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メセナ予備校へようこそ。 
このパンフレットを使って看護部について説明します。 

わからないことや，もっと詳しく知りたいことがあれば 

お気軽に説明担当者にお尋ねください。 
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●第一回実力テスト 

                                                              

2023年 2月スタート 

メセナ看護コース案内         

 

2023年度 スケジュール 

   

2月 ＜開講 2/6（月）＞            

3月 ●3月月例テスト              

4月 ●4月月例テスト              

5月 ●5月月例テスト              

6月   

                

7月                  

8月 ●第二回実力テスト  ＜夏期講習会＞        

9月 ●第三回実力テスト   ●推薦入試面接練習          

10月             ●前期試験面接練習            

11月                   

12月 ＜後期対策講座～1月末＞              

1月       ●後期試験面接練習             

2月                  

3月                     

4月           おめでとう看護学校入学   

2 期終了 

2 期開始 

1 期終了 

オープンキャンパス 

6 月～8 月に実施される。出願予定校

の OC には必ず参加してください。 

ちろん 

全部の看護専門学校に行くことを勧

めます 

推薦入学試験 

10 月上旬から中旬に実施。 

前期入学試験 

11 月上旬から中旬に実施。 

後期入学試験 

1 月下旬から 2 月上旬に実施。 

3 者・2 者面談 

看護体験。 

5 月 12 日の「看護の日」に合わせて

看護体験が実施される。 

入校後面談 
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入校面談              
入校前には担当講師との面談を行っています。 

・入校面談をご希望の方は面談のご予約をお願いいたします。 

・入校面談ではメセナ予備校はどのように受験対策を行うのかについてや

看護専門学校受験にあたっての心構えなどをお話ししています。 

・また、受験についてのお悩み事などございましたらお気軽にご相談くだ

さい。 

※入校するかどうか検討中の方の面談予約も歓迎しています。 

※高 3生や未成年の方の入校面談は、保護者同伴で実施します。 

 

本校 098-863-5521  沖縄校 098-932-5566 

 

受講に当たって                
・スケジュールなどは変更になる場合があります。 

・授業料は前払いが原則です。 

・受講科目の選択はできます。担任と相談してください。途中からもでき

ます。 

・沖縄県内の看護学校向けの受験指導を行います。県外の専門学校を志望

される方は，個別にご相談ください。 

・4年生大学・短期大学の受験対策は行っておりません。 

・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。 
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0 看護学校に合格するためには 

 
沖縄県内看護学校の入学試験の現状           
 

沖縄県内の看護学校の入試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月上旬です。思い立ったらすぐに勉強

を始めないと間に合いません。「車の免許を取ってから，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，9月の上旬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月の上旬まで続きます。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。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（約3倍前後）です。さらに後期は倍率が高くなります。また，出題内

容は比較的平易で，いわゆる難問はあまり出題されません。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人だけが

面接試験に進めます。 

早朝から午後の面接まで試験があり，その間ずっと緊張感を保ちながら取り組まなければなりませ

ん。面接では，志望動機や自分のことについて，自分の言葉でしっかりと答えなければなりません。 

そのためには，普段から，自分がなぜ看護師になりたいのか，なぜこの看護学校を志望するのかをし

っかりと自覚し，「合格したい」「看護師になりたい」という気持ちを強くもって受験勉強に臨むこと

が大事です。また，面接試験で普段の自分をアピールできるようにするためにも，日頃の学校生活や日

常生活において，自らを律しながら考えたり行動することが大事です。 

 

 

2022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。 
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1 メセナ看護コースについて 

 
メセナ看護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指導もそのための指導の一環です。 

 

・基礎からはじめて入試レベルまで 

2月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。基礎を確立して計算力と読解力を伸ばしていきます。個別指導は随時行っています。例えば授業

終了後や土曜日です。講師によっては時間も決めて複数の生徒に個別指導することがあります。教室で

講師に自由に質問できます。また，授業終了前後に職員室で講師に質問するのは自由です。 

 

・テストで学力確認 

3月からほぼ毎月行われる月例テスト（3回）・実力テスト（3回）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，理解の足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。 

これらのテストでは，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。 

 

・担任によるサポート 

「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。3者（2者）面談を通して勉強の方法と学力の確認、看護学校の選

択を確認します。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。 

 

・合格のための生活指導 

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

を心がけましよう。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。 

 

・受験勉強に打ち込める環境 

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（沖縄校は日曜日閉館です。）。わからないことがあれば，職員室

で担当講師にいつでも質問にきてください。 

 

・毎週１回「ホームルーム」 

週に1度のホームルームの時間で翌週の予定など連絡事項を確認します。入試の日程や出願に関する

情報など，必要な情報を毎週提供します。 
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2 学費について   
 

≪前期対策講座（2月～11月 10日）≫ 

11月10日までの前期対策講座の学費（すべて税込）です。推薦合格者や中途での修学者（退学者）には

授業料の返金があります。※試験日程に変更があれば，11月の授業料に変更があります。 

 

●昼クラス2月6日入校・全科目受講の場合のお支払い金額 
入学金 教材費 一括払い 合計 

22,000 29,000 

397,000 448,000 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

259,000 160,000 470,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 合計 

37,000 49,500 49,500 49,500 49,500 37,000 49,500 49,500 49,500 19,800 491,300 

 

※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。推薦入試対策受講者は＋5000円＋小論文教材（1210円）となります。 

 

●夜クラス（本校・沖縄校の社会人）2月6日入校・全科目受講の場合のお支払い金額 
入学金 教材費 一括払い 合計 

22,000 29,000 

287,000 338,000 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

175,000 128,000 354,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 合計 

25,000 33,500 33,500 33,500 33,500 25,000 39,600 39,600 39,600 15,900 369,700 

 

※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。推薦入試対策受講者は＋5000円＋小論文教材（1210円）となります。 

 

●夜クラス（高3生）2月7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 

22,000 29,000 

296,000 347,000 

学期払い1期 学期払い2期 合計 

175,000 138,000 364,000 

2月 3月 4月 5月 6月 7月 夏期 9月 10月 11月 合計 

25,000 33,500 33,500 33,500 33,500 25,000 49,500 39,600 39,600 15,900 379,600 

 

