
〒790-0014
松山市柳井町２丁目８５
℡089-915-7703

松山看護専門学校

松山市医師会

令和4年度

学生募集要項

医療専門課程第２看護学科
（看護師２年課程 昼間定時制）



　４０名　      　３年

　 　　 推薦入学試験  募集人員の４割程度　

　　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。

受験種別

　提出書類

 1.入学願書（本校所定の用紙）

 5.准看護師免許証の写し 准看護師資格取得見込者は資格取得後提出

 6.推薦書（本校所定の用紙）

　　 学校長又は養成所長の推薦書 受験資格ア・ウの者

所属施設長の推薦書 受験資格イの者

 7.入学確約書（本校所定の用紙）

 8.就業証明書（本校所定の用紙）  最終学歴が中学校卒業で業務に従事している准看護師

 9.受験票（本校所定の用紙） 写真貼付

10.受験料振込証明書（本校所定の用紙） 振込後の受験料振込領収書を貼付する。

 1．本校准看護師科を卒業後直ちに進学予定の者の中で成績・人物ともに優れた者(原則１名）に認定される制度があります。

 2．授業料が免除されます。

医療専門課程第２看護学科　(看護師２年課程　昼間定時制）

（推薦入学試験･一般入学前期試験・一般入学後期試験）

　　　一般入学前期試験
 募集人員の６割程度（ただし一般入学後期試験は若干名）　　　　　　

　　　一般入学後期試験

　 推薦入学試験

 准看護師免許取得者または取得見込みの者で、下記の①に該当し、かつ②～④のいずれかに該当する者で、
 合格した場合入学を確約できる者。

　① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している者、通常の課程による12年の教育を修了した者もしくは文部
　　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)、又は最終学歴が中学校卒業で、准看護師免許取得後3年以上業務に従事している者。

　② 本校准看護師科を令和4年3月卒業見込みの者で、成績が上位40％以内で健康状態・人物ともに優れ、
　　本校学校長が推薦する者又は、准看護師学校・養成所を令和4年3月卒業見込みの者で、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、准看護師学校・養成所の学校長が推薦する者。

　③ 看護業務に従事していて健康状態・人物ともに優れ、勤務する所属施設長の推薦のある准看護師。

　④ 本校准看護師科から特待生推薦された者。

一般入学前期試験
  上記①に該当する准看護師（取得見込み）。

一般入学後期試験

推薦入学試験 一般入学試験
参　考　事　項

（特待生含） 前期 後期

 卒業見込で受験した場合は、3月末日までに卒業証明書
 を提出。在学中の者は、卒業見込証明書は調査書で兼
 ねる。
 証明書は3カ月以内の発行日のものに限る。

 4.高等学校又は中等教育学校の卒業
   証明書

○ ○ ○
 最終学歴が中学校卒業の場合は不要。
 高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書。
 証明書は3カ月以内の発行日のものに限る。

○ ○ ○  写真貼付

 2.准看護師学校養成所又は衛生看護科
   の調査書

○ ○ ○

 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。
 卒業後 5年以上経過しているため調査書が発行できない
 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。

○ ○ ○

○

 3.准看護師学校養成所又は衛生看護科
   の卒業証明書

○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

11.顔写真2枚 ○ ○ ○
 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。

12.受験料30,000円 ○ ○ ○
 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。

○

募集人員

受験資格

受験手続

修業年限

松山市医師会特待生制度



試験会場： 松山看護専門学校

から から から

必着 必着 必着

　面接　 　面接　   面接

　(午後からの実施となります)

10時00分 10時00分 10時00分

から から から

まで まで まで

　授業料 1．教科書代(e-テキスト含む) 　160,000円程度(3年間分)

2．ユニフォーム代 　30,000円程度(購入者のみ実費)

3．健康診断料 　17,000円程度

　（抗体価測定料含む、必要者のみ実施）

　※納入された学校納入金は返還できません。 4．日本看護学校協議会共済会総合補償制度

　なお、在学中に授業料などの学校納入金が変更された 　「Will3」加入金年額 7,000円(令和3年度参考）

　場合は、以後変更後の金額となります。

　 1. 看護師国家試験受験資格 　　 家計基準・学力基準などの条件を満たした方が

　 2. 保健師・助産師学校の受験資格 授業料の減免に併せて、給付奨学金制度を利用

　 3. 大学3年次編入資格 できます。

　 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

　日本学生支援機構の奨学金制度を利用できます。 または一般被保険者であった方が利用できる

　（要審査）若干名 制度です。ハローワークにお問い合わせの上

ご利用ください。

 　1．願書等提出書類は黒の消せない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、受理した書類およ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。

　推薦入学試験 　一般入学前期試験 一般入学後期試験

出願期間

令和 3年 11月 1日(月) 令和 4年 1月 5日(水) 令和 4年 2月 16日(水)

令和 3年 11月 8日(月)

　小論文　60分　 　小論文　60分

合格発表

令和 3年 11月 24日(水) 令和 4年 1月 25日(火) 令和 4年 3月 4日(金)

 本校玄関前に受験番号を掲示する
 とともに、本人および推薦者に
 文書で通知します。

　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。

令和 4年 1月 11日(火) 令和 4年 2月 21日(月)

　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。

試験日 令和 3年 11月 14日(日) 令和 4年 1月 16日(日) 令和 4年 2月 27日(日)

150,000円（本校准看護師科よりの新卒者は75,000円）

※入学手続期間に納入しなければ合格が無効になります。

その他
 ・推薦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。

入学手続
期間

令和 3年 12月 1日(水) 令和 4年 1月 31日(月) 令和 4年 3月 7日(月)

令和 3年 12月 7日(火) 令和 4年 2月 4日(金) 令和 4年 3月 11日(金)

年額 480,000円
 全学年
 4月・10月
 半期一括納入

　施設維持費 年額 156,000円

　実習費（預り金）
2年次 20,000円

3年次 30,000円

入学金

　75,000円
（本校学校長推薦者は50,000円）

試験科目
及び時間

　小論文　60分　

学校納入金

卒業時の資格

奨学金

入学試験

その他諸経費

付 記

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２看護学科は、准看護師資格を取得された方々が３年間で看護師国家試験受験資格を得るための進学コースです。

　本学科は、今求められている看護実践能力の育成強化を図るためのカリキュラムを適用しています。

　講義では、豊富な経験と学識豊かな講師の方々から、知の探究のおもしろさを体得しています。さらに、カリキュラムの3割を

占める臨地実習は、基礎看護学から統合分野までの多岐にわたる実習を、最新の治療・看護を実践されている多くの施設で

行っています。臨場感溢れる現場で患者さんに寄り添い、看護の先輩から看護のおもしろさ、楽しさを学び、自己の看護観を

追究しています。

　上手に時間管理を行いながら、クラスメート一丸となって共に支え合い切磋琢磨しながら自己を高め合っている学生からは、

強い向学意欲とパワーを感じます。

　幅広い年齢層、人生経験豊かな方々が共に学ぶことができる心地よい学習環境を整え、教職員一同こころより皆様をお待ち

しております。

                  主たる実習施設は徒歩５分の距離

                  にあり学習環境に恵まれております。

１時限目 　　　13：30～15：00   愛媛県立中央病院  松山記念病院

２時限目 　　　15：15～16：45   松山ベテル病院  愛媛県中予保健所

臨地実習 　　　  8：30～17：00   松山市保健所  勝山幼稚園

  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２看護学科　入学試験係

　９：０0～17：00　　　　℡ 089-915-7703
   
    アクセスマップ

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

授業時間

概 要

主な実習施設


