Ⅰ期に準じます。
（社会人入学B）当該大学等の卒業証明書又
は卒業見込み証明書及び卒業した高等学校の
厳封された成績証明書又は単位取得証明書で
す。

当該高等学校等の卒業証明書及び厳封された
成績証明書又は単位取得証明書を添付してく
ださい。
※当該高等学校等の高等学校調査書を添 付す
る場合は不要です。

受 験 手 続

出願方法
・郵送（簡易書留）締切日必着です。
・持参　平日9時～17時までです。

・高等学校経由で提出してください。
・郵送（簡易書留）締切日必着です。
・持参　平日9時～17時までです。

・郵送（簡易書留）締切日必着です。
・持参　平日9時～17時までです。

出願書類
請求方法

○封筒は角形２号を使用し、「願書希望」と朱書きで記載して、送付用封筒を同封の上、当学院まで郵送または持参願います。
○返信用封筒には、郵便番号および住所・氏名を明記し、１４０円分の切手を貼ってください。
○ホームページでも出願書類をダウンロードできます。
　　　掲載ページ　　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/ekg/

受験区分 受　験　資　格

一般入学（Ⅰ期）

①将来、檜山、渡島、後志、胆振（総合）振興局管内において、看護職として就業する意志を有する者

③健康状態が良好の者

健康状態が良好の者
高等学校又は中等教育学校を卒業若しくは令和５年３月卒業見込みの者並びに高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる者

一般入学（Ⅱ期）
上記に加え、
応募時点において看護師養成所への進学を希望しており、どこにも合格していない（あるいは補欠合格）者。ただし、令和5年度江差高等
看護学院Ⅰ期試験の不合格者を除く。

推薦入学

②学業成績が原則として全体の評定平均値 3.9以上の者

④合格した場合、入学することを確約できる者

道内（檜山、渡島、後志、胆振（総合）振興局管内のみ）にある高等学校又は中等教育学校を、令和５年３月に卒業見込みの者で、次の
①～④のすべてを満たす者
※推薦者数は、１校につき５名以内とする。

社会人入学Ｂ

令和４年４月１日現在、次の①～③をすべて満たす者

①大学、短期大学、工業高等専門学校、専修学校（専門課程）を
　卒業又は令和５年３月卒業見込みの者（就業経験は不問）

入学定員 　４０名（推薦・社会人入学を含む） 定員（４０名）のうち１６名程度 若干名

①高等学校又は中等教育学校を卒業並びに高等学校卒業と同等以上
　の学力があると認められ、社会人としての就労経験が３年以上
　となる者

社会人入学（A,B)

社会人入学A

②将来、檜山、渡島、後志、胆振（総合）振興局管内において、看護職として就業する意志を有する者

項　目 一般入学（Ⅰ期） 推薦入学 社会人入学（Ａ，Ｂ）



3　入試日程等

１日目

◆ 9:30～          オリエンテーション オリエンテーション

◆ 9:50～14:10 学科試験（各教科１時間） 小論文試験

 教　科 面接試験

 国　語 ・現代国語

 外国語 ・コミュニケーション英語Ⅰ ・コミュニケーション英語Ⅱ

 数　学 ・数学Ⅰ ・数学A

◆14:10～          翌日のオリエンテーション等

２日目

◆ 9:00～          面接試験

　　(受験番号順に行います)

① 合格発表日

令和５年２月９日（木）　午前１０時

４　学院生活に必要な経費
3年間の学院生活における費用については、裏面の「在学中に必要な経費の概要」にまとめていますのでご覧下さい。

      
５　学生寮(汐音寮)について

入寮定員　８０人（女子のみ）

・全個室。トイレ、洗面所、風呂は共同です。

・寮費には、光熱水費が含まれております。

・寮の部屋数には限りがあるため、入寮希望者が多数の場合、抽選となります。

※寮費及び食費については改定される場合があります。

    
６　奨学金の貸付制度
（１）北海道看護職員等修学資金

・一般修学貸付　月額　３６，０００円 ・特別修学資金 月額　２０，０００円（特定病院勤務の場合対象）

（２）その他の奨学金

　日本学生支援機構、各市町村等による奨学金の貸付制度があります。

７　一般入学試験（Ⅱ期）について
　　詳細については、２月下旬頃、学院ホームページに掲載します。

　　実施する場合、受付期間は令和５年３月１日（水）～３月１６日（木）（必着）を予定しています。

※当該試験を実施しない場合もありますのでご留意ください。

一定の条件により貸付を受けることができます。看護師免許取得後引き続き一定の期間、道が定める施設で看護業務等に従事し
たときは、その一部又は全額の返済が免除されます。

