
柔整科　　　　　（修業年限3年) 30人
スポーツ柔整科　（修業年限3年) 30人　申請中

１　募集学科

身体健康にして、 次の各号のいずれかに該当する者。 
（1） 高等学校を卒業または卒業見込みの者。 
（2） 法令により（1）と同等以上の学力があると認められる者。 

2　出願資格

3　各種入試要項
●AO入試
　※6〜8月中に本校専願でエントリーし入学許可され、入学手続きをされた方は入学金から10万円が減免されます。

選考方法 面談日程 合格発表

ＡＯ面談
（小論文と面談）

①　平成29年  7月22日（土）
出願から1週間以内

②　平成29年  9月10日（日）

出願書類
右記の書類を一括し受験
料を添えて出願期間中に
｢本校事務局入試係｣に提出
すること

1　入学願書(本校所定の用紙①)
2　卒業証明書(卒業見込み証明書)
3　高等学校(高専) の調査書(調査書がない場合は成績証明書)
4　柔道経歴書(柔道有段者のみ) (本校所定の用紙②)
5　ＡＯ入試受験内定書
6　入学検定料30,000円(振込票のコピーを同封のこと)

出願資格

１　高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者。 
２　法令により１と同等以上の学力があると認められる者。 
３　心身とも健康で、 入学後も自己の健康管理を十分行える者。 
４　本校のオープンキャンパスに参加し、 ＡＯエントリーシートを提出後、 「ＡＯ入試受験
　  内定書」 を授与された者。 
５　本校を専願する者。 

出願期間 エントリー／平成29年  6月 1日（木） 〜  8月31日（木）
出　　  願／平成29年10月 2日（月） 〜10月11日（水）

※エントリー期間中にAOエントリー　
　シートを提出してください。



●社会人入試

選考方法 試験日程 合格発表

小論文 １次募集　平成29年  ９月10日 （日） 
２次募集　平成29年10月  8日 （日）

１次募集
平成29年  9月20日（水）

2次募集
平成29年10月18日（水）

面接試験（受験番号順に行う） 

成績証明書 （出身校の成績証明書を出願時に提出） 

志望理由書 （出願時に提出）

出願書類
右記の書類を一括し受験料を添
えて出願期間中に｢本校事務局
入試係｣に提出すること

1　 入学願書（本校所定の用紙①）
2　 卒業証明書（卒業見込み証明書）
3　 成績証明書（大学卒は高校・大学それぞれの成績証明書提出）
4　 柔道経歴書（柔道有段者のみ）（本校所定の用紙②）
5　 志望理由書（本校所定の用紙④）
6　 入学検定料30,000円（振込票のコピーを同封のこと）

出願資格
１　高等学校を卒業し、 １年以上の就業経験 （自営業、 家事従事者を含む） を有し、
　　本校入学時に20歳以上の者 （大学・専門学校等に在学中の者を除く。） 
２　本校を専願する者

出願期間 １次募集　平成29年  8月21日 （月） 〜 平成29年  9月 4日 （月） 
２次募集　平成29年  9月25日 （月） 〜 平成29年10月 6日 （金）

●推薦入試　※入学金一部減免対象 （入学金から10万円が減免されます。 ただし、 学校長推薦に限ります。）

出願資格 高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者。

出願期間 平成29年10月 2日（月） 〜10月 6日（金）

選考方法 試験日程 合格発表

小論文
平成29年10月 8日（日）

平成29年10月18日（水）
面接試験（受験番号順に行う） 

推薦書（所定の用紙を出願時に提出）

調査書（調査書がない場合は成績証明書）

出願書類
右記の書類を一括し受験料を添
えて出願期間中に｢本校事務局
入試係｣に提出すること

1　 入学願書（本校所定の用紙①）
2　 卒業証明書（卒業見込み証明書）
3　 高等学校（高専） の調査書（調査書がない場合は成績証明書）
4　 柔道経歴書（柔道有段者のみ）（本校所定の用紙②）
5　 推薦書（本校所定の用紙③）
6　 入学検定料30,000円（振込票のコピーを同封のこと）

●公募推薦／高等学校の卒業(見込)者で学校長、担任、進路指導などの先生の推薦が得られ、調査書の評定平均値が3.0以上の者
●柔道推薦／柔道有段者で学校長、監督、所属団体などの先生の推薦が得られ、人物・柔道技術が優れている者
●スポーツ推薦／スポーツを継続してきた者で、学校長、監督、所属団体などの先生の推薦が得られる者
●卒業生推薦／本校を卒業した柔道整復師より、将来柔道整復師となるにふさわしい人物と認められ、推薦を受けられる者

※いずれも本校を専願する者

推薦基準



●一般入試

選考方法 試験日程 合格発表

国語 （現代文） ・
面接試験 （受験番号順に行う） 

1次募集 平成29年11月12日 （日） 平成29年11月22日 （水） 

2次募集 平成29年12月10日 （日） 平成29年12月20日 （水） 

小論文 ・
面接試験 （受験番号順に行う） 

3次募集 平成30年  2月  2日 （金） 平成30年  2月  8日 （木） 

4次募集 平成30年  3月  2日 （金） 平成30年  3月  8日 （木） 

出願書類
右記の書類を一括し受験料を添えて出願期間
中に｢本校事務局入試係｣に提出すること

1 　入学願書（本校所定の用紙①）
2 　卒業証明書（卒業見込み証明書）
3 　高等学校（高専）の調査書（調査書がない場合は成績証  
　   明書）
4 　柔道経歴書（柔道有段者のみ）（本校所定の用紙②）
5 　入学検定料30,000円（振込票のコピーを同封のこと）

