
                                                  

 

令和 3 年度 施設長推薦 募集要項 

富岡市甘楽郡医師会立富岡准看護学校 
群馬県富岡市七日市 553-1 

TEＬ 0274（62）0284 

FAX  0274（67）5464 

１．募集人員 若干名 

２．応募資格 ①高等学校卒業者及び中学校卒業者（見込みを含む）、その他これと同等以上の学力が 
あると認められる者 

②心身ともに健康であり、身体に自ら損傷を与える行為（刺青等）をしていない者 

③施設長、嘱託医の推薦を受けられる者。（当該施設に 2 年以上勤務している者が 

望ましい） 

３．修業年限 ２年間 

４．受験手続 下記のものをそろえて本校に提出すること 

①入学願書（本校所定用紙に本人直筆で記入のこと） 

 ＊裏面に受験料 10,000 円を振込んだ際の控えの写し（コピー）を貼付 

 ＊願書に押印した印鑑を持参 
 
  なお、受験料 10,000 円については下記口座に出願者名でお振り込みください。 

    金融機関名： しののめ信用金庫 本店営業部 

     口 座 名 義： 富岡准
とみおかじゅん

看護
か ん ご

学校
がっこう

 代表
だいひょう

 武市
たけいち

吉人
よ し と

 

     口 座 番 号： 普通 ０５６９１４０ 

  (注)1,指定の振込用紙はありません。 

     2,金融機関窓口に限らず ATM(現金自動預払機)からも振込ができます。 

     3,振込手数料は各自の負担でお願い致します。 

     4,受験料を現金・為替等により送金または持参した場合は受理できません。 

②施設長または嘱託医の推薦書（本校所定の用紙による） 

③卒業高等学校の調査書（最終卒業校が中学校の場合は卒業中学校の調査書） 

 ＊保存期間経過のため発行できない場合は、発行できない旨の証明書を提出。 

 ＊最終基礎学歴が短大・大学等の方も高等学校のものを提出して下さい。 

 ＊高等学校卒業程度認定試験の方は合格成績証明書を提出して下さい。 

④最終基礎学歴校の卒業(見込)証明書 

＊最終基礎学歴校とは、専修・各種学校等の専門学歴を除いた最終学歴校の事です。 

＊高等学校卒業程度認定試験の方は合格証明書を提出して下さい。 

⑤受験票（本校所定の用紙による） 

※①および⑤には 3 ヶ月以内に撮影した証明写真(縦 4cm×横 3cm)を各 1 枚貼付。 

５．願書受付 令和２年 11 月９日（月）～11 月２４日（火）午前１１時より午後４時まで 

        ※ただし、上記期間中の土日祝日は除く。 

        ※願書郵送の場合は、受験票送付用の封筒（長形 3 号に８４円切手を貼付）を 

同封の上、11 月２４日(火)必着で送付のこと。 

６．入学試験  日  時：令和２年 11 月 2８日（土） 午前 10 時より 

場  所：富岡准看護学校  

試験科目：午前 ･･･ 作文    午後 ･･･ 面接 

７．合格発表 令和２年 12 月８日（火）午前１０時～午後３時 富岡准看護学校玄関にて掲示 

＊合格発表時の掲示物の写真撮影及び SNS 等への投稿は禁止です。 



                                                  
８．学 費 等   

 ◇入学金 50,000 円 

  合格された方は、12 月１５日（火）までに入学金 50,000 円を受験料振込口座へお振込 
下さい。なお、一度納付された入学金は返金いたしません。 

 

 

 

 

 

※1：教科書等はご自宅に宅配便で届けられます。代金は業者の指定日（３月末頃）までにお振り込みいただきます。 

※2：記念写真・合同レクリエーション・戴帽式・模擬試験・資格試験・卒業式等の費用 

※3：修学旅行費の積立 

※４：演習着、白衣、実習用シューズはサイズによって値段が変わることがあります。 

 

      

 

※上記は令和元年度の実績です。令和２年度及び令和３年度の納期及び金額につきましては、 

お手数でも直接、お問い合わせください。 

 

 

