
・ 高校推薦

・ 学　 　士 

・ 社 会 人 

・ 一般　(一期）

・ 一般　(二期）

学生募集要項の請求について

・ホームページよりダウンロードまたは当校窓口にて直接請求

・郵送希望の方は、宛先を明記した返信用封筒（角2号・140円切手貼付）

　を同封し当校宛てに請求

筑波学園看護専門学校
            〒305-0854　　茨城県つくば市上横場2573-201

            TEL 029-836-5285　　FAX 029-836-9604　　

学 生 募 集 要 項

2023年度



１． 【推薦募集】　　　　  看護学科　　　　　　若干名　　（男 ・ 女）

２． 【修業年限】　　　　   3年

３． 【日      程】

出願期間 選考試験日

    2022年9月29日(木) 2022年10月14日 （金） 2022年10月 20日（木）     2022年10月24日（月）

　　　　  ～10月7日（金）必着 10:00(当校掲示・HP掲載)

　（受付時間） 平日：9時～17時　

４． 【卒業時に取得できる資格】

看護師国家試験受験資格付与

保健師・助産師・養護教諭養成機関受験資格付与

専門士（医療専門課程）

５． 【出願資格】 次の4項を満たす者

　①　2023年3月 高等学校卒業見込者

　②　学校長が推薦する者

　③　成績評定が3.5以上の者

④ 合格した場合は入学を確約出来る者。

６． 【出願提出先及び試験場所】

〒305-0854　　茨城県つくば市上横場2573-201

 　筑波学園看護専門学校

７． 【出願手続】

　（１）　受験料　　　15,000円　（下記口座に受験生の名前で振り込んで下さい。）　　　

　　　　　【 銀 行 名 】　　　筑波銀行　谷田部支店

　　　　　【 口座番号 】　　 普通　1172206

　　　　　【 口座名義 】　　 筑波学園看護専門学校　実習費

　（２）　提出書類　（郵送の場合は簡易書留）

　　　　　ア　入学願書　（様式１）

　　　　　イ　高等学校調査書 (卒業見込証明書を含む)

　　　　　ウ　高等学校長の推薦書

　　　　　エ　受験票　（所定用紙に氏名・生年月日を記入すること）

　　　　　オ　返信用封筒　（長3号封筒に住所･氏名を記入の上、簡易書留代として404円切手を貼付）

面接試験 　  電話での問い合わせには 　  手続き方法の詳細は　

　　　　　　　  土曜日：9時～12時　　

筑波学園看護専門学校

2023年度  高校推薦入試募集要項

合格発表 入学手続き

　  一切応じられません 　  合格者宛に通知　　　　 

小 論 文 　   ～10月28日（金）必着



８． 【試験科目】

　　　　　ア　学科試験  :　小論文

　　　　　イ　面接試験 

９． 【試験の時間割】

昼食を持参して下さい｡   上履きは不要です｡

１０. 【合格発表】

合格発表は本校に掲示。その後本校のホームページに掲載すると共に、文書を以て学校宛に通知します。

１１．【諸注意】

　（１）　既納の受験手数料、出願書類はいかなる事情があっても返還致しません。

　（２）　出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。

　（３）　提出書類の不足や、記載事項に不備がある場合は、受理できないので事前によく確認して下さい。

　（４）　入学試験に当たっての注意事項

　　　　 ア　10：30までに受付を済ませ、受験会場にすみやかに入室して下さい。　

　　　　 イ　受験票は必ず持参して下さい。（忘れた場合は受験できません。）

　  　　 ウ  試験会場内には、鉛筆・定規・消しゴム以外のものは持ち込まないで下さい。

　　　　 エ　不正行為が発覚した場合､退場を命じ受験資格が失われます。

　　　　 オ　身体に障害があり受験上特別な配慮を希望する場合は、出願時にお申し出下さい。　

　　　　　　　（例えば別室での受験、車椅子での受験、試験室への誘導等を行います。）

１２．【入学時納入金】

  （１） 入学金                     100,000円

  （２） 授業料                     250,000円 (前期分)

  （３） 施設整備費                 60,000円 (前期分)

  （4） 実習費                      100,000円 (１年分)

