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２０１６年２月スタート 

メセナ正看リハビリコース案内 

●三者面談（4月中旬） 

２０１６年度 メセナ正看リハビリコース スケジュール（予定） 

2月15日（月） 開講 

●実力テスト 7月上旬 

●5月月例テスト 

●4月月例テスト 

●実力テスト 8月中旬 

夏期講習会 

●実力テスト 9月下旬 

●実力テスト 10月下旬 

●推薦対策面接練習 

●面接練習 

2016年度終了 

 

●後期入試のための三者面談（12月中旬） 

●3月月例テスト 

２月 

○1学期終了  

○2学期開始  

○2学期終了  

○3学期開始  

○3学期終了 

看護学校入学 

3年間みっちりがんばりましょう。 

後期入試 

1月下旬～2月中旬に実施が多い。

募集定員は少なく、競争率が高い。 

前期入試 

11月下旬～12月中旬に実施が多

い。定員の半数以上をここで合格さ

せる学校が多い。 

推薦入試 

10月上旬～中旬に実施が多い。出

願資格に注意。 

オープンキャンパス 
オープンキャンパス・学園祭が多

い。出願予定校には必ず参加して

おくこと。 

この時期に、試験日程・試験科目

が発表される。 

募集要項配布開始 

5月12日の「看護の日」に合わせて

看護体験が実施される。 

看護体験 

●前期入試のための三者面談（10月下旬)  
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まずは面談から 

メセナでがんばってみよう、と思ったらまず面談の予約を。 

入校説明は随時行います。日・祝は行いません。 

本校 098-863-5521  沖縄校 098-932-5566 

入校説明 
まずは担当講師と面談して、コースの内容や授業について説明を受

けてください。合格のための最適なプランをご相談ください。 

入校申込 
入校申込書に必要事項を記入し、入学金・教材費・授業料をお支払

いください。 

スケジュールなどは変更になる可能性があります。 
※ 授業料は前払いが原則です。 

※ 科目選択の受講の条件は12～13ページをごらんください。 

※ 県外の専門学校を志望される方は、小論文・面接を除き、県外の受験校にあわせた

特別対策は行いません。 

※ 4年制大学・短期大学を志望される方の対策はできません。 

※ 離島在住の高3生以外は、夏期講習会のみの受講はできません。 

※ メセナ予備校の館内と周囲は全面禁煙です。喫煙者には禁煙を強く勧めています。 

これらのことをご確認の上、入校申し込みを行ってください。 

受講にあたって 

●科目選択の受講を希望する場合には、さらに学力確認テストの受験と再面談が入校申込の前に必

要になります。 

●全科目受講の場合 

受講開始 
授業の受講を開始します。受講開始後、担任が合格のための具体

的な学習計画を相談します。 
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2016メセナ予備校看護部正看リハビリコース案内 
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看護学校に合格するためには 

沖縄県内看護受験の現状 

0 

沖縄県内の看護学校の受験には次のような特徴があります。 

￭ 入試の開始時期が早い。 
推薦入試は10月上旬。一般入試（前期）は最も早い学校では11月下旬です。思い立ったらすぐに勉強を

始めないと間に合いません。「春はのんびり過ごして（バイトでもして）夏ごろから勉強しよう」などと考え

ていては、とても間に合いません。早いところでは、8月の末には出願が始まります。 

 

￭ 入試の期間が長い。 
10月上旬に始まった入試は、2月の中旬まで続きます。合格できるまで何度も受験することになります。

学力だけでなく、精神的なタフさも要求されます。 

 

￭ どの学校も条件が変わらない。 
沖縄県内には入りやすい看護学校は存在しません（日本中探してもそうあるものではありませんが）。県

内に5校ある看護学校は、授業料から合格の難易度までほとんど横並びです。若干の差はありますが、

ごくわずかなものです。いわゆる「滑り止め」にできるような学校はないということです。 

 

￭ 競争率が高く、平均点が高い。 
どの学校もかなり高い競争率です。しかも、出題内容は比較的平易で、いわゆる難問は出題されませ

ん。これらのことから、受験者平均も合格者平均もかなり高く、学校によっては、合格に8～9割の得点が

必要なこともあります。このような場合、入試科目に苦手科目があれば、他の科目の得点で埋め合わせ

ることができません。苦手科目があるだけで、合格する可能性が大きく低下します。極端に苦手な科目

が一つでもあれば、それだけで不合格になることもあるでしょう。どの科目もまんべんなく得点できるよう

に準備しておくことが大切です。また、同一の得点の受験生が多数いると考えられますから、1点の差が

合否を分けることになります。「凡ミスだから」とミスを軽視していると、実際の入試では命取りになること

もあるのです。凡ミスのごくわずかの得点で泣くことにもなりかねません。 

 

￭ 午前中の学科試験と午後からの面接試験＝日常の過ごし方も評価される。 
どこの看護学校も同じように、午前中に学科試験、そして、学科試験で一定の得点をとったものだけが

面接試験に進めます。だらけた生活をしている人にとって、早朝からの試験はかなり厳しいものです。し

かも面接までありますから、大学や普通の専門学校と同じと考えていては痛い目にあいます。 

自分の意志で看護学校に通いたいと考え、それを自分の言葉で語れる者だけが合格できます。誰かに

勧められたから、とか、ぼんやりとしたあこがれだけで切り抜けられるほど甘くはありません。学力がな

ければ合格できませんが、学力だけでも合格できません。自分の人生をきちんと考え、毎日をきちんと

暮らしている人だけが合格できるものです。 
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2016メセナ予備校看護部正看リハビリコース案内 

メセナ正看リハビリコースでは同じ目標をもった仲間たちが、競い合いながら全員合格することを目指してが

んばっています。ひとりではつらくて乗り越えられない長い受験勉強も、みんなでがんばる雰囲気があれば乗

り越えられるものです。 

ひとの命を預かる、責任の重い看護師の仕事は、いいかげんな気持ちでは務まりません。付け焼刃の受験

対策だけでなく、看護学校をめざして勉強している今のうちに、看護師、そして社会人としての適性を備えて

おきましょう。厳しい出席管理や禁煙もそのための指導の一環です。 

メセナ正看リハビリコースについて 1 

春のスタートは基礎から。 

しばらく勉強から離れていて、学力に不安のある人も大丈夫。まずは中学レベルを含む基礎の定着を目

指します。 

限られた時間の中で、効率よく学力を伸ばす方法が身につきます。 

 基礎からはじめて入試レベルまで 

ほぼ毎月行われる月例テスト・実力テストによって現在の学力をチェックできます。 

入試科目の少ない看護学校の入試では、苦手な科目が1つでもあると不利です。苦手なところ、理解のた

りないところはどこかを確認して補強するのに役立ちます。 

実力テストは本番同様マークシート方式で行われ、個別成績表が返却されます。 

 テストで学力確認 

「成績が伸びない」、「受験校が決まらない」など受験に悩みはつきものです。 

こうした悩みを一緒に解決するために、みなさん一人ひとりに担任がつきます。随時、担任による学習相

談・志望校相談が受けられます。 

担任は出願書類の添削指導・面接試験への対策など合格に必要なあらゆるサポートを行います。 

 担任によるサポート 

合格したければ、受験勉強中心の生活をしなければなりません。生活の乱れは成績が伸びない最大の要

因です。 

遅刻、欠席が多ければそれだけ合格が遠のきます。合格したければ、朝きちんと起きる生活を心がけま

しょう。 

メセナでは毎時間出席をとります。無断欠席をした時や、遅刻が多い場合は保護者へ連絡します。 

 合格のための生活指導 

授業を受けるだけで成績は伸びません。授業のあとの復習が必要です。 

メセナでは年末年始と暴風警報のとき以外は、毎日自習できます。時間割には、個別指導の時間を設け

ていますので、わからないことを放置させません。 

面接や小論文試験への対策として、県内外の新聞があります。時事問題にも強くなれます。 

 受験勉強に打ち込める環境 

毎月1回の情報誌「メセナダイレクト」で、その月の行事予定を確認、さらに、週に1度のホームルームの時

間でその週の連絡事項を確認します。ホームページとあわせて大切な情報を確実に届けます。 

 入試情報の提供 
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メセナ予備校は全館禁煙です 

メセナ予備校は敷地内完全禁煙認定施設です。 
タバコには様々な害があります。喫煙者自身だけでなく、周囲にまで害を及ぼします。 

健康を増進する仕事を目指しているのにタバコを吸うとは、看護職としての倫理観が疑われます。 

また、ほとんどの看護学校では、敷地内禁煙が当たり前になっていますし、面接試験では喫煙について問わ

れることが多いです。 

メセナ予備校は、館内、駐車場、周辺の道路は全て禁煙です。禁煙の予備校に入校する以上は、禁煙する

よう努めましょう。 
 

禁煙とする範囲 
メセナ予備校本校・沖縄校ともに、予備校敷地内すべて 

メセナ予備校の受講生は、さらに予備校周辺の路上、駐車場・駐輪場 

 

