
 

 

 

2020 年度/第 1 学科 
 

  AO 入試（社会人） 

学生募集要項 
 

※ 本校ではＷｅｂ出願を導入していますが、 

  ＡＯ社会人入試では導入をしていません 

 

 

 

 

 

 

〒174-0051  東京都板橋区小豆沢 2-6-4 

TEL 03-3967-0502 

Fax  03-3967-4437 

http://www.ims.gr.jp/itakango 

 

2019.6.1 

http://www.ims.gr.jp/itakango


1 

 

募集要項の概要について 

 

この要項は、2020年度AO入学試験（社会人）を受験する方の為に作成したものです。推薦入試及

び一般入試については、別紙の学生募集要項を参照下さい。 

 選抜方法は、本校が求める学生像（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰ）と面接及び課題内容を総合的に判定する事 

を、基本としています。 

 

 

板橋中央看護専門学校アドミッション・ポリシー 

 板橋中央看護専門学校は、教育理念「人類愛」に基づき、愛し愛される看護師育成のため、生命の尊

厳と人間尊重の精神、高い倫理性を基盤として、社会の変化に柔軟に対応し生涯学び続ける前向きな姿

勢と、あたたかく豊かな人間性を高めるよう、看護教育を行っております。 

 また本校では、学生のみなさんに「凡事徹底」の精神を奨励しています。凡事徹底とは、当たり前の

こと（明るい挨拶や、他者への思いやり、感謝する心、協調する心、ルールを守るなど）を徹底的に行

い続けることを指します。 

 

 こうした考え方に共感していただく、次のような学生を求めています。 

１．看護師となって働き続けたいという明確な意思をもつ人 

２．生命の大切さを自覚し、自分自身の豊かな人間性育成を望む人 

３．相手を思いやり尊重し、人との関わりを大切にし協調しようとする人 

４．課題に自ら進んで向き合い、柔軟な考え方で積極的にチャレンジできる人 

５．医療人として誰に対しても分け隔てなく、社会的貢献をしたいという意欲をもつ人 

    

 

入学前に習得しておくことが望まれる学習 

１．高等学校における教科や教養を広く学習し、基礎的学力を身につけておくこと 

２．他者理解とコミュニケーションの基礎となる国語能力を身につけておくこと 

 

※ 本校では、看護学校生活や学習に対する不安を解消させ、入学してからの学習がスムーズに進むよ

うに、入学準備支援「プリパレーション・スタディ」を 1 日開催しています。高等学校で学んだ基礎

知識を改めて学び直すことで、看護学生になるために必要な基礎知識を再確認していきます。「看護

師になりたい」というみなさんの将来の夢を叶えるための準備支援です。 
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≪プリパレーション・スタディの目的≫ 

看護学生として学習をはじめることに対する自覚をもち、入学後の学習をスムーズに開始することが

できる。 

 

 

≪プリパレーション・スタディの目標≫ 

１．学習意欲を維持するために、学習習慣や自分の生活を整えることの重要性が理解できる。 

２．看護基礎教育における学習内容を知り、入学前に必要な基礎学力の課題がわかる。 

３．看護の学習に対する学びの楽しさを知り、学習意欲が高まる。 

 

 

 

募集人員 
 

入 試 区 分 ・ＡＯ入学試験（社会人） 

就 業 年 限 ３年（全日制）  

募 集 人 員 ８０名 （男女）※ 推薦・一般入試含む 

 

 

 

入試日程 

 

入試区分 試験日 受付期間 合格発表日 入学手続締切日 

1 次面接 
2019年 

7 月 16日(火)～19日(金) 

2019年 

6月 24日(月)～7月 5日(金) 

2019年 

8月 2日(金) 

 

2 次面接 

（合格者のみ） 

2019年 

9 月 4 日(水)・6(金) 

 2019年 

9 月 11日(水) 

2019年 

9 月 20日(金)迄 

 ※2次面接は 1次合格者のみ実施・・ﾒｰﾙ通知 

 ※合格者に郵送（ﾚﾀｰﾊﾟｯｸﾌﾟﾗｽ）で通知致します。 
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出願資格 

 