◇口座からの引き落とし額（令和元年度実績）

4月10日ごろ 10月10日ごろ 4月10日ごろ 10月10日ごろ

施設運営費 100,000円 50,000円 50,000円

半期払い 126,000円 126,000円 126,000円 126,000円

毎月払い

半期払い 12,000円 12,000円 12,000円 12,000円

毎月払い

授業料

1年次 2年次

毎月10日ごろ　21,000円/月

実習費
毎月10日ごろ　2,000円/月

納付総額
（2年間）

504,000円

48,000円

口座引き落とし時期

支払方法

◇その他の費用（令和元年度実績）

4月ごろ 10月ごろ 4月ごろ 10月ごろ

教科書、副読本
電子辞書 ※1

104,400円 104,400円

賠償傷害保険料 9,000円 4,500円 4,500円

学級費　※２ 96,000円 24,000円 24,000円 24,000円 24,000円

旅行費　※3 32,000円 24,000円 4,000円 4,000円

演習着　※4
（ポロシャツ・パンツ）

5,110円 5,110円

白衣　※4
男性　8,370円
女性   8,510円

男性　8,370円
女性   8,510円

実習用シューズ　※4 3,132円 3,132円

1年次 2年次
入学前

納付総額
（2年間）

納付の時期



                                                  
９．授業・実習等 

   ＜履修科目と時間数＞ 

 科 目 講義時間数 実習時間数 

基
礎
科
目 

国語   35 

 

英語   35 

音楽   18 

数学   17 

小 計 105 

専
門
基
礎
科
目 

人体のしくみと働き 105 

 

食生活と栄養   35 

薬物と看護   35 

疾病の成り立ち   70 

感染と予防   35 

看護と倫理   35 

患者の心理   35 

保健医療福祉のしくみ 
  35 

看護と法律 

小 計 385 

専
門
科
目 

基礎看護 315 210 

  看護概論     35 

   基礎看護技術    210 

  臨床看護概論     70 

成人看護 
210 385 

老年看護 

母子看護   70  70 

精神看護   70  70 

小 計 665 735 

合 計 1,890 

※実習施設：公立富岡総合病院、下仁田厚生病院、西毛病院、特別養護老人ホーム、管内保育施設 

 

  



                                                  
 

＜授業および実習時間＞ 

授業時間：13:00～16:30 、実習時間：8:30～16:30 ＊詳細については下記表を参照 
 

 授業時間 実習時間 

1 年次 

1 学期：月～土 13:00～16:30 

※第 2・4 土曜日は休校 

2 学期：月・火・木・金 13:00～16:30 

    水 9:00～16:30 

     ※土曜日は休校 

3 学期：月～金 13:00～16:30 

     ※土曜日は休校 
 

基礎実習Ⅰ期間 13:00～16:30 

基礎実習Ⅱ期間（火・木・金）13:00～16:30 

もしくは 8:30～12:30 
 

2 年次 

1 学期：月～土 13:00～16:30 

※第 2・4 土曜日は休校 

実習中：月～金 9:00～16:30 

     ※土曜日は休校 

2 学期：月・火・木・金 13:00～16:30 

    水 9:00～16:30 

     ※土曜日は休校 

3 学期：月～金 13:00～16:30 

     ※土曜日は休校 

 

各論実習期間 9:00～16:30 または 

8:30～16:30（実習内容による） 

※年度により変更となる場合があります 

※長期休暇（夏：４週間、冬：２週間、春：２週間）があります 
※夏季休暇中に登校日が１回あります。 

 

 

＜その他＞ 

（1）群馬県修学資金制度 

       修学意欲が高く資格修得後に県内で従事しようとする生徒に対し、本校の推薦で群馬県から 
修学資金の貸与を受けることができます（審査有）。 
 

（2）高等学校を卒業していない方は群馬県立前橋清陵高等学校の通信制衛生看護科との技能連携 

制度を利用することが出来ます。ただし、技能連携制度を利用する際には前橋清陵高校の入 

学試験を受験する必要があります。 

（3）富岡看護専門学校（本校隣接校）への推薦制度があります。 

以上 

 