喫煙者の入校受付について 
喫煙者であることを理由に、メセナ予備校への入学をお断りすることは今のところありません。 

ただし、 

￭ 機会があるごとにメセナ予備校では禁煙を強く推奨すること 

￭ 喫煙場所は予備校には全くないこと 

￭ 喫煙者には看護職・医療職の適性がないこと 

￭ 禁煙を守れない場合は退学していただく場合もあること 

￭ 喫煙者は自習室を利用できないこと 

￭ タバコのにおいのする方の受講をお断りする場合があること 

以上の点をご納得いただいた上で入校申込をしていただくようお願いします。とりわけ最後の2点に関しては

非喫煙者の受動喫煙による健康被害を防ぎ、健康で快適な学習環境を提供するためのものです。 
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2016メセナ予備校看護部正看リハビリコース案内 

●授業料 昼クラス 51,000円/月 夜クラス 41,000円/月（７月から10月まで） 

                                  35,000円/月（その他の月） 

 

 

 

 

 

●入学金 21,600円  

●教材費 24,580円 

学費のあらまし （すべて税込） 

学費について 2 

科目選択の場合の料金は12～13ページをごらんください。 
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昼クラス 2月15日入校・全科目受講の場合のお支払い金額 

＊ 教材費は入学時期により異なります。次ページを参照してください。受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

505,000 551,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

242,000 579,180 291,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

25,000 51,000 51,000 51,000 51,000 25,500 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 606,680 

夜クラス（本校・沖縄校の社会人、沖縄校の高3生）  2月15日入校・全科目受講の場合のお支払い金額 

※沖縄校の高3生は夏期も夜クラスで受講となります。 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

366,000 412,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

170,000 433,180 217,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

17,500 35,000 35,000 35,000 35,000 20,500 41,000 41,000 41,000 35,000 35,000 35,000 452,180 

＊ 教材費は入学時期により異なります。次ページを参照してください。受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

夜クラス（本校の高3生）  2月15日入校・全科目受講の場合のお支払い金額 

※夏期は昼クラスで受講 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

375,000 421,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

227,000 443,180 170,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

17,500 35,000 35,000 35,000 35,000 20,500 51,000 41,000 41,000 35,000 35,000 35,000 462,180 

＊ 教材費は入学時期により異なります。次ページを参照してください。受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

お支払い金額の例 （すべて税込） 

全科目受講以外のお支払いパターンは12～13ページをごらんください。 
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2016メセナ予備校看護部正看リハビリコース案内 

科目 使用時期 テキスト名 出版社 価格（税込） 備考 

現代文 通年 

メセナ国語便覧 メセナ 800  

漢字精選1475題 メセナ 855  

北部過去問題集 メセナ 1,000  

沖縄・ぐしかわ過去問題集 メセナ 1,000  

那覇・浦添過去問題集 メセナ 1,000  

知識問題問題集 メセナ 800  

英語 

通年 
総合英語Forest 7th edition  桐原書店 1,642  

DataBase 3000 基本英単語熟語  桐原書店 1,026  

2月～7月 
高校レベル英文法問題集  メセナ 1,280  

長文テキスト メセナ 700  

夏期講習以降 力のつく500題 メセナ 500  

9月以降  
那覇・浦添・ぐしかわ過去問題集  メセナ 900  

沖縄・北部過去問題集  メセナ 900  

数学 

2月～3月 
かずお式中学数学ノート11 朝日学生新聞社 680  

高校へのパスポート 学友社 463  

4月～7月 
高校新演習 ベーシック 数学Ⅰ  エデュケーショナルネットワーク  1,404  

高校新演習 ベーシック 数学A エデュケーショナルネットワーク  1,296  

夏期講習以降 新パターン問題集 数学Ⅰ＋Ａ 文理 1,296  

2学期以降 県内看護学校過去問題冊子 メセナ 2,000  

生物  

高校 生物基礎 カラーノート 実教出版 566  

7月～  ステップアップ生物基礎 受験研究社 626  

サンエンスビュー生物総合資料 実教出版 896  

10月～12月 沖看・沖リハ過去問題集 メセナ 800  

小論文 通年 沖縄看護・沖縄リハ過去問題集 メセナ 800  

面接 通年 
面接マニュアル メセナ 500  

県内看護学校面接質問集 メセナ 850  

使用テキスト一覧（予定） 
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入学金について 

● メセナ予備校に在籍していた方、ならびに兄弟姉妹・

配偶者がメセナ予備校に在籍していた方は、入学金

を免除します。義理の兄弟姉妹には入学金免除を適

用しません。 

● 退学・修学による入学金の返金は一切ありません。 

 

教材費について 

● 市販の教材の価格が改訂された場合でも、追加徴

収・返金はありません。 

● 教材費は全額納入してください。指定の教材を持って

いる方は、その実費分を退学時に返金します。 

 

授業料について 
メセナ予備校の授業料は日割り料金です。 

入学日によって料金は異なります。個別に料金表

を作成します。入校申込みの際に窓口にお申し付

けください。 

● 入校説明を受けた方は、授業の体験（延べ2日間）が

できます。ただし、入校の際には体験初日が入校日

になります。 

● 授業料は前払いが原則です（月謝払いは前月末日ま

で）。やむをえない事情で支払いが遅れる場合は、事

前に事務職員に申し出てください（電話・メールでも構

いません）。 

● 退学届・休学届が事前に提出されていない場合（単な

る欠席）は、いかなる理由であれ、授業料を支払って

いただくことになります。 

● 1ヶ月以上連続で欠席する場合は、担任と相談した上

で休学届を事前に提出してください。休学期間中の授

業料は発生しません。 

● メセナ予備校に兄弟姉妹・配偶者が、同時に在籍す

る場合は、同時に在籍する期間のみ、安い方の授業

料を約10％割引します。姓や住所が異なる場合に

は、兄弟姉妹・配偶者であることを証明するものを提

示してください。なお義理の兄弟姉妹には適用しませ

ん。 

● 授業料の割引は重複して適用しません 

● ラッキーカードを持参して申込をされた場合は、授業

料を3,000円割引します（入学金・教材費の割引には

適用できません）。他の割引との併用はできません。 

● 一括払いは、月謝払いの約10％割引となり割安です

（ただし、6月までの入学に限ります）。一括払いは、講

座終了まで連続して受講していただくことへの割引で

す。そのため、一括払いの方が退学・休学する場合

は、次のような計算をして返金します。 

(1) 1期の途中での退学・休学の場合は、月謝払いの

料金をいただいて返金します。 

(2) 2期の途中での退学・休学の場合は、1期分につい

て約5％割引の料金をいただき、2期分については

学費に関してご注意いただきたいこと 

月謝払いの料金をいただいて返金します。 

(3) 休学期間が短い場合や退学時期が遅い場合に

は、一括払いの納入金額よりも、返金計算後の授

業料の合計金額の方が高くなることがあります。

その際には、返金がありません。 

● 2期分割払いは、月謝払いの約5％割引となり割安で

す（ただし、夏期までの入学に限ります）。2期分割払

いは、講座終了まで連続して受講していただくことへ

の割引です。そのため、2期分割払いの方が退学・休

学する場合は、次のような計算をして返金します。 

(1) 1期の途中での退学・休学の場合は、月謝払いの

料金をいただいて返金します。 

(2) 2期の途中での退学・休学の場合は、1期分につい

て約5％割引の料金をいただき、2期分については

月謝払いの料金をいただいて返金します。 

(3) 休学期間が短い場合や退学時期が遅い場合に

は、2期分割払いの納入金額よりも、返金計算後

の授業料の合計金額の方が高くなることがありま

す。その際には、返金がありません。 

● 授業料の月謝払いの場合には，銀行の口座振替（琉

球銀行・沖縄銀行のみ）を推奨しています。本校・沖

縄校の事務窓口での支払いや銀行窓口での振り込

み（前月末日が納入期限）の手間が省けます。前月

28日での振替となります。 

(1) 口座振替手続きは，本校・沖縄校の事務窓口で

行っています。事前に銀行通帳（琉球銀行・沖縄

銀行のみ）と通帳印をご準備ください。 

(2) 28日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は，次の平

日の振替となります。 

(3) 銀行との確認と手続きに2～3週間程必要になりま

すので，口座振替は，口座振替の申込の翌月から

始まります。1回目の月謝は事務窓口での支払い

となります。ご了承ください。 

(4) 口座振替手続きは夏期までに入校の方に限りま

す。9月以降に入学した場合の月謝払いは，事務

窓口での支払いとなります。 

● 暴風警報や停電などやむをえない事情による休講の

場合、講師病欠などによる休講の場合、受講生自身

のインフルエンザなど感染症での欠席の場合、いず

れも補講や授業料の返金はありません。 
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合格実績などに関して     2016年度の実績についてはメセナのホームページに 

