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令和４年度 学生募集要項   

Ⅰ.一般入学 2次試験 

 

1.募集人員   若干名 

 

2.出願資格   1）～ 3）の条件を満たしている者 

1）以下のいずれかに該当する者 

（ⅰ）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、または令和 4年 3月卒業 

見込の者 

（ⅱ）通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、または令和 4年 3月修了 

見込の者 

（ⅲ）文部科学大臣の定めるところにより、高等学校を卒業した者と同等以上の 

学力があると認められた者（高等学校卒業程度認定試験に合格した者等） 

                2）合格した場合、入学を確約できる者（専願） 

                3）修学期間中、学業に専念できる者 

 

3.試験日    令和 4年 3月 12日（土）  

 

4.出願手続   1）出願期間   

令和 4年 2月 24日（木）～3月 9日（水） 必着 

2）出願書類 ①～⑤は全員提出して下さい。⑥⑦は該当者のみ提出して下さい。 

 

①入学願書 本校所定様式 ホームページからダウンロードして下さい 

A4 両面印刷して下さい 

②調査書 高等学校又は中等教育学校所定様式のもので、学校長が作成し厳封したも

の 

＊保存年限を超えているため、調査書の発行ができない場合は、卒業証明書を提出し

て下さい 

＊高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書を提出して下さい 

③受験票 本校所定様式 ホームページからダウンロードして下さい 

④受験票返送用封筒 定形（長形 3 号）封筒の表面に本校所定の受験票返送用宛名用紙（郵便番

号・住所・氏名を記入）を貼り、速達料金（344 円分）の切手を貼付したもの。 

宛名用紙はホームページからダウンロードして下さい 
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⑤検定料 20,000円  

＊ATMを利用のうえ、受験生本人の名前で出願期間内（2/24～3/9）に 

本校指定口座へ振り込んで下さい。振込手数料は各自でご負担下さい。 

受取書の提出は必要ありません。「③受験票」の指定された欄に振込日

（振込予定日）を記入して下さい。 

【振込先】 

銀 行 名：中 国
ちゅうごく

銀行
ぎんこう

 倉敷
くらしき

支店
してん

  預金種別：普通 

口座番号：１５５０３５５ 

 受 取 人：公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

大原
おおはら

記念
きねん

倉敷
くらしき

中 央
ちゅうおう

医療
いりょう

機構
きこう

 

      倉敷
くらしき

中 央
ちゅうおう

看護
かんご

専門
せんもん

学校
がっこう

 

該
当
者
の
み 

⑥成績証明書 卒業（見込）校の所定様式のもの 

＊短期大学・大学等を卒業された方、短期大学・大学等を令和 4 年 3 月

卒業見込の方は提出して下さい。証明書は原則 3 ヶ月以内の発行日の

ものに限ります 

⑦卒業（見込）証明書 

 

3）出願方法および出願先   

出願書類は角型 2 号の封筒の表面に入学願書送付用宛名用紙（郵便番号・住所・氏

名を記入）を貼り、郵便局で「簡易書留速達」として送付して下さい。宛名用紙は

本校ホームページからダウンロードして下さい。 

郵便事情により本校到着までに郵送期間が長く必要となる場合がありますので、出願期

間内に到着するよう余裕をもって出願して下さい。 

（出願先）〒710-0056 倉敷市鶴形 1-8-5  倉敷中央看護専門学校 入試係 

本校へ直接持参で提出することも可能です。（受付時間 平日：8：30～17：００まで） 

 

＊出願手続上の注意事項 

   ・受験票は出願書類受付後、本人宛に速達で送付します。試験前日までに届かない場合は、本校へ 

ご連絡下さい。 

・提出された出願書類及び検定料は返還いたしません。 
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5.試験日時及び試験内容 

試 験 日 時  間 試 験 内 容 試験場 

3月 12日

（土） 

8：30～8：45 受付 本校 

9：00～9：10 オリエンテーション 

9：20～10：20 国語総合(古文・漢文を除く)・数学Ⅰ 

10：30～10：40 オリエンテーション 

10：50～12：30 個人面接 

 

