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■学生募集・出願について
2019年度学生募集において、本校への入学を希望される方は、
この「募集要項」をよくお読みになり、
必要書類全てに漏れの無いように記入の上、同封の出願用封筒にて出願してください。
また、介護福祉学科と当校の他学科（看護師学科・社会福祉士科・精神保健福祉士科）
への併願を希望
される方は、それぞれの募集要項に従い出願してください。
なお、出願にあたり一度提出していただいた書類は試験結果や入学・辞退等理由の如何にかかわらず
原則としてお返しできませんのでご了承ください。

■出願に関する個人情報の取り扱いについて
専門学校高崎福祉医療カレッジでは、個人情報（住所・氏名・電話番号などの個人情報を識別できる情報）
保護にあたって適切な管理体制に基づき取り扱っております。なお、出願書類に記載された個人情報は、
資料送付・その他のご案内の連絡など、入学選考に関わることにのみ使用させていただきます。
個人情報保護に関する取り組みは、継続的に見直し、改善・向上をはかります。
−１−

募集定員・入学資格

Takasaki college of Welfare & Medical

1.学科及び募集定員
各学科の募集定員は下記の通りです。
（看護師学科については別冊の「看護師学科募集要項」をご覧ください。）
（社会福祉士科・精神保健福祉士科については別冊の「社会福祉士科・精神保健福祉士科募集要項」をご覧ください。）
学

科

介護福祉学科

修業年限
昼間／2年

定

員

男女30名

修

業

期

間

２０１9年4月〜2021年3月

2.出願資格
福祉・医療分野への就職を志す者で、下記のいずれかに該当する者。
（１）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を卒業した者及び、平成31年3月卒業見込みの者。
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了したもの及び、平成31年3月修了見込みの者。
学校教育法施行規則第６９条の規定により、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る者及び
（３）
平成31年３月３１日までにこれに該当する見込みの者。
【A】外国において学校教育における１２年の課程を修了した者。またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
【B】文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者。
【C】文部科学大臣の指定した者。
【D】大学入学検定試験課程、高等学校卒業程度認定試験に合格した者で、平成31年4月1日現在で18歳に達する者。

※各試験区分における出願資格については、各試験区分の詳細ページをご覧ください。
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募集要項
専門学校高崎福祉医療カレッジでは指定高等学校特別推薦入学制度に基づく入学者選考を
下記の要項にて実施いたします。

募集学科 『介護福祉学科』
応募資格

次の①〜④の全ての項目に該当する方
①平成31年3月に高等学校を卒業見込みの者
②高等学校の学校長より推薦を受けた者
③調査書の評定平均が、2.8以上の者
④心身ともに健康で、本校を第一志望とする者

選考方法

書類審査及び面接審査

推薦枠

学科募集定員の2割

優遇条件

①筆記試験の免除
②授業料から20万円を免除

出願書類

①入学願書（裏面に入学検定料の振込通知書を貼付）
②入学志願理由書
③学校推薦書
④高等学校調査書
⑤受験票
⑥入学検定料の振込通知書（入学願書裏面に貼付）

選考日程

一般入学試験
（P10-11）
の日程に準ずる。
書類審査の上、試験日をご連絡いたします。

指定高等学校特別推薦入学に関するお問い合わせ先

学校法人藤仁館学園
【入学センター総合受付】
〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1
☎027-386-2323(代) FAX027-386-2113

http://www.tojinkan.ac.jp/
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Takasaki College of Welfare & Medical

平成31年度
指定高等学校特別推薦入学制度

AO入学試験

Takasaki college of Welfare & Medical

専門学校高崎福祉医療カレッジのAO入学試験は、学力のみを重視する選抜方式ではありません。
目的意識を持ち、本校で学びたいという意欲のある学生を迎え入れるための人物重視の選抜方式です。
【 優遇条件：入学金全額（10万円）免除 】 ※評定平均値不問

