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板橋中央看護専門学校アドミッションポリシー 

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ための看護教育を行っている。また、教育理念である「人

類愛」や校訓としての【凡事徹底】の精神を学生及び教職員にも奨励している。 

当たり前のこと（明るい挨拶や、他者の思いをくみ取る、感謝する心、協調する心、ルール

を守るなど）を行い続けることが、豊かな人間性の基盤になり、他者とのより良い人間関係

の構築にも繋がると考えている。 

1 看護師となり働き続けたいという明確な意思を持つ人 

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 自分と相手を思いやり、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持つ人 
 

 

 

募集要項の概要について 
この要項は、2024年度学校推薦型選抜及び社会人選抜また、一般選抜を受験する方の為に

作成したものです。 

1．学校推薦型選抜（指定校・公募） 

 選抜方法は、学校長が発行する推薦書・小論文・面接・調査書の内容を加え総合的に判定

することを基本としています。 

2．社会人選抜 

  選抜方法は、小論文・面接で総合判定することを基本としています。 

3．一般選抜 

選抜方法は、A日程・B日程の 2回で実施します。 
 

 

 

■募集人員・修業年限 
80 名・全日制 3年課程 3年制 

 

 

■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  ℡ 03-3967-0502 
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■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 

学校推薦型 

選抜Ⅰ 

（指定校・公募） 

2023年 

10 月 14日(土) 

2023年 

9月 22 日(金) 

～ 

10月 06 日(金) 

2023年 

10月 20日(金) 

2023年 

11月 02日(木) 

学校推薦型 

選抜Ⅱ 

（指定校・公募） 

2023年 

11 月 04日(土) 

2023年 

10月 13 日(金) 

～ 

10月 27 日(金) 

2023年 

11月 10日(金) 

2023年 

11月 22日(水) 

社会人選抜 
2023年 

11 月 04日(土) 

2023年 

10月 13 日(金) 

～ 

10月 27 日(金) 

2023年 

11月 10日(金) 

2023年 

11月 22日(水) 

一般選抜 

A 日程 

2023年 

12 月 02日(土) 

2023年 

11月 10 日(金) 

～ 

11月 24 日(金) 

2023年 

12月 08日(金) 

2023年 

12月 20日(水) 

一般選抜 

B 日程 

2024年 

1 月 27日(土) 

2024年 

1月 05 日(金) 

～ 

1月 19 日(金) 

2024年 

2月 02日(金) 

2024年 

2月 14日(水) 

 

■入試区分・試験科目 
入試区分 試験科目 

学校推薦型選抜 
学校推薦型選抜Ⅰ 小論文、面接 

学校推薦型選抜Ⅱ 小論文、面接 

社会人選抜 社会人選抜 小論文、面接 

一般選抜 
一般選抜 A日程 国語、選択科目（英語・数学Ⅰから 1科目）、面接 

一般選抜 B日程 国語、選択科目（英語・数学Ⅰから 1科目）、面接 

※ 社会人は、「社会人選抜」「一般選抜 A日程」「一般選抜 B日程」で選考する。 

※ 「指定校推薦」「公募推薦」で受験する学生は、学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱの何れかの日程を

選択（両日の受験は不可）。但し、一般選抜 A日程、B日程の受験は可能とする。 

※ 一般選抜における選択科目（英語・数学Ⅰ）は、外部試験のスコア等を用いて免除するこ

とができる。 

※ 各選抜の出願資格については、p.4出願資格を参照すること。 
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■試験時間割 

   学校推薦型選抜・社会人選抜 一般選抜 

オリエン 

テーション 
10:00〜10:15 9：00～9：20 

科目試験 
小論文 10:20〜11:20 

選択科目 

英語又は数学Ⅰ 
9:25～10:25 

国語 

（現国のみ） 
10:40～11:20 

面接 12：30～（予定） 面接 13:00～（予定） 

※ 試験時間は、変更する場合がありますのでホームページ及び Web 出願ページで確認下さ

い。 

※ 一般選抜は、英語又は数学Ⅰのどちらかを選択して下さい。 

※ 一般選抜で外部試験利用する場合も 9:00 からオリエンテーションを始めます。 

※ 面接は、場合により午前の科目試験の結果で受験者を決定します。（一般選抜） 
 

■出願資格 

学校推薦型選抜 

(指定校推薦) 

次のすべてに該当する者 
① 当校が指定する高等学校及び中等教育学校を 2024 年 3 月卒業見込の者 

② 将来看護師となるのに適している者 

③ 指定の評定平均値に達している者 

④ 本校以外を受験しない者 

⑤ 合格した場合、入学を確約できる者 

⑥ 卒業後直ちにＩＭＳグループ病院に看護師として就業する意志のある者 

※詳細は高等学校又は中等教育学校に確認して下さい。 

学校推薦型選抜 

(公募推薦) 

