入学資格
募集期間

（1）高等学校卒業の者及び2023年３月高等学校卒業見込の者。
「高等学校卒業程度認定試験」に合格した者及びこれと同等以上の学力を有する者と認められた者。
（2）
（1）一般・推薦入学／ 2022年10月1日（土）より2023年3月24日（金）まで。
（2）特待生・診療情報管理士推薦入学／ 2022年10月1日（土）より2023年3月14日（火）まで。
（3）指定校推薦入学／ 2022年10月1日（土）より11月30日（水）まで。
（4）ＡＯ入学エントリー／ 2022年6月1日（水）より9月30日（金）まで。
●定員充足により上記募集期間より繰り上げて締め切る場合があります。ホームページ等でお知らせします。
〈入学準備説明会日程〉

願書の記入方法、奨学金制度、学費、学生寮などについて説明会を開催します。
（保護者同伴歓迎）

第１回／ 2022年9月10日（土）
（開催時間 10：00〜10：30）
第２回／ 2022年9月24日（土）
（開催時間 11：00〜11：30）

各入学選考について
一 般 入 学
推 薦 入 学

指定校推薦入学

選考方法：調査書及び選考作文（本募集要項に添付）により選考を行います。
※提出書類のみでの選考が難しい場合は、面接（事前連絡の上）を行うことがあります。

選考方法：推薦書、調査書により選考を行います。
推薦基準：
〈学校推薦〉
①2023年３月高等学校卒業見込みの者で本校単願者。
②高等学校の学業成績において、３年間の全科評定平均が2.7以上で、人物適性について
学校長が推薦できる者。
③出願時提出の選考作文（志望動機）は免除されます。
選考方法：推薦書、調査書により選考を行います。
推薦基準：
〈学校推薦〉
①2023年３月高等学校卒業見込みの者で本校単願者。
②高等学校の学業成績において、３年間の全科評定平均が3.0以上で、人物適性について
学校長が推薦できる者。
③出願時提出の選考作文（志望動機）は免除されます。

※指定校推薦合格者は、１年次の授業料から５万円免除します。
（A、B優遇と重複可能です。）

特 待 生 入 学

制度内容：希 望出願者より選考し、１年次の授業料から40万円,20万円,10万円,または
５万円を免除します。
適用条件：本校単願者。
（大学・短大等と併願する者以外）
選考方法：高等学校調査書の評定平均，学力試験（国語・数学）
，面接。

免除額

１年次の授業料から40万円,20万円,10万円,または５万円

※一般・各推薦・ＡＯ入学の区別（高等学校新卒・既卒・社会人等）なくどなたでも受験できま
すが併願者のみ受験できません。入学の合否には影響しません。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

※高校卒業後５年以上経過しており「高等学校調査書」の提出が困難な場合は、大学短大等の成
績証明書等を提出して下さい。どちらも提出できない場合は申し出て下さい。
※ＡＯ入学出願者は選考時、面接が免除され筆記試験のみとなります。

特待生選考日

第１回／ 2022年10月15日（土）〈募集期間：2022年10月11日（火）まで〉
第２回／ 2022年11月19日（土）〈募集期間：2022年11月15日（火）まで〉
第３回／ 2023年 3月18日（土）〈募集期間：2023年 3月14日（火）まで〉
※受験希望者は、願書と受験票（願書受理票）に記入されている日程のいずれか一つを選び○をつけて下さい。
※集合時間については、本校から発送する受験票（願書受理票）にて別途お知らせします。
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診療情報管理士
推 薦 入 学

免除額

１年次の授業料から20万円

制度内容：希望出願者より選考し、１年次の授業料から20万円を免除します。
適用条件：①本校単願者（大学・短大等と併願する者以外）で、医療事務学科の医療事務・
診療情報管理士コースに入学する者。
②卒業後、診療情報管理士専攻科に進学する者。
選考方法：推 薦書、調査書により選考を行います。出願時提出の選考作文（志望動機）
は免除されます。
推薦基準：〈学校推薦〉
①2023年３月高等学校卒業見込みの者、及び既卒者においても卒業高等学校
長の推薦が得られる者で本校単願者。
②高等学校の学業成績において、３年間の全科評定平均が3.5以上で、人物適
性において学校長が推薦できる者。
（注）意志確認のため面談があります。来校日は特待生試験日と同日となります。
※指定校推薦や優遇制度（P８〜P９参照）との重複受験は出来ません。
（D．受験料半額免除との
重複は可）また他校併願者は受験できません。
※診療情報管理士推薦で入学し卒業後、診療情報管理士専攻科に進学しない方は免除した金額を
返還していただきます。
※特待生試験も希望者は受験できます。

