
松山市医師会 　 松山市柳井町2丁目85
　 〒790-0014

令和３年度

松山看護専門学校

学生募集要項

　 ℡089-915-7751

医療専門課程第１看護学科

（看護師３年課程）



40名 　　3年

　推薦入学試験（特別推薦入学試験含む） 募集人員の4割程度

　社会人入学試験 　募集人員の1割程度

　一般入学前期試験

　一般入学後期試験

　　入学志願者は次の○印の書類等を取りそろえて出願してください。

　提出書類 前期 後期

 1.入学願書（本校所定の用紙） ◯ ◯ ◯

 4.学校長の推薦書（本校所定の用紙） ◯

 5.入学確約書（本校所定の用紙） ◯

 6.自己推薦書（本校所定の用紙）

 7.受験票（本校所定の用紙） ◯ ○ ○

 8.受験料振込証明書（本校所定の用紙） ◯ ○ ○

 10.受験料30,000円 ◯ ○ ○

①愛媛県内の高等学校または中等教育学校を令和3年3月卒業見込の者

②調査書の全体の評定平均値が3.5以上で、健康状態、人物ともに優れ、高等学校長又は中等教育学校
長が推薦する者
③合格した場合に入学することを確約できる者
上記①～③全てに該当する者。（特別推薦は、本校から指定する学校のみです）

①高等学校または中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者
④大学または短期大学を令和3年3月卒業見込の者

上記①～③のいずれかに該当する者は、社会人経験が通算2年以上ある者。
①～④に該当する者は、合格した場合に入学することを確約できる者。
＊社会人経験とは企業などの就職者・離職者、自営業などに従事した経験をいう。

①高等学校または中等教育学校を卒業した（卒業見込の）者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した（修了見込の）者
③文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者（高等学校卒業程度認定試
験に合格した者）
上記①～③のいずれかに該当する者。

　　受験種別

 2.高等学校又は
　　中等教育学校の調査書

○

○ ○○ 3.最終卒業学校の卒業証明書

写真貼付

出願前3カ月以内に撮影した、無帽、上半身正面写真

（縦4cm×横3cm）
写真の裏に氏名を記入し、入学願書と受験票の所定の
場所に貼付する。

○ ○ ○

出願期間内に銀行振込とする。
振込金領収書は受験生で保管とする。

○

 9.顔写真2枚 ◯

○

◯

○

○ ○

○

　推薦入学試験
　（特別推薦含む）
＊特別推薦・推薦とも
　出願は各校2名以内

○ 振込後の受験料振込領収書を貼付する。

○

写真貼付

学校長の発行したもので厳封したもの。
調査書は3カ月以内の発行日のものに限る。
高等学校卒業程度認定試験合格者は、調査書の代わり
に、合格証明書及び合格成績証明書を提出する。
卒業後5年以上経過しているため調査書が発行出来ない
場合は、出身校に発行できない旨の書類の発行を依頼
し提出する。

高等学校又は中等教育学校在学中の者は、卒業見込証
明書は調査書で兼ねる。
最終卒業学校に専修学校、各種学校は含まない。
その場合は、3月末日までに卒業証明書を提出する。

証明書は3ケ月以内の発行日のものに限る。

　一般入学後期試験

医療専門課程第１看護学科（看護師３年課程）

（推薦入学試験･社会人入学試験・一般入学前期試験・一般入学後期試験）

　　募集人員の5割程度（ただし一般入学後期試験は若干名）

社会人
入学
試験

　一般入学前期試験

　社会人入学試験

推薦入学
試験(特別
推薦含む)

一般入学試験

参考事項

○

募集人員

受験手続

修業年限

受験資格



小論文　　60分 国語（古文･漢文除く）　50分

面接　　 数学Ⅰ　50分 面接　　

コミュニケーション英語Ⅰ　50分

面接　　

1．教科書代　　　　180,000円程度（3年間分）
2．ユニフォーム代　30,000円程度
3．健康診断料　　　17,000円程度

（抗体価測定料含む）

　※実習費は2年次、3年次にも納入が必要です。 4．日本看護学校協議会共済会総合補償制度
　※納入された学校納入金は返還できません。 　「Ｗｉｌｌ3」加入金年額　7,000円（令和2年度参考）

