◎注意事項および指示事項
1 提出書類の記入方法等
(1）記入は黒のインクまたは、ボールペンを使用して下さい。
(2) 書類の誤記入箇所は、修正液を使用せず=線にて訂正して下さい。
2 出願のための注意事項
(1）出願書類の提出は全ての書類を整えて、書留郵便又はレターパックでお願いします。
(2）受験料納入方法は、現金書留での郵送または受付窓口での現金納付となります。
(3) 提出書類に不備のある場合は受理できません。
(4) 一度提出した書類及び受験料は返還しません。
(5) 願書を受理した者に対し受験票を郵送しますが、試験日前日までに届かない場合、本校宛に
連絡し、(℡ 0299—92—3891) それぞれ指示を受けて下さい。
3 受験心得
(1) 各種入学試験日には、必ずそれぞれの受験票を持参して下さい。
(2) 筆記用具以外の下敷き、計算機能•翻訳機能付時計等の文具類を持ち込むことを禁止します。
(3) 合格者は、入学手続が完了するまで受験票を保存して下さい。

令 和 ４ 年 度

学 生 募 集 要 項

◎学校見学会
第１回
令和３年７月３１日

第２回
令和３年９月１１日

第３回
令和３年１０月２日

第４回
令和３年１１月６日

◎学費納入等について

学費等と
納入方法

①入学金

１００，０００円

②授業料（月額）

４５，０００円

③実習費（月額）

１５，０００円

④施設費（月額）

１５，０００円

教科書・副読本等

約２１６，０００円

その他
自己負担分 白衣・保険料・学習教

材等

約１００，０００円

入学手続期間内に納入となります。
入学手続完了後入学辞退の場合も返金はありません。
1年分（900,000円）を前期（4月）と後期（10月）の2期に分けて
納入していただきます。入学手続の際は、指定期間内に前期
分（450,000円）を一括納入していただきます。ただし指定期
日までに申請・手続きをすれば分割納入ができます。入学決定
後、3月31日までに入学辞退の場合には、入学予定で納入され
た学費に関しては、所定の手続きの上返金いたします。

入学手続時、上記学費等とともに納入していただきます。これ
ら費用は前年度の金額を参照にしています。

◎病院奨学金制度について
（学校は病院から奨学金制度案内の依頼を受けています。申込や支給決定等は病院側となります。）
白十字会

①白十字総合病院：20名程度（月額）50,000円
②東京白十字病院： 5名程度（月額）50,000円

実習病院

①鹿島病院：5名程度（月額）50,000円
②神栖済生会病院：10名（月額）50,000円

決定方法

指定用紙にて申請後、面接選抜により支給決定されます。

その他

日本学生支援機構、 県奨学金、神栖市奨学金等、このほか近隣の病院でも設けられています。

＊このほか詳細や問い合わせに関しては、学校ホームページをご覧ください。

🏣314-0134 茨城県神栖市賀２１４９－５
ＴＥＬ ０２９９ー９２－３８９１
FAX ０２９９－９３－１０８５
https://www.hakukan.ac.jp/

令和４年度入学試験
各種入学試験概要

募集人員 ： 40名

／

修業年限 ： 3年間（全日制）

【 推薦・社会人・一般第Ⅰ期・一般第Ⅱ期・二次募集 】＊応募資格を満たしている場合は、当校の各入学試験を併せて受験できます。それぞれ受験料は必要となります。

推薦（指定校・公募）
１ 専願である、合格の場合は入学が条件となる。
２ 令和４年３月に高等学校を卒業見込の者であり、
且つ、高等学校における全教科の評定（成績）
が平均3.8以上の者。
３ 高等学校生活在学中において、校則を守り、
且つ、特別の理由がない遅刻欠席が少なく、
応募資格
心身ともに健康で看護師としての適性があると
４ 認められる者。
上記条件を満たし、高等学校長が責任をもって
推薦できる者とする。
指定校推薦枠は、各指定校１名
公募推薦枠については人数制限なし。