※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。推薦入試対策受講者は＋5000円＋小論文教材（1210円）となります。 

 

●一部科目を受講しない場合の授業料について 

①生物を受講しない場合 →授業料の割引はありません 

①数学を受講しない場合 →授業料から25％割引します 

 

≪後期対策講座（11月下旬～1月末）≫  ※後期対策講座は「夜コース」のみです。 

 入学金 教材費 12月 1月 合計 

後期対策から受講 22,000 実費 33,500 33,500 89,000 

前期対策から継続 ― ― 33,500 33,500 67,000 

 

前期対策から引き続き受講される方は，12月・1月の授業料のみ納入してください。後期対策から受講

される方は入学金も納入してください。教材費は実費です。※試験日程に変更があれば，12月の授業料

に変更があります。 
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使用テキスト一覧（予定）    
 

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  

県内看護学校過去問題冊子 メセナ 4,000  

英語 

通年 
総合英語Evergreen いいずな書店 1,870  

DataBase 3000 基本英単語熟語 桐原書店 1,045  

2月～7月 

中学校レベル英語 

問題集1 

メセナ 1,280  

長文テキスト メセナ 700  

夏期講習～ 

力のつく500題 メセナ 500  

高校レベル英語 

問題集2 

メセナ 1,380  

9月～ 
県内看護学校過去問題冊子 メセナ 4,000  

数学 

2月～4月 

高校入試10日で極める数と式 数研出版 660  

高校入試10日で極める方程式 数研出版 660  

高校へのパスポート 学友社 463  

5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  

7月～ 白チャート数学Ⅰ 数研出版 1,529  

10月～ 
県内看護学校過去問題冊子・一部

解答解説付き 

メセナ 4,000  

生物 

4月～ 
やさしくわかりやすい生物基礎 文英社 1,210  

サイエンスビュー生物総合資料 実教出版 935  

10月～12月 沖看・沖リハ過去問題 

冊子 

メセナ 1,000  

小論文 7月～ 作文・小論文対策 旺文社 （1,210） ※ 

面接 8月～ 
面接マニュアル メセナ 300  

県内看護学校面接質問集2冊 メセナ 409  

合計 （※小論文の教材を除く） 29,000  

 

 ※ 小論文の教材は推薦入試対策受講者のみに配ります。別途徴収になります。 

  



 

8 

 

学費に関してご注意いただきたいこと              
 

入学金について 

● メセナ予備校に在籍していた方，ならびに父母・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適用しません。 

 

● 退学・修学による入学金の返金はありません。 

 

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。中途で修学（退学）する場合など，一部配布していない教材がある

場合は，その実費分を退学時に返金します。 

 

授業料について 

● 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て，入校申込み

の際に窓口でお渡しします。 

 

● 授業の体験（延べ3日間）ができます。ただし，入校する際は体験受講も含めた授業料となります。 

 

● 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。 ※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できません。 

 

● 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。 

⑴ 1期の途中での退学の場合は，月謝払いの料金をいただいて返金します。 

⑵ 1期の途中で休学する場合は，休学期間を除いた期間（在籍期間）によって①1か月未満～4か月未

満の場合は月謝払いの料金，②4か月以上在籍の場合は10％割引料金で計算します。 

⑶ 2期の途中での退学・休学の場合は，在籍期間の一括払い料金をいただき，退学・休学日以降の期

間も一括払いの料金の残金を返金します。 

● 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。 

⑴ 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。 

⑵ 2期の途中での退学・休学の場合は，1期分も2期分も約5%割引の料金をいただいて返金します。 
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● 学費の納入は、下記口座のいずれかにお振込み下さい。 

・琉球銀行 大道支店(普）548723 

・沖縄銀行 大道支店（普）1579101 

・名義 有限会社メセナ 

 

● 月謝払いの場合は，銀行のロ座振替（琉球銀行・沖縄銀行のみ）をご利用ください。 

⑴ ロ座振替手続きは,本校・沖縄校の事務窓ロで行っています。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。 

⑵ 口座振替日は毎月28日です。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。 

⑶ 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。 

⑷ 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，振込で

の支払いとなります。 

  

● 欠席した場合は，後日，授業の録画を送付しますので視聴してください。 

● 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は補講や授業料の返金はありません。 
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3 カリキュラムについて 
 

メセナ予備校 看護部 国語カリキュラム 

 
【各看護学校の傾向】 
浦添看護 小説・評論・詩（短歌・俳句等）が出題される。詩では、解釈問題は必須で、表現技法、季語、

作者（出身地・作品・流派）等が問われる。教科書からの出題がある。但し近年は現代作家からの出題

が続いている。解答番号数は 35前後で時間的にはやや余裕がある。 

 
沖縄看護 評論・小説・詩（短歌・俳句等）・国語常識が出題される。評論は長文で内容は大学入試レベ

ルでかつ選択肢の吟味が難しい。集中力の持続が課題となる。国語常識は漢字に関する知識を問う。重

箱読み・湯桶読み・熟字訓は頻出。最近では、国字が出題された。解答番号は 35以上で時間的余裕は

ない。 

 
ぐしかわ看護 国語常識（カタカナ語・四字熟語・ことわざ・敬語・手紙の書き方・ディベートの形式・

沖縄の伝統行事）等が 10問出題される。かなり難問。ここで５題は正解したい。小説・評論は浦添看

護、那覇看護と同等レベル。解答番号は 30で時間的余裕はない。 

 
那覇看護 評論 2 題・小説１題。問題数が多くかつ選択肢が長い。共通テストを意識した出題形式が特

徴。教科書レベルの内容。漢字が大問ごとに問われるので漢字学習を疎かにしないこと。小説は状況を

把握したうえで心情を読み取ることが大切。解答番号は 35前後で時間的余裕はない。 

 
北部看護 評論・小説・国語常識が出題される。問題文自体は平易で読みやすい。選択肢も短文で迷うこ

とはない。ことわざ、四字熟語の問題では得点源にしたい。解答番号は 30前後で時間的にはかなり余

裕がある。 

 
【対策】 
・ 授業は「本試験」と同様に「問題冊子」とマークシートを配布し制限時間内での完答を目指します。

その後解答解説を実施します。その場での質問は大歓迎です。 
・ 授業では合格できる目標点を示しながら一コマ完結型の授業を目指します。 
・ 受講生の志望校を確認した上で授業は構成されます。 
・ テキストとして過去問題集をはじめ「漢字練習帳」・「国語便覧」を配布し、必要に応じてプリント