1.本校の求める学生像（アドミッションポリシー）
専門学校高崎福祉医療カレッジでは、福祉・介護に係る専門的な知識及び技術を修得し、将来有為な介護福祉士
として地域社会に貢献できる人材を育成することを目的としており、次のような人物を求めています。
・地域社会に貢献したいと思っている人物
・学ぶ姿勢を持ち、意欲的に取り組める人物
・介護福祉士になることに強い意欲を持ち、その目標に向かって努力できる人物
・心身共に健康である人物

2.出願資格
次の①、②の条件を満たし、
（１）
（2）
（3）のいずれかに該当する者。
①本校が求める学生像（アドミッションポリシー）
に該当する者。
②オープンキャンパスや説明会・個別相談等に参加し、本校の特色について理解し、将来、福祉・医療分野への
就職を目指して積極的に学習することのできる者。
（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を卒業した者及び、平成31年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び、平成31年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第69条の規定により、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る者
及び平成31年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
（詳細は２ページの『2.入学資格』
を参照）

3.AO入学試験の流れ
STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

STEP8

オープンキャンパスに参加

▶

本校の特色を理解し、AO入試エントリーシートを受け取る

AO入試エントリーシートを提出

▶

受付期間内に提出してください ※郵送・持参どちらでも可

面接日時の通知

▶

当校から面接日時を書面で通知します
（郵送）

▶

通知された時間に合わせてお越しください

出願許可証の発行

▶

面接結果を書面で通知します
（郵送）

出願（10月1日〜）

▶

期限内に郵送または持参いただき提出してください

合格通知

▶

書類選考後、合否を通知します
（郵送）

入学手続き

▶

定められた期間で手続きをしてください

面

接

４.エントリー時に必要な書類
AO入試エントリーシート
AO入試自己PRシート

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・必ず写真を貼付すること。
・本校指定の様式による。
・①、②の両方を提出すること。

※エントリー時には検定料は不要です。
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5.AO入学試験日程
期

エントリー受付期間

面接日

結果通知

第1期

平成30年 7 月 1 日
（日）
〜平成30年 7 月24日
（火） ７ 月27日
（金） 7 月31日
（火）

第2期

平成30年 7 月31日
（火）
〜平成30年 8 月17日
（金） 8 月20日
（月） 8 月23日
（木）

第3期

平成30年 8 月23日
（木）
〜平成30年 9 月13日
（木） 9 月16日
（日） ９ 月19日
（水）

第4期

平成30年12月 9 日
（日）
〜平成31年 2 月13日
（水） 2 月16日
（土） 2 月19日
（火）

出願許可後の出願期間

10月1日
（月）
〜10月17日
（水）

2月19日
（火）
〜2月28日
（木）

6.面接会場
●専門学校高崎福祉医療カレッジ高崎本校（〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1）

7.出願許可通知
選考実施後、上記日程の通りＡＯ入試の結果通知を発送します。
適正有と判断された方には
『ＡＯ入学出願許可証』
と出願書類を発行・送付させていただきます。
上記｢出願許可後の出願期間｣内に下記必要書類を揃えてご出願ください。
出願書類の提出による書類選考を最終選考とさせていただきます。

８.出願時に必要な書類
入学願書

検定料の振込通知書

調査書または
最終学歴の卒業（見込）証明書
・成績証明書

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・裏面に入学検定料の「振込通知書」を貼付すること。
・必ず写真を貼付すること。
・金融機関にて振り込んだ際に発行されたもの。
・必ず「入学願書」の裏面に貼付すること。
・出身学校長が作成し、厳封したもの。
・出願前3ヶ月以内に作成されたものに限る。
・書類の形式については、高等学校が作成した任意の形式のものでよい。
※高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、その合格証明書及び成績証明書等
を提出すること。

※提出書類は全て、志願者本人の自筆に限る。

9.入学検定料
20,000円

・入学検定料は、必ず本校指定の振込依頼書を使用し、最寄りの金融機関（郵便局除く）
にてお振り込みください。
［注意］金融機関にてお振り込みの際、必ず「振込通知書」及び「受取書」をお受け取りください。
・金融機関から発行された「振込通知書」は「入学願書」裏面へ貼付すること。
・本校窓口にて出願の手続きを行う場合は、入学検定料を本校窓口でお支払いいただけます。
※一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還いたしません。