                           随時掲載しています。 

Ｑ1： どのくらい合格しましたか。 

Ａ： 2015年度では、137名の合格を確認しています。内訳は次の通りです。 

 ●那覇看護専門学校 24名   ●沖縄看護専門学校 26名 

 ●浦添看護学校 15名   ●ぐしかわ看護専門学校 34名 

 ●北部看護学校 33名   ■他 医療系専門学校 10名 

受講に関して 

Ｑ1： 申し込むときにどのくらいお金が必要ですか。 

Ａ： 入学金と教材費の合計46,180円と、入校する月の授業料が必要です。月途中から入校する場合、授業

料は日割り計算になりますので、お申し込みの際に金額をお確かめください。  

Ｑ2： 受講科目を選択できますか。  

Ａ： はい、できます。ただし、「全科目受講」を強くおすすめします。受験勉強開始前に科目を絞ってしまう

と、合格の見込めない学校がでてきます。メセナ予備校は、試験日が重ならない限り、県内5つの看

護専門学校すべてを受験するよう指導しています。そうすることで合格可能性が高まるからです。受

講科目を絞ってしまうと、合格の可能性を低くすることになります。1日でも早く看護師として現場に立

つためには、1年でも早く看護学校に合格することです。そのためには、すべての授業を受講し、県内

の5校すべてを受験できるような学力をつけることを推奨します。  

しかし、どうしても科目を選択し受講したいというご要望もあるでしょう。そのような方のために、条件

付きで、以下のような選択科目受講コースを設けています。 

選択科目コース（1） 現代文・英語・数学の3教科のみ受講 

選択科目コース（2） 現代文・英語・生物の3教科のみ受講 

選択科目コース（3） 現代文・英語の2教科のみ受講 
各コースの受講条件などについてはQ3をご確認ください。  

Ｑ2： 合格率はどのくらいですか。 

Ａ： メセナ予備校は合格率をあまり意味のある数値とは考えていません。努力した人と努力しなかった人

を、開講時に入学の人と中途入学の人を一緒にして計算することに抵抗があるからです。あえて数値

を出すなら、2014年9月の在籍者173名のうち、いずれかの学校に合格したのが137名ですから、およ

そ79％です。 

よくあるお問い合わせ 3 
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Ｑ3： 選択科目受講コースで受講する場合について教えてください。 

Ａ： Q2の選択科目コースでの受講を希望する方は以下の点を確認してください。 

￭ 選択科目コース（1）～(3)での受講を希望する方は、担当者との面談が必要です。 

￭ 看護部の時間割は全科目受講する受講生に合わせて組まれます。したがって、選択科目コースで受

講する場合、いびつな時間割で受講していただく場合があります。その点あらかじめご了承ください。 

￭ 受講していない科目の質問は受け付けられません。また、「10：10～12：00」、「13：00～16：00（もしく

は17：00）」の授業がある時間帯の質問も受け付けられません。選択しない科目の授業時間は自習

室で自習してください。 

￭ 選択科目コース（1）と（2）は、全科目受講コースと授業料が変わりません。（3）のコースは授業料が

変わります。（3）のコースはこのページの授業料表Aでご確認ください。なお、在籍者が全科目受講

コースから選択科目受講コースに変更する場合も、担任との面談が必要です。 

 

●授業料表A 

昼クラス 2月15日入校 現代文・英語のみ、もしくは現代文・数学のみ受講の場合のお支払い金額 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

354,000 400,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

170,000 420,180 204,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

17,500 35,700 35,700 35,700 35,700 17,850 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 438,530 

 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

夜クラス（本校の高3生） 2月15日入校 

現代文・英語のみ、もしくは現代文・数学のみの場合のお支払い金額 
※夏期は昼クラスで受講 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

263,000 309,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

119,000 324,180 159,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

12,250 24,500 24,500 24,500 24,500 14,350 35,700 28,700 28,700 24,500 24,500 24,500 337,380 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

夜クラス（本校・沖縄校の社会人、沖縄校の高3生） 2月15日入校 

現代文・英語のみ、もしくは現代文・数学のみ受講の場合のお支払い金額 
※沖縄校の高3生は夏期も夜クラスで受講となります。 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

256,000 302,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

119,000 317,180 152,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

12,250 24,500 24,500 24,500 24,500 14,350 28,700 28,700 28,700 24,500 24,500 24,500 330,380 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 
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●授業料表B 

Ｑ4：リハビリ志望です。授業料はどうなりますか。 

Ａ： 沖縄リハビリテーション福祉学院を受験する場合、現代文が必須、英語、数学、生物から1科目選択で

す。現代文と英語または現代文と数学の組み合わせで受講する場合、12ページのA表をごらんくださ

い。現代文と生物の組み合わせの場合、このページのB表をごらんください。 

昼クラス 2月15日入校 現代文・生物のみ受講の場合のお支払い金額 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

178,000 224,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

67,000 235,180 122,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

6,250 12,750 12,750 12,750 12,750 12,750 25,500 25,500 25,500 25,500 12,750 12,750 243,680 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

夜クラス（本校・沖縄校の社会人、沖縄校の高3生） 

2月15日入校・現代文・生物のみ受講の場合のお支払い金額 
※沖縄校の高3生は夏期も夜クラスで受講となります。 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

132,000 178,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

48,000 186,180 92,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

4,400 8,750 8,750 8,750 8,750 10,250 20,500 20,500 20,500 17,500 8,750 8,750 192,330 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 

夜クラス（本校の高3生）  2月15日入校・現代文・生物のみ受講の場合のお支払い金額 
※夏期は昼クラスで受講 

入学金 教材費 一括払い 合計 

21,600 24,580 

137,000 183,180 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

48,000 191,180 97,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 12月 1・2月 合計 

4,400 8,750 8,750 8,750 8,750 10,250 25,500 20,500 20,500 17,500 8,750 8,750 197,330 

＊ 受講しない科目など、受け取らなかった教材の費用は退学時に返金します。 
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Ｑ7：駐車場はありますか。 

Ａ： メセナ予備校には4輪車の駐車場はありません。近隣の駐車場を各自で契約してください。2輪車の駐

車場があります。利用には登録が必要です。 

Ｑ8：部活動（仕事）があるので、途中から授業を受講することは可能ですか。 

Ａ： 可能です。ただし、部活動や仕事で授業に遅れる場合は必ず事前に連絡してください。 

また、部活動や仕事が終わり次第すぐに登校し、授業の途中からでも教室に入ってください。 

Ｑ9：個別指導はありますか。授業以外に質問しても大丈夫ですか。 

Ａ： 個別指導の時間を設けており、受講生全員必ず出席してもらっています。これは、1対1の個別指導で

はなく、質問受け付けの時間です。教室で講師に自由に質問できます。また、授業終了後に職員室で

講師に質問するのは自由です。 

Ｑ10：基礎から教えてくれますか。 

Ａ： すべての科目は2月の開講時には中学校の内容を含む基礎レベルからのスタートです。4月からはほ

とんどの科目が高校の内容に入りますので、中学レベルの内容に不安を抱えている方は、ぜひ2月か

ら受講し、基礎学力を固めましょう。 少人数での基礎数学、基礎英語、必要に応じて補習を組んで履

修している分野の説明をします。 

Ｑ6：高校生です。入校手続きの際は保護者同伴ですか。 

Ａ： 手続きには同伴の必要はありませんが、手続き前の入校説明は必ず保護者の方と一緒に受けてくだ

さい。 

Ｑ11：昼と夜の両方の授業を受講することはできますか。 

Ａ： できません。昼・夜コースで授業内容が大幅に変わることはありません。ただ、夜コースは昼コースより

も授業時間が少ないので、可能な限り昼コースでの受講を検討してください。また昼コースのほうが割

安です。 

Ｑ5：夏ごろから通いたいが途中から入校できますか。 

Ａ： 定員に達するまでは途中入校は可能です。ただ、「夏ごろ」に入校するとなると、入試まで3か月程度し

か残されていません。受験勉強の期間が短すぎます。入校を希望する方の中には、受験勉強を経験し

たことがない方、あるいは学習環境から離れて久しい方もいらっしゃるでしょう。そのようなみなさんは

できるだけ早めに入校し、基礎から学びましょう。  
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Ｑ12：新高2（高1）ですが、早めに受験勉強を始めたいので入校できますか

。 

Ａ： できません。看護部は、2016年4月に高校3年になる方からしか受講できません。現在高校1年生のみ

なさんは、1年後のために必要なことをしておいてください。たとえば、推薦入試を受験できるように、学

校の定期テストに力を注ぎ、調査書の評定平均を少しでも上げることや、機会を見つけて看護体験な

どに参加し、看護師の仕事について少しでも多く知っておくことも大切です。 

Ｑ13：入校テストはありますか。レベルはどのくらいですか。 

Ａ： ありません。誰でも入校できます。ただし、科目選択希望者には学力確認テストを実施します。現代文・

英語・数学の問題です。テストの結果で、科目選択することが妥当かどうか判断し、講師が各自に合っ

た学習法をアドバイスし、受験勉強の心構えを確認します。  

受験勉強に関して 

Ｑ1：働きながら勉強して合格できますか。 

Ａ： 不可能ではありませんが、厳しいことは間違いありません。特に、これまで勉強から離れていたみな

さんや、高校卒業後受験勉強をした経験のないみなさんには、何よりも勉強する時間が必要です。単

に授業を受けるだけで合格できる力はつきません。習ったことを定着させて入試を突破するために

は、繰り返して復習する時間が不可欠です。勉強に慣れていなければ、復習には授業時間と同じか、

それ以上の時間がかかります。それだけの時間を確保できなければ働きながらの合格は難しいで

しょう。特に、夜勤のある看護医療職に従事するみなさんにとっては、時間の確保がかなり困難です。

残念ながら大部分のみなさんが挫折してしまいました。もちろん働きながらメセナに通って合格した人

はいましたが、この人たちは、 

￭ 基礎学力が比較的高い 

￭ 英・数・国の3科目で本気で受験勉強に取り組んだことがある 

￭ 仕事の拘束時間が少なく、自分の時間が十分に取れる 

人たちでした。これらの条件を満たせない場合には、働きながらの合格は難しいと思われます。 

Ｑ2：年齢が30歳ですが、大丈夫でしょうか。 

Ａ： 30歳を超えていても、勉強に没頭する覚悟と環境が整えられれば何も問題ありません。じっくり勉強が

できる昼のコースを勧めます。 

Ｑ3：商業高校や工業高校出身でも、大丈夫でしょうか。 

Ａ： 実業高校の出身だからといって学力が低いわけではありません。出身高校は関係なく、受験勉強を始

めたときの学力は低くても、その後の努力次第で成績を伸ばすことができます。2月から勉強を始めて

ください。7月からでは遅すぎます。 
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沖縄県内の看護学校 