社 会 人
１ 高等学校を卒業した者並びに同等以上の学力があ
ると認められた者

応募資格

15,000円
受験料

試験科目

1 学科試験2科目 ➀国語（現代文）➁数学Ⅰ
2 面接試験

令和3年10月4日～令和3年10月19日（必着）

出願期間

出願書類

1 入学願書

（本校指定：様式第1号）

2 調査書

（高等学校所定：開封無効）

3 推薦書

（指定校推薦：様式第2号）
（公募推薦：様式第3号）

4 卒業見込み証明書
（調査書内に「卒業見込み」の記載があれば
別途卒業見込み証明書の提出は不要）

受験料

試験科目
出願期間

一般第Ⅱ期

１ 令和４年３月に高等学校を卒業見込の者

１ 令和４年３月に高等学校を卒業見込の者

２ 高等学校を卒業した者、並びに同等以上の学力があ
ると認められた者

2 高等学校を卒業した者、並びに同等以上の学力があ
ると認められた者

応募資格

15,000円

郵送時は現金書留
受付窓口においては現金納入可

一般第Ⅰ期

15,000円

郵送時は現金書留
受付窓口においては現金納入可
1 学科試験1科目➀国語数学総合（現代文、量・計算問題）
2 面接試験

令和3年11月15日～令和3年11月30日（必着）
1 入学願書

応募資格

受験料

試験科目
出願期間

（本校指定の書類：様式第1号）

出願書類

1 学科試験1科目➀国語数学総合（現代文、量・計算問題）
2 面接試験

令和3年12月20日～令和4年1月11日（必着）
1 入学願書

2 調査書（高等学校所定の書類であり、開封無効）
（卒業後5年未満の者は提出のこと）
3 高等学校卒業証明書

15,000円

郵送時は現金書留
受付窓口においては現金納入可

受験料

試験科目
出願期間

（本校指定の書類：様式第1号）

1 学科試験1科目➀国語数学総合（現代文、量・計算問題）
2 面接試験

令和4年1月21日～令和4年2月1日（必着）
1 入学願書

2 調査書（高等学校所定の書類であり、開封無効）
（卒業後5年未満の者は提出のこと）
3 高等学校卒業証明書または卒業見込み証明書
（調査書内に「卒業見込み」の記載があれば
別途卒業見込み証明書の提出は不要）
出願書類

郵送時は現金書留
受付窓口においては現金納入可

（本校指定の書類：様式第1号）

2 調査書（高等学校所定の書類であり、開封無効）
（卒業後5年未満の者は提出のこと）
3 高等学校卒業証明書または卒業見込み証明書
（調査書内に「卒業見込み」の記載があれば
別途卒業見込み証明書の提出は不要）
出願書類

5 受験票（本校所定：カラー写真貼付・裏面に氏名記入）

4 受験票（本校所定：カラー写真貼付・裏面に氏名記入）

4 受験票（本校所定：カラー写真貼付・裏面に氏名記入）

4 受験票（本校所定：カラー写真貼付・裏面に氏名記入）

6 受験票郵送用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

5 受験票郵送用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

5 受験票郵送用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

5 受験票郵送用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

7 結果通知用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

6 結果通知用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

6 結果通知用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

6 結果通知用封筒（長3封筒・宛名記入・116円切手貼付）

試験日
時刻

令和 3年10月23日 （土）
受付

8:15 ～ 8:45

令和 3年12月 4日 （土）

試験日
時刻

受付

試験開始時刻 9:00～
合格
発表日

令和 3年10月28日 （木）

試験開始時刻 9:00～
合格
発表日

合格発表日午前10時にホームページに掲載します。
発表方法

合否通知は本人および推薦校学校長宛に郵送されます。
（合格発表日発送）
電話での問い合わせには一切応じません。

8:15 ～ 8:45

試験日
時刻

令和 3年12月9日 （木）
合否通知は本人宛に郵送されます。
（合格発表日に発送）
電話での問い合わせには一切応じません。

願

書

請

求

方

受付

8:15 ～ 8:45

令和 4年 2月 5日 （土）

試験日
時刻

受付

試験開始時刻 9:00～
合格
発表日

合格発表日午前10時にホームページに掲載します。
発表方法

令和 4年 1月15日 （土）

令和 4年 1月20日 （木）

試験開始時刻 9:00～
合格
発表日

合格発表日午前10時にホームページに掲載します。
発表方法

合否通知は本人宛に郵送されます。
（合格発表日に発送）
電話での問い合わせには一切応じません。

令和 4年 2月10日 （木）
合格発表日午前10時にホームページに掲載します。
合否通知は本人宛に郵送されます。
（合格発表日に発送）
電話での問い合わせには一切応じません。

発表方法

法
実施発表

インターネット

ホームページからダウンロード
http://www.hakukan.ac.jp/

郵

送

8:15 ～ 8:45

ホームページ及びベスト進学ネットから資料請求してく
ださい。学校より（無料）発送いたします。

来

校

令和4年2月10日(木）にホームページ発表

学校窓口にお越しください。
実施日 2月26日（土）学科試験 (国語数学総合)と面接試験
学校窓口受付時間 9時～12時 13時～16時
二次募集 出願期間 2月10日（木）～ 2月22日（火）
合格発表 3月1日（ホームページ上)
土曜日・日曜日・祝日は取り扱いません。
手続期間 3月1日（火）～ 3月7日（月）
12月30日～1月4日までは学校閉鎖のため、問い合わせ・出願
等には応じられません。

