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　本校は設置主体である北海道社会事業協会の事業の一環として、本会病院

に勤務する看護師を養成する目的をもって開校された学校です。

「人間尊重」を教育理念とし、豊かな人間性を育み看護を実践する基礎と

なる知識・技術・態度を修得し専門職業人として社会に貢献できる看護者の

育成をめざしております。

募集要項	

募集人員	 30名

修業年限	 	3年

＊…看護師となって地域医療に貢献したいという明確な意思を持つ人

＊…人に関心を持ち、自分も他者も大切にすることができる人

＊…チームワークを大切にし、仲間と支え合える関係性を築ける人

＊…心身ともに健康管理ができる人

＊…学習習慣が身についており、自己の課題を達成するために努力し続けている人

アドミッション・ポリシー
（入学者受け入れに関する方針）
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出願資格

入学検定料

当校を卒業後、地域医療への貢献を目指し、帯広病院を除く６協会病院（函
館病院・小樽病院・余市病院・岩内病院・富良野病院・洞爺病院）のいずれ
かに勤務する意志があり、学業・人物ともに優れた学生を求めています。

1. 本校を第1志望とし合格した場合必ず入学できる者
2. 卒業後に上記６協会病院（函館病院・小樽病院・余市病院・岩内病院・
富良野病院・洞爺病院）に勤務する意志のある者

3. 令和４年３月に高等学校を卒業見込の者、もしくは令和３年３月に高等学
校を卒業した者

4. 学校評定平均値3.7以上を満たし、出身高等学校長が推薦する者

推薦による入学生は、希望する６協会病院（函館病院・小樽病院・余市病院・
岩内病院・富良野病院・洞爺病院）から３年間の修業期間中、奨学金が貸与
されます。卒業後、看護師国家試験に合格し、奨学金を貸与された協会病院
に３年以上勤務した場合は、奨学金の返還を免除します。
なお定員などの事情により、希望する協会病院への勤務が難しい場合があり
ます。

令和３年１０月２２日（金）

帯広看護専門学校　　帯広市東5条南13丁目1番地

国語総合（古文・漢文　除く）・面接試験

令和３年９月２７日（月）…〜…令和３年１０月８日（金）必着（締切）

※出願書類に不備のあるもの、締切の期日を過ぎたものは受理できません。

20,000円… （当校所定の振込依頼書を使用して納入）

納入期間：令和３年９月27日〜令和３年10月６日

※「推薦入学試験入学検定振込依頼書」を使用
※金融機関の窓口から出願前に納入し、振込受付
証明書②（学校送付用）を出願書類に同封して
ください。

推薦入学試験

試験会場

試験方法

奨学金等に
ついて

試験日

出願期間
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1. 入学志願書 （当校所定の用紙）

2. 推薦書　※開封無効… （当校所定の用紙、出身高等学校長の推薦）
※所定の用紙以外は無効

3. 志望理由書 （当校所定の用紙）

4. 専願誓約書 （当校所定の用紙）
※志願者、保証人はそれぞれ当人が記載し､ 印鑑は別々の
ものを押印してください。

5. 調査書　※開封無効… （高等学校長が発行するもの）

6. 高等学校卒業証明書… （但し令和４年3月卒業見込みの受験生は、調査書で
確認のため不要）

7. 写真2枚 （正面上半身　縦４cm×横３cm）
※出願前3ヶ月以内に撮影したもの
①入学志願書に貼付
②受験票に貼付

8. 受験票 （当校所定の推薦入学試験受験票）
・写真貼付、氏名記入

9. 受験票送付用封筒… （当校所定の封筒、長３号・青色）
・404円切手を貼付
・郵便番号、住所、氏名を記入

推薦入学試験入学検定料… （検定料納入後、金融機関の領収日付印を確認して同封）
　振込受付証明書②… ※金融機関の領収日付印がないものは無効

※出願書類は、所定の封筒（角２号・青色）で、一括して郵送（書留郵便）してく
ださい。
　				・書留郵便につき必ず郵便窓口に提出してください
　				・学校窓口では受付できませんので注意してください
※出願書類は、Ｐ7の出願上の注意を参照し準備、提出してください。

〒080-0805
帯広市東５条南１３丁目１番地
北海道社会事業協会帯広看護専門学校　入試係

令和３年１１月１５日（月）　　　受験者、出身高等学校学校長宛に合否結果　
　を簡易書留郵便にて通知

※合格発表後に、出願書類の虚偽や出願資格を満たしていないなどの事実が
発覚した場合は、合格発表以降であっても合格を取り消すことがあります。
※電話による合否のお問い合せには、一切対応いたしません。

出願書類

（ ）

送付先

合格発表

10.
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試験科目

一般入学試験
出願資格 高等学校卒業（見込）の者、もしくは高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学