10.合格発表
・試験の合否については、受験者本人に郵送にて送付いたします。
・電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。

11.入学手続き
・合格者には、
「合格通知書」
とともに入学手続き書類を送付いたします。
・入学手続き書類をよく読み、期限までに漏れの無いよう入学手続きを完了してください。
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特待生入学試験

Takasaki college of Welfare & Medical

1.特待生制度
1年次の学費について、下記の通り減免いたします。
種別

内

容

内

種別

容

S特待

授業料全額（840,000円）
免除

A特待

授業料半額（420,000円）
免除

B特待

入学金全額（100,000円）
免除

C特待

入学金半額（ 50,000円）
免除

2.出願資格
次の①〜⑤のいずれかの条件を満たし、
（１）
（2）
（3）のいずれかに該当する者。
①高等学校調査書の評定平均が2.8以上の者。
②高等学校在学中無欠席の者。
③クラブ活動や生徒会活動に積極的に取り組んだ者。
④本校を第一志望とし入学後、積極的に学び、学校や地域の活性化に貢献できる者。
⑤経済的事情で進学が困難であるが、学費の減免により進学が可能となる者。
（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を卒業した者及び、平成31年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び、平成31年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第69条の規定により、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る者
及び平成31年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
（詳細は1ページの『2.入学資格』
を参照）
※すでに当校の他の区分による入学試験で合格通知を受けている者も受験することができます。
その場合、本校入学センターへ連絡の上、所定の手続きを行ってください。

3.特待生入学試験日程
期

願書受付期間

試験日

合格発表

手続締切日

第1期

（土） 10月23日
平成30年10月 1 日
（月）
〜平成30年10月17日
（水） 10月２0日
（火） 11月 6 日
（火）

第2期

平成30年10月21日
（日）
〜平成30年11月 7 日
（水） 11月10日
（土） 11月１3日
（火） 11月27日
（火）

第3期

平成30年11月11日
（日）
〜平成30年12月 5 日
（水） 12月 8 日
（土） 12月11日
（火） 12月25日
（火）

第4期

平成31年 2 月17日
（日）
〜平成31年 3 月 6 日
（水）

3月 9 日
（土） 3 月12日
（火） 3 月２6日
（火）

※出願方法は郵送（簡易書留）
または、本校窓口受付とする。
（詳細は10ページを参照）

4.試験会場
●専門学校高崎福祉医療カレッジ高崎本校（〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1）

5.入学検定料
20,000円

・入学検定料は、必ず本校指定の振込依頼書を使用し、最寄りの金融機関（郵便局除く）
にてお振り込みください。
［注意］金融機関にてお振り込みの際、必ず「振込通知書」及び「受取書」をお受け取りください。
・金融機関から発行された「振込通知書」は「入学願書」裏面へ貼付すること。
・本校窓口にて出願の手続きを行う場合は、入学検定料を本校窓口でお支払いいただけます。
※一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還いたしません。
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5.出願書類等
入学願書

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・裏面に入学検定料の「振込通知書」を貼付すること。
・必ず写真を貼付すること。

入学志願理由書

・本校所定の用紙による。
・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。

検定料の振込通知書
受

験

票

・金融機関にて振り込んだ際に発行されたもの。
・必ず「入学願書」の裏面に貼付すること。
・必ず受験者本人の宛名を記入し、332円分の切手を貼付すること。

・出身学校長が作成し、厳封したもの。
・出願前3ヶ月以内に作成されたものに限る。
最終学歴の卒業（見込）証明書 ・書類の形式については、高等学校が作成した任意の形式のものでよい。
または調査書・成績証明書
※高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、その合格証明書及び成績証明書等
を提出すること。