　なお、在学中に授業料などの学校納入金が変更された

　場合は、以後変更後の金額となります。

家計基準・学力基準などの条件を満たした方が
授業料の減免に併せて、給付奨学金制度を利用

1．看護師国家試験受験資格 できます。
2．保健師・助産師学校の受験資格
3．大学3年次編入資格

4．専門士（医療専門課程）の称号

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者
または一般被保険者であった方が利用できる

日本学生支援機構の奨学金制度を利用できます。 制度です。ハローワークにお問い合わせの上ご利用
(要審査)若干名 ください。

1. 願書等提出書類は黒のペンもしくはボールペンを用いて楷書で記入してください。

2. 提出は「出願期間」を厳守してください。提出書類が不備な場合は受け付けられないことがあります。

3. 受理後の書類記載事項の変更は認めません。なお、受理した書類及び受験料は返還できません。

4. 書類に虚偽の記載をした場合は、入学許可後であっても入学を取り消すことがあります。

5. 試験の結果に関する電話での問い合わせには一切応じません。

6. 受験者の試験成績等の一部開示をします。開示請求をされる方は事前にお問い合わせください。

7. 本校は、出願時に提出された個人情報については、入学試験に係る用途、入学手続き、就学に係る用途に

　のみ利用し、その他の目的のために利用することはありません。

推薦

75,000円
特別推薦

免除
150,000円

施設維持費
授業料 年額

年額

実習費（預り金） 年額

636,000円
164,000円

 全学年

 4月・10月
 半期一括納入

　　　※コミュニケーション英語Ⅰは、英語Ⅰと同じ程度の内容です。

30,000円
（1年次）

入学手続
期間

 令和2年11月26日（木）から  令和3年2月12日（金）から  令和3年3月8日（月）から

 令和2年12月2日（水）まで  令和3年2月18日（木）まで  令和3年3月11日（木）まで

入 学 金

そ の 他

※入学手続期間に納入しなければ合格が無効になります。

・推薦入学試験（特別推薦含む）及び社会人入学試験に不合格の場合も一般入学試験に出願できます。
・新型コロナウイルスの感染状況により入学試験の日程を変更または追加する可能性があります。
　その際は本校のホームページでお知らせしますので確認してください。

合格発表

 令和2年11月20日（金）  令和3年2月9日（火）  令和3年3月5日（金）

本校玄関前に受験番
号を掲示するととも
に、本人および学校
長に文書で通知しま
す。

10時00分 10時00分 10時00分

本校玄関前に受験番号を掲示するとともに、合格者の方のみ文書で通知しま
す。補欠合格の方には合格発表と同時に文書で通知します。
（社会人入学試験を除く）

試 験 日

試験科目
及び時間

　令和2年11月8日（日） 　令和3年1月24日（日） 　令和3年2月28日（日）

小論文　　60分

出願期間

 令和2年10月21日（水）から  令和3年1月5日（火）から  令和3年2月10日（水）から

 令和2年11月2日（月）必着  令和3年1月18日（月）必着  令和3年2月19日（金）必着

 持参の場合、学校窓口受付9時00分～16時30分　　※土曜日･日曜日・祝日は除く

 郵送の場合、出願書類一式を同封し書留郵便にて送付。　手続き終了後受験票を送付します。

一般入学
前期試験

一般入学
後期試験

推薦入学試験
（特別推薦含む）

試験会場 ： 松山看護専門学校

社会人
入学試験

奨学金

その他諸経費

付 記

学校納入金

卒業後の資格

入学試験

専門実践教育訓練給付金

修学支援新制度による授業料減免制度



　第1看護学科は高校卒業後、3年間で看護師国家試験受験資格を得るコースです。
　本科では、高校新卒者だけでなく、社会人入学者を含め年齢の異なるクラスメートとともに、同じ目標を目指して
一緒に学ぶことができます。
　また、愛媛大学医学部附属病院をはじめ、愛媛県立中央病院、松山赤十字病院、松山ベテル病院、松山記念
病院等での臨地実習では、さまざまな看護の対象のニーズに沿った看護を学びます。それらは将来、さまざまな
職種から成る医療チームの中で働くうえで、きっとあなたの強みになるでしょう。
　看護師を目指して3年間、一緒に学びませんか。

愛媛大学医学部附属病院
愛媛県立中央病院　　　松山赤十字病院
松山記念病院　　　　　　松山ベテル病院

～ 松山市保健所　　　　　　矢野産婦人科
～ 松山認定こども園星岡　　　市内保育園
～ 介護老人保健施設合歓の木
～ 訪問看護ステーション松山市医師会
～ 松山市地域包括支援センター　　他

①パソコン・スマホからご請求の場合：学校ホームページをご覧のうえご請求ください。

②郵送をご希望の場合：郵便番号・住所・氏名を明記した返信用封筒（角 2 号：縦 33 ㎝×横 24 ㎝）と、

　84円切手3枚（252円分）を貼付しないで同封のうえ、郵送してください。

③直接学校に取りに来られる場合：9時～17時まで（平日のみ）教職員室の窓口へお越しください。

〒790-0014  松山市柳井町2丁目85

松山看護専門学校　第１看護学科　入学試験係

９ : 00 ～ 17 : 00   　℡ 089-915-7751

アクセスマップ

10:30
12:15
15:00
16:45
17:00

１時限目
２時限目

臨地実習

３時限目
４時限目

9:00
10:45
13:30
15:15
8:30

概 要

授業時間

主な実習施設

出願書類取り寄せ・送付先および入学試験に関するお問い合わせ