ＡＯ入学試験 

（社会人） 

次のすべてに該当する者 

① 高等学校卒業者、及びこれと同等以上の学力を有する者で社会経験を 

1年以上有する者 

② 本校のｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝﾎﾟﾘｼｰに共感し、卒業後は直ちにＩＭＳグループ病院に看

護師として就業する意思のある者 

③ 合格した場合は必ず本校に入学し社会人としての経験を学習資源として

活用できる者 

④ 昭和 62 年以降に生まれた者 

 

 出 願 手 続  
 

必要書類 
調査書・成績証明書 ・高等学校所定の様式で 3ヶ月以内に発行されたもの。 

※開封されたものは無効とする。 

・高等学校卒業程度認定試験合格は、成績証明書を提出すること。 

・大学・短大卒業者であっても、出身高等学校の調査書を提出すること。 

高等学校卒業証明書 ・高等学校所定の様式で提出すること 

・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は合格（見込）証明書を提

出すること。 

志望動機 ・志望動機を記入して送付して下さい。 

エントリーシート ・ｴﾝﾄﾘｼｰﾄ用紙に記入し、写真を貼付送付下さい。 

※上半身、脱帽、正面向（4×3 ㎝）で 3ヶ月以内に撮影したもの。 

入学志願者ｱﾝｹｰﾄ用紙 ・アンケート用紙に記入して送付して下さい。 

受験票 ・受験票に記入し、写真を貼付送付して下さい。 

 ※上半身、脱帽、正面向（4×3㎝）で 3ヶ月以内に撮影したもの。 

返信用封筒 1通 

 

 

 

送付先 

・受験票返信用定形封筒（長３封筒） 

※送付先、氏名を記入の上、６７２円分の切手（速達・書留用）を 

  貼付すること。 

 ※送付先、氏名を記入の事。 

〒174-0051 

  東京都板橋区小豆沢 2-6-4 

   板橋中央看護専門学校 第 1学科入試係 
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出願の流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

出 願 

•出願時期：2019年6月24日(月）～7月5日(金） 

•対  象  者：社会人経験1年以上で昭和62年以降に生まれた者。    要:高校卒業資格※ 

•検  定  料：20,000円  

1次面接選考 

•選考期間：2019年7月16日(火)～7月19日(金) 

•個人面接・課題提示 

課題提出 

•提出期間：2019年7月26日(金）ﾒｰﾙで提出 

1次選抜 

•合格発表：2019年8月2日(金）・・・ﾒｰﾙで通知 

2次面接選考 

•選考期間：2019年9月4日(水）～6日(金） 

•個人面接 

合 否 

•合格発表：2019年9月11日(水）・・・郵送 

入学手続 

•手続期間：2019年9月11日(水）～20日(金） 
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試験会場 
 

板橋中央看護専門学校 

    東京都板橋区小豆沢 2-6-4  電話  03-3967-0502 

周辺地図 

 

■路線図  

 

●地下鉄をご利用の方 

都営三田線 「志村坂上」駅下車 A1出口から徒歩 6 分 

●バスをご利用の方 

ＪＲ赤羽駅西口より国際興業バスをご利用下さい。 

 １番乗場・高島平操車場 行き（赤 56、赤 56-2） 

 ２番乗場・桐ヶ丘循環  行き（赤 54、赤 54-1） 

     所要時間約１０分「小豆沢住宅前」バス停下車 徒歩 3分 

 ３番乗場・ときわ台駅  行き（赤 52、赤 53） 

     所要時間約１０分「小豆沢 1丁目」 バス停下車 徒歩 3分  
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入学検定料 

   ￥ 20,000 円  

検定料振込先 

みずほ銀行 志村支店 普通預金 口座番号 １８５４７９５ 

口座名 板橋中央看護専門学校 第１学科 学校長 中村 哲也 

 

※ 学校の窓口では現金の受領はしません。なお、既納した入学検定料は、一切返金しません。 

※ 振込（控）は、受験終了後迄各自保管して下さい。 

※ 手数料本人負担 

 