※提出書類は全て、志願者本人の自筆に限る。

6.選抜方法
・書類審査と筆記試験（作文）及び面接審査（15分程度）
による。なお、既に合格が内定している者の受験に
あたっては、入学検定料は免除となります。

7.合格発表
・試験の合否については、受験者本人に郵送にて送付いたします。
・電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。

8.入学手続き
・合格者には、
「合格通知書」
とともに入学手続き書類を送付いたします。
・入学手続き書類をよく読み、期限までに漏れの無いよう入学手続きを完了してください。

9.その他
・すでに合格が内定している者（推薦入試等）
で、特待生入試制度の出願資格を満たしている者は当該試験を
受験することができます。その場合、本校入学センターへ連絡の上、所定の手続きを行ってください。
・当該試験において不合格となった場合は、一般入試として合否判定します。
また、既に合格が内定している者が当該試験において不合格となっても既に得ている合格資格は失われません。
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学校推薦入学試験

Takasaki college of Welfare & Medical

1.出願資格
次の（1）
〜
（3）のすべての条件を満たす者
（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を平成31年3月卒業見込みの者。
（2）本校を第一志望とし、学業・人物ともに優秀であり、出身高等学校長より推薦された者。
（3）高等学校での評定平均値が全体で2．
8以上の者。

2.学校推薦入学試験日程
期

願書受付期間

試験日

合格発表

手続締切日

第1期

平成30年10月 1 日
（月）
〜平成30年10月17日
（水） 10月２0日
（土） 10月23日
（火） 11月 6 日
（火）

第2期

平成30年10月21日
（日）
〜平成30年11月 7 日
（水） 11月10日
（土） 11月１3日
（火） 11月27日
（火）

第3期

平成30年11月11日
（日）
〜平成30年12月 5 日
（水） 12月 8 日
（火）
（土） 12月11日
（火） 12月25日

第4期

平成30年12月 9 日
（日）
〜平成31年 1 月16日
（水）

第5期

平成31年 1 月20日
（日）
〜平成31年 2 月１3日
（水） 2 月16日
（土） 2 月19日
（火）
（火） 3 月 5 日

第6期

平成31年 2 月17日
（日）
〜平成31年 3 月 6 日
（水）

3月 9 日
（土） 3 月12日
（火）
（火） 3 月２6日

第7期

平成31年 3 月10日
（日）
〜平成31年 3 月31日
（日）

4月 2 日
（火） 4 月 4 日
（木） 4 月 5 日
（金）

1 月19日
（土） 1 月22日
（火）
（火） 2 月 5 日

※出願方法は郵送（簡易書留）及び、本校窓口受付とする。
（詳細は1２ページを参照）

3.試験会場
●専門学校高崎福祉医療カレッジ高崎本校（〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1）

4.入学検定料
20,000円

・入学検定料は、必ず本校指定の振込依頼書を使用し、最寄りの金融機関（郵便局除く）
にてお振り込みください。
［注意］金融機関にてお振り込みの際、必ず「振込通知書」及び「受取書」をお受け取りください。
・金融機関から発行された「振込通知書」は「入学願書」裏面へ貼付してください。
・本校窓口にて出願の手続きを行う場合は、入学検定料を本校窓口でお支払いいただけます。
※一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還いたしません。
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5.出願書類等
書

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・裏面に入学検定料の「振込通知書」を貼付すること。
・必ず写真を貼付すること。

入学志願理由書

・本校所定の用紙による。
・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。

入

学

願

入学検定料の振込通知書

・金融機関にて振り込んだ際に発行されたもの。
・必ず「入学願書」の裏面に貼付すること。

受

験

票

・必ず受験者本人の宛名を記入し、
３３２円分の切手を貼付すること。

調

査

書

・出身学校長が作成し、厳封したもの。
・出願前3ヶ月以内に作成されたものに限る。

学校推薦書

・本校所定の用紙による。
・出身高等学校長が作成し、出願前3ヶ月以内に作成されたもの。

※提出書類は全て、志願者本人の自筆に限る。

6.選抜方法
・書類審査と面接審査（15分程度）
による。

7.合格発表
・試験の合否については、受験者本人に郵送にて送付いたします。
・電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。

