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令和５年度募集要項
推 薦 入 学 一 般 入 学

入学定員 定員３０名の４０％程度 定員３０名（推薦入学者を含む）

受験資格 オホーツク、宗谷、釧路、根室、十勝、上川又は留萌 高等学校卒業又は令和５年３月卒業見込みの者並びに

（総合）振興局管内に所在する高等学校を令和５年３月 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

卒業見込みの者で、推薦要件に該当し高等学校長が責任 れる者

を持って推薦できる者

各学校の推薦人員は３名程度とします。

推薦要件 ① 卒業後、オホーツク、宗谷、釧路、根室、十勝、上

川又は留萌（総合）振興局管内に所在する保健・医療

機関において看護師、助産師又は保健師として就業意

志を有する者

② 学業成績が原則として評定平均値４．０程度の者

③ 心身ともに健康で、看護職を強く希望する者

④ 推薦入学試験に合格した場合は必ず入学する者

試験日 令和４年１０月１５日（土） Ⅰ期 令和５年１月１０日（火）（学科試験）

令和５年１月１１日（水）（面接試験）

Ⅱ期 令和５年３月１８日（土）（学科試験・面接試験）

※入学定員を満たした場合、Ⅱ期試験は実施しません。

Ⅱ期試験の実施については、ホームページに掲載します。

合格発表 令和４年１１月１８日（金）午前１０時 Ⅰ期 令和５年２月 ９日（木）午前１０時

Ⅱ期 令和５年３月２３日（木）午前１０時

合否に関わらず学校長を通じ受験者に通知します。 合格者に合格通知書を郵送します。

またホームページにも掲載します。 またホームページにも掲載します。

試験科目 「小論文（読解論述問題）」 Ⅰ期 「国語総合」「コミュニケーション英語Ⅰ・

「面接」 コミュニケーション英語Ⅱ」「数学Ⅰ・数学Ａ」

「生物基礎」「面接」

Ⅱ期 「国語総合（古文を除く）」「数学Ⅰ」「面接」

選抜方法 小論文試験、面接試験及び書類審査により総合 学科試験、面接試験及び書類審査により総合的に

的に判断します。 判断します。

試験会場 北海道立紋別高等看護学院 Ⅰ期 ホテルオホーツクパレス（学科試験）

北海道立紋別高等看護学院（面接試験）

Ⅱ期 ホテルオホーツクパレス【予定】

北海道立紋別高等看護学院（学科試験・面接試験）

開場時間 いずれの日も、午前8時30分から入場可能です。

受験手続

受付期間 令和４年９月１２日（月）から Ⅰ期 令和４年１１月２８日（月）から

令和４年９月２６日（月）まで 消印有効 令和４年１２月１２日（月）まで 消印有効

Ⅱ期 令和５年 ２月２７日（月）から

令和５年 ３月１０日（金）まで 消印有効

出願方法 願書等は、高等学校長を経由し、入学願書提出用封筒 願書等を、入学願書提出用封筒により、郵送又は直接

により、提出してください。個人では出願できません。 提出してください。

郵送の場合は必ず「簡易書留」で送付してください。

願書を持参する場合は、入学願書提出用封筒により、土・日・祝祭日を除く9:00から17:00までの時間帯に提出

してください。

出願書類

入学願書 必要事項を記入の上、所定の欄に入学検定料として12,160円相当の北海道収入証紙を貼ってください（日付

は受付期間内で提出した日としてください）。

※大規模な災害として知事が定める者の被災者である場合は、入学検定料等の免除があります。

推薦書 当学院で定めた用紙を用いて、学校長が発行したもの｡

入学願書付 当学院で定めた用紙を用いて、写真（出願前３ヶ月以内に上半身、無帽、無背景、正面から撮影した、縦６㎝、

票 横４㎝のもの）を貼付してください。



推 薦 入 学 一 般 入 学

出願書類

受験票 当学院で定めた用紙を用いて、写真を貼付してください（写真は、入学願書付票と同じものを使用してくださ

い）。

個人 高等学校長が発行する厳封した調査書を提出してく 高等学校卒業者又は高等学校卒業見込の者は高等学校

調査書 ださい。 長が発行する厳封した調査書を提出してください。

大学・短大・高専卒業者又は卒業見込の者で、卒業高

等学校の調査書の提出が困難な場合は、大学等の学校長