で弱点を補強していきます。 
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メセナ予備校 看護部 英語カリキュラム 

 

月 教材 内容 

２月 
英語問題集Ⅰ 

（中学校内容） 
1.be動詞～5.名詞・冠詞／単語テスト 

３月 
英語問題集Ⅰ 

（中学校内容） 
6.代名詞～11.疑問詞／単語テスト 

４月 
英語問題集Ⅰ 

（中学校内容） 
12.接続詞（1）～16.受動態（3）／単語テスト 

５月 
英語問題集Ⅰ 

（中学校内容） 
17.現在完了形（1）～23.動名詞（2）／単語テスト 

６月 
英語問題集Ⅰ 

（中学校内容） 
24．分詞～32.前置詞／単語テスト 

７月 『力のつく 500題』 （1）～（500）／単語テスト 

８月 
英語問題集Ⅱ 

（高校内容） 
1.現在完了～20.関係詞の非制限用法／単語テスト 

９月 
英語問題集Ⅱ 

（高校内容） 
21.関係代名詞の what～38.同格構文・省略・挿入／単語テスト 

１０月 前期過去問題 那覇・浦添・沖縄・ぐしかわ・北部看護学校前期過去問題演習 

１１月 前期過去問題 那覇・浦添・沖縄・ぐしかわ・北部看護学校前期過去問題演習 

１２月 後期過去問題 那覇・浦添・沖縄・ぐしかわ・北部看護学校後期過去問題演習 

１月 後期過去問題 那覇・浦添・沖縄・ぐしかわ・北部看護学校後期過去問題演習 

 

毎週「単語テスト」と「文法復習テスト」を実施します（9月まで）。 

 

2月から 6月（使用テキスト「英語問題集Ⅰ」 

・中 1の内容からはじめて、中学英語の総復習です。【基礎力養成期間】 

 

7月から 9月（使用テキスト「力のつく 500題」「英語問題集Ⅱ」 

・問題を数多く解いて、中学英語を定着させます。さらに高校英語を勉強します。【実力養成期間】 

 

10月以降（使用テキスト「過去問演習」） 

・各看護専門学校の過去問題を解いて実践力を付けます。【実践力養成期間】 
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メセナ予備校 看護部 生物基礎カリキュラム 

※授業は、オンライン授業と対面授業を併用します。 

※第 1章から第 3章までは、受験校に関係なく全員が履修の対象となります。 

 第 4章以降の受講は、沖縄看護を生物基礎で受験する者が対象となります。 

※テキスト履修後に、沖縄看護の過去問題集を配布します。 

※使用するテキストは、次の 2冊です。テキスト終了後に、沖縄看護の過去問題集を配布します。 

・ΣBest 高校 やさしくわかりやすい生物基礎 

・サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版 

※沖縄看護の前期試験をもって生物基礎は終了し、後期は個別での対応となります。 

月 単元（章） 小単元（内容） 

2月 

第 1章 ⓪オリエンテーション／①生物の共通性と多様性 

〃 ②細胞とからだ／③動物細胞・植物細胞のつくり 

〃 ④顕微鏡の使い方⑴／⑤顕微鏡の使い方⑵ 

〃 ⑥代謝とエネルギー／⑦酵素 

3月 

〃 ⑧光合成／⑨呼吸 

〃 ⑩ミトコンドリアと葉緑体の起源／まとめ⑴ 

第 2章 ⑪遺伝情報と DNA／⑫DNAの構造 

〃 ⑬遺伝情報とタンパク質／⑭タンパク質の合成 

4月 

〃 ⑮DNAの複製と遺伝情報の分配／⑯分化した細胞の遺伝情報 

〃 ⑰ゲノムと遺伝情報／まとめ⑵ 

第 3章 ⑱体内環境と恒常性／⑲体液とその成分 

〃 ⑳心臓と血管／㉑血液の循環 

5月 

〃 ㉒酸素の運搬／㉓酸素解離曲線について 

〃 ㉔血液凝固／㉕肝臓の働き 

〃 ㉖腎臓の働き／㉗尿の生成と成分 

6月 

〃 ㉘自律神経による調節／㉙ホルモンとその働き 

〃 ㉚ホルモンによる調節／㉛血糖濃度の変化とホルモン／㉜血糖濃度の調節 

〃 ㉝免疫とは／㉞自然免疫 

〃 ㉟獲得免疫⑴細胞性免疫／㊱獲得免疫⑵体液性免疫 

7月 

〃 ㊲免疫機能の異常と病気／㊳免疫と医療 

〃 実力テスト施行／解答解説など 

〃 まとめ⑶／生物基礎選択希望調査 

8月 

第 4章 ㊴植生／㊵光の強さと光合成／㊶陽生植物・陰生植物 

〃 ㊷-㊸遷移の仕組み⑴⑵ 

〃 ㊹気候とバイオーム／㊺日本のバイオーム 

9月 

〃 ㊻生態系／㊼食物連鎖と食物網 

〃 ㊽炭素の循環／㊾窒素の循環／㊿エネルギーの流れ 

〃 ○51生態系のバランス／○52-○54人間の活動による生態系への影響⑴⑵⑶ 

〃 実力テスト施行／解答解説など 

10月 
〃 ○55-○56生物多様性の保全⑴⑵／まとめ⑷ 

2週目以降 沖縄看護過去問題演習／解答解説／質問受付等 

11月 初旬 沖縄看護学校 前期入学試験 
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メセナ予備校 看護部 数学カリキュラム 

 