診療情報管理士推薦面談日

第１回／ 2022年10月15日（土）〈募集期間：2022年10月11日（火）まで〉
第２回／ 2022年11月19日（土）〈募集期間：2022年11月15日（火）まで〉
第３回／ 2023年 3月18日（土）〈募集期間：2023年 3月14日（火）まで〉
※受験希望者は、願書と受験票（願書受理票）に記入されている日程のいずれか一つを選び○をつけて下さい。
※集合時間については、本校から発送する受験票（願書受理票）にて別途お知らせします。

Ａ Ｏ 入 学

（アドミッションオフィス）

制度内容：本校が求める学生像（アドミッションポリシー）に照らし合わせ、成績だけでなく人物・
適性面を積極的に評価し、合否を決定する入試方法です。ＡＯ入学は、受験生にとって
有益な入試方法です。
合 格者には１年次の授業料から８万円を免除します。選考作文（志望動機）

は免除されます。
※各推薦入学や優遇制度との重複受験はできません。

【本校が求める学生像（アドミッションポリシー）
】
１．本校分野に対して、明確な志望動機と目的意識を持つ人物
２．目指す目標に対して、旺盛なチャレンジ精神を持つ人物
３．目標に向けて、最後までやりとげる意思を持つ人物

ＡＯ入学受験資格

（1）高等学校・高等専修学校卒業見込みの者、または卒業した者。
（2）本校単願者。
（大学・短大等と併願する者以外）
（3）高等学校・高等専修学校卒業、または同等の学力を有すると認められる者（高等学校卒業程度
認定試験合格・旧：大学入学認定合格）、大学・短期大学・専門学校卒業（見込み）及び社会人。
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●第1・2期ＡＯ入学出願許可者の願書提出

第3・4期の願書提出日は
許可通知に記載し郵送

︵ＡＯ認定セミナー後︑
一週間以内︶

●ＡＯ入学出願許可通知を受けとる

参加し模擬実習と個人面談を受ける

●ＡＯ認定セミナーに

●2022年6月1日から受付
各エントリー期間内に
﹁ＡＯ入学エントリー用紙﹂を郵送または持参

﹁ＡＯ入学エントリー用紙﹂必要事項記入

●募集要項

ＡＯ入学の
ＡＯエントリーから
入学までの流れ

ＡＯ入学方法
ＡＯエントリー期間

●ＡＯエントリー期間（ＡＯ入学エントリー用紙提出日）は４期に分かれます。

第１期／ 2022年6月1日（水）〜6月30日（木）まで
第２期／ 2022年7月1日（金）〜7月30日（土）まで
第３期／ 2022年8月1日（月）〜8月31日（水）まで
第４期／ 2022年9月1日（木）〜9月30日（金）まで
ＡＯエントリー方法

上記エントリー期間において、本募集要項にある
「ＡＯ入学エントリー用紙」に必要事項を記入
し本校まで郵送または持参して下さい。
（郵送の場合封筒は各自でご用意願います）
「ＡＯ入学エントリー用紙」を本校に提出後、AO認定セミナー受講日や集合時間などが記載さ
れた「ＡＯ入学エントリー受付票」を本校より郵送します。
（注）高等学校・高等専修学校卒業見込み者については、エントリーをクラス担任および進路指導の先生に報告し必
ず承諾を得て下さい。またＡＯ入学エントリー用紙にクラス担任の署名と捺印が必要です。