8.入学手続き
・合格者には、
「合格通知書」
とともに入学手続き書類を送付いたします。
・入学手続き書類をよく読み、期限までに漏れの無いよう入学手続きを完了してください。

−9−

一般入学試験

Takasaki college of Welfare & Medical

1.出願資格
次の（1）
〜
（3）のいずれかに該当する者
（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を卒業した者及び、平成31年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び、平成31年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第69条の規定により、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る者
及び平成31年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
（詳細は1ページの『2.入学資格』
を参照）

2.学校推薦入学試験日程
期

願書受付期間

試験日

合格発表

手続締切日

第1期

平成30年10月 1 日
（月）
〜平成30年10月17日
（水） 10月２0日
（土） 10月23日
（火） 11月 6 日
（火）

第2期

平成30年10月21日
（日）
〜平成30年11月 7 日
（水） 11月10日
（土） 11月１3日
（火） 11月27日
（火）

第3期

平成30年11月11日
（日）
〜平成30年12月 5 日
（水） 12月 8 日
（火）
（土） 12月11日
（火） 12月25日

第4期

平成30年12月 9 日
（日）
〜平成31年 1 月16日
（水）

第5期

平成31年 1 月20日
（日）
〜平成31年 2 月１3日
（水） 2 月16日
（土） 2 月19日
（火）
（火） 3 月 5 日

第6期

平成31年 2 月17日
（日）
〜平成31年 3 月 6 日
（水）

3月 9 日
（土） 3 月12日
（火）
（火） 3 月２6日

第7期

平成31年 3 月10日
（日）
〜平成31年 3 月31日
（日）

4月 2 日
（火） 4 月 4 日
（木） 4 月 5 日
（金）

1 月19日
（土） 1 月22日
（火）
（火） 2 月 5 日

※出願方法は郵送（簡易書留）及び、本校窓口受付とする。
（詳細は1２ページを参照）

3.試験会場
●専門学校高崎福祉医療カレッジ高崎本校（〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1）

4.入学検定料
20,000円

・入学検定料は、必ず本校指定の振込依頼書を使用し、最寄りの金融機関（郵便局除く）
にてお振り込みください。
［注意］金融機関にてお振り込みの際、必ず「振込通知書」及び「受取書」をお受け取りください。
・金融機関から発行された「振込通知書」は「入学願書」裏面へ貼付してください。
・本校窓口にて出願の手続きを受付する場合は、入学検定料を本校窓口でもお支払いいただけます。
※一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還いたしません。
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5.出願書類等
入学願書

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・裏面に入学検定料の「振込通知書」を貼付すること。
・必ず写真を貼付すること。

入学志願理由書

・本校所定の用紙による。
・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。

入学検定料の振込通知書
受

験

票

・金融機関にて振り込んだ際に発行されたもの。
・必ず「入学願書」の裏面に貼付すること。
・必ず受験者本人の宛名を記入し、3３２円分の切手を貼付すること。

・出身学校長が作成し、厳封したもの。
・出願前3ヶ月以内に作成されたものに限る。
最終学歴の卒業（見込）証明書 ・書類の形式については、出身学校が作成した任意の形式のものでよい。
または調査書・成績証明書
※高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、その合格証明書及び成績証明書等
を提出すること。

※提出書類は全て、志願者本人の自筆に限る。

6.選抜方法
・書類審査と筆記試験（作文）及び面接審査（15分程度）
による。

7.合格発表
・試験の合否については、受験者本人に郵送にて送付いたします。
・電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。

8.入学手続き
・合格者には、
「合格通知書」
とともに入学手続き書類を送付いたします。
・入学手続き書類をよく読み、期限までに漏れの無いよう入学手続きを完了してください。
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併願入学試験

