
社会人推薦入学試験

１．受験資格

 

２．出願書類

３．受験料

４．出願場所

５．願書受付期間

及び受付時間

◆推薦入学試験

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３１年３月
卒業見込みの者
で在学する学校
長が推薦する者

※詳細については
指定された高
等学校に文書
で通知します。

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３１年３月卒業
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　

①入学願書（様式１）
②高等学校または中等教育学校の卒業見込証明書若しくは卒業証明書（卒業証
書の写し［Ａ４版］でも可）
③推薦書（一般推薦　様式２）または、自己推薦書（社会人推薦　受験資格①の該当者
　様式３-１）または、施設長推薦書（社会人推薦　受験資格②の該当者　様式３-２）
④高等学校または中等教育学校の調査書（出身校所定の用紙）
※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にあっては、
高等学校卒業程度認定試験の「合格証明書」、「合格成績証明書」又は「合格
見込成績証明書」
⑤受験票（控）、受験票、受験料振込金受取書（学校提出用）（様式４-１～様式４-３）

※注意事項
１）調査書は発行者が厳封して下さい。（※証明書等は、発行日より６ヶ月以内
のものとする。）

２）書類不備は受付出来ません。
３）国籍が日本国以外の場合は申し出て下さい。
４）提出された書類は理由の如何にかかわらず返還出来ません。
５）卒業見込の者で調査書の中に卒業見込の記載があれば、卒業見込証明書の
提出を省くことができる。

６）社会人推薦で受験資格の①、②両方に該当する方は、自己推薦書または、
施設長推薦書のいずれかでご応募下さい。

１）15,000 円（様式４-１～様式４-６）
２）所定の振込み用紙で最寄りの沖縄銀行からお振込み下さい。
　　（他の金融機関からも可能。但し、振込手数料は自己負担となります。）
※受験票（控）、受験票、振込金受取書（学校提出用）（様式４-１～様式４-３）
は切り離さないで出願書類と共に提出して下さい。
※納入された受験料は返還出来ません。

受付時間は月～金曜日８：３０～１７：００　（祝日を除く）　
（郵送の場合は、同封の受験票送付用封筒に住所・氏名を記入の上、３９２円
切手を貼付後、封をせず出願書類と同時に提出して下さい。）
※試験日の 3 日前までに受験票が届かない場合、本校入試係（098-850-8050）
までご連絡ください。

那覇市医師会那覇看護専門学校　入試係
〒901-0222　沖縄県豊見城市字渡橋名 289 番地 23

平成３０年９月１０日（月）～平成３０年９月２６日（水）（※郵送は最終日消印有効）

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高等学校を卒業した者若しくは同等
以上の学力があると認められる者で、
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っ
て推薦できる者
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

※②に該当する者で、高等学校卒業程
度認定試験（旧大検）合格者は、事前
に個別入学資格審査が必要になるた
め、平成30年８月24日までに本校へ
お問い合わせ頂き、申請して下さい。
　資格審査申請期間：
　　平成３０年８月２７日から
　　平成３０年９月７日まで（本校必着）

指定校推薦入学試験 一般推薦入学試験
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６．試験期日

７．選考方法

８．試験会場
　

９．試験時の
　　注意事項

　

10．合格発表

11．入学手続き　

　　期 間 及 び

　　受 付 時 間

　　

（学納金の

　　納入期限）

　平成３０年１０月２２日（月）～平成３０年１１月２日（金）（※郵送は最終日消印有効）

　　　

受付時間：月～金曜日８：３０～１７：００　

12．卒業後の資格

①筆記試験
 ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  12:00～
 ・小論文　　12:20～13:20