ＡＯ認定セミナー内容
適性確認

認定セミナー開講日の「体験入学」に参加し、模擬実習体験学習を受けて頂きます。本校の実習指
導教員が、
「ＡＯ入学希望者」の適性を確認します。

認定面談

模擬実習体験学習により、適性確認終了した者に対して面談を行ないます。
面談は個別面談で、人物・目的意識等の確認をします。

ＡＯ認定セミナー開講日

●体験入学開催日と同日です。

第１期／ 2022年 7月 9日（土）体験入学日
第２期／ 2022年 8月11日（木）体験入学日
第３期／ 2022年 9月24日（土）体験入学日
第４期／ 2022年10月22日（土）体験入学日
（日程についてご都合の悪い場合は本校までご相談下さい）

ＡＯ入学出願許可通知

ＡＯ入学出願許可の結果は、AO認定セミナー受講後１週間以内に郵送にて通知します。
（注）高等学校・高等専修学校卒業見込み者については、ＡＯ入学出願許可の結果を高等学校・高等専修学校に通知
致します。
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AO 入学者願書の提出

ＡＯ入学出願許可となった者は、下記の書類を指定された期日までに提出してください。
〰〰〰〰〰〰〰〰

提出
期間

１・２期は2022年９月１日（木）〜９月16日（金）
３・４期の願書提出日は「ＡＯ入学出願許可通知」に記載し郵送します。
ＡＯ入学出願許可者 提出書類

１

入学願書

本募集要項に添付されている入学願書。

調査書

高等学校・高等専修学校卒業
（見込み）
の者。

（１期・２期・３期は出願日より10月7日までに
提出）
これ以前にも
※調査書の作成が間に合えば、
提出可です。

大学・短期大学・専門学校在学中で、卒業（見込み）の出ない者。

２

成績証明書
卒業証明書

大学・短期大学・専門学校卒業
（見込み）
の者。

（卒業見込み証明書）

各１通ずつ

３

真

４

入学者
アンケート

本募集要項に添付されているアンケート用紙。
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ＡＯ入学選考結果通知

写

２枚
（４㎝×３㎝、
カラー）
１枚は願書に貼付してください。
１枚は裏面に氏名・出願学科を記入し、願書と同封して提出ください。

ＡＯ入学
受 験 料

AO受験者は受験料20,000円から10,000円になります。
10,000円（受験料の振込みは、添付されている振込依頼書でお振込みくだ
さい。）

上記の書類を本校で受領後、14日以内に最終の「選考結果通知」（最終的な合否通知）
を郵送にて通知致します。
（注）高等学校・高等専修学校卒業見込み者については、選考結果を高等学校・高等専修学校に通知致します。

「選考結果通知」とともに送付した書類に従い、所定の入学手続きをしてください。

ＡＯ入学手続き

※ＡＯ入学合格者が提出するＡＯ課題レポートを本校から12月末までに発送します。2023年1月31
日
（火）までに郵送にて提出して下さい。
※ＡＯ入学エントリーまたは出願を取消す方は必ず本校までご連絡下さい。

他校併願制度

大学・短大及び他の専門学校などと併願を希望する場合は、出願の際に「併願申
請書」を必ず提出してください。
ただし、合格発表日が2023年3月24日（金）までの併願校を「併願扱い」とし、
3月25日（土）以降の発表の場合「併願扱い」となりませんので、
ご注意ください。
※日程についてご都合の悪い方はご相談下さい。
（1）本校の合格通知が届きましたら、指定された「期日」までに「入学金」を納入してください。
銀行振込の場合、同封の振込依頼書に記入されているいずれかの銀行にお振込みください。
振込者は必ず入学者本人の氏名でお振込みください。なお、振込時に銀行より「振込金領収証」
が発行され、それが領収書となりますので大切に保管しておいてください。
（2）入学金の納入後「入学許可証」を発行し、学籍が確保されます。後日、入学に必要な案内を送付します。
（3）併願校の合否の結果を（合格発表日または、翌日までに）本校事務局まで必ずご連絡ください。
（4）併願者の入学手続の期限は、原則的に併願希望校の最終合格発表日より１週間以内となります。
（5）併願先に合格し入学のため本校入学を辞退する場合、
「併願校合格証の写し」 ・
「学費返却
願（本校指定）
」の提出により、入学金を返却いたします。但し受験料の返却はいたしません。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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