      合計   510,000円

   

１３．【修学資金制度】

一般財団法人筑波麓仁会奨学資金

日本学生支援機構奨学資金

茨城県奨学資金

茨城県看護師等修学資金 等

   教科書代は､入学後実費となります｡ (約100,000円)

面　接昼　食小　論　文

10:40～11:4010:30～10:40

オリエンテーション受　付

10:00～10:30 13:00～終了まで11:40～13:00

科　目　・　時　間



１． 【社会人募集】　　　　　　看護学科　　　　　　若干名　　（男 ・ 女）

２． 【修業年限】　　　　        3年

３． 【日      程】

出願期間 選考試験日

    2022年9月29日(木) 2022年10月14日 （金） 2022年10月 20日（木）     2022年10月24日（月）

　　　　  ～10月7日（金）必着 10:00(当校掲示・HP掲載)

　（受付時間） 平日：9時～17時　

４． 【卒業時に取得できる資格】

看護師国家試験受験資格付与

保健師・助産師・養護教諭養成機関受験資格付与

専門士（医学専門課程）

５． 【学士出願資格】 次の3項を満たす者

①看護師となる意志を強く持っている者。

②４年制大学を2023年3月卒業見込みの者。

③就学期間中に学業に専念できる者。

６． 【社会人出願資格】 次の4項を満たす者

①看護師となる意志を強く持っている者。

②高等学校卒業後 （高等学校卒業程度認定試験合格者） 社会人として経験3年を有する者。

③就学期間中に学業に専念できる者。

④合格した場合は入学を確約できる者。

７． 【出願提出先及び試験場所】

〒305-0854　　茨城県つくば市上横場2573-201

 　　　 　　　　　　筑波学園看護専門学校

８． 【出願手続】

　（１）　受験料　　　15,000円　（下記口座に受験生の名前で振り込んで下さい。）　　　

　　　　　【 銀 行 名 】　　　筑波銀行　谷田部支店

　　　　　【 口座番号 】　　 普通　1172206

　　　　　【 口座名義 】　　 筑波学園看護専門学校　実習費

　（２）　提出書類　（郵送の場合は簡易書留）

　　　　ア　入学願書　（様式１）

　　　　イ　高等学校の卒業証明書 (高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書）

　　　　ウ　高等学校の調査書､又は調査書が発行できないことがわかる証明書

　　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者は､合格成績証明書

　　　　エ　志願理由書　(所定用紙に800字程度にまとめること)

　　　　オ　受験票　（所定用紙に氏名・生年月日を記入すること）

　　　　　カ　返信用封筒　（長3号封筒に住所･氏名を記入の上、簡易書留代として404円切手を貼付）

　  一切応じられません

　  手続き方法の詳細は　

　　　　　　　  土曜日：9時～12時　　

合格発表 入学手続き

　  合格者宛に通知　　　　 

　   ～10月28日（金）必着

筑波学園看護専門学校

2023年度  学士・社会人　入試募集要項

小 論 文

面接試験 　  電話での問い合わせには



９． 【試験科目】

　　　　　ア　学科試験  ：　小論文

　　　　　イ　面接試験 

10． 【試験の時間割】

昼食を持参して下さい｡   上履きは不要です｡

11. 【合格発表】

合格発表は本校に掲示。その後本校のホームページに掲載すると共に、文書を以て本人宛に通知します。

12． 【諸注意】

　（１）　既納の受験手数料、出願書類はいかなる事情があっても返還致しません。

　（２）　出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。

　（３）　提出書類の不足や記載事項に不備がある場合は、受理できないので事前によく確認して下さい。

　（４）　入学試験に当たっての注意事項

　　　　 ア　10：30までに受付を済ませ、受験会場にすみやかに入室して下さい。　

　　　　 イ　受験票は必ず持参して下さい。（忘れた者は受験できません。）

　　　　 ウ　試験会場内には、鉛筆・定規・消しゴム以外のものは持ち込まないで下さい。

　　　　 エ　不正行為が発覚した場合､退場を命じ受験資格が失われます。

　　　　 オ　身体に障害があり受験上特別な配慮を希望する場合は、出願時にお申し出下さい。　

　　　　　　　（例えば別室での受験、車椅子での受験、試験室への誘導等を行います。）

13． 【入学時納入金】

  （１） 入学金                     100,000円

  （２） 授業料                     250,000円 (前期分)