●看護専門学校 修業年限3年（レギュラーコース） 
沖縄県内には、那覇看護専門学校看護学科、沖縄看護専門学校、浦添看護学校（第一看護学科）、 

ぐしかわ看護専門学校、北部看護学校の5つの学校があります。 

いずれも私立で、例年10月ごろ推薦、12月ごろ一般前期、2月ごろ一般後期の各入試が行われます。若

干のばらつきはありますが、授業料など校納金にあまり差はありません。 

北部看護学校 
名護市為又 定員80人 

入試科目：国・英・数Ⅰ、面接 

浦添看護学校 
浦添市当山  

第一看護学科 定員120人  

入試科目：国・英、面接 

那覇看護専門学校 
豊見城市渡橋名 定員120人 

入試科目：国・英・数Ⅰ、面接 

ぐしかわ看護専門学校 
うるま市昆布 定員80人 

入試科目：国・英・数ⅠＡ、面接 

※定員・入試科目は平成28年度の各学校の募集要項に記載されている情報です。 

沖縄で看護師になる！ 4 

沖縄看護専門学校 
与那原町板良敷 定員80人 

入試科目：国・英・生物、面接 
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看護師になりたいと思ったら 

看護師への道 

看護学校 

高等学校 

大学・短大 

准看護学校 

看護師 

看護学校 

中学校 

看護師国家試験 

看護師になるには、高校卒業後に看護専門学校、看護短大、看護系大学などの看護師養成所を

卒業して看護師国家試験の受験資格を取得し、国家試験に合格して免許を取得しなければなりま

せん。国家試験の合格率はここ数年、90％前後を推移しています。平成26年に行われた第103回

の国家試験では89.8％でした。 

レギュラーコースと呼ばれる看護専門学校は日本全国に400以上あり、大半が修業年限3年です。

少数ですが、定時制の4年課程の学校や、保健師の受験資格も得られる4年制の統合カリキュラ

ムの学校もあります。沖縄県内には私立の学校が5校あります。いずれも3年課程です。 

看護系大学は修業年限4年で、沖縄県内には3校あります。いずれも国公立大学です。 

 

また、高校卒業後に准看護師学校（修業年限2年）を卒業後、都道府県知事の行う准看護師試験

の受験資格を得て、知事試験に合格すると准看護師の免許が与えられます。その後、進学コース

と呼ばれる2年制（定時制の場合は3年制）の看護学校を卒業することで、看護師国家試験の受験

資格が得られます。沖縄県内には准看護師学校はなく、進学コースの設置された看護専門学校も

ありません。 

准看護師試験 
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推薦入試募集要項 
平成２８年度 推薦入試募集要項より 
● 募集人員 一般推薦は定員の約25％（約20名）、社

会人推薦は定員の約5％（約4名） 

● 受験資格 一般推薦・社会人特別推薦ともに専願が

条件 

一般推薦 
① 学業成績・人物ともに優秀で、調査書の評定平均値

3.5以上の者。 

② 平成28年3月に高等学校を卒業見込みの者で、①の

条件を満たし、出身高等学校長から推薦書が得られ

る者。 

社会人推薦 
① 高等学校を卒業後、2年以上の勤務経験があり、職

場代表者による推薦書が得られる者。 

② 高等学校を卒業したもので、調査書の評定平均値

3.5以上で、出身高等学校長による推薦書が得られ

る者 

● 受付期間 9月1日（火）～10月2日（金） 

● 入試科目 小論文・面接 

● 試験日 10月10日（土） 

● 合格発表 10月20日（火） 

● 受験料 15,000円 

● 出願書類 次の通り 

 
 

 一般 社会人 

願書類 募集要項にとじ込み 

推薦書 出身校校長 職場代表者 

証明書 調査書（出身高校） 調査書（出身高校） 

写真 2枚（5cm×4cm 3ヶ月以内） 

一般入試募集要項 
平成２７年度 一般入試募集要項より 
● 募集人員 前期試験は定員 80 名の約 55％（約 44

名）、後期試験は定員 80 名の 15％（約 12 名） 

● 入試科目 国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケー

ション英語Ⅰ、生物基礎および面接（筆記試験合格者

のみ） 

● 入試日程 次の表の通り 

 
● 受験料 15,000円 

● 出願書類 次の通り 

 
※それ以前に平成28年度入試を受験したものは調査書の提出

は不要（願書に前回の受験番号を記入する） 

 

 前期 後期 

出願期間 
11月2日（月） 

～11月27日（金） 

12月14日（月） 

～1月22日（金） 

試験日 12月5日（土） 1月30日（土） 

合格発表 12月11日（金） 2月5日（金） 

手続期限 1月5日（火） 2月18日（木） 

 一般 

願書類 募集要項にとじ込み 

証明書類 調査書（出身高校）※ 

大卒以上の場合も出身高校の調査

書が必要。高卒認定合格者は、合格

証明書、成績証明書を提出。 

写真 2枚（5cm×4cm 3ヶ月以内） 

沖縄看護専門学校（看護学科）  www.omoto-kango.ac.jp 

〒901-1393 沖縄県与那原町字板良敷1380‐1 Tel. 098-946-1414 

【定員】80名 【修業年限】全日制・3年 

平成２８年度入試のあらまし 
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年度 

定員 

受験者数 入学者数 競争率 
推薦 社会人 前期 後期 推薦 社会人 前期 後期 推薦 社会人 前期 後期 

H28 

80人 

   

  219  24  55    4.0  

H27 

80人 

493 88 5.6 

38 39 282 134 25 6 47 10 1.5 6.5 6.0 13.4 

H26 

80人 

529 86 6.2 

67 31 264 167 21 4 42 19 3.2 7.8 6.3 8.8 

H25 

80人 

667 86 7.8 

83 16 361 207 21 7 43 15 4.0 2.3 8.4 13.8 

H24 

100人 

569 100 5.7 

114 14 290 151 30 6 42 22 3.6 2,3 6.9 6.9 

沖縄看護専門学校の過去 5 年間の志願状況。 

いずれの数値も沖縄看護専門学校の公表値です。 

学費について 
平成２８年・入学に要する諸経費 

入学後かかる学費および諸経費は次の表の通り。 

入学手続き期間内に手続きをとらないと入学辞退とし

て、合格が取り消しになります。 

一般推薦・社会人特別推薦入試合格者は、入学辞退が

できません。 

納入された入学金は、理由の如何に関わらず返還され

ません。 
 

初年度 
種別 入学手続時 9月 合計 

入学金 300,000円  300,000円 

授業料 250,000円 250,000円 500,000円 

施設維持費 200,000円  200,000円 

合計 750,000円 250,000円 1,000,000円 

2年次・3年次  
種別 4月 9月 合計 

授業料 250,000円 250,000円 500,000円 

施設維持費 200,000円  200,000円 

合計 450,000円 250,000円 700,000円 

 種別 1年次 2年次 3年次 合計 

 教科書 160,000円 20,000円 20,000円 308,500円 

 実習着・靴 30,000円   

 学生保険 4,500円 4,500円 4,500円 

 血圧計・聴診器 13,000円   

 学生後援会費 20,000円 20,000円 20,000円 

表1．学年ごとの納入金 

表2．各学年ごとの諸経費（おおよその金額） 

奨学金制度 
奨学金制度 

奨学金制度に関しては 30 ページを参照のこと。 

希望者全員が、採用されるわけではないことに注意する

こと。なお、学校独自の奨学金制度として「大浜方栄理事

長奨学金」がある。 

大浜方栄理事長奨学金 

1年を通して、人物・学業成績ともに優秀な学生に（各ク

ラス 1 名）、翌年 1 年間、月額 20,000 円を支給。返還義務

なし。 

過去５年間の志願状況 

学費のあらまし 
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推薦入試募集要項 
平成２８年度 推薦入試募集要項 
● 受験資格 