次のすべてに該当する者 
① 2022 年 3 月以降の高等学校卒業者、及び 2024 年 3 月卒業見込の者 

② 将来看護師となるのに適している者 

③ 出身高等学校の調査書において評定平均値が 3.0 以上の者で高等学校長又は中等教育 

学校長が推薦できる者 

※「中等教育学校」とは、中高一貫教育を行う修業年限 6 年の学校をいいます。 

④ 合格した場合、入学を確約できる者 

⑤ 卒業後直ちにＩＭＳグループ病院に看護師として就業する意志のある者 

社会人選抜 

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人経験を 1 年以上有す

る者 

② 平成 3 年以降に生まれた者 

③ アドミッションポリシーに共感し、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 

④ 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 

一般選抜 

次のいずれかに該当する者 
① 高等学校及び中等教育学校卒業者、及び 2024 年 3 月卒業見込の者 

② アドミッションポリシーに共感し、将来看護師となるのに適している者 

③ 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、又はこれに準ずる者で文

部科学大臣が認定した者 

④ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧大学入学資格検定） 
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■外部試験利用 
2021 年 11月 10日以降に受験した外部試験（英検・TOEIC等）のスコア（コピー可）又は実

用数学検定 2級以上の合格証（コピー可）を出願締切日までに提出できる者 
 

1) 英語は、CEFR基準において B1以上の者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■出願手続き 
本校への出願手続きは「インターネット（Web）入力による出願」及び「必要書類」（成績証明

書等）の提出、検定料の入金をもって完了となります。出願書類は、締切日 17時必着となりま

すので、ご注意ください。また、入力した情報に誤りがある場合は、入試担当までご連絡くださ

い。 

インターネット環境がない方は、電話にてお問い合わせ下さい。本校のパソコンをご利用いただ

くことも可能です。 
 

■検定料  20,000 円 

 

■ 振込先 
みずほ銀行 志村支店 

普通預金 １２６７０６７ 

板橋中央看護専門学校 学校長 中村哲也 

 
※別途振込手数料がかかります。 

※振込名義は受験生本人とします。 

※当校窓口での受領はしません。既納の入学検定料は一切返金しません。 
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■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。 

（調査書が成績証明書の内容を含む場合は、調査書のみ提出） 

※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（見込者）は、合格成績証明書を提出

すること。 

・大学・短大卒業者又は見込者であっても、出身高等学校の調査書を提

出すること。なお、卒業より年数が経過し、証明書の発行が不可能な

場合は、高等学校発行の説明文書（不発行証明書）を提出すること。 

・現在、在学中の高等学校の在学期間が 1年未満の場合は、それ以前の

高等学校の調査書も提出すること。 

高等学校卒業（見込）

証明書 

・高等学校所定の様式で提出すること。 

 ※卒業見込者で調査書に証明の記載がある場合は不要 

・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 ・本校ホームページよりダウンロードし、記入して提出すること。 

入学志願者アンケート ・本校ホームページよりダウンロードし、記入して提出すること。 

推薦書 
・学校推薦型選抜に出願される方は、本校ホームページよりダウンロー

ドし、高等学校に記入を依頼して提出。 

外部試験利用提出書類 

・選択科目を英語で受験する方は、CEFR基準が分かる書類の提出 

例）英検 2級のスコア表 

・選択科目を数学で受験する方は、数学検定 2級以上の合格証の提出 

※何れも、2年以内(2021 年 11月 10日以降)に取得したものに限る。 

入金明細票 

・入学検定料入金明細票の原本（A4サイズコピー用紙に貼付）または 

コピー（A4 サイズ）を提出すること。 

・ネットバンキング等の場合も、A4サイズで印刷し提出すること。 

写真のデータ 

・上半身、脱帽、背景無地、正面向（証明写真の大きさ）で 3ヶ月以内

に撮影したもの。 

・本人識別の観点から、写真に加工を施さないこと。 

・出願者情報登録画面で画像を添付。（画像データは PNG形式または

JPEG形式、縦幅と横幅の比率は 4：3の割合で準備すること。） 

宛先カード 

・本校ホームページよりダウンロードし、「必要書類」を送付する際、

角形 2号封筒の表面に貼付する。 

・封を閉じる前に、必要書類が揃っているかチェックリストで確認する

こと。 

戸籍抄本 ・高等学校卒業後に改姓している場合は、戸籍抄本を提出すること。 

 

■出願書類発送について 

送付先 

〒174-0051 

  東京都板橋区小豆沢 2-6-4 

   板橋中央看護専門学校 看護学科入試係 

・書類の発送は、郵便局から速達簡易書留で発送すること。 

・宛先カードを角形 2号封筒に貼付して利用して下さい。 

・出願締切日 17時時点で、インターネット出願完了、出願書類と入学検定料入金明細票の到着が 

確認できない場合は不備となり、受験することができませんのでご注意ください 
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■出願の流れ 
 

