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平成31年度　学生募集要項（ＡＯ入試）
  

　ＡＯ入学試験は、本校への入学意欲や福祉の仕事への適性を相互に理解し、本校教員とで面談をお

こない、総合的に評価し、本校が求める下記の学生像等（アドミッション・ポリシー）と照らし合わ

せて合否を行う入試制度です。

１　本校が求める学生像（アドミッション・ポリシー）

　　本校の教育理念、教育方針に共感し、将来福祉の仕事に就きたいと考え、介護福祉士になる目標

をもつ者を求めています。

２　学 科 の 概 要
　◆　設置目的　社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、介護福祉士の養成を目的とする

　◆　設置学科　介護福祉科

　◆　修業年限　２ヶ年(昼間部)

　◆　入学定員　40名(男女共学)

　◆　取得資格　介護福祉士国家試験受験資格・専門士（教育・社会福祉専門課程）称号授与

　

３　入学試験日程

４　出　願　手　続
　◆　出願資格　

　　１　高等学校又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　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　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次の（1）～（4）の者及び平成31年

３月 31日までにこれに該当する見込みの者

　　　（１)　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及び平成31年３月31日までに修

了見込みの者又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定した者

　　　(２)　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者及び平成31年３月31日までに修了見込みの者

　　　(３)　文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定に合格

した者を含む。）及び平成31年３月31日までに合格見込みの者で、平成31年３月31日ま

でに18歳に達する者

　　　(４)　本校が個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、平成31年３月までに18歳に達する者（詳しくは、本校までお問い合わせください）

　　※ご不明な点は、本校までお問い合わせください。

ＡＯ入試
Ⅰ　　期

ＡＯ入試
Ⅱ　　期

ＡＯ入試
Ⅲ　　期

平成30年７月28日㈯

平成30年８月18日㈯

平成30年９月８日㈯

平成30年８月１日㈬

平成30年８月22日㈬

平成30年９月12日㈬

試　験　日 合否通知送付日 入 学 手 続 期 間出　願　期　間

平成30年７月２日㈪
平成30年７月25日㈬
平成30年７月30日㈪
平成30年８月17日㈮
平成30年８月20日㈪
平成30年９月５日㈬

平成30年８月２日㈭
平成30年８月８日㈬
平成30年８月23日㈭
平成30年８月29日㈬
平成30年９月13日㈭
平成30年９月19日㈬

（注）・出願締め切りは、最終日必着です。
　　　・合否結果は、各入試とも本人に速達郵便にて通知します。
　　　・電話による合否の問い合わせには応じられません。



　◆出願要件  ・ 左記、本校出願資格を満たす者

 　　　　　　 ・ 本校の開催するオープンキャンパス・学校説明会に 1回以上参加した者

　　　　　　　・ 既卒者も受験可能　

　◆　出願書類

　　(１)　入学志願票(本校所定のもの) �受験票は切り取らないこと。

　　　　　志願票及び受験票には顔写真(４cm×３cm）を貼付すること。

　　(２)　出身高等学校長の調査書

　　　　　高等学校を卒業して５年以上経過したため、出身校の調査書が発行されない場合は、卒業証明書

及び成績証明書（出身高等学校所定のもの）

　　　　　出願資格の２及び３（１）、（２）に該当する者は、これに準ずる修了（見込）証明書及び成績

証明書

　　　　　３(３)に該当する者は、合格（見込）証明書及び合格（見込）成績証明書（高等学校等に在学

したことがある場合は、その在学期間中の調査書も併せて提出してください）

　　(３)　ＡＯ入学試験面談シート(本校所定のもの)

　　(４)　返信用封筒　必ず受取人の住所、氏名を書き、指定の郵便切手を貼ること｡

　　　　　(受験票在中用362円・試験結果通知書用420円　２通)

　　　　　切手及び宛先などが不備な場合、郵送できないことがあるので、十分点検してから提出する

こと。

　　(５)　入学検定料１０,０００円(入学志願票を郵送する場合は、入学検定料を郵便為替にして同

封し、簡易書留にて郵送のこと。なお、郵便為替には何も記入しないこと)

　　　　　※入学検定料免除制度あります。

　

５　選　考　方　法
　＜ＡＯ入学試験＞

　　ＡＯ入学試験面談シート、出願書類を参考に双方で質疑応答します。

　　◆面　談　　時間：15分程度

　　◆日　程　　オープンキャンパス終了後

  

６　試　験　会　場
　　　　介護福祉科校舎

　　　 〈ＪＲ中央本線山梨市駅下車徒歩３分〉

至甲府 至新宿

コンビニ

カラオケ

山梨市駅

案内図

校舎



区分

学年 １　年　次 ２　年　次

前　期 後　期 前　期 後　期

入　 　学　 　金 150,000

授　　 業　 　料 300,000 280,000 300,000 250,000

施設設備整備費 60,000 70,000 40,000 40,000

介 護  実  習  費 40,000 40,000 50,000 40,000

合　　　　　  計 550,000 390,000 390,000 330,000

－ － －

７　入 学 手 続 き
　　　　合格者は、入学手続時納入金を指定の金融機関に振り込み、下記の書類を提出してくださ

い。

　　　　　(1) 誓約書　　(2) その他の必要書類

　　　　◆　入学手続時納入金　　550,000 円

　　　　　学納金内訳

　

　　　　◆　入学手続きを所定期間内にしない場合は、入学を許可できません。

　　　　◆　入学金減免制度あります。

　　　　◆　１年次学納金のうちの残額（390,000 円）は、後期の初めに納入するものとします。

　　　　◆　ＡＯ入学試験については、本校専願とします。

８　諸　 経　 費
　　　　教科書代・実習用品代・学年費・校友会費・積立金・学生総合保険料等が、入学後別途納

入となります。

[ オープンキャンパス・学校説明会 ]
　　　　第１回　平成 30 年６月16日( 土 )　午前 10 時～ 12 時 30 分（受付 9：30）

　　　　第２回　平成 30 年７月28日( 土 )　午前 10 時～ 12 時 30 分（受付 9：30）

　　　　第３回　平成 30 年８月18日( 土 )　午前 10 時～ 12 時 30 分（受付 9：30）

　　　　　　　　(帝京学園短期大学と同時開催 )

[ 学校説明会 ]　
　　　　第４回　平成30年９月８日(土 )　午前 10 時～ 12 時 30 分（受付 9：30）

　　　　　　　　(帝京学園短期大学と同時開催 )

　　　　第５回　平成30年11月17日( 土 )　午前 10 時～ 12 時 30 分（受付 9：30）

＊オープンキャンパス・学校説明会の会場等詳細はホームページでご確認ください。

[随時見学会 ]　会場　介護福祉科校舎

　　　　学校・授業見学については、事前にホームページまたはお電話でお気軽にお申し込みくだ

さい。

　　　　　  【連絡先】ＴＥＬ　０５５３－２２－６７７６

　　　　　　　　 　ＵＲＬ　http://www.ntu.ac.jp/mwc/

　　　　　　　　　 　窓口受付時間　午前８：30～午後５：30（土・日・祭日は除く）
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