が発行する厳封の学業等証明書を提出してください。

返信用 学院から受験票を送付するため、同封した返信用封筒（長３号）に住所、氏名及び郵便番号を明記し、４０４

封筒 円相当の切手（定形郵便25ｇ以下・簡易書留料金）を貼り同封してください。

卒業 高等学校、大学等の卒業者は、高等学校長が発行する

証明書 卒業証明書を提出してください。

高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

られる者は、大学の受験資格がある証明書を提出してく

ださい。

出願上の ・出願書類に不備がある場合は、受理しない場合があります。

注意 ・一度受理した出願書類及び入学検定料は、事後においてどのような理由があっても返還しません。

・身体機能の障害（視覚・聴覚・言語等）のある方で、受験を希望する方はあらかじめ御相談ください。

その他 推薦入学受験者が不合格のときは、新たに一般 合格発表の日から１ヶ月間は、入学試験成績（本人の

入学試験の出願ができます。 総合得点及び科目別得点のみ）を閲覧できます。希望す

る場合は、受験票など本人を確認できる書類を持参し、

学院窓口で口頭開示請求してください。

【新型コロナウイルス感染症等への対応について】

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、試験日、試験会場、選抜方法等を変更する可能性がありますので御承知お

きください。変更となった場合は、当学院のホームページでお知らせします。

※ 入試会場入室前に感染の疑いのある症状が認められる場合は、受験をお断わりする場合があります。なお、これを理由とす

る欠席者向けの再試験については予定をしておりません。

必要経費 ・入学料 14,800円

・授業料 年間 219,600円（前期109,800円、後期109,800円）

・その他修学に要する費用 別表「在学中の必要経費等の概要」のとおり

※ 入学料及び授業料については、改定される場合があります。

学生寮 ・女子のみ入寮可能ですが人数制限があります。

・寄宿舎使用料 年間 151,200円（前期75,600円、後期75,600円）

・食費 日額 1,150円（令和４年度現在）

・寮室 １学年４室、１室定員４名（現在１室１～２名で使用しております。）

※ 寄宿舎使用料及び食費については、改定される場合があります。

修学資金貸付 ・北海道看護職員養成確保修学資金

制度 ・紋別市看護師等修学資金

・日本学生支援機構

・その他

※ これらの制度は貸付者数に制限があるため、貸付を受けられない場合があります。

※ 問合わせ先 北海道立紋別高等看護学院 ℡ ０１５８－２４－４１８５

入学試験など不明な事項については、土・日曜日・祝祭日を除く平日の9:00から17:00までの時間帯でお問い合わ

せください。



在 学 中 の 必 要 経 費 等 の 概 要

（金額については、令和４年度での概算であるため、変更されることがあります。）

購 入 物 品 1年次 2年次 3年次 必要な時期等

金額(円) 金額(円) 金額(円)

病院実習用白衣 男女共通 ナースシューズ・名札等 8,000 － － 4月

男女共通 白衣等（2着分） 24,000 － － 白衣は男女の平均金額で算出

授業関係 演習用消耗品・資料代 8,000 5,000 5,000 4月

教科書代 175,000 12,000 15,000

予防接種関係 ワクチン接種等 30,000 3,500 3,500 4月～ (検査結果により加算あり)

実習関係 交通費・宿泊費（食費除く） 90,000 145,000 125,000 (1年次) 9・2月・(2年次) 7～12月

(3年次) 5～12月

学生生活 傷害保険・入学式の写真代 5,500 4,500 4,500 4月

看護系の雑誌（希望者のみ） 15,000 15,000 15,000 4月

合 計 355,500 185,000 168,000

※ 電子テキストを導入していますので、iPad（iOS11）又はPC（Windows10以降 intel Core i3以上 4GB以上）が必要になりま

す。