 

 

 

 

書類準備 

 

・卒業証明書・調査書等を事前に準備する。 

・姓名変更している方は戸籍抄本を準備する。 

・顔写真データを準備する。 

 

マイページ 
登録 

 ・本校 HP「インターネット出願」のバナーをクリックする。 

・「メールで通知を受け取る」を選択する。 

・氏名・電話番号・メールアドレスを入力し、送信する。 

（入力したメールアドレス宛にメールが送信される。） 

 

個人情報登録 

 
・個人情報入力（氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、学歴、職歴等）を行う。 

・顔写真のデータを添付し送信する。 

 

出
願                          

 

・入試区分を選択する（一般選抜試験は受験選択科目に注意すること）。 

・マイページのパスワード設定を行う。 

・入学検定料の納入決済方法を選択する。 

 

入学検定料 
納入   

 

・指定口座へ入金する。振込名義は必ず受験生本人とする。 

・振込手数料は受験生が負担する。納入された検定料の返還はしない。 

・入金後に発行される明細票は、出願に必要な為、必ず受け取る。 

 

出願書類 
郵送 

 

・出願書類を郵便局から速達簡易書留で郵送する。出願受付終了日 17時必着。 

・郵送の際は、宛先カードをホームページから印刷し、記入の上、角形 2号封筒に 

貼付し、使用する。 

・出願締切日 17時時点で、インターネット出願完了、出願書類と入学検定料入金明細 

票の到着が確認できなければ、出願は認められない。 

 

受験票発行 

 

・出願、書類提出、検定料入金が確認されると、受験票がマイページ内に発行される。 

・マイページ内の発行書類より受験票を印刷し、試験日当日に持参すること。 

・試験日 1週間前に本校から健康状態に関するアンケートがマイページ内に発行 

される。必要事項を記載の上、試験日当日に持参すること。 
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■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（緊急事態宣言・地震・台風・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、試験日の変更及び、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（受験料返還・追加日程措置）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ページ及び Web 出願ペー

ジに掲載しますので、ご確認下さい。 

 

① 受験者は必ず受験票を印刷の上携行してください。万一、忘れた場合は、本校入試係に申し出て

下さい。 

② 試験会場では机の上の受験番号を確認して着席してください。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。 

 ・カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること、他の人から 

答えを教わること等）をすること。 

 ・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。 

 ・答えを教えるなど、他の受験者に利するような行為をすること。 

 ・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。 

 ・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 入学試験の内容、試験会場の様子を、SNS等に発信する事が無いよう、お願いします。 

④ 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（新型コロナウイルス、インフルエンザ、麻疹、みずぼうそう等）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 ④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。 
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■合格発表 
※ 合格発表当日 12：00 よりインターネット出願のマイページで合否結果を確認できます。 

※ 合否通知は、郵送でも発送致します。 

 

■入学手続き 
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。 

 

 

■奨 学 金  (IMS グループ奨学金制度) 
本校は、急性期医療から在宅診療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グループの医療機関により支えられております。国家試験

取得後は、IMSグループの医療機関で活躍する看護師を養成するために、各医療機関より支

援を受けております。国家試験の合格や進級などの勉学に集中頂きたい為、アルバイトは原

則禁止としています。その為、修学期間中※は、IMSグループ本部より授業料相当額の奨学

金が全員に貸与されます。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 

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

■3 年間でかかる学費（概算） 

 入学金 授業料（4月・9月） 諸経費（概算） 小計 

1年 250,000円 300,000円×2期 275,000円 1,125,000 円 

2年  300,000円×2期  35,000円   635,000 円 

3年  300,000円×2期 135,000円   735,000 円 

諸経費（概算） 

 1年次・・275,000 円（iPad、デジタルテキスト、白衣代、学生保険等） 

 2年次・・35,000 円（模試代、学生保険等） 

 3年次・・135,000 円（模試代、異文化交流、謝恩会、卒業アルバム、学生保険等） 

※実習時の交通費・宿泊費・マスク等の衛生材料などは別途費用 

 

 

 

 

IMSグループ奨学金を使用することで 

3年間で最低 2,500,000円の学費が実質費用負担約 700,000円 



10 

 

■板橋中央看護専門学校 特待制度 
一般選抜試験において、優秀な成績を収めた上位の学生には、入学後の諸経費からデジタル

テキスト等の費用を減免します。選択科目を免除した学生は、こちらの制度は適用されませ

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．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。予めご了承くださ

い。 
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■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 5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  

 

■ 問い合わせ先 
板橋中央看護専門学校 入試係 

 メール：itakan.nyuushi@ims.gr.jp 

 電話：03-3967-0502 

 受付時間：9:00～17:00（土・日・祝日を除く） 
 