2月から 3月中旬（使用テキスト：「高校入試 10日で極める数と式」「高校入試 10日で極める方程式」） 

【内容】 

・中 1からの式の計算（式の加法と減法・乗法と除法 文字と式、展開の公式、因数分解など） 

・平方根の計算 

・1次方程式 連立方程式 

・2次方程式（因数分解による解き方、解の公式による解き方） 

勉強から離れている社会人でも取り組みやすい教材です。 

  

3月中旬から 4月下旬（使用テキスト：「高校へのパスポート」） 

【内容】 

・乗法公式・因数分解・実数（平方根を含む計算）・2次方程式 

・1次不等式・2次関数・2次不等式・集合・データの分析 

「高校入試 10 日で極める数と式」「高校入試 10 日で極める方程式」と重なっている範囲もありますが、

基礎学力を付ける、確認するために繰り返し学習します。3月末に 3月月例テスト、4月末に 4月月例テ

ストで学力を確認します。 

 

5月初旬から 7月中旬（使用テキスト：「ベーシック数学Ⅰ」） 

【内容】 

数学Ⅰ全体を学習します。絶対値、集合と論理を本格的に学習します。2次関数は最大値や最小値、平行

移動、対称移動、2次関数の決定など過去問題レベルの問題が出てきます。三角比はここで初めて学習し

ます。2次関数と三角比はマスターするのに時間がかかり、またよく出題されます。 

  

7月下旬の夏期講習から 9月（使用テキスト：「チャート式数学Ⅰ」） 

【内容】 

「ベーシック数学Ⅰ」の内容と似ていますが少しレベルが高くなっています。データの分析をここから

本格的に学習します。この数年出題されるようになっています。 

7月から 9月に毎月実力テストを実施します。過去問レベルの予想問題です。 

 

9月（10月）からは過去問題を解いていきます。わからない問題は「チャート式数学Ⅰ」に戻って確認し

ます。解答解説も配り授業でも解説します。過去問題は繰り返し解いてください。 

 

11月下旬の後期対策講座から 12月下旬（使用テキスト：「チャート式数学Ⅰ」） 

【内容】 

章末問題を中心に各単元の復習を行います。 

 

1月からは過去問題を解いていきます。わからない問題は「チャート式数学Ⅰ」に戻って確認します。解

答解説も配り授業でも解説します。過去問題は繰り返し解いてください。 
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4 合格体験記から 
 

 

高校 3年生 浦添看護学校 推薦試験合格 

 

私は姉に勧められてメセナ予備校で学ぶことにしました。テキストとかは問題の解き方などが丁寧に

書かれていてとてもわかりやすいです。それに分からない所があれば、先生を訪ねてすぐ教わることが

できます。私は特に数学が苦手で最初は苦戦していました。ですが先生が丁寧に教えてくれたおかげで

数学の苦手意識が少しずつなくなっていきました。 

私は推薦で浦添看護学校に合格することができました。メセナ予備校では夏期講習で小論文の対策を

してくれます。また、面接の練習は 1 か月前から開始します。小論文は何回もやることをおすすめしま

す。ひたすら書いて先生に見せて悪いところを直していくしかないと思います。私は浦添看護学校の小

論文の過去問 8 年分に加え、那覇看護専門学校の小論文の過去問も 5 年分ほどやりました。小論文と面

接に関しては数をこなすしかないので推薦を受ける方は頑張ってください。 

メセナ予備校は自習室もあるし授業はわかりやすいし先生達も良い人です。その恵まれた環境をフル

に活用して合格を目指して努力してください。がんばったら絶対合格できます。 

 

 

過卒生 浦添看護学校・沖縄看護専門学校・那覇看護専門学校 前期試験合格 

 

まず授業はできるだけ毎日受け、勉強する習慣をつけることが大事だと思います。特に社会人だと勉強

にブランクがある人が多いと思います。また知識は一朝一夕で身につくものではないです。なので勉強

する習慣をつけ地道に学力を伸ばすことが大事だと思います。 

テキストは復習で何度も解きました。また英単語帳や漢字テキストは膨大な量なので、日頃から隙間時

間をみつけて少しずつ覚えていきました。私は 2 月に入塾したのですが、その時から英単語や漢字など

（ことわざ、四字熟語含む）を少しずつ覚え知識を増やしていきました。受験は何が出るかわからないの

で覚えたもん勝ちだと思い励みました。 

苦手科目はなかなかやる気が起きないと思います。ですが解けた時はとても嬉しいので解けるように

なるまで勉強しました。テキストも活かしつつ、自分で考えてもわからなければ先生に何度も質問しま

した。また私は勉強をしていて、最初はやる気があってもモチベーションが下がる時期がありました。そ

の時は友人と思いっきり遊んだり色々なことをして気分転換をしながら勉強していました。 

面接の準備で心掛けたことは、元気に大きな声でハキハキと話すようにすることです。また私は寝る前

に、こういう質問がきたらこう答えようなどとキーワードを思い浮かべてイメージトレーニングをしま

した。志望理由以外の言いたいことを丸暗記するのはあまりオススメできないです。キーワードで覚え

ておけばどんな質問がきてもそれに当てはめて本番も答えることができました。 

本試験ではとても緊張しましたが、全力を出し切れました。タイムプレッシャーはありましたが、そこ

で焦っては解ける問題も解けなくなるので落ちついて解くことを意識しました。 

面接でもとても緊張しましたが、自分はできる‼と前向きな気持ちで挑みました。伝えたいことを上手

く話せず途中落ち込んでいたのですが、その素振りは出さず最後まで元気に面接をしました。面接官が

どこを見て判断しているかは分かりませんが、とにかく明るさや元気さ、前向きな発言をするように心

掛けました。 

受験生の時期は合格できるかどうか不安な時もあると思います。ですがそこで悩む時間を勉強にあて

て最後まで諦めず頑張って欲しいです。日頃から勉強に励むことで本番の試験で自分はこれだけやった

から大丈夫だ！と自信をもって挑むことができると思い、私はそうしました。気分転換をしつつ頑張っ

て下さい‼ 
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過卒生 沖縄看護専門学校  前期試験合格 

 