Takasaki college of Welfare & Medical

1.出願資格
次の（1）
〜
（3）のいずれかに該当する者で、大学・短大・専修学校等本校以外を第一志望で、第一志望の進路先が
不合格となった場合、入学を希望する者。
（1）高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）
を卒業した者及び、平成31年3月卒業見込みの者。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び、平成31年3月修了見込みの者。
（3）学校教育法施行規則第69条の規定により、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る者
及び平成31年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
（詳細は1ページの『2.入学資格』
を参照）

2.学校推薦入学試験日程
期

願書受付期間

試験日

合格発表

手続締切日

第1期

平成30年10月 1 日
（月）
〜平成30年10月17日
（水） 10月２0日
（土） 10月23日
（火） 11月 6 日
（火）

第2期

平成30年10月21日
（日）
〜平成30年11月 7 日
（水） 11月10日
（土） 11月１3日
（火） 11月27日
（火）

第3期

（土） 12月11日
（火） 12月25日
平成30年11月11日
（日）
〜平成30年12月 5 日
（水） 12月 8 日
（火）

第4期

平成30年12月 9 日
（日）
〜平成31年 1 月16日
（水）

第5期

平成31年 1 月20日
（日）
〜平成31年 2 月１3日
（水） 2 月16日
（土） 2 月19日
（火）
（火） 3 月 5 日

第6期

平成31年 2 月17日
（日）
〜平成31年 3 月 6 日
（水）

3月 9 日
（土） 3 月12日
（火）
（火） 3 月２6日

第7期

平成31年 3 月10日
（日）
〜平成31年 3 月31日
（日）

4月 2 日
（火） 4 月 4 日
（木） 4 月 5 日
（金）

1 月19日
（土） 1 月22日
（火）
（火） 2 月 5 日

※出願方法は郵送（簡易書留）及び、本校窓口受付とする。
（詳細は1２ページを参照）

3.試験会場
●専門学校高崎福祉医療カレッジ高崎本校（〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1）

4.入学検定料
20,000円

・入学検定料は、必ず本校指定の振込依頼書を使用し、最寄りの金融機関（郵便局除く）
にてお振り込みください。
［注意］金融機関にてお振り込みの際、必ず「振込通知書」及び「受取書」をお受け取りください。
・金融機関から発行された「振込通知書」は「入学願書」裏面へ貼付してください。
・本校窓口にて出願の手続きを行う場合は、入学検定料を本校窓口でもお支払いいただけます。
※一度納入した入学検定料はいかなる場合も返還いたしません。
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5.出願書類等

入学願書

・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。
・裏面に入学検定料の「振込通知書」を貼付すること。
・必ず写真を貼付すること。
・第一志望校と、その合格発表日を必ず記入すること。

入学志願理由書

・本校所定の用紙による。
・記入にあたっては、黒のボールペン又は黒インクの万年筆を使用し、楷書で明確に
記入すること。

入学検定料の振込通知書
受

験

票

・金融機関にて振り込んだ際に発行されたもの。
・必ず「入学願書」の裏面に貼付すること。
・必ず受験者本人の宛名を記入し、3３２円分の切手を貼付すること。

・出身学校長が作成し、厳封したもの。
・出願前3ヶ月以内に作成されたものに限る。
最終学歴の卒業（見込）証明書 ・書類の形式については、出身学校が作成した任意の形式のものでよい。
または調査書・成績証明書
※高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、その合格証明書及び成績証明書等
を提出すること。

※提出書類は全て、志願者本人の自筆に限る。

6.選抜方法
・書類審査と筆記試験（作文）及び面接審査（15分程度）
による。

7.合格発表
・試験の合否については、受験者本人に郵送にて送付いたします。
・電話等による合否の問い合わせには一切応じられません。

8.入学手続き
・合格者には、
「合格通知書」
とともに入学手続き書類を送付いたします。
・入学手続き書類をよく読み、期限までに漏れの無いよう入学手続きを完了してください。
・初回手続き時に入学金のみを納付いただき、第一志望の進学先の合否が判明した後に学費を納入して
いただきます。
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学費・奨学金について