  （３） 施設整備費                 60,000円 (前期分)

  （4） 実習費                      100,000円 (１年分)

      合計   510,000円

14． 【修学資金制度】

一般財団法人筑波麓仁会奨学資金

日本学生支援機構奨学資金

茨城県奨学資金

茨城県看護師等修学資金 等

13:00～終了まで

   教科書代は､入学後実費となります｡ (約100,000円)

10:00～10:30 10:30～10:40 10:40～11:40 11:40～13:00

科　目　・　時　間

受　付 オリエンテーション 小　論　文 昼　食 面　接



１． 【一般募集】　　　　　　看護学科　　　　　40名（推薦・学士・社会人を含む）　　　　　（男 ・ 女）

２． 【修業年限】　　　　     3年

３． 【日      程】

出願期間 選考試験日

    2022年11月28日(月) 2022年12月9日 （金） 2022年12月15日（木）     2022年12月16日（金）

　　　　  ～12月2日（金）必着 10:00(当校掲示・HP掲載)

　（受付時間） 平日：9時～17時　

    土曜：9時～12時

４． 【卒業時に取得できる資格】

看護師国家試験受験資格付与

保健師・助産師・養護教諭養成機関受験資格付与

専門士（医療専門課程）

５． 【出願資格】

①高等学校を卒業した者 （2023年3月卒業見込者を含む）

②高等学校卒業程度認定試験合格者

６． 【出願提出先及び試験場所】

〒305-0854　　茨城県つくば市上横場2573-201

　 　　 　　　　　　筑波学園看護専門学校

７． 【出願手続】

　（１）　受験料　　　15,000円　（下記口座に受験生の名前で振り込んで下さい。）　　　

　　　　　【 銀 行 名 】　　　筑波銀行　谷田部支店

　　　　　【 口座番号 】　　 普通　1172206

　　　　　【 口座名義 】　　 筑波学園看護専門学校　実習費

　（２）　提出書類　（郵送の場合は簡易書留）

　　　　　ア　入学願書　（様式１）

　　　　　イ　高等学校の卒業証明書､又は卒業見込証明書 (卒業見込者はウに記載がある場合不要)

　　 　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者は､合格証明書

　　　　　ウ　高等学校の調査書､又は調査書が発行できないことがわかる証明書

　　　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　エ　受験票　（所定用紙に氏名・生年月日を記入すること）

　　　　　オ　返信用封筒　（長3号封筒に住所･氏名を記入の上、簡易書留代として404円切手を貼付）　　オ　返信用封筒　（長3号封筒に住所･氏名を記入の上、簡易書留代として404円切手を貼付）

2023年度  一般（一期）　入試募集要項

　  合格者宛に通知　　　　 

合格発表 入学手続き

学科試験 　   ～12月23日（金）必着

面接試験 　  電話での問い合わせには 　  手続き方法の詳細は　

　  一切応じられません

筑波学園看護専門学校



８． 【試験科目】

　　　　　ア　学科試験 ： 国語総合（古文・漢文除く）、数学Ⅰ-A、英語Ⅰ

　　　　　イ　面接試験 

９． 【試験の時間割】

            昼食を持参して下さい。   上履きは不要です｡

１０.【合格発表】

合格発表は本校に掲示。その後本校のホームページに掲載すると共に、文書を以て本人宛に通知します。

１１．【諸注意】

　（１）　既納の受験手数料、出願書類はいかなる事情があっても返還致しません。

　（２）　出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。

　（３）　提出書類の不足や、記載事項に不備がある場合は、受理できないので事前によく確認して下さい。

　（４）　入学試験に当たっての注意事項

　　　　 ア　8：30までに受付を済ませ、受験会場にすみやかに入室して下さい。　

　　　　 イ　受験票は必ず持参して下さい。（忘れた者は受験出来ません。）

　　　　 ウ　試験会場内には、鉛筆・定規・消しゴム以外のものは持ち込まないで下さい。

　　　　 エ　不正行為が発覚した場合､退場を命じ受験資格が失われます。

　　　　 オ　身体に障害があり受験上特別な配慮を希望する場合は、出願時にお申し出下さい。　

　　　　　　　（例えば別室での受験、車椅子での受験、試験室への誘導等を行います。）

１２．【入学時納入金】

  （１） 入学金                     100,000円

  （２） 授業料                     250,000円 (前期分)