受験上の注意及び当日の対応について 
 

本校では、入学試験の実施に際し、公平で良好な受験環境の保持に努めますが、やむを得ず不測

の事態（地震・雪などの自然災害や火災、停電、公共交通機関の遅延、学校の設備の故障等）の発

生により、試験開始時刻の繰下げや正規の試験時間を確保するための試験時間の延長、それらを理

由とした休憩時間の調整などの措置をとることがあります。その場合、本校の責によらない不可抗

力による事故等であることが明らかな場合は、それによって生じた受験者の負担費用、その他個人

的損害について、本校はその責任を一切負いません。あらかじめご了承ください。 

尚、緊急の対応を必要とする事項につきましては、その詳細を本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しますので、

ご確認下さい。 

 

１）受験者は必ず郵送された受験票を携行してください。万一、紛失したり、忘れた場合は、本校

入試係に申し出て下さい。 

２）試験会場では、携帯電話等の電子機器類は電源を切り、かばんに入れて下さい。また、これら

を時計として使用することは認めません。なお、ハンカチ、ティッシュペーパー、座布団、ひ

ざ掛け、目薬の使用を希望する場合は、あらかじめ監督者の許可を得てください。受験の際は、

すべて試験監督者の指示に従ってください。なお、以下の行為をすると不正行為となる場合が

あります。 

 ・受験者以外の者が、受験者本人になりすまして試験を受けること。 

 ・使用を認められていない用具を使用して解答すること。 

 ・試験開始や終了の指示など、監督者の指示に従わないこと。 

 ・試験時間中に、携帯電話や電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類や定規・コンパス、 

  電卓等の補助具等を身に付けていたり手に持っていること。 

 ・試験時間中に、携帯電話・時計・携帯音楽プレーヤー等の音（着信・アラーム振動音など） 

  を鳴らすこと。 
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 ・その他、試験の公平性を損なう行為をすること。 

以上の行為に対し、不正行為が認められた場合は、それ以後の受験はできません。（入学検定

料の返還はいたしません。） 

３）学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する件 

  試験当日、感染症（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ、麻疹、水疱瘡等）に罹患し治癒していない場合は、他の受験者

に感染のおそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。 

 尚、上記の理由により受験をご遠慮いただいた場合、後日、診断書の提出をもって、入学検

定料を返還致します。 

 

 

入学手続 

 

合格者に対しては、学校から入学手続方法を通知するので、期間内に入学手続を完了すること。 

期間内に手続のない場合は、入学辞退とみなします。 

 

入学金 ２５０，０００円 

 

※手続完了後は、理由の如何を問わず、入学金は一切返還しません。 

 

個人情報保護 

出願時に登録された住所、氏名その他個人情報は、 

 １．受験票、入学試験結果通知書、合格通知書および入学手続書類発送 

 ２．合格者への学生生活を始めるために必要な情報の提供 

 ３．個人を特定しない各種統計資料作成 

を行うために利用します。 

上記１～3の作業は、本学から当該業務の委託を受けた業者（以下、「委託業者」といいます）と

双方にて行います。 

業務委託にあたり、記入された個人情報の全部または一部を委託業者に提供することがありますが、

上記１～3にのみ利用し、委託業務を超えた利用はありません。 

あらかじめご了承ください。 

奨 学 金  (IMSｸﾞﾙｰﾌﾟ奨学金制度) 

本校は、予防医学からリハビリテーションまでの一貫した総合医療と、地域医療の充実及び地域住

民との密着した医療を展開するIMSｸﾞﾙｰﾌﾟの看護師を養成する機関として設立されています。入学

生は原則としてIMS ｸﾞﾙｰﾌﾟ病院に勤務することができます。勉学に集中するため、アルバイトは原

則禁止とします。その為、修学期間中※は、IMSｸﾞﾙｰﾌﾟ本部より授業料相当額の奨学金が全員に貸

与されます。 
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卒業後、看護師として奨学金貸与期間と同期間勤務した場合は、奨学金の返済は免除されます。 

※ 過年度期間中奨学金は貸与されません。 

奨学金額  

第 1 学科（3 年課程） 50,000 円×36 ヶ月＝1,800,000 円 

 

 

 

専門実践教育訓練給付金制度について （2020 年度継続申請予定） 

 

本校は、上記給付金制度の訓練指定講座（2020 年度継続申請予定）となっています。資格要件に

ついては、各自ハローワークにて確認の上、申請して下さい。 