Takasaki college of Welfare & Medical

1.学費（介護福祉学科）
学年

入学金

授業料

実習費

施設設備費

年間納付額

1年次

100,000円

840,000円

150,000円

180,000円

1,270,000円

（指定校推薦）

100,000円

640,000円

150,000円

180,000円

1,070,000円

（AO入試）

全額免除

840,000円

150,000円

180,000円

1,170,000円

（S特待生）

100,000円

全額免除

150,000円

180,000円

430,000円

（A特待生）

100,000円

420,000円

150,000円

180,000円

850,000円

（B特待生）

全額免除

840,000円

150,000円

180,000円

1,170,000円

（C特待生）

50,000円

840,000円

150,000円

180,000円

1,220,000円

840,000円

150,000円

180,000円

1,170,000円

2年次

各試験区分の入学手続き締切日までに1年次分の年間納付額を納めるものとする。但し、分割を希望する者は、
入学金及び1年次授業料を入学手続き時に納め、残りを平成31年7月31日
（水）
までに納入してください。
※テキスト代、実習着代などの諸納入金は別に徴収いたします。
（約115,000円）
※上記表の1年次年間納付額及び2年次年間納付額を一括で納入することもできます。
※2年次の学費については平成32年3月31日
（火）
までに納入してください。

2.奨学金について
○日本学生支援機構（奨学金）

《貸与型》
・第一種奨学金（無利子）
自宅通学者…月額30,000円または53,000円／自宅外通学者…３０，
０００円または６０，
０００円
・第二種奨学金（有利子）
月額（選択） ３０，
０００円、50,000円、
８０，
０００円、100,000円、
１２０，
０００円
《給付型》 ※住民税非課税世帯または社会的養護を必要とする者が対象
給付月額 自宅通学…30,000円／自宅外通学…４０，
０００円

○群馬県介護福祉士・保育士修学資金貸付事業 ※入学後の手続きとなります。

2年間合計

最大1,680,000円

（月額50,000円 入学準備金200,000円 就職準備金200,000円 国家試験対策費用80,000円）
※卒業後、群馬県内で5年以上介護業務に従事した場合、返還免除となります。

○一般財団法人生命保険協会
月額20,000円

介護福祉士・保育士養成給付型奨学金制度

支給期間1年間（2年次のみ）

※学年で1名のみ対象

○教育ローン ※入学前にまとまった金額が必要な方向け
・日本政策金融公庫（国の教育ローン）
◆日本学生支援機構奨学金との併用可
◆固定金利 年1.76％（平成30年4月1日現在）

◆最高350万円まで借入可能
◆インターネットから申込受付

・銀行等の教育ローン
※各金融機関へお問い合わせください。
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入学手続・入学辞退手続

Takasaki college of Welfare & Medical

1.入学手続
・各入学試験において合格した者には、合格通知書とともに入学手続き書類を送付します。
・入学手続きは、入学手続き期間内に
「入学手続き時納入金」を当校指定の振込依頼書にて納付するとともに、
「入学手続きに必要な書類」を当校宛に郵送することによって完了します。
・入学手続きは各入学試験区分の手続き締切日を確認の上、行ってください。
・事情により手続締切日までに手続きを完了できない場合は、本校入学センターまで連絡してください。
入学試験区分