②面接試験　 13:40～

①面接試験

　１３:００～

１）試験当日は試験に関する諸注意がありますので、オリエンテーションの

開始時刻までに試験会場に入室して下さい。

２）試験当日は受験票、ＨＢの鉛筆（シャープペンシルは不可）、消しゴム

を持参して下さい。

３）試験会場では、監督及び係員の指示に従って下さい。

４）受験時の留意事項は受験票（様式４-２）の裏面に記載されています。

５）各自、昼食を準備して下さい。

１）合格者は、入学に必要な関係書類及び学納金について、所定の期間内

に手続きを完了して下さい。

２）入学年次の入学金（300,000円）は、入学手続き期間内に、授業料等（375,000円）

は平成３１年３月８日までに納入して下さい。

３）期日までに手続きを完了しない場合は、入学する意思がないものとし

て入学を取り消します。

４）提出書類　　①誓約書　１通（保証人２名が必要です。）

　　　　　　　　②振込金受取書（学校提出用）

※卒業見込証明書を提出した合格者は平成３１年３月２０日までに卒業証

明書又は、卒業証書の写し（Ａ４版）１通を提出して下さい。

１）看護師国家試験の受験資格が得られます。

２）保健師、助産師養成所の受験資格が得られます。

３）専門士（医療専門課程）称号が授与されます。

1３．プレスクール 推薦試験を合格した入学予定者を対象に、入学事前学習としてプレスクールを

実施します。共に学んでいく仲間との共同学習や先輩方の授業参観等を予定し

ています。

開催日時等の詳細は、入学手続き時にお知らせします。

午前10時に本校玄関へ掲示及びホームページに掲載します。

（ホームページアドレス　http://www.nma-nahakango.ac.jp/）

合格者は、受験票を提示し、本校入試係で合格通知書及び入学手続書類を受け

取ってください。

当日、16時までに受け取ることができない合格者については、郵送で通知します。

※電話による問い合わせには一切応じません。

那覇市医師会那覇看護専門学校

沖縄県豊見城市字渡橋名２８９番地２３

　平成３０年１０月６日（土）

　平成３０年１０月１９日（金）

①筆記試験
 ・ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ  12:00～
 ・小論文　　12:20～13:20

②面接試験　 13:40～

指定校推薦入学試験 一般推薦入学試験 社会人推薦入学試験 験試学入期後験試学入期前

１．受験資格

お問い合わせ期間

　平成３０年１０月５日（金）まで 　平成３０年１２月７日（金）まで

資格審査申請期間

　平成３０年１０月９日（火）から
　　平成３０年１０月１９日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　（本校必着）　

　平成３０年１２月１０日（月）から
　　平成３０年１２月２１日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　（本校必着）

２．出願書類

３．受験料

４．出願場所 　那覇市医師会那覇看護専門学校　入試係
　〒 901-0222　沖縄県豊見城市字渡橋名 289 番地 23

５．願書受付期間

　　及び受付時間

　平成３０年１０月２９日（月）から
　　平成３０年１１月１４日（水）まで
　　　　　　（※郵送は最終日消印有効）
　　　　　 

　平成３１年 １月７日（月）から
　　平成３１年 １月２３日（水）まで
　　　　　　（※郵送は最終日消印有効）
　　　　　　

◆一般入学試験

次のいずれかに該当する者。

①高等学校または中等教育学校を卒業した者及び平成３１年３月卒業見込みの者

②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

※②に該当する者は、事前に個別入学資格審査が必要になるため、次の期日まで

に本校へお問い合わせ頂き、所定の期間内に申請してください。

①入学願書（様式１）
②高等学校または中等教育学校の卒業見込証明書若しくは卒業証明書（卒業証書
の写し［Ａ４版］でも可）
③高等学校または中等教育学校の調査書（出身校所定の用紙）
　※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にあっては、高
等学校卒業程度認定試験の「合格証明書」、「合格成績証明書」又は「合格見込成
績証明書」
④受験票（控）、受験票、受験料振込金受取書（学校提出用）（様式 4-1 ～様式 4-3）

１）15,000 円（様式４-１～様式４-６）
２）所定の振込み用紙で最寄りの沖縄銀行からお振込み下さい。
　　（他の金融機関からも可能。但し、振込手数料は自己負担となります。）
※受験票（控）、受験票、振込金受取書（学校提出用）（様式４-１～様式４-３）は切り
離さないで出願書類と共に提出して下さい。
※納入された受験料は返還出来ません。