合格発表

○一度受理した出願書類及び入学検定料等は返還しません。
○身体等に障害があり、受験上又は修学上の配慮を必要とする
者は、出願する際に当学院へ相談してください。
○合格発表の日から１ヶ月間は、入学試験成績（自己の総合得
点及び科目別得点）を閲覧できます。開示を希望する場合は、
写真付きの本人であることが証明できる書類（運転免許証、受
験票など）を提示の上、本学院窓口にて口頭で申し出てくださ
い。

○一度受理した出願書類及び入学検定料等は
返還しません。
○身体等に障害があり、受験上又は修学上の
配慮を必要とする者は、出願する際に当学院
へ相談してください。
○合格後、入学を辞退した場合、推薦した高
等学校又は中等教育学校からは、翌年度以降
２年間は推薦を受けないことがあります。

① 合格発表日

② 発表方法
　学院正面玄関及び学院ホームページにて合格者受験番号一覧
を掲示し、合格者本人には合格通知書を郵送します。
　電話による問い合わせには応じません。

③ 入学手続
　合格通知と一緒に入学手続に関する書類を送付しますので、
期日までに提出してください。

② 発表方法
　学院ホームページで合格者受験番号を掲示
し、社会人試験合格者及び学校長（推薦入学
試験のみ）あて、郵送により通知します。

③ 入学手続
　合格通知と一緒に入学手続に関する書類を
送付しますので、期日までに提出してくださ
い。

その他

試験日程

◆  9:00～10:00

令和４年度出題予定科目（高等学校学習指導要領に基づく）

令和５年１月１０日（火）～１月１１日（水） 令和４年１０月２２日（土）

◆  8:50～

令和４年１１月１７日（木）

◆ 10:20～

※新型コロナウィルスの感染状況により、変更になる場合があります。
項　目 一般入学（Ⅰ期） 推薦入学 社会人入学（Ａ、Ｂ）



在学中に必要な経費の概要〔令和５年度入学生用〕 ※諸事情により改正になる場合があります
区分 授業料 教科書 実習 その他 寄宿舎経費
内訳 ●18,300円/月 ［1学年］ ●ユニフォーム・靴 ●入学料 ●使用料及び光熱水費

　(219,600円/年) 約144,000円 　約25,000円 14,800円 　23,400円/月
●6ヶ月分を4・10月に ［2学年］ ●セキュリティ付USB ●保険料 　(280,800円/年)
   納入 約50,000円 ［1学年］ 　7,000円/年×３年間 ●6ヶ月分を4・10月に納入

［3学年］ 　約7,000円(購入代金) ●学生自治会費 ●食費1,032円/日(朝258円、
約20,000円 ［2・3学年］ 　1,000円/年 昼361円、夜413円、月曜朝

　約1,100円(更新料) ●感染症抗体価検査料 から金曜昼まで)
●宿泊費・旅費 (麻疹・風疹・水痘・ ●Wi-Fi使用料
［1学年］ 耳下腺炎/１学年のみ) 　1,000円/月
　約120,000円 　約8,000円 ●寮自治会費
［2学年］ ●B型肝炎ワクチン接種 　8,000円/年
　約150,000円 (抗体がない場合)
［3学年］ 　約20,000円/3回
約300,000円 ●看護師国家試験模擬試験

●看護師国家試験受験料、
　 受験地への交通・宿泊費

１学年 219600円 144,000円 152,000円 50,800円 約500,000円
２学年 219600円   50,000円 151,100円 　8,000円 約500,000円
３学年 219600円   20,000円 301,100円 　8,000円 約500,000円
３年間 658,800円 214,000円 604,200円 66,800円 約1,500,000円
合計

＝         ＋　　       ＋

※ 実習にかかる経費は実習先により変わる場合がありますので、詳細については入学後にお知らせします。

※ 入学料、授業料、寮費、食費以外の金額は、おおよその目安であり、臨時徴収する経費を追加する場合があります。

※ 講義・実習等でノートパソコンおよびプリンターを使用するので、ご用意願います。

初年度約57万合計約155万 ２学年約43万円 ３学年約55万