指定校推薦  

次の条件を全て満たす者。 
① 高等学校または中等教育学校を平成28年3月に卒

業見込みの者で、在学する学校長が推薦する者。 

 ※詳細は指定された高校に文書で通知。 

一般推薦  

次の条件を全て満たす者。 
① 高等学校または中等教育学校を平成28年3月に卒

業見込みの者で、在学する学校長が推薦する者。 

② 調査書における学習成績評価が3.5以上の者。 

③ 看護職になる意思が明確で、学習意欲があり、本

校を専願している者。 

社会人推薦  

次の①又は②の者が③の条件を満たす者。 
①  高等学校または中等教育学校を卒業した者。 

② 高等学校卒業と同等以上の学力があると認められ

 る者。 

③ 看護職になる意思が明確で、学習意欲があり、本

 校を専願している者。 

● 受付期間 9月14日（月）～9月30日（水） 

● 入試科目 

一般推薦：小論文、面接 

社会人推薦：一般教養（国語・数学）、小論文、面接 

● 試験日 10月10日（土） 

● 合格発表 10月23日（金） 

● 受験料 15,000円 

● 出願書類 次の通り 

 
※卒業証書のコピー（A4）で代用可。高卒認定合格者は合格証

明書と成績証明書を提出。 

 

 

 一般 社会人 

願書類 募集要項にとじ込み 

推薦書 出身校校長 自己推薦書 

証明書 

（発行日よ

り6ヶ月以

内） 

調査書（高校） 

卒業見込証明書 

調査書（高校） 

卒業証明書※ 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内） 

一般入試募集要項 
平成２８年度一般入試募集要項 
● 受験資格 

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成28

年3月卒業見込みの者。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る者。 

● 入試科目 

国語総合（古文・漢文は除く）、コミュニケーション英語Ⅰ、

数学Ⅰおよび面接（筆記試験合格者のみ） 

● 入試日程 次の表の通り 

 
● 受験料 15,000円 

● 出願書類 次の通り 

 
※卒業証書のコピー（A4）で代用可。高卒認定合格者は合格証

明書と成績証明書を提出。 

 

 前期 後期 

出願期間 11月2日（月） 

～11月18日（水） 

1月12日（火） 

～1月27日（水） 

試験日 11月28日（土） 2月6日（土） 

合格発表 12月4日（金） 2月12日（金） 

手続期限 12月18日（金） 2月19日（金） 

 一般 

願書類 募集要項にとじ込み 

受験票 募集要項にとじ込み 

証明書類 高校の卒業証明書または卒業見込

証明書※ 

調査書（高校） 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内） 

那覇看護専門学校   www.nma-nahakango.ac.jp 

〒901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名289-23 Tel. 098-850-8050 

【定員】120名 【修業年限】全日制・3年 

平成２８年度入試のあらまし 
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初年度 

種別 入学手続時 9月 合計 

入学金 250,000円 -- 250,000円 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設整備費 75,000円 75,000円 150,000円 

実験実習費 75,000円 75,000円 150,000円 

合計 600,000円 350,000円 950,000円 

2年次・3年次 

種別 3月 9月 合計 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設整備費 75,000円 75,000円 150,000円 

実験実習費 75,000円 75,000円 150,000円 

合計 350,000円 350,000円 700,000円 

那覇看護専門学校の志願状況。 

いずれの年度もメセナ予備校による推定値です。 

表1．授業料一覧 

教科書 約180,000円 

ユニフォーム代 約40,000円 

後援会費 30,000円 

その他教育活動経費 約50,000円 

合計 約300,000円 

表2．諸経費一覧 

過去５年間の志願状況 

学費のあらまし 

学費について 
平成２８年・入学に要する諸経費 
● 表1の通り。 

● また、入学時に必要な費用は諸経費は表2の通り。

（変動する可能性あり）。修業年限の合計金額は235

万円と諸経費約30万円。 
 

奨学金制度 
奨学金について 

奨学金制度に関しては 30 ページを参照のこと。 

● 希望者全員が採用されるわけではないことに注意す

ること。 
 

年度 

定員 

受験者数 合格者数 競争率 

推薦 社会人 前期 後期 推薦 社会人 前期 後期 推薦 社会人 前期 後期 

H28 

120人 

   

 17+30   192  15 52   3.7  

H27 

120人 

   

26+87 139 271 157 26+30 15 45 20 1+2.9 9.3 6.0 7.8 

H26 

120人 

863 134 6.4 

73＋30 121 491 148 30＋23 40 22 2.4 12.3 6.7 

H25 

80人 

725 88 8.2 

68 115 350 192 30 30 40 12 2.3 2.3 8.8 16.0 

H24 

80人 

852 88 9.7 

82 140 430 200 29 29 45 14 4.2 4.2 9.6 14.3 
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推薦入試募集要項 
平成２８年度 推薦入試募集要項 
● 受験資格 一般推薦・社会人特別推薦ともに専願が

条件 

一般推薦 
① 平成28年3月に高等学校を卒業見込み 

② 調査書の評定平均値3.8以上で、高等学校長の推

薦する者 

社会人推薦 
① 高卒、または高卒認定・大検合格者 

② 同一職場に1年以上勤務し、勤務先の代表者が責

任をもって推薦できる者で、推薦日まで勤務してい

る者 

● 受付期間：8月24日（月）～9月25日（金） 

● 入試科目 小論文・面接 

● 試験日 10月10日（土） 

● 合格発表 10月27日（火） 

● 受験料 20,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
※1 調査書内に卒業見込の記載があれば提出不要 

※2 高卒認定、大検合格者は合格証明書、成績証明書 
 
 

 一般 社会人 

願書類 募集要項にとじ込み 

推薦書 出身校校長 

（ワープロ可） 

職場代表者 

（ワープロ不可） 

証明書類 

（3 ヶ 月 以

内） 

調査書（高校） 

卒業見込証明書※1 

調査書（高校） 

卒業証明書※2 

（高校） 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内） 

一般入試募集要項 
平成２８年度一般入試募集要項 
● 受験資格 

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成28

年3月卒業見込みの者。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る者。 

● 入試科目 

国語総合、英語Ⅰ、数学Ⅰ・数学 A および面接（筆記試

験合格者のみ） 

● 入試日程 次の表の通り 

 
● 受験料 20,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
※1 高卒認定合格者、大検合格者は合格証明書と成績証明書

を提出。 

※2  調査書中に卒業見込の記載があれば提出不要。 

※3  それ以前に平成28年度入試を受験したものは調査書およ

び証明書の再提出は不要。 
 

 前期 後期 

出願期間 10月1日（木） 

～11月9日（月） 

12月7日（月） 

～1月19日（火） 

試験日 11月21日（土） 1月30日（土） 

合格発表 12月4日（金） 2月12日（金） 

手続期限 12月25日（金） 2月25日（木） 

願書類 募集要項にとじ込み 

証明書類 高校の卒業証明書（高卒）※1 

卒業見込証明書（高3）※2 

調査書（高校）※3 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内） 

ぐしかわ看護専門学校   www.chubu-ishikai.or.jp/ghishikan 

〒904-2201 沖縄県うるま市字昆布長尾原1832-1 Tel. 098-972-4600 

【定員】80名 【修業年限】全日制・3年  

平成２８年度入試のあらまし 
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ぐしかわ看護専門学校の志願状況。 

いずれの年度もメセナ予備校による推定値です。 

学費について 
平成２８年・入学に要する諸経費 
● 平成28年度は表1の通り。 

● また、入学時に必要な費用は諸経費は表2の通り。

修業年限の合計金額は235万円と諸経費約26万

円。 

 

その他の諸経費（概算） 
（教科書代・実習着・学生損害

保険料・抗体検査料・学生後

援会費など） 

1年次 約140,000円 

2年次 約60,000円 

3年次 約60,000円 

合計 約260,000円 

初年度 

種別 入学手続時 後期 合計 

入学金 250,000円 -- 250,000円 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設整備費 200,000円 —- 200,000円 

実験実習費 100,000円 —- 100,000円 

合計 700,000円 200,000円 950,000円 

2年次・3年次 

種別 前期 後期 合計 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設整備費   200,000円 

実験実習費   100,000円 

合計 350,000円 350,000円 700,000円 

表1・授業料一覧 

表2・諸経費一覧 

学費のあらまし 

過去５年間の志願状況 

奨学金制度 
奨学金について 

奨学金制度に関しては 30 ページを参照のこと。 

● 希望者全員が採用されるわけではないことに注意す

ること。 

年度 

定員 

受験者数 合格者数 競争率 

推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 

H28 

80人 
 211 98 16 50   4.2 5.7 

H27 

80人 
81 274 98 20 51 17 4.0 5.3 5.7 

H26 

80人 
83 302 142 18 50 16 4.6 6.0 8.9 

H25 

80人 
100 316 160 25 45 16 4.0 7.0 10.0 

H24 

80人 
89 282 154 25 46 20 3.6 6.1 7.7 
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推薦入試募集要項 
平成２８年度 推薦入試募集要項 
● 受験資格 合格した場合必ず入学できる者。 