※注意事項
１）調査書は発行者が厳封して下さい。（※開封されたものは無効となります。
※証明書等は、発行日より６ヶ月以内のものとする。）

２）書類不備は受付出来ません。
３）国籍が日本国以外の場合は申し出て下さい。
４）提出された書類は理由の如何にかかわらず返還出来ません。
５）卒業見込の者で調査書の中に卒業見込の記載があれば、卒業見込証明書の
提出を省くことができる。

６）推薦入学試験または一般入学試験（前期）で不合格になった方が再受験する
場合は、再度受験料を振込後、①入学願書（様式１）と④受験票（控）受験票、
受験料振込金受取書（様式4-1～様式4-3）を準備し出願して下さい。

　受付時間は月～金曜日８：３０～１７：００（祝日を除く）
　　（郵送の場合は、同封の受験票送付用封筒に住所・氏名を記入の上、
　　  ３９２円切手を貼付後、封をせず出願書類と同時に提出して下さい）
※試験日の 3日前までに受験票が届かない場合、本校入試係（098-850-8050）ま
でご連絡ください。
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験試学入期後験試学入期前

１．受験資格

お問い合わせ期間

　平成３０年１０月５日（金）まで 　平成３０年１２月７日（金）まで

資格審査申請期間

　平成３０年１０月９日（火）から
　　平成３０年１０月１９日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　（本校必着）　

　平成３０年１２月１０日（月）から
　　平成３０年１２月２１日（金）まで
　　　　　　　　　　　　　（本校必着）

２．出願書類

３．受験料

４．出願場所 　那覇市医師会那覇看護専門学校　入試係
　〒 901-0222　沖縄県豊見城市字渡橋名 289 番地 23

５．願書受付期間

　　及び受付時間

　平成３０年１０月２９日（月）から
　　平成３０年１１月１４日（水）まで
　　　　　　（※郵送は最終日消印有効）
　　　　　 

　平成３１年 １月７日（月）から
　　平成３１年 １月２３日（水）まで
　　　　　　（※郵送は最終日消印有効）
　　　　　　

◆一般入学試験

次のいずれかに該当する者。

①高等学校または中等教育学校を卒業した者及び平成３１年３月卒業見込みの者

②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

※②に該当する者は、事前に個別入学資格審査が必要になるため、次の期日まで

に本校へお問い合わせ頂き、所定の期間内に申請してください。

①入学願書（様式１）
②高等学校または中等教育学校の卒業見込証明書若しくは卒業証明書（卒業証書
の写し［Ａ４版］でも可）
③高等学校または中等教育学校の調査書（出身校所定の用紙）
　※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にあっては、高
等学校卒業程度認定試験の「合格証明書」、「合格成績証明書」又は「合格見込成
績証明書」
④受験票（控）、受験票、受験料振込金受取書（学校提出用）（様式 4-1 ～様式 4-3）

１）15,000 円（様式４-１～様式４-６）
２）所定の振込み用紙で最寄りの沖縄銀行からお振込み下さい。
　　（他の金融機関からも可能。但し、振込手数料は自己負担となります。）
※受験票（控）、受験票、振込金受取書（学校提出用）（様式４-１～様式４-３）は切り
離さないで出願書類と共に提出して下さい。
※納入された受験料は返還出来ません。

※注意事項
１）調査書は発行者が厳封して下さい。（※開封されたものは無効となります。
※証明書等は、発行日より６ヶ月以内のものとする。）

２）書類不備は受付出来ません。
３）国籍が日本国以外の場合は申し出て下さい。
４）提出された書類は理由の如何にかかわらず返還出来ません。
５）卒業見込の者で調査書の中に卒業見込の記載があれば、卒業見込証明書の
提出を省くことができる。

６）推薦入学試験または一般入学試験（前期）で不合格になった方が再受験する
場合は、再度受験料を振込後、①入学願書（様式１）と④受験票（控）受験票、
受験料振込金受取書（様式4-1～様式4-3）を準備し出願して下さい。

　受付時間は月～金曜日８：３０～１７：００（祝日を除く）
　　（郵送の場合は、同封の受験票送付用封筒に住所・氏名を記入の上、
　　  ３９２円切手を貼付後、封をせず出願書類と同時に提出して下さい）
※試験日の 3日前までに受験票が届かない場合、本校入試係（098-850-8050）ま
でご連絡ください。
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験試学入期後験試学入期前