出願資格 １　高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者。 
２　法令により１と同等以上の学力があると認められる者。

出願期間

１次募集　平成29年10月23日 （月） 〜 平成29年11月  6日 （月） 
２次募集　平成29年11月20日 （月） 〜 平成29年12月  4日 （月）
3次募集　平成30年  1月  6日 （土） 〜 平成30年  1月27日 （土） 
4次募集　平成30年  2月13日 （火） 〜 平成30年  2月28日 （水）

　入学金は学費減免制度の対象となった方は40万円 （ AO入試、推薦入試 （学校長推薦） ）となります。 
（入学時合計柔整科149万円・スポーツ柔整科154万円）。
　上記のほか入学時、 教科書代、 校友会費、 教材費など年額約13万円が必要です。 既納の入学検定料、 
入学金は、 理由のいかんにかかわらず、 返却はいたしません。 
※２年時、 ３年時には教科書代、 校友会費、 教材費、 国家試験受験費用、 同窓会費、外部模試費用、国試対
策合宿費用等で約17〜22万円かかります。 （消費税増税の際は上乗せされます）
　入学手続時入学金を納入してください。 授業料、 実習費、 施設費、 教科書代等の学費は４月20日が納
入期限です （授業料等は３月31日までに入学辞退の申し出があった場合にのみ返却いたします。 ただし 
AO入試、推薦入試、社会人入試の場合は本校専願が条件ですので返却いたしません。 入学金は理由のい
かんにかかわらず返却いたしません。）。
※入学金、 授業料等の返却の扱いについては、 最近の最高裁の入学金等に関する判例に基づいています。 

4　学費

入 学 時 2 年 次 3 年 次
入 学 金 500,000円

授 業 料
柔整科          年額 750,000円 年額 750,000円 年額 750,000円
スポーツ柔整科  年額 800,000円 年額 800,000円 年額 800,000円

実 習 費 年額 170,000円 年額 170,000円 年額 170,000円
施 設 費 年額 170,000円 年額 170,000円 年額 170,000円

合 　 計
柔整科         　 1,590,000円 1,090,000円 1,090,000円
スポーツ柔整科      1,640,000円 1,140,000円 1,140,000円



区 分 一 括 全 納 分 納 1 期 分 分 納 2 期 分
入 学 金 500,000円

授 業 料
柔整科　　　　　750,000円 375,000円 375,000円
スポーツ柔整科　　  800,000円 400,000円 400,000円

実 習 費 170,000円 85,000円 85,000円
施 設 費 170,000円 85,000円 85,000円

学費分納について
学校長の承認を受けた者は、 分納することができます。

学費減免制度について
　AO入試、推薦入試（学校長推薦）受験者は一律10万円減免します。
　複数の減免措置は受けられません。入学試験当日に希望者は所定の用紙で申し込んでください。
＊本校卒業生子弟学費減免制度：卒業生（在校生）の子弟、配偶者、兄弟に限り入学金を20万円減免する制度
　（納付する入学金30万円）もあります。

奨学金について
①日本学生支援機構奨学金 
　（学業成績および所得などの基準を満たせば貸与を受けることができます。）
　種　　類　第１種奨学金 ： 無利子
　　　　　　第２種奨学金 ： 有利子 （在学中無利子） （貸与終了時・固定0.33％、平成29年３月31日現在）
　貸与月額　第１種奨学金 ： ３万、5.3万、６万円
　　　　　　第２種奨学金 ： ３万、５万、８万、10万、12万円 （金額は平成28年度の額です。）

②日本政策金融公庫 （旧国民生活金融公庫、 申込は個々で行ってください） 
　融 資 額　一人につき350万円以内
　返済期間　15年以内
　据置期間　在学期間内で元金のご返済を据え置くことができます
　利　　率　年1.81％ （平成28年11月10日現在） 

③石川県育英資金 （在学採用・保護者が石川県内に３年以上居住していること） 

④富山県奨学資金制度
   （保護者等 （親権者、 後見人その他これらに準ずる者） が富山県内に住所を有すること） 

※各種学資ローン
　学費目的のローンを学資ローンと言います。学資ローンは金融によっては教育ローンと呼ばれることが
多いですが、内容は大体同じものです。学資ローンはあくまで保護者が、子供の進学や養育費用として借
入をするものになります。奨学金はもともと親の負担を軽減して学生時代に借入をすることで卒業後に自
分自身で返済していくことが目的のローンです。同じ勉学目的でも親の支出なのか子供の支出なのかの
違いです。本校事務局でお気軽にご相談ください。各金融機関の窓口でご相談いただいても結構です。

１期分納入期限は４月30日､２期分納入期限は８月31日です｡(入学時の１期分納入期限は４月20日です)

７月9日（日）、　７月22日（土）、　８月5日（土）、　８月19日（土）、　９月24日（日）

詳細は電話またはメールでお問合せ下さい。

5　オープンキャンパス