① 高等学校または中等教育学校を平成28年3月に卒

業見込みの者…評定平均4.0以上、在学する学校

長が推薦できる者。 

② 高校既卒者…医療・福祉施設に就職している者で、

施設長が推薦できる者。 

● 受付期間 9月14日（月）～10月7日（水） 

● 入試科目 小論文、面接 

● 試験日 10月17日（土） 

● 合格発表 10月27日（火） 

● 受験料 20,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
※卒業証明書で代用可。高卒認定合格者は合格証明書と成績

証明書を提出。 

 

 高3 社会人 

願書類 募集要項にとじ込み 
推薦書 出身校校長 施設長 

証明書 調査書（高校） 

 

調査書（高校）※ 

卒業証書の写し（A4） 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内）  

一般入試募集要項 
平成２８年度一般入試募集要項 
● 受験資格 

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成28年

3月卒業見込みの者。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る者。 

● 入試科目 

国語総合（古文・漢文除く）、コミュニケーション英語Ⅰ、数

学Ⅰおよび面接（筆記試験合格者のみ） 

● 入試日程 次の表の通り 

 
● 受験料 20,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
※１ 卒業証明書で代用可。 

※ 2 高卒認定、または大検合格者は合格証明書と成績証明書

を提出。 

 前期 後期 

出願期間 10月30日（金） 

～11月19日（木） 

12月21日（月） 

～1月18日（月） 

試験日 11月28日（土） 1月23日（土） 

合格発表 12月4日（金） 1月29日（金） 

手続期限 12月21日（月） 2月12日（金） 

願書類 募集要項にとじ込み 

証明書類 高校卒業証書の写し（A4）（高卒）※1 

卒業見込証明書（高3） 

調査書※2 

写真 3枚（4cm×3cm 3ヶ月以内） 

北部看護学校   www.hokukan.ac.jp 

〒905-0005 沖縄県名護市字為又1219-91 Tel. 0980-54-1001 

【定員】80名 【修業年限】全日制・3年 

平成２８年度入試のあらまし 
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北部看護学校の志願状況。 

いずれの年度もメセナ予備校による推定値。空白のところは不明です。 

 

学費について 
平成２８年・入学に要する諸経費 

平成 28 年度でかかる費用は次の表の通り。 

その他の諸経費として教科書代、実習衣など約 15 万

円の別途負担が必要。 

初年度 

種別 入学手続時 後期 合計 

入学金   250,000円 

授業料   400,000円 

施設維持費   200,000円 

実習費   100,000円 

合計   90,000円 

2年次・3年次 

種別 前期 後期 合計 

授業料   400,000円 

施設整備費   200,000円 

実験実習費   100,000円 

合計   700,000円 

表．学費一覧 

学費のあらまし 

過去５年間の志願状況 

 

奨学金制度 
奨学金について 

奨学金制度に関しては 30 ページを参照のこと。 

● 希望者全員が採用されるわけではないことに注意す

ること。 
 

年度 

定員 

受験者数 合格者数 競争率 

推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 

H28 

80人 
 182   42   4.3  

H27 

80人 
 207 113  45 17  4.6 6.6 

H26 

80人 
46 180 94  43 14  4.2 6.7 

Ｈ25 

80人 
107 230 116  40 5  5.8 23.2 

Ｈ24 

80人 
82 236 99  56 5  4.2 19.8 
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〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-30-1 Tel. 098-877-7741 

【定員】80名 【修業年限】全日制・3年 

推薦入試募集要項 
平成２８年度 推薦入試募集要項 
● 受験資格 合格した場合必ず入学できる者。 
① 2016年3月に高等学校を卒業見込みで調査書の評

定平均値3.5以上。 

② 高等学校を卒業後、現在就労し施設代表者が推薦

できる者。 

● 受付期間：9月24日（木）～10月2日（金） 

● 入試科目 小論文・面接 

● 試験日 10月24日（土） 

● 合格発表 11月2日（月） 

● 受験料 15,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
※1 入手困難な場合は成績証明書で代用可 

※2 卒業証書のコピーは不可。高卒認定、大検合格者は合格

証明書、成績証明書。 

 

 高3 過卒 

願書類 募集要項にとじ込み 

推薦書 出身校校長 施設代表者 

証明書類 調査書（高校）※1 調査書（高校）※1 

卒業証明書（高校）※2 

写真 2枚（3.5cm×3cm 3ヶ月以内） 

浦添看護学校（第一看護学科）   www.urasoe-ns.ac.jp 

一般入試募集要項 
平成２８年度一般入試募集要項 
● 受験資格 

高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び 2016

年3月卒業見込みの者。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る者。 

● 入試科目 

国語（古文・漢文を除く）、英語（ヒアリングを除く）および面

接（筆記試験合格者のみ） 

● 入試日程 次の表の通り 

 
 

● 受験料 15,000円 

● 出願書類 以下の通り 

 
 

※ 卒業証書のコピーは不可。高卒認定合格者、大検合格者は

合格証明書と成績証明書を提出。 
 

 

 前期 後期 

出願期間 11月16日（月） 

～11月27日（金） 

1月18日（月） 

～1月29日（金） 

試験日 12月13日（日） 2月7日（日） 

合格発表 12月16日（水） 2月10日（水） 

手続期限 1月8日（金） 2月26日（金） 

願書類 募集要項にとじ込み 

証明書類 高校の卒業証明書（高卒）※ 

調査書（高校） 

写真 2枚（3.5cm×3cm 3ヶ月以内） 

平成２８年度入試のあらまし 
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年度 

定員 

受験者数 合格者数 競争率 

推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 推薦 前期 後期 

H28 

80人 
 350  33 85     

H27 

80人 
 430 200 16 55 15  7.8 13.3 

H26 

80人 
197 450 265 20 55 45 9.9 8.2 5.8 

Ｈ25 

80人 
110 515 約300 20 53 9 5.5 9.7 約33.3 

Ｈ24 

80人 
153 377 170 35 43 4 4.4 8.8 42.5 

浦添看護学校の志願状況。 

いずれの年度もメセナ予備校による推定値です。 

初年度 

種別 入学手続時 9月 合計 

入学金 250,000円 -- 250,000円 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設費 300,000円 —– 300,000円 

実習費 50,000円 50,000円 100,000円 

合計 700,000円 250,000円 105,000円 

2年次・3年次 

種別 4月 9月 合計 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

施設費 300,000円  300,000円 

実習費 50,000円 50,000円 100,000円 

合計 450,000円 250,000円 800,000円 

表．授業料一覧 

学費のあらまし 

学費について 
授業料ほか入学に際しての費用 
● 平成28年度は表の通り。 

● 各年度で授業料、実習費は分割納入ができる。 

● また、入学時に教科書代15万円程度、その他に学

生保険加入、実習着、靴、血圧計、聴診器等の購入

が必要。 

 

過去 5 年間の志願状況 

奨学金制度 
奨学金について 

奨学金制度に関しては 30 ページを参照のこと。 

● 希望者全員が採用されるわけではないことに注意す

ること。 

● 学校から聖マリアンナ医科大学病院奨学金（月額4

万円）をはじめ、奨学・修学資金制度の紹介可能。 
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奨学金などの就学援助制度について 

公的な奨学金制度 

沖縄県内の看護学校に進学するときに使える奨学金制

度には次のようなものがあります。 

いずれも、定員や予算には限りがあり、希望者全員が

採用されるものではありません。 
 

日本学生支援機構（旧日本育英会） 
優れた学生で経済的理由により修学に困難があるもの

に対し、学資の貸与等を行うことにより、国家および社会

に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等

に寄与することを目的としています。返還義務があります。 
◆ 選考 入学後、毎年4月に募集案内をし、適格者を審査

し、日本学生支援機構で採否を決定します。 

◆ 奨学金種類 貸与期間はいずれも最低修業年限で

す。。 

① 第一種奨学金（無利子）  月額 自宅通学者には

53,000 円 自宅外通学者には60,000 円を貸与。 

② 第二種奨学金（有利子） 月額30,000 円・50,000 円・

80,000 円・100,000 円・120,000 円より申込者が選択

して貸与。利率固定方式と利率見直し方式がありま

す。 

◆ 返済方法 

卒業半年後（10月）から返還が始まり、金融機関等の預

金口座から自動引落としとなります。 

毎月定額か、ボーナス併用のどちらかの方法で返還す

ることになります。返還期間は9年から最長20年です。

返還回数は割賦方式により決定します。 

◆ 最 新 情 報 は 日 本 学 生支 援 機構 の ホームペ ージ

（http://www.jasso.go.jp/）をご覧下さい。 

◆ 高校在学時の予約採用について 

予約採用とは、進学前に奨学金の貸与を予約し、進

学先で安心して勉学に取り組める制度です。近年予

約採用を利用する方が増えています。高等学校在

学中に予約採用の募集（4月～5月）がありますの

で、高等学校へお問い合わせの上、お申し込み下さ

い。 

 