＊受験上の注意事項 

   ・受験に際しては、受験票を必ず持参し、万が一受験票を忘れた場合は受付で再発行を申し出て下さい。 

   ・試験中の諸事項は試験監督者の指示に従って下さい。 

   ・試験中の携帯電話(PHS を含む)や電子辞書・IC レコーダー・電卓等の電子機器類を使用、または時計代わ 

りとすることはできません。電子機器類・携帯電話の電源は必ず切ってカバンに入れて下さい。 

   ・不正行為があると認められた受験者には、直ちに受験を停止させ、退出を命じます。 

   ・受験票は入学手続き終了まで保管して下さい。 

・本校の専用駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。お車で来校の場合、近隣駐車場・ 

倉敷中央病院駐車場は有料となります。 

  

6.選考方法   出願書類、学科試験、面接の総合判定とします。 

  

7.合格発表   合否結果は 3月 18日（金）までにご本人宛に郵送します。 

合否結果の電話等によるお問い合わせには一切応じません。 

        

8.入学手続   合格者は令和 4年 3月 24日（木）までに所定の入学手続を完了して下さい。 

           期限までに入学手続を完了しなかった者については、入学を辞退したものとして取り扱い 

ます。なお、提出された入学手続書類及び入学金は返還いたしません。 

 

※一般入試 2次試験の追試験はありません。 

 

 

【注意】 

新型コロナウイルスの感染拡大状況に応じて、募集要項の内容が変更される可能性があります。 

変更・補足等については、本校ホームページおよび出願者ご本人への通知でお知らせします。 

 

 

 



倉敷中央看護専門学校 

 4 

Ⅱ．納入金および修学に関する費用 

項目 金額 納入時期 

納

入

金 

入学金 150,000円 
入学手続時 

注）いったん納入された入学金は返還しません 

授業料（年額） 300,000円 前期・後期の 2 回に分けて納入して下さい。 

納入期日 前期： 4 月 25 日 

       後期：10 月 15 日 施設設備費（年額） 150,000円 

実習費 授業料に含む 
※倉敷中央病院以外の実習における交通費は

自己負担となります。 

修

学

に

関

す

る

費

用 

テキスト代 

1年次 約 160,000円 
入学後 

4 月 25 日までに納入して下さい 

2年次 約 50,000円 
各年次 

4 月 25 日までに納入して下さい 
3年次 約 10,000円 

入学時必要準備品代 約 55,000円 入学前オリエンテーション時および入学後 

・入学時必要準備品代には、実習衣、聴診器、シューズなどが含まれます。 

・上記以外に看護学生総合補償保険料（4,500～9,000 円）、模擬試験代等の費用が必要です。 

・入学までの期間に健康診断・感染症抗体検査を各自医療機関で受けていただきます。費用は自己負担で 30,000円

程度（医療機関によって異なる）必要です。 

 

Ⅲ．卒業時に得られる資格 

 1）看護師国家試験の受験資格 

 2）保健師・助産師・養護教諭（一種）の養成課程受験資格 

 3）専門士（看護専門課程）の称号 

 4）大学への編入学資格 

 

Ⅳ．奨学金 

 以下の奨学金は、選考を行い決定します。 

 1）公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 

    倉敷中央看護専門学校奨学金：月額 ２０，０００円 

    卒業後は貸与を受けた期間に相当する期間、公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構に勤務する 

ことで全額返還免除となります。 

 2）日本学生支援機構 

貸

与

型 

第一種 

（無利子） 

自宅外 最高額 60,000円、または 20,000円～50,000円の間で 1万円単位で選択 

自宅 最高額 53,000円、または 20,000円～40,000円の間で 1万円単位で選択 

第二種 

（有利子） 
20,000円～120,000円の間で 1万円単位で選択 

 予約進学者の方は入学後、所定の書類を提出して下さい。 
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Ⅴ．個人情報の取り扱いについて 

出願書類等については、当該入学試験において必要なため、提供していただくものであり、これによって得

た個人情報を出願者本人の同意を得ることなく他の目的で使用、または第三者に提供することはありません。

提出された書類は入学試験終了後、適切に処理いたします。 

 

Ⅵ．お問い合わせ先 

 
  倉敷中央看護専門学校  入試係 

〒710-0056  倉敷市鶴形 1-8-5 

                           TEL：(086）422-9311（看護学校 直通） 

                                    FAX：(086) 427-1405 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.kchnet.or.jp/school/ 

電子メール school@kchnet.or.jp 