  （３） 施設整備費                 60,000円 (前期分)

  （4） 実習費                      100,000円 (１年分)

      合計   510,000円

   3月31日までに入学辞退を申し出た方については、入学金を除き返還致します。

１３．【修学資金制度】

一般財団法人筑波麓仁会奨学資金

日本学生支援機構奨学資金

茨城県奨学資金

茨城県看護師等修学資金 等

昼 食

12:10～13:20

   教科書代は､入学後実費となります｡ (約100,000円)

英語Ⅰ

11:20～12:10

数学Ⅰ-A

13:30～終了まで9:00～9:50 10:10～11:008:00～8:30

国語総合

8:30～8:55

受 付 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

科    目  ･  時    間

面 接



１． 【一般募集】　　　　　　看護学科　　　　　40名（推薦・学士・社会人を含む）　　　　　（男 ・ 女）

２． 【修業年限】　　　　     3年

３． 【日      程】

出願期間 選考試験日

    2023年　2月　6日(月) 2023年2月24日 （金） 2023年3月3日(金)     2023年　3月　6日（月）

～2月17日（金）必着 10:00(当校掲示・HP掲載)

　（受付時間） 平日：9時～17時　

４． 【卒業時に取得できる資格】

看護師国家試験受験資格付与

保健師・助産師・養護教諭養成機関受験資格付与

専門士（医療専門課程）

５． 【出願資格】

①高等学校を卒業した者 （2023年3月卒業見込者を含む）

②高等学校卒業程度認定試験合格者

６． 【出願提出先及び試験場所】

〒305-0854　　茨城県つくば市上横場2573-201

　 　　 　　　　　　筑波学園看護専門学校

７． 【出願手続】

　（１）　受験料　　　15,000円　（下記口座に受験生の名前で振り込んで下さい。）　　　

　　　　　【 銀 行 名 】　　　筑波銀行　谷田部支店

　　　　　【 口座番号 】　　 普通　1172206

　　　　　【 口座名義 】　　 筑波学園看護専門学校　実習費

　（２）　提出書類　（郵送の場合は簡易書留）

　　　　　ア　入学願書　（様式１）

　　　　　イ　高等学校の卒業証明書､又は卒業見込証明書 (卒業見込者はウに記載がある場合不要)

　　 　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者は､合格証明書

　　　　　ウ　高等学校の調査書､又は調査書が発行できないことがわかる証明書

　　　　　　　高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　エ　受験票　（所定用紙に氏名・生年月日を記入すること）