私がメセナ予備校を選んだ理由は、色々と他の塾も調べてみた結果看護学校への合格率が一番高いと

思ったからです。授業は昼コースを受講し、2月にスタートと同時にメセナ予備校に通い始めました。 

授業に関しては、数学は中学内容からゆっくりと教えてくれて、先生が一人一人見回りペースを合わせ

てくれて良かったです。英語は始めはペースが早くついていけるか不安だったけど、途中から『力のつ

く 500題』を何回か解いていくうちに少しずつ英語の法則が分かってきて過去問を解く時には、すらす

ら解けるようになりました。また一番の得点源である会話文や並び替えは過去問を何度も解いて各学校

の出題傾向を覚えながら勉強をしました。長文に関しては、沖看は他の学校に比べると易しい方だと思

うので頑張って単語を覚えて満点をとれるようにした方がいいと思います。国語は小中高と得意な教科

ではあったんですが、やっぱり看護学校によって出題の仕方が違いメセナの実力テストもいつも半分を

超えるかぎりぎりのラインだったので、少しでも得意だった教科は上げたいと思い津覇先生に解き方や

こうやったらもう少し早く解けるよ。などのアドバイスをもらい少しずつ点数も上がっていき、過去問

の最後らへんは 80点台近くをとれるようになりました。あとは、漢字や四字熟語を徹底して覚えた方

がさらに点数が上がると思います。また私は沖看第一志望でもあったので生物に力を入れました。もと

もと生物が得意ではあったんですが、生物を勉強する際には過去問を沢山解いて、解けなかった部分に

マーカーで印をし、その部分に関して資料集などで意味を調べて覚えられるにした方が良いです。ま

た、過去問の出題内容もほぼ同じなので絶対に覚えて解けるようになるので頑張って下さい。 

私は高校生の頃にも看護学校の受験をした事があり、その時には推薦だから受かるという甘い考えで

全く一般試験の勉強はせず、落ちた際にはとても苦労しました。卒業をして始めは一人で勉強をしてい

たんですけど、少しずつ不安が募って予備校に通うことにし、周りの同級生などはみんな進学したりな

どで悔しかったりもしたんですが、予備校では年齢関係なく同じ看護師を目指す方が多く、勉強でいっ

ぱいいっぱいになっても、休み時間の間などで沢山お話などもして楽しかったです。面接練習は 2回ほ

ど担任の先生とやって、始めはスムーズに言えていた事が 2回目ではつまったりなどもあったので事前

に答え方を大まかに考えてそこから深く答えられるよう本番まで頭の中でシミュレーションなどをし

て、実際に自分の言いたいことをうまく伝えることが出来て良かったです。 

これから受験する方に伝えたいのは、本番になるまで何があるか分からないです。過去問などでは点数

が上がらなかったりもあると思うけど、実際解いてみたら、意外とこれまでやってきた事を思い出した

りもします。なので最後まで自分を信じて頑張って下さい。 

 

 

※こちらから他の合格体験記をご覧になることができます。また予備校の廊下にも掲示しています。 

 

https://mecenat-yobiko.jp/voices/ 

 

 

 
2022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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2021年度の合格実績 

 

2021年度は，90名が合格しました。内訳は次の通りです。 

 

●那覇看護専門学校 14名 ●沖縄看護専門学校  14名 

●浦添看護学校  29名 ●ぐしかわ看護専門学校  22名 

●北部看護学校  11名 ■他医療系専門学校  0名 

       （2022 年 4 月 1 日現在） 

https://mecenat-yobiko.jp/voices/
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5 合格のための受験生活 
 

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。 

看護師になる目標のためには受験校や受験科目を絞らないほうが合格可能性は高いです。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。しかし半年ぐらい数学を勉強したが全然点

数や偏差値が上がらない生徒がいるのも事実です。その時は担任に相談して，科目を絞ること，受験校

を絞ることも可能です。 

 

前期試験で諦めない。 

 前期試験不合格で看護師になる夢をあきらめないでください。前期試験に比べると少ないですが、そ

れでも後期試験では5つの看護専門学校合計で60人前後の合格者が出ています。後期試験に向けては12

月1月と2ヶ月も勉強できます。先生方も個別に教える時間があります。また前期試験不合格者との勝負

です。倍率は上がりますが備えて努力したら夢・希望が叶います。 
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時間割の例〔昼間部〕                  

 

●本校・昼間部の時間割例  ※昨年度の一例です。実際に配布される時間割を確認して下さい。 

 

 時間 月 火 水 木 金 

1 10:10 

～11:00 
英語 英語 数学 英語 数学 

2 11:10 

～12:00 

3 13:10 

～14:00 
数学 数学 生物基礎 現代文 英語 

4 14:10 

～15:00 

5 15:10 

～16:00 
     

※16時まで授業が組まれる場合もあります。 

 

過卒生へのアドバイス 
 

授業だけでは学力は向上しません。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。そして，わからない箇所は，教科書・参考書で何度も確認する習慣を作りましょう。それでも

わからない場合は，職員室で担当講師に質問してください。 

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，定期テストの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。定期テスト

は出題範囲も限定されていますが，入学試験は全範囲から出題されます。したがって，勉強の仕方を根

本的にあらためて，入学試験に合格できるカをつける必要があります。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も，次の点を心得ておくことが大事です。 

・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。 

・土日は時間をたっぷり使える。土日の過ごし方で合否が決まると言ってよい。 

・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。スマホを見る時間をいかに受験勉強のための時間に切り替えていく

かが合否の分かれ目となる。 

・看護学校の入試は朝早く実施されるので，生活を朝型に改造し，早寝早起きを心がける。 

・日常の行動・姿勢を受験に合わせて整える。起床から就寝まですべて面接対策であることを意識す

る。付け焼刃の対策は通用しないので，普段から身だしなみ，挨拶，話し方すべてを整えること。 
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時間割の例〔夜間部〕                  
 

●本校（那覇市）・夜間部の時間割例  ※昨年度の一例です。実際に配布される時間割を確認して

下さい。 

 