AO入学試験

入学手続締切日
第1期〜第3期

平成30年11月 6 日
（火）

第4期

平成31年 3 月15日
（金）

第1期

平成30年11月 6 日
（火）

第2期

平成30年11月27日
（火）

第3期

平成30年12月25日
（火）

第4期

平成31年 3 月２6日
（火）

第1期

平成30年11月 6 日
（火）

第2期

平成30年11月27日
（火）

第3期

平成30年12月25日
（火）

第4期

平成31年 2 月 5 日
（火）

第5期

平成31年 3 月 5 日
（火）

第6期

平成31年 3 月２6日
（火）

第7期

平成31年 4 月 5 日
（金）

特待生入学試験

指定高等学校特別推薦試験
学校推薦入学試験
一般入学試験
併願入学試験

2.入学辞退手続
・入学を辞退する場合は、平成31年4月5日（金）
までに「入学辞退」を申し出た場合のみ、入学金を除く納入金
を全額返還します。
■入学辞退の方法
・入学を辞退する場合は、本校入学センターへ電話でその旨を連絡するとともに、
「入学辞退届（受験番号、
氏名、住所、納入金返還先［金融機関名・支店名・口座番号・名義］
を記入したもの※様式は問いません）」を
提出してください。
上記の「入学辞退届」が本校に届き次第、本校での事務手続を行い
（約2週間後）
入学金以外の納入金を
指定銀行へ送金致します｡また､平成31年4月6日（土）以降の入学辞退については､入学金を含む納入金は
一切返還致しませんのでご注意ください。
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受験上の注意

Takasaki college of Welfare & Medical

1.出願について
・各試験ごとに必要な書類を所定の封筒に一括同封のうえ、本校窓口へ直接持参するか、最寄りの郵便局より簡易
書留にて郵送してください。
１月１日〜1月3日を除く、毎日午前9時〜午後7時までとなります。
・本校窓口へ持参する場合の受付時間は、
なお、入学検定料は銀行振込の他、出願時に本校窓口にて支払うことも可能です。
・受験票は当該試験の試験日の2日前までに志願者の自宅へ郵送します。
・一旦受理した書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。
●出願書類の提出先

専門学校高崎福祉医療カレッジ 入学センター総合受付
〒370-0045 群馬県高崎市東町28番地1（☎027-386-2323）

2.受験票について
・試験当日は受験票を必ず携帯し、試験中は机の右上に置いてください。
・試験当日に受験票を忘れたり、紛失した場合はすみやかに本校職員に申し出てください。
・試験日の前日までに受験票が届かない場合や、受験票を紛失した場合は本校入学センターまで連絡してください。

3.試験会場について
・入学試験は本校にて行いますが、教室等はその都度ご案内しますので、職員の指示に従ってください。
・付き添いの方の控室は原則として用意しておりませんので、
ご了承ください。
・受験の際は必ず上履きを持参してください。
・受験の際、車で来校される場合、本校には専用の駐車場は有りませんので付近の有料駐車場等をご利用ください。

4.受験生への諸注意
・試験当日、受付にて本人確認を行いますので、受験番号・氏名を担当者に告げて確認を受けてください。
・試験教室へ入室したら、受験番号票が貼ってある席に着き、受験票を机の右上に置いてください。
・試験開始後15分を経過した場合は受験を認めません。ただし、公共交通機関が遅延したことが原因で遅刻した
場合は、遅延証明書の提出により、受験を許可します。
・試験会場内では当校職員及び試験監督者の指示に従ってください。
・試験会場内では携帯電話等の電源及び時計のアラームなどは必ず切っておいてください。

5.合格通知
・受験者全員の自宅に郵送で通知します。受験者が高等学校在学中の場合は、出身高等学校にも通知します。
・電話等による合否の問い合わせや試験内容・審査内容に関する問い合わせには一切応じられません。
・掲示等による発表は行いません。

※不明な点等がある場合は本校入学センター（☎027-386-2323）
までお問い合わせください。
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10年・20年先を見据えた、
リカレント教育体系の確立へ！

学校法人藤仁館学園

Takasaki College of Welfare & Medical

専門学校高崎福祉医療カレッジ

【群馬県知事認可専 修学校】【文部科学大臣認定 職業実践専門課程】
【厚生労働大臣指定 養成施設】
介護福祉士養成施設
社会福祉主事養成機関
社会福祉士一般養成施設
社会福祉士短期養成施設
精神保健福祉士一般養成施設 精神保健福祉士短期養成施設
介護福祉士実務者養成施設

看護師養成所

http://www.tojinkan.ac.jp/
出願・入学に関するお問い合せは「入学センター総合受付」までお気軽にお問い合せ下さい。
〒370-0045群馬県高崎市東町28番地1 ☎027-386-2323 FAX027-386-2113 E-Mail：t-fukushi@tojinkan.ac.jp