７．選考方法

８．試験会場

　

那覇市医師会那覇看護専門学校
　沖縄県豊見城市字渡橋名２８９番地２３

９．試験時の

　　注意事項

10．合格発表 　平成３０年１１月３０日（金） 平成３１年２月８日（金）

平成３１年２月２日（土）

11．入学手続き　

　　期 間 及 び

　　受 付 時 間　　
（学納金の

　　納入期限）

　平成３０年１２月３日（月）から
　　平成３０年１２月１４日（金）まで

　平成３１年２月１２日（火）から
　　平成３１年２月１５日（金）まで

　　　　月～金曜日８：３０～１７：００　 ※郵送の場合は最終日の消印有効

12．卒業後の資格 　１）看護師国家試験の受験資格が得られます。

　２）保健師、助産師養成所の受験資格が得られます。

　３）専門士（医療専門課程）称号が授与されます。

①一次試験

　ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ　　　　　　　　　　 ８:４０～

　国語総合（古文・漢文を除く）　９:００～１０:００

　コミュニケーション英語Ⅰ　　１０:２０～１１:２０

　数学Ⅰ　　　　　　　　　　　１１:４０～１２:４０

※一次試験合格者発表　　　　   １４:００頃（合格者は二次試験受付が必要です）

②二次試験

　面接試験　　　　　　　　　　１４:３０～１７:００

１）試験当日は試験に関する諸注意がありますので、オリエンテーションの

開始時刻までに試験会場に入室して下さい。

２）試験当日の解答はマークシート方式で行います。

　　注）受験番号、氏名等のマークシートの記入ミス（記入もれ）は採点が無効と

なります。

３）試験当日は受験票、ＨＢの鉛筆（シャープペンシルは不可）、消しゴム

を持参して下さい。

４）試験会場では、監督及び係員の指示に従って下さい。

５）受験時の留意事項は受験票様式（様式４-２）の裏面に記載されています。

６）各自、昼食を準備して下さい。

１）合格者は、入学に必要な関係書類及び学納金について、所定の期間内に

手続きを完了して下さい。

２）入学年次の入学金（300,000円）は、入学手続き期間内に、授業料等（375,000円）

は平成３１年３月８日までに納入して下さい。

３）期日までに手続きを完了しない場合は、入学する意思がないものとして

入学を取り消します。

４）提出書類　　①誓約書　１通（保証人２名が必要です。）

　　　　　　　　②振込金受取書（学校提出用）

※卒業見込証明書を提出した合格者は平成３１年３月２０日までに卒業証明

書又は、卒業証書の写し（Ａ４版）１通を提出して下さい。　

午前10時に本校玄関へ掲示及びホームページに掲載します。

（ホームページアドレス　http://www.nma-nahakango.ac.jp/）

合格者は、受験票を提示し、本校入試係で合格通知書及び入学手続書類を受け

取ってください。

当日、16時までに受け取ることができない合格者については、郵送で通知します。

※電話による問い合わせには一切応じません。

６．試験期日 　平成３０年１１月２４日（土）　
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１．学　費

 
 
 

納入時期

学納金

入学手続時

（前　期）

９　月

（後　期）
計

入　学　金

授　業　料

実験実習費

施　設　費

計

納入時期

学納金

３　月

（前　期）

９　月

（後　期）
計

授　業　料

実験実習費

施　設　費

計（各年次）

計　　　合

　※学納金については１年分一括納入することも出来ます。
　※学納金の現金納入は出来ません。必ず振り込みでお願いします。
　※平成３１年３月３１日までに入学辞退を申し出た方は、入学金を除き授業料
　　等は返還します。