 時間 月 火 水 木 金 

2 19:00 

～19:50 

数学  

英語 現代文 
18：30から 

20：20 
英語 

3 20:00 

～20:50 
生物基礎 

4 21:00 

～21:50 
英語 

20：30から 
数学 

 

 

●沖縄校（沖縄市）・夜間部の時間割例  ※昨年度の一例です。実際に配布される時間割を確認し

て下さい。 

 

 時間 月 火 水 木 金 

2 19:00 

～19:50 
英語 現代文 

18：30から 

20：20 数学  英語 
3 20:00 

～20:50 
生物基礎 

4 21:00 

～21:50 
数学 

20：30から 

 

 

仕事をしながら通学するみなさんへ 
 

推薦入試には社会人枠がありますが，一般入試（前期・後期）は社会人枠がないので，他の受験生と

同じ土俵でたたかわなければなりません。 

・職場からの推薦で合格できる可能性は低いです。よって，一般入試での合格を目標にして取り組みま

しょう。 

・一般入試で合格するためには一定以上の学力が不可欠です。 

・そのためにはまず学習時間を確保することが大事です。 

 

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。特に定期テストと学校行事に時間を取られる生徒が毎年多くいます。推薦受験を考え

ている生徒は定期テスト対策のために時間を費やすのは1学期までとし，夏以降は一般入試も視野に入

れて学習をすること。推薦受験をしないなら定期テスト対策は最小限に行うこと。高校生にとって学校

行事はとても大切なことだとは思いますが，学習が疎かににならないようにメリハリをつけること。 

 

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。指定校推薦入試はほぼ

100％合格しますが、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近くが不合格です。

前期後期対策をしながら推薦入試の準備をしてください。 
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6 沖縄で看護師になる！            

 

看護師になりたいと思ったら 
 

看護師への道                 
 

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%前後で推移しています。2022年に行われた第111回の国家試験では91.3%

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540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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校 

准看護学校 

看護大学 

看護短大 

看護学校 

准看護師試験 

 

看護学校 

進学コース 

看護師国家試験 

 

看護師 

中学校 

大学・短大 
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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，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，11月ごろ一般前期，1月末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。 

 

 

※定員・入試科目は2022年度の各学校の募集要項に記載されている情報です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

 

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 

 

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・生物基礎か数

Ⅰ選択，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Ⅰ，面接 

面接 

，面接 

 

浦添看護学校 

浦添市当山  

定員120人 

入試科目：国・英， 

面接 
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県内看護学校ガイド              
 

 

 

・沖縄看護専門学校 ········ ☞p.23 

 

 

・那覇看護専門学校 ········ ☞p.25 

 

 

・ぐしかわ看護専門学校 ·· ☞p.27 

 

 

・北部看護学校 ·············· ☞p.29 

 

 

・浦添看護学校 ·············· ☞p.31 
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沖縄看護専門学校 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                             

 

推薦入試募集要項 
2023年度推薦入試募集要項より 

●受験資格 学校推薦・社会人推薦ともに専願が条件 

学校推薦 

①学業成績・人物ともに優秀で，調査書の評定平均値3.5以上を満たしている者。 

②平成2023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以上を満たし，出身高等学校長

から推薦書が得られる者 

 

●ネット出願期間 9月1日（月）～9月30日（金） 

●出願書類提出期間（締切日必着） 10月1日（土）～10月12日（水） 

●入試科目 小論文・面接 

●試験日 10月15日（土） 

●合格発表 10月21日（金） 

●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

 学校 社会人 

願書類 インターネット上 

推薦書 出身校校長 出身校校長or職場代表者 

証明書 調査書（出身高校） 調査書（出身高校） 

写真 顔写真データ（3ヶ月以内） 

 

一般入試募集要項 
2023年度一般入試募集要項より 

●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，生物基礎または数学Ⅰおよ

び面接（筆記試験合格者のみ） 

●入試日程 次の通り 

 前期 後期 

ネット 

出願期間 

10月3日（月） 

 ～10月28日（金） 

12月5日（月） 

 ～1月13日（金） 

出願書類

提出期間 

（必着） 

10月17日（月） 

 ～10月28日（金） 

1月4日（金） 

 ～1月13日（金） 

試験日 11月5日（土） 1月21日（土） 

合格発表 11月11日（金） 1月27日（金） 

手続期限 12月1日（木） 2月13日（月） 

●受験料 20,000円 
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●出願書類 次の通り 

 一般 

願書類 インターネット上 

証明書類 最終学歴成績証明書（出身高校・短大・大学・専門学校）※ 

高卒認定合格者は，「科目合格成績証明書」を提出。 

写真 顔写真データ（3ケ月以内） 

※それ以前に2023年度入試を受験したものは最終学歴成績証明書の提出は不要（出願システムに前回の

受験学科と受験番号を入力する） 

 

学費について 
2023年・入学に要する諸経費 

 入学手続き期限内に手続きをとらないと入学辞退として，入学資格が取り消しになります。 

 学校推薦・社会人推薦合格者は，専願のため，原則，入学辞退を認めません。 

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 278,000円 277,000円 555,000円 

施設維持費 100,000円 100,000円 200,000円 

実習教材費 45,000円 45,000円 90,000円 

合計 723,000円 422,000円 1,145,000円 

2年次・3年次 

種別 4月 9月 合計 

授業料 278,000円 277,000円 555,000円 

施設維持費 100,000円 100,000円 200,000円 

実習教材費 45,000円 45,000円 90,000円 

合計 423,000円 422,000円 845,000円 
 

大浜方栄理事長奨学金 

 1年を通して，学業に専念し，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6年間の志願状況 
 

年度 

定員 

受験者数 入学者数 競争率 

推薦 
前期 後期 

推薦 
前期 後期 

推薦 
前期 後期 

高3 社会人 高3 社会人 高3 社会人 

2022 

80人 

   