　　　　　オ　返信用封筒　（長3号封筒に住所･氏名を記入の上、簡易書留代として404円切手を貼付）

面接試験 　  電話での問い合わせには 　  手続き方法の詳細は　

　　　　　　　  土曜日：9時～12時　　 　  一切応じられません 　  合格者宛に通知　　　　 

筑波学園看護専門学校

合格発表 入学手続き

学科試験 　   ～　3月  10日（金）必着

2023年度  一般（二期）　入試募集要項



８． 【試験科目】

　　　　　ア　学科試験 ： 国語総合（古文・漢文除く）、数学Ⅰ-A、英語Ⅰ

　　　　　イ　面接試験 

９． 【試験の時間割】

            昼食を持参して下さい。   上履きは不要です｡

１０.【合格発表】

合格発表は本校に掲示。その後本校のホームページに掲載すると共に、文書を以て本人宛に通知します。

なお、補欠合格者が出た場合は、該当者個々にご連絡致します(本校掲示・HP掲載共になし)。

１１．【諸注意】

　（１）　既納の受験手数料、出願書類はいかなる事情があっても返還致しません。

　（２）　出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。

　（３）　提出書類の不足や、記載事項に不備がある場合は、受理できないので事前によく確認して

　　　　 下さい。

　（４）　入学試験に当たっての注意事項

　　　　 ア　8：30までに受付を済ませ、受験会場にすみやかに入室して下さい。　

　　　　 イ　受験票は必ず持参して下さい。（忘れた者は受験出来ません。）

　　　　 ウ　試験会場内には、鉛筆・定規・消しゴム以外のものは持ち込まないで下さい。

　　　　 エ　不正行為が発覚した場合､退場を命じ受験資格が失われます。

　　　　 オ　身体に障害があり受験上特別な配慮を希望する場合は、出願時にお申し出下さい。　

　　　　　　　（例えば別室での受験、車椅子での受験、試験室への誘導等を行います。）

１２．【入学時納入金】

  （１） 入学金                     100,000円

  （２） 授業料                     250,000円 (前期分)

  （３） 施設整備費                 60,000円 (前期分)

  （4） 実習費                      100,000円 (１年分)

      合計   510,000円

   3月31日までに入学辞退を申し出た方については、入学金を除き返還致します。

１３．【修学資金制度】

一般財団法人筑波麓仁会奨学資金

日本学生支援機構奨学資金

茨城県奨学資金

茨城県看護師等修学資金 等

13:30～終了まで

   教科書代は､入学後実費となります｡ (約100,000円)

8:00～8:30 8:30～8:55 9:00～9:50 10:10～11:00 11:20～12:10 12:10～13:20

科    目  ･  時    間

受 付 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 国語総合 数学Ⅰ-A 英語Ⅰ 昼 食 面 接



様式第１号

＊該当項目を○で囲む　【　高校推薦　・　学士　・　社会人　・　一般（一期）　・　一般（二期）　】　

　　筑波学園看護専門学校長　　殿 ＊受験番号

　　　　　ふ  り  が  な

　　　 氏　　　名 男　・　女

　　　 生年月日（西暦）

 　
ふ  り  が  な 固定電話

　〒

携帯電話 　

現住所

E-mail

ふ  り  が  な 固定電話

　〒
　住所 携帯電話

　氏名 続柄 （　　　　　　）

西暦 年　　月 　　　　　中学卒業

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

西暦

※連絡・資料配布に使用することがあるため、E-mailも必ずご記入お願い致します。 筑波学園看護専門学校

西暦　　　　　　年　　　 月　　 　日　

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　（　　　　　歳）

年　　月　～　　　 年　　月

年　　月　～　　　 年　　月

年　　月　～　　　 年　　月

就　業　期　間 勤　　　務　　　先

卒業（見込）年月 学　　　校　　　名

写真貼付

３ヶ月以内に撮影した
上半身、正面、脱帽
スピード写真不可
（4.5cm×3.5cm）

パスポートサイズ

裏面に氏名を記入

(

学
士
・
社
会
人
は
別
紙
記
載

）

志
願
理
由

連絡先
（保護者）

学
　
　
歴

（
社
会
人
入
試
の
み

）

職
　
　
歴

2023年度　入学願書　



　筑波学園看護専門学校（３年課程）　　受　　験　　票

*受付 *会計

*受 験 番 号

ふりがな

氏　　名

生年月日 西暦　　　　　　　年　　　　月　　　　日

点線から切り取ってご提出下さい。

（　2023年度　）

【高校推薦入試】　・　【学士入試】　・　【社会人入試】　・　【一般（一期）入試】　・　【一般（二期）入試】　　

1.この受験票は折らないで下さい。
2.＊印欄は、記入しないで下さい。
3.氏名・生年月日は、本人が記入して
下さい。

注意　：　該当入試項目を○で囲む



住　　所

氏　　名

　上記の者については、下記の推薦理由により、　貴学校の学生として適当と

認められるので、推薦します。

１　志望の目的意識及び理由

２　適性、興味及び関心

　　

３　人物所見

　　　       　　　年　　　月　　　日

筑波学園看護専門学校長　　殿

学 校 名

学 校 長 名 印

推　　薦　　書

記



（氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※横書き記入

学士・社会人入試・志願理由書