沖縄県看護師等修学資金 
沖縄県内の看護師等の確保と充実のため、卒業後沖

縄県内の看護職員の確保が困難な施設等において看護

師の業務に従事しようとする者に貸与することを目的とし

ています。 

●第一種修学資金 

月額 36,000 円。免許取得後（卒業後 1 年以内）、直ちに

県内の看護職員の確保が困難な施設等において貸与を

受けた期間の 2 倍に相当する期間（上限 5 年）看護業務

に従事し、返還免除申請した場合は、全額返還免除。 

●第二種修学資金 

年額 700,000 円。免許取得後（卒業後 1 年以内）、直ちに

県内の看護職員の確保が困難な施設等において貸与を

受けた期間の3倍に相当する期間（上限10年）看護業務

に従事し、返還免除申請した場合は、全額返還免除。 

医療機関による奨学金制度 

病院などの医療機関が、独自に奨学金制度を設けてい

ることがあります。これは、看護学生に卒業後にその病院

に就職することを条件に資金援助がなされるもので、看護

師の資格を取得したあとで、一定期間勤務すれば奨学金

の返済が免除されるものです。医療機関によっては学費

の他に生活援助金を支給するところもあります。 

メリットは、進学と同時に就職先も確保できるということ

です。デメリットとしては、資格取得後に就職することが条

件で支給される奨学金ですから、途中で退学したり、退職

した場合、奨学金を返済しなければならないということで

す。 

奨学金を受けるには 
まずは、奨学金制度のある医療機関と連絡をとり、募集

条件を確認します。看護学校合格後に奨学金の申し込み

を受け付けるところもあれば、看護学校に合格する前か

ら事前に面接を行って、合格後正式に受け付けるところも

あり、医療機関によって違いがありますので、注意が必要

です。月額の支給額や返済免除のための就業期間を確

認することも必要です。 

沖縄県や、学生支援機構の奨学金と併用することは可

能ですが、他の病院の奨学金と併用することはできませ

ん。 

 

高等技能訓練促進費等事業について 

この制度は、母子家庭の母、または父子家庭の父が看

護師・保育士・理学療法士・介護福祉士などの資格取得

のため、2 年以上養成機関で修業する場合に、就業期間

中の生活を援助するものです。 

対象は、児童扶養手当を受給されている方、看護学校

在学中最大で月額10万円の支給が受けられます。母子

家庭だけでなく父子家庭も対象にしており、かつ、返済不

要な給付金です。 

受付窓口は、那覇市在住の方は那覇市役所こどもみ

らい部子育て応援課 児童家庭グループ（098-867-0111

内線 2599）、沖縄市在住の方は、沖縄市役所こども家庭

課（098-939-1212内線3196）、他の市に在住の場合には

各市役所の児童扶養手当を所管する部局、他の町村に

在住の場合には、沖縄県の各福祉事務所です。 

給付を希望する場合、県福祉保健所において事前相談

を受けてください。申請期間が例年 4 月初旬から始まり、

予算の限度で締め切るため（1 ヶ月程度の期間）、給付を

希望する場合、早め早めに動くことが大切です。 
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看護師国家試験の概要について 

看護学校を卒業したからといって、看護師になれるわけ

ではありません。看護学校を卒業して得られるのは『看護

師国家試験の受験資格』に過ぎません。 

看護師として働くためには、この国家試験に合格しなけ

ればなりません。 

看護師国家試験は、毎年2月中旬に行われ、3月下旬

に合格者が発表されます。 

出題基準の各内容は次の順序で計 12 個です。 

● 必修問題 

● 人体の構造と機能 

● 疾病の成り立ちと回復の促進 

● 健康支援と社会保障制度 

● 基礎看護学 

● 成人看護学 

● 老年看護学 

● 小児看護学 

● 母性看護学 

● 精神看護学 

● 在宅看護論 

● 看護の統合と実践 

また、試験は次のように行われます。 

● 試験は午前、午後ともに2時間40分。 

● 配点は状況設定問題が各2点、その他は各1点。 

● 試験の形式は4肢択一・5肢択一、5肢択二、視覚素

材、計算問題の非選択形式。 

● 問題数は午前・午後ともに必修問題25問、一般問題

65問、状況設定問題30問で、合計240問(300点満点)

である。 

合格基準は次の通りです。 

● 必修問題は50点満点中40点以上をを満たすことが

条件の絶対評価。 

● 一般問題＋状況設定問題については、合格発表時

に合格ラインの点数を公表する相対評価。 

● ここ数年の傾向として、一般・状況設定問題の合格

基 準 は 60％ 代 後 半 ～ 70％ 代 前 半（第 103 回 は

66.8％）で推移している。 

下に、過去 7 年間の看護師国家試験の受験者数と合

格者数の推移を示します。 

合格率はおよそ90％で、受験者の1割が不合格となっ

ています。 

看護学校での3年間、まじめに勉強していれば10人中

9 人が合格できる試験であることがわかります。 

ただ、既卒者、つまり、看護学校を卒業したものの、国

家試験に不合格だった、あるいは受験しなかった人たち

の合格率は 5 割前後に低下してしまうことに注目するべ

きでしょう。 

国家試験に合格するには、看護学校に入学したあとも、

地道に勉強し続けることが求められます。看護学校に合

格したからと、安心して3年間怠けていた人は、国家試験

に何度も不合格になってしまう可能性が高いといえるでしょ

う。 
 

 

過去8年間の看護師国家試験の合格状況 

年度 （回数）  受験者数（人） 合格者数（人） 合格率（％） 

全体  60,947   54,871   90.0 
 H27 （104）  

新卒者  55,015  52,547   95.5  

H26 （103）  
追加試験を含む 

全体 59,725 53,495 89.6 

新卒者 53,492 50,846 95.1 

H25 （102）  
全体 56,530 50,224 88.8 

新卒者 51,458 48,413 94.1 

H24 （101） 
全体 53,702 48,400 90.1 

新卒者 49,336 46,928 95.1 

H23 （100） 
全体 54,138 49,688 91.8 

新卒者 48,509 46,785 96.4 

H22 （99） 
全体 52,883 47,340 89.5 

新卒者 47,944 45,040 93.9 

H21 （98） 
全体 50,906 45,784 89.9 

新卒者 46,101 43,508 94.4 

H20 （97） 
全体 51,313 46,342 90.3 

新卒者 46,718 44,176 94.6 
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メセナ予備校看護部の考え方 

メセナ予備校看護部では、看護医療系学校の受験について次のような考え方をします。 

 

受験校や受験科目は絞らない。 
沖縄県内に限らず、看護学校に受験し合格するのは厳しいのが現実です。みなさんは看護師になりたいの

であって、看護学生になりたいのではないのです。メセナ予備校は推薦入試だけに絞った受験や、特定の

学校だけに絞った受験はすすめません。 

 

推薦入試の受験について 

高3生以外の推薦入試の枠はごく小さいものです。「運が良ければ合格できる」程度に考えておくべきです。

比較的人数の枠が大きい高3生ですら、推薦入試で合格できるのは、出願したうちのおよそ4人に1人から2

人に1人です。社会人推薦にいたっては、職場から推薦をもらっても、ほとんどが合格できていないのが現

実です。もちろん、推薦入試を受験することは否定しませんし、出願資格があるなら絶対に出願すべきで

す。特に高3生にとっては合格するための有効な手段です。しかし、その対策のために一般入試の科目の

学習を怠けることは、推薦入試で合格できなかったときに大きなダメージになります。 

 

受験校や受験科目を絞ることについて 

学校は合格した後で選ぶものです。受験前から受験校や受験科目を絞り込んで勉強するものではありませ

ん。すべての学校を受験できるように準備をして、複数の学校に合格し、その中の第一志望の学校に入学

手続きを行うのが理想です。それに、入試科目は学校によって少しの違いはあるものの、いずれの科目も

看護師となるためには欠かせないものばかりです。科目を絞ることは受験校を絞る、つまりは、合格の可能

性を低下させることです。そのためにメセナ予備校では、リハビリの志望者を除く全員に国語、英語、数学、

生物、小論文・面接のすべての科目を受講することを強くお勧めします。 

 