 20 163  32 4 55  1.78 5.00 2.96  

57            

2021 

80人 

255 88 2.90 

55 24 124 52 35 5 29 19 1.57 4.80 4.28 2.74 

2020 

80人 

245 87 2.82 

44 17 141 43 30 5 42 10 1.47 3.40 3.36 4.30 

2019 

80人 

345 86 4.01 

57 22 193 73 29 2 42 13 1.97 11.0 4.60 5.62 

2018 

80人 

448 83 5.40 

66 28 264 82 25 5 33 20 2.64 5.60 8.00 4.10 

2017 

80人 

354 86 4.12 

54 25 197 78 29 4 42 11 1.86 6.25 4.69 7.09 

いずれの数値も沖縄看護専門学校の公表値です。2022はメセナの推定値です。2023は公表されていま

せん。  
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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                            

 

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2023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。 

※詳細は指定された高校に文書で通知。 

公募推薦 

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2023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調査書の評定平均値が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の者で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で，調査書の評定平均値が3.0以上の者。 

②高等学校または中等教育学校を卒業した者で，出願時に同一職場にて1年以上勤務

し，勤務先の代表者が責任を持ち推薦できる者。 

③看護師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5日（月）～9月21日（水） 

●入試科目 

指定校推薦：面接 

公募推薦：小論文，面接 

社会人推薦:小論文，面接 

●試験日 10月1日（土） 

●合格発表 10月14日（金） 

●受験料 15,000円 

●出願書類 次の通り 

 学校 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，施設長推薦書 

証明書（発行より

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（縦4cm×横3cm 6ヶ月以内） 

※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」「成績証明書」又は，「合格見

込成績証明書」を提出。 
 
 

一般入試募集要項 
2023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2023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） 
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●入試日程 次の通り 

 前期 後期 

出願期間 10月17日（月） ～11月1日（火） 1月10日（火） ～1月25日（水） 

試験日 11月12日（土） 2月4日（土） 

合格発表 11月18日（金） 2月10日（金） 

手続期限 12月2日（金） 2月17日（金） 

●受験料 15,000円 

●出願書類 次の通り 

 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（縦4cm×横3cm 6ヶ月以内） 

※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」「成績証明書」又は，「合格見

込成績証明書」を提出。 
 

学費について 
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 

施設整備費 50,000円 50,000円 100,000円 

実験実習費 75,000円 75,000円 150,000円 

合計 675,000円 375,000円 1,050,000円 

2年次・3年次 

種別 3月 9月 合計 

授業料 250,000円 250,000円 500,000円 

施設整備費 50,000円 50,000円 100,000円 

実験実習費 75,000円 75,000円 150,000円 

合計 375,000円 375,000円 750,000円 
 

過去6年間の志願状況。※「15＋53」…15は指定校推薦、53は公募推薦です。以下同様。 

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 

高3 社会人 高3 社会人 高3 社会人 

2023 

120人 

15+53 

※ 
10 145  15+35 5 55  1.36 2.00 2.64  

2022 

120人 
15+64 17 182  15+38 7 59  1.49 2.43 3.08  

2021 

120人 
17+73 38 131 62 17+51 10 51 10 1.32 3.80 2.57 6.20 

2020 

120人 
20+80 36 180 50 20+45 12 50 10 1.54 3.00 3.60 5.00 

2019 

120人 
16+90 41 230 67 16+48 12 50 9 1.66 3.42 4.60 7.44 

2018 

120人 
17+75 31 253 101 17+45 10 50 18 1.48 3.10 5.06 5.61 

2017 

120人 
  245 75 16+35 16 53 15  4.62 5.00 

2023はメセナ予備校による推定値です。 
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ぐしかわ看護専門学校 www.gushikawa-ns.ac.jp/ 

 

〒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 【修業年数】全日制・3年                             

 

推薦入試募集要項 
2023年度 推薦入試募集要項 

●受験資格 高校生・社会人ともに専願が条件 

高校生 
①2023年3月に高等学校を卒業見込み 

②調査書の評定平均値3.5以上で，高等学校長の推薦する者 

社会人 
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者または高卒認定合格者 

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。 

 

●受付期間：9月5日(月)～9月22日(木) 

●入試科目 小論文・面接 

●試験日 10月1日(土) 

●合格発表 10月14日(金) 

●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

 高校生 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（縦4cm×横3cm 3ヶ月以内） 

 

※1 調査書内に卒業見込の記載があれば提出不要 

※2 高卒認定合格者は合格証明書，成績証明書 

 

 

一般入試募集要項 
2023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2023年3月卒業見込みの者。高等学校卒業程度認定試験

合格者。 

 

●入試科目 

国語総合（漢文・古文除く），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 次の通り 

 前期 後期 

出願期間 10月3日(月) 

～10月28日(金) 

1月10日(火) 

～1月17日(火) 

試験日 11月6日(日) 1月22日(日) 

合格発表 11月9日(水) 1月25日(水) 

手続期限 11月18日（金） 2月3日(金) 

 

 

 



 

28 

 

●受験料 20,000円 

 

●出願書類 次の通り 

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（縦4cm×横3cm 3ケ月以内） 

※1 高卒認定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2023年度入試を受検した者は調査書および証明書の再提出は不要。 

 

学費について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去6年間の志願状況 
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 

2023 

80人 
67 115  24 50  2.79 2.30  

2022 

80人 
71 120  30 46  2.37 2.61  

2021 

80人 
72 122 42 34 54 4 2.12 2.26 10.5 

2020 

80人 
70 160 55 32 55 6 2.19 2.91 9.17 

2019 

80人 
70 209 56 20 60 15 3.50 3.48 3.73 

2018 

80人 
65 204 81 16 56 11 4.06 3.64 7.36 

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 後期 合計 

入学金 300,000円 ― 300,000円 

授業料 225,000円 225,000円 450,000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 825,000円 225,000円 1,050,000円 

2年次・3年次 

種別 前期 後期 合計 

授業料 225,000円 225,000円 450,000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 525,000円 225,000円 750,000円 
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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 【修業年数】全日制・3年                             

 

推薦入試募集要項 
2023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。非喫煙者。 

①高等学校または中等教育学校を2023年3月に卒業見込の者…評定平均3.5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5日(月)～9月22日(木) 