２．諸経費
（多少変動する事
　もございます。）

種　目

各年別合計

教科書代

ユニフォーム・靴代・式服

血圧計・聴診器・手袋・体温計

国家試験対策費（ゼミ）

学生会費

後援会費

同窓会費

120,000

33,000

19,000

5,000

500

30,000

207,500

51,500

500

52,000

20,000

12,000

5,000

500

3,000

40,500

191,500

45,000

19,000

10,000

1,500

30,000

3,000

300,000

１年次 ２年次 ３年次 種目別合計

３．奨学金等 １、沖縄県看護師等修学資金
　1）貸与額種類
　　　・第一種修学資金・・月額（無利子） 36,000 円
　　　・第二種修学資金・・年額（無利子）700,000 円
　2）申込対象者
　　　・将来、沖縄県内の病院（返還免除対象施設）で従事しようとする者。
　　　　　※卒業後の進路を熟慮したうえで申請して下さい。
　　　・県外での就業が条件となっている奨学金等を受給していない者
　3）採用人数について
　　　・毎年、採用人数の枠が限られている為、申し込んだ全ての者が採用する
　　　　とは限りません。
　4）申込時期
　　　・申込手続きは 4月頃を予定してます。
　5）貸与期間
　　　・4月～翌年 3月までの 1年間　　※毎年申請が必要です。
　6）返還免除制度
　　　・卒業後１年以内に免許を取得し、免許取得後、直ちに沖縄県内の病院（返
　　　 還免除対象施設）で、一定の期間従事し、返還申請免除を行うと修学資金
　　　 の返還が免除されます。

　※修学資金の貸与は予算の範囲内で行うため、申請すれば必ず貸与されるもので
　　はありません。
　※沖縄県看護師等修学資金貸与条例に基づいて施行していますので、条例改正が
　　あった場合は変更が生じる事があります。

◆参考事項

300，000

500，000

150，000

100，000

1,050，000

250，000

75，000

50，000

375，000

300，000

250，000

75，000

50，000

675，000

500，000

150，000

100，000

750，000

2，550，000

250，000

75，000

50，000

375，000

250，000

75，000

50，000

375，000
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３．奨学金等

４．授業時間　 　月～金曜日　　午前 9時 00分～午後 4時 40分

　　　　　　　　※臨地実習時は時間変更がある。

５．その他

2、独立行政法人　日本学生支援機構

　1）貸与額種類

　　　・第一種奨学金　貸与月額（無利子）…

自宅通学者 2万、3万、4万、5万 3千円

自宅外通学者 2万、3万、4万、5万、6万円（いずれから選択可能）

　　　・第二種奨学金　貸与月額（有利子）…

2万～12万　（1万円単位で選択可能）

　　　・給付型奨学金　給付月額…自宅通学者３万円、自宅外通学者４万円　

　　　　　　　（社会的養護を必要とする人は一時金として入学時に24万円）

　2）申込種類

　　　・予約採用（一種、二種、給付型）…高校在学中（3年生）の春頃から予約可能。

　　　・在学採用（一種、二種）…本校、入学後に申込を行うもの。6月頃に最初の振込。

　　　・緊急、応急採用…家計の急変等で申込を行うもの。随時募集。

　3）採用について

　　　・毎年、採用人数の枠が限られている為、申し込んだ全ての者が採用する

　　　　とは限りません。

　4）選考基準

　　　・学力、人物、家計での基準にて選考する。

　5）貸与期間

　　　・在学中貸与されます。（年一回の適格審査有り）

　※内容が変更する可能性がございます。参考にして下さい。

3、専門実践教育訓練給付金制度

　　　・専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再

就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条

件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）、または一般被保険者で

あった方（離職者）が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受

講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定

の割合額（上限あり）をハローワークから支給する制度です。支給申請

手続きは、平成３１年２月末までに行う必要があります。

　　　・専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制

の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失

業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本

手当の半額に相当する額をハローワークから支給する制度です。

　　　・支給要件・申込み等の詳細はお近くのハローワークで確認するか、下記

のホームページをご参照下さい。

　　　　　https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren2.pdf

　1）本校では（敷地内）全面禁煙となっています。

　2）志願者の個人情報は「個人情報保護法」に基づき管理・破棄します。

　3）台風、地震、洪水、津波等の自然災害または火災、停電、その他不可抗力

による事故等や交通機関の乱れが発生した場合、試験開始時刻の繰下げ、

試験の延期等の対応措置をとることがあります。ただし、それに伴う受験

者の不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を負いません。

なお、試験当日に試験開始時刻を遅らせる場合は、ホームページ等でお知

らせします。

－ 6－