合格には健全な生活が不可欠。 
看護学校は職業人への第1歩です。そこへ入ろうというのなら、社会人として不可欠な「決まりを守ること、

時間を守ること」ができなければなりません。授業には欠席、遅刻することなく欠かさず出席するものです。

病気などで出席が困難なときだけ欠席届を出して休むことができます。仕事なら、その日の気分で行ったり

行かなかったりするような人は、あっさりクビになりますね。メセナも同じだと考えてください。それほど強く看

護師になりたいと思っているわけではないけれど、単にニートと呼ばれたくないから予備校に通うというな

ら、メセナ以外の予備校にしてください。 

欠席や遅刻をなくすことは面接対策でもあります。実際に成績が良くても、高校時代に欠席や遅刻の多かっ

た人は不合格になることがあります。どんなに昔のことであっても、です。だらしないと思われる人間は、医

療の現場どころか、看護学校にすら入れてもらえません。 

メセナに入校したら、受験が終わるまでは勉強以外のことをすべきではありません。アルバイトもやめるべ

きです。24時間合格するためだけの暮らしが重要です。また、入学後も無断欠席した場合、保護者へ連絡

をします。欠席や遅刻がが多く、他の受講者に迷惑をかける人には退学を勧告する場合があります。 

合格のための受験生活 5 
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昼間部 

 時間 月 火 水 木 金 

1 
10：10 

～11：00 
数学 英語 英語 数学 現代文 

2 
11：10 

～12：00 
数学 英語 英語 数学 現代文 

3 
13：10 

～14：00 
英語 数学 現代文 英語 数学 

4 
14：10 

～15：00 
英語 数学 現代文 英語 英語 

5 
15：10 

～16：00 
個別指導 基礎英語 数学 基礎数学 

ホームルーム 

個別指導 

6 
16：10 

～17：00 
     

昼間部の時間割例 

※16時まで授業が組まれる場合もあります。 沖縄校では夜の時間帯に昼夜合同の生物が組まれる場合もあります。 

※夕方の時間に個別指導の時間が組まれます（全員出席）。 

過卒生へのアドバイス 

授業だけでは学力が向上しません。授業を受けた時間と同じか、それ以上の時間をかけて復習を行わなけれ

ば学力は身につきません。授業中の小テストもやりっぱなしにせずに、必ず復習し、くり返すことです。 

高校の頃の定期テストのための勉強を思い出してください。テスト前にまとめてやっても、テストが終わったら

あっという間に忘れてしまいますね。高校生のときには、定期テストにためにかなり時間をかけたという人も、

その内容を今きちんと覚えているでしょうか？ ほとんどの人が答えは「いいえ」でしょう。同じような感覚で受

験勉強をやっても、実力は身にはついていないのに勉強した気分だけを味わうことになります。もちろん、実

力が身についていないので、合格は期待できません。範囲のある定期テストに対して範囲のない（すべてが

範囲というべき）入試の勉強のやり方に根本的に変えて、本当に合格する力をつけましょう。そこで、1日中勉

強できる環境にあることをムダにしないために次の点を心得ておくことです。 

￭ 授業終了後は自習室で過ごし、勉強だけに打ち込んでみる。 

￭ 土日は時間の宝庫。ここを勉強に使うことで合格できる。 

￭ まずは自宅では勉強できないものだと考える。自宅は睡眠と食事の場だと割り切る。 

￭ ファストフード店での勉強ごっこは無意味。成績は伸びないし、お店にも他のお客さんにも迷惑です。 

￭ 生活のすべてを入試に合わせる。朝は6時には起き、夜は24時までには就寝する。そして、土曜も日曜

もこのサイクルをくり返す。 

￭ 調べてわからないことはすぐに講師に質問する。生徒同士教えあわない。 

￭ スマホを手放せない人は要注意。メセナ入学をチャンスに解約して合格した先輩たちがいます。スマホ

は受験にとって百害あって一利なしの存在である。 

￭ 看護学校の入試は朝が早い。朝起きられない人は合格できない。生活を朝型に改造し、早寝早起きを

心がける。 

￭ 生活のすべてを受験に合わせる。起床から就寝まですべて面接対策であることを留意する。身だしな

み、挨拶、話し方すべてを整えること。その場しのぎの対策などあっさり見破られる。 
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 時間 月 火 水 木 金 

1 
18：00 

～18：50 
個別指導  現代文   

2 
19：00 

～19：50 
英語  現代文 数学 

ホームルーム 

個別指導 

3 
20：00 

～20：50 
数学  英語 英語 数学 

4 
21：00 

～21：50 
基礎数学  数学 基礎英語 数学 

夜間部の時間割例 

※沖縄校では夜の時間帯に昼夜合同の生物が組まれる場合もあります。 

※夕方の時間に個別指導の時間が組まれます（全員出席）。 

夜間部 

仕事をしながら通学するみなさんへ 

働いていることで看護学校に特別扱いしてもらえるわけではありません。合格するには普通の過卒生と同等

の学力が要求されます。 

￭ 合格するには学力が不可欠。 

￭ 職場からの推薦で合格できる可能性は低いです。 

￭ 働いていることが有利になることはない。学力は現場の経験では補えない。 

￭ 学習時間を確保することをまず考える。 

高3生へのアドバイス 

高3生は社会人と同じように受験勉強にかけられる時間は多くありません。効率よく受験勉強を行うことが大

切です。特に受験勉強の大敵は定期テストと学校行事です。 

￭ （推薦受験者）テスト対策は1学期だけで十分。評定平均は合否には影響しません。 

￭ （推薦受験しないなら）定期テスト対策は最小限に。卒業できる程度の成績で十分。 

￭ 夏期講座、早朝講座など必修でない講座はとらない方が良い。メセナの授業を休んでまで受講する必

要はない。 

￭ 「思い出づくり」もほどほどに。合否には直結しないばかりか貴重な時間を失います。 

 

高3生と推薦入試 

推薦入試を受験できるのはいわば高3生の特権です。この特権を使わない手はありません。でも、推薦しか

受験しない、推薦のための勉強しかしないのは、いささか危険です。多くの大学の推薦入試と異なり、看護学

校の推薦入試は半数から4分の3が不合格です。また、評定平均と合否は直接関係しませんから、どんなに

成績が良くても不合格になることがあります。推薦だけをあてにして、一般入試対策を怠ることはとても危険

なことです。必ず、一般入試の対策を中心にしながら、推薦対策をすすめるようにしましょう。 
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予備校内でのルール（抜粋） 

〔大原則〕  
※基本的にはこれだけで十分です。以下はその具体的な内容で

す。 

◆ 他人の迷惑になることをしない。 

◆ 社会人としてのマナーを守る。 

◆ 事情があれば職員に相談する。 

 
〔退学と除籍〕  
欠席や遅刻が多いなど、学習意欲に乏しく、合格の見込み

がないときには退学を勧告します。 

禁煙区域での喫煙が発覚するなど、看護系の学校に進学

するために勉強するものとしてあるまじき行為をした場合や、

正当な理由なく予備校からの連絡がつかない状態になっ

た場合には除籍処分とします。除籍になった場合、以後メ

セナ予備校への入学はできなくなります。 

 

〔身だしなみ〕 
他人に不快感を与える格好で通学しないよう心がけましょ

う。ぞうりや短パンなど。 

 

〔教室内・廊下〕 
予備校の設備は、通っている人すべてが利用するものです。

誰もが清潔な環境で勉強できるように、マナーを守りましょ

う。 

① 教材やプリント類は机の中に入れたままにせず、持ち帰

るか所定の場所に保管すること。事務室で登録すれば

ロッカーを使えます。 

② 机の中に食べ物・空缶・紙くず・プリント等を入れたりし

ない。 

③ 予備校内の掲示物・壁・机等に落書きをしない。 

 

〔駐車〕 
① 他人の駐車場に駐めない。本校では『健寿の杜』の駐車

場やとなりの駐車場には絶対に駐めない。沖縄校では

契約していない駐車場には絶対に駐めない。 

② 保護者が送迎する場合や、三者面談などで来校する場

合にも、①を守ってください。三者面談などで来校する場

合、指定駐車場に駐車してもらいます。料金は予備校が

負担します。 

③ 自動車の駐車場はありません。それぞれ駐車場を探し、

契約してください。 

④ 予備校前の公道・歩道は、二輪車も駐車禁止の取り締

まり対象です。本校は二輪車用の駐車場がありますの

で、利用してください。沖縄校は指示に従ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔禁煙〕 
高校を卒業していても、未成年者の喫煙は違法行為です。

発覚した場合には即刻退学してもらいます。 

メセナ予備校は、予備校と周辺・駐車場を禁煙とします。タ

バコを吸う場所は予備校周辺にはありません。喫煙者には

禁煙を強く勧めます。 

① みなさんが目指す職場は、いずれも禁煙です。 

② 県内の看護学校のほとんどは敷地内禁煙です。 

③ 禁煙区域での喫煙が発覚した場合には、除籍処分とし

ます。 

④ 喫煙のために隣の敷地・駐車場などに不法侵入しない

ようにしてください。 

 

〔自習室〕 
① 固定自習室を使用してください。空き教室に勝手に入ら

ないでください。 

② 固定自習室に空席がない場合は、職員に相談してくだ

さい。 

③ 受講すべき授業を受けずに自習室にいるようなことは許

しません。退学・除籍の対象となります。 

④ 机･いすを複数使用しない。荷物を置きっぱなしにしない。 

⑤ 自習室内での私語厳禁。 

⑥ 携帯電話・スマホの使用はメール、通話いずれも厳禁。 

⑦ ヘッドホンステレオ・ラジオなどの使用禁止。 

 

〔授業中〕 
① 携帯電話は電源を切る。 

② 途中で気分が悪くなった場合や、室内が暑い・寒いなど

の場合には、担当の先生に申し出てください。 

 

〔欠席・遅刻〕 
① 欠席する場合は必ず電話・メールで連絡してください。 

② 仕事や部活などで遅れてきた場合は、授業の途中でも

入ってきてください。廊下で待っているより、30分でも授

業を受けたほうがよいです。ただし、試験などの場合は

時間制限がありますから、指示に従ってください。 

 

〔期日・料金の支払い〕 
① 社会人として一番大事なことは、時間や締切りや約束を

守ることです。 

② 授業料の支払いも期日を守ってください。前払いが原則

です。 

 

〔担任〕 
みなさん一人ひとりに担任がいます。進路のこと、勉強の

ことなど、担任にどんどん相談してアドバイスを受けてくだ

さい。 