●入試科目 小論文，面接 

●試験日 10月1日(土) 

●合格発表 10月14日(金) 

●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

 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）※1 

卒業証書の写し(A4) ※2 

写真 3枚（4cm×3cm3ヶ月以内） 

※1 成績証明書で代用可 

※2 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。 

 

 

一般入試募集要項 
2023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2023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 次の通り 

 前期 後期 

出願期間 10月17日(月) 

～11月4(金) 

1月4日(水) 

～1月20日(金) 

試験日 11月12日(土) 1月28日(土) 

合格発表 11月18日(金) 2月3日(金) 

手続期限 12月2日(金) 2月17日(金) 
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●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

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ケ月以内） 

※1 成績証明書で代用可。 

※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。 

 

学費について 
 

 

過去6年間の志願状況 
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 

2023 

80人 
 71   32   2.22  

2022 

80人 
 55   40   1.38  

2021 

80人 
 87 29  36 10  2.42 2.90 

2020 

80人 
43 108 40  37 15  2.92 2.67 

2019 

80人 
 138 47  36 18  3.83 2.61 

2018 

80人 
 171 62  49 12  3.49 5.17 

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。 

  

初年度 

種別 入学手続時 後期 合計 

入学金   300,000円 

授業料   400,000円 

施設維持費   200,000円 

実習費   100,000円 

合計   1,000,000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 

実習費   100,000円 

合計   700,000円 
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浦添看護学校 www.urasoe-ns.ac.jp 

 

〒901-2104 沖縄県浦添市当山2-30-1 Tel.098-877-7741 

【定員】120名【修業年限】全日制・3年                              

 

推薦入試募集要項 
2023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。 

①2023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。（19年度から指定校あり） 

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5日(月)～9月16日(金) 

●入試科目 小論文・面接 

●試験日 10月1日(土) 

●合格発表 10月11日(火) 

●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

 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（縦3.5cm×横3.0cm 3ヶ月以内） 

※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。 

 

一般入試募集要項 
2023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2023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(リスニングを除く)および面接(筆記試験合格者のみ) 

●入試日程 次の通り 

 前期 後期 

出願期間 10月11日(火) 

～10月21日(金) 

1月16日(月) 

～1月27日(金) 

試験日 11月6日(日) 2月5日(日) 

合格発表 11月9日(水) 2月8日(水) 

手続期限 11月24日(木) 2月20日(月) 

 

●受験料 20,000円 

●出願書類 次の通り 

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 

調査書（高校）※2 

写真 2枚（縦3.5cm×横3.0cm 3ケ月以内） 

※1 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。 

※2 入手困難な場合は成績証明書で代用可 
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学費について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去6年間の志願状況 ※「8＋61」…8は指定校推薦、61は一般推薦です。以下同様。 
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 

2023 

120人 

8＋61 

※ 
169  8＋42 67  1.38 2.52  

2022 

120人 
9＋76 246  9＋51 59  1.41 4.17  

2021 

120人 
11+63 202 75 11+29 65 12 1.85 3.11 6.25 

2020 

120人 
 209 115 40 74 8  2.82 14.4 

2019 

120人 
80 250 101 31 86 11 2.58 2.91 9.18 

2018 

120人 
74 303 153 36 79 6 2.06 3.84 25.5 

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 800,000円 250,000円 1,050,000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 550,000円 250,000円 800,000円 
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奨学金などの就学援助制度について            
 

 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，金融機関等の預金ロ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。 
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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，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。 

 

專門実践教育訓練給付金 
 

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が 2 年以上であること。受講開始日時点で被保険者でない

方は喪失した日から受講開始日までが 1 年以内であること。支給要件期間とは，受講開始日までの間に

同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等（一般被保険者，高年齢被保険者又は短期雇用特例被

保険者）として雇用された期間をいいます。その被保険者資格を取得する前に，他の事業所等に雇用さ

れるなどで被保険者等であった期間も通算しますが，被保険者資格の空白期間が 1 年を超える場合は，

その前の期間は通算されません。 

支給額は教育訓練施設に支払った教育訓練経費の 50％に相当する額となります。ただし，その額が１

年間で 40 万円を超える場合の支給額は 40 万円（訓練期間は最大で 3 年間となるため，最大で 120 万

円が上限）とする。専門実践教育訓練の受講を修了した後，あらかじめ定められた資格等を取得し，受

講修了日の翌日から 1 年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては，

教育訓練経費の 20％（合計 70％）に相当する額を追加して支給します。 

 

教育訓練支援給付金は，專門実践教育訓練給付金の受給資格を持ち，45 歳未満の離職者である方は，

訓練期間中，雇用保険の基本手当の日額の 80%程度を 2 か月ごとに給付する。 
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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。 

試験科目は次の通り。 

・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 

・在宅看護論及び看護の統合と実践 

 また，試験は次のように行われます。 

● 試験は午前・午後に分けて①「必修問題」25問、②「一般問題」65問、③「状況設定問題」30問の

120問ずつ、計240問を解答。午前・午後とも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。 

● 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)。 

 

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％)で推移しています。 

 下に，過去4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20人中19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35%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。 

 

年度（回数）  受験者数（人） 合格者数（人） 合格率

（％） 

R4（111） 

 

全体 65,025 59,344 91.3 

新卒者 59,148 57,057 96.5 

R3（110） 全体 66,124 59,769 90.4 

新卒者 59,593 56,868 95.4 

R2（109） 全体 65,568 58,513 89.2 

新卒者 59,320 56,175 94.7 

H31（108） 全体 63,608 56,767 89.3 

 新卒者 58,308 55,216 94.7 

過去4年間の看護師国家試験の合格状況 
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■HP  mecenat-yobiko.jp 

■Mail info@mecenat-yobiko.jp 

【メセナ予備校 本校】 

〒902-0067 沖縄県那覇市安里 3-1-52 

TEL 098-863-5521  FAX 098-867-0035 

【メセナ予備校 沖縄校】 

〒904-0022 沖縄県沖縄市園田 3-6-14 

TEL 098-932-5566  FAX 098-932-6677 

 