資格検定）合格の者

入学生は全員が希望する7協会病院（帯広病院・函館病院・小樽病院・余市病

院・岩内病院・富良野病院・洞爺病院）から3年間の修業期間中、奨学金が貸

与されます。卒業後、看護師国家試験に合格し、奨学金を貸与された協会病

院に3年以上勤務した場合は、奨学金の返還を免除します。

第１次試験（学科）… 令和…４…年…１…月…６…日（木）

第２次試験（面接）… 令和…４…年…１…月…７…日（金）

第１次試験・第２次試験

　帯広看護専門学校　　帯広市東5条南13丁目1番地

国語 国語総合（古文・漢文除く）

数学 数学Ⅰ・数学A

英語 コミュニケーション英語Ⅰ（リスニング除く）

コミュニケーション英語Ⅱ（リスニング除く）

令和３年１１月１５日（月）…〜…令和３年１１月３０日（火）必着（締切）

※出願書類に不備のあるもの、締切の期日を過ぎたものは受理できません。

20,000円… （当校所定の振込依頼書を使用して納入）

納入期間：令和３年11月15日〜令和３年11月29日
※「一般入学試験入学検定振込依頼書」を使用
※金融機関の窓口から出願前に納入し、振込受付
証明書②（学校送付用）を出願書類に同封して
ください。

試験会場

奨学金に
ついて

試験日

出願期間

入学検定料
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1.　入学志願書… （当校所定の用紙）
2.　調査書　※ 開封無効… （高等学校長が発行するもの）
… … ※既卒者で5年以上経過し発行されない場合は、
… … 　「単位取得証明書」
3.　高等学校卒業証明書、もしくは高等学校卒業程度認定資格合格証明書
… … ※但し令和４年３月卒業見込みの受験生は、
… … 　調査書で確認のため不要
4.　写真2枚… （正面上半身　縦４cm×横３cm）
… … ※出願前3ヶ月以内に撮影したもの
… ①入学志願書に貼付
… ②受験票に貼付
5.　受験票… （当校所定の一般入学試験受験票）
… … ・写真貼付、氏名記入
6.　受験票送付用封筒… （当校所定の封筒、長３号・茶色）
… … ・404円切手を貼付
… … ・郵便番号、住所、氏名を記入
7.　一般入学試験入学検定料… （検定料納入後、金融機関の領収日付印を確認して同封）
　　振込受付証明書②… ※金融機関の領収日付印がないものは無効

※出願書類は、所定の封筒（角２号・茶色）で、一括して郵送（書留郵便）してく
　ださい。
　				・書留郵便につき必ず郵便窓口に提出してください
　				・学校窓口では受付できませんので注意してください
※出願書類は、Ｐ7の出願上の注意を参照し準備、提出してください。

〒080-0805
帯広市東５条南１３丁目１番地
北海道社会事業協会帯広看護専門学校　入試係

令和４年１月２０日（木）

※合格発表後に、出願書類の虚偽や出願資格を満たしていないなどの事実が
発覚した場合は、合格発表以降であっても合格を取り消すことがあります。

※電話による合否のお問い合せには、一切対応いたしません。
※合格者の入学辞退等により入学定員に欠員が生じた場合は、追加して合格者
を決定することがあります。この合格者の決定については、追加合格候補に
該当する受験者本人に直接連絡し、入学する意志を確認した者について行い
ます。（追加合格候補者は発表しません）

出願書類

（ ）

送付先

合格発表 ・本校玄関に午前10時掲示（発表日より2日間）
・本校ホームページに午前10時より発表
・合格者のみに簡易書留郵便にて通知しますが、
　天候状況等により遅れる場合もありますので
　ホームページにて確認をしてください。
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※その他費用の内訳

実習関連（実習衣、シューズ等）、教材、学生傷害保険料、施設設備費、

健康管理、行事関連、各年次必要費用

※上記の諸経費以外に、実習場所への交通費、必要に応じて予防接種などは

自己負担となります。

入学生全員が勤務病院から奨学金を貸与されます。月額６万円の奨学金を選択

した場合は貸与を受けた病院において３年間以上勤務した場合に返還が免除。

月額８万円を選択した場合は貸与を受けた病院において４年間以上勤務した場

合に返還が免除されます。

修学諸経費 ※年度によって金額は多少異なります

奨学金制度

その他の奨学金
・ 北海道看護職員養成修学資金　　月額　　32,000円

・ 北海道看護協会奨学金 月額　　30,000円

・ 日本学生支援機構 月額　　30,000円…〜…120,000円

入学金 授業料 実習費 教科書代 その他の費用 合計

１
年
次

入学手続時 100,000円 180,000円 42,000円 約150,000円 約100,000円 約552,000円

後期（10月） — 180,000円 — — — 180,000円

２
年
次

前期（４月） — 180,000円 42,000円 約60,000円 約45,000円 約327,000円

後期（10月） — 180,000円 — — — 180,000円

３
年
次

前期（４月） — 180,000円 42,000円 約40,000円 約80,000円 約342,000円

後期（10月） — 180,000円 — — — 180,000円

北海道社会事業協会

7病院

函　館

小　樽

余　市

岩　内

帯　広

富良野

洞　爺

金　額

月　額

60,000円　又は　80,000円
（いずれかを選択）

2021年度入学生参考金額
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