
3　AO入試の流れ

（1）ＡＯエントリーシートを提出してください
　令和4年６月１日 （水） ～ 10月11日 （火） の間にＡＯエントリー
シートを提出しＡＯ入試の登録を行って下さい。 同封されている
ＡＯエントリーシートを提出してください。

（2）ＡＯ面談：
  　令和4年７月16日 （土）・９月10日（土）・10月9日 （日）

　ＡＯ面談日には、 小論文と面談を行います。 本校で学習するこ
とに強い気持ちを持っているかどうか、 将来の仕事に適性がある
かどうかなどを面談します。 
※面談後に 「ＡＯ入試内定書（出願許可書）」 が発行され、 ＡＯ入
　試での出願が許可されます。

令和5年度

学生募集要項2023

救急救命科 30人 

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

E-mail  info@hokushinetsu.ac.jp

エントリーシート
を提出しよう

１週間程度で
ＡＯ入試内定書郵送

１週間以内に
合格通知郵送

通知された日に
面談を受ける

ＡＯ入試内定書と
入学願書を送ろう

晴れて入学

※エントリー時提出書類
ＡＯエントリーシート
 （提出期間　令和4年６月１日 （水） ～ 10月11日 （火） ） 
受験優遇措置：英語検定、 漢字検定、 数学検定、 簿記検
定などを取得している場合は取得級のコピーを送付して
ください。 スポーツ成績優秀者は大会での表彰状のコ
ピーを送付してください。 （生徒会活動やクラブ活動の記
録は調査書を参考にします。）



●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 １次募集　令和4年10月31日 （月） ～ 令和4年11月10日 （木） 
２次募集　令和4年11月28日 （月） ～ 令和4年12月  8日 （木）

選考方法 試験日程 合格発表 入学金締切日

小論文 １次募集　令和4年11月13日（日） 
　　　　　　　　　　　　　AM10:00～

2次募集　令和4年12月11日（日） 
　　　　　　　　　　　　　AM10:00～

１次募集
令和4年11月24日（木）

2次募集
令和4年12月14日（水）

１次募集
令和4年12月  8日（木）

2次募集
令和4年12月23日（金）

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
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　 推薦書（本校所定の用紙③）
5　 入学受験料振込金受領証貼付票②（入学受験料１0,000円）

●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
●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

※いずれも本校を専願する者

推薦基準

4　各種入試要項
●AO入試
　※エントリー期間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。

募集区分 エントリー期間 出願期間 面談日（小論文と面談） 合格発表 入学金締切日

7月
選考

令和4年　　　
   6月  1日（水）

 ～

令和4年　　　
10月 11日（火）

令和4年10月  3日（月）～
令和4年10月11日（火）

令和4年  7月16日（土） 
PM  1：00～

出願から
1週間
以内

令和4年10月20日（木）
9月
選考

令和4年  9月10日（土） 
PM  1：00～

10月
選考

令和4年10月31日（月） ～
令和4年11月10日（木）

令和4年10月  9日（日） 
AM10：00～ 令和4年11月30日（水）

出願書類
右記の書類を一括し出願
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　ＡＯ入試受験内定書（AO面談後、内定者に発行）
5　入学受験料振込金受領証貼付票②（入学受験料１0,000円）

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。 

※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。



●一般入試

選考方法 試験日程 合格発表 入学金締切日

国語 （現代文） ・
面接試験 

（受験番号順に行う） 

1次募集 令和5年  1月13日 （金）
PM 1:00～ 令和5年  1月18日 （水） 令和5年  1月26日 （木） 

2次募集 令和5年  2月  3日 （金）
PM 1:00～ 令和5年  2月  8日 （水） 令和5年  2月16日 （木） 

小論文 ・面接試験
 （受験番号順に行う） 3次募集 令和5年  3月  3日 （金）

 PM 1:00～ 令和5年  3月  8日 （水） 令和5年  3月16日 （木） 

出願書類
右記の書類を一括し出願期間中
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 　入学受験料振込金受領証貼付票②（入学受験料１0,000円）

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　令和4年12月19日 （月） ～ 令和5年  1月10日 （火） 
２次募集　令和5年  1月13日 （金） ～ 令和5年  1月31日 （火）
3次募集　令和5年  2月  6日 （月） ～ 令和5年  2月28日 （火） 

5　学費

1 年 次 2 年 次 3 年 次
入 学 金 200,000円
授 業 料 年額 750,000円 年額 750,000円 年額 750,000円
実 習 費 年額 250,000円 年額 250,000円 年額 250,000円
施 設 費 年額 200,000円 年額 200,000円 年額 200,000円
合 　 計 1,400,000円 1,200,000円 1,200,000円

●在学中の学費

納入期日 4月20日まで 8月31日まで

入 学 金 200,000円
（入学手続き時、全納のこと）

授 業 料 375,000円 375,000円
実 習 費 125,000円 125,000円
施 設 費 100,000円 100,000円
合 　 計 800,000円 600,000円

●学費分納
本校では、学費分納制度があります。
希望する場合は、入学手続時に申し出てください。

※入学時上記のほか教科書代、校友会費、健診費、教材費、
実習衣費など年額約１１万円が必要です。2年時、3年時
はこのほか、国家試験費用、業者模試費用、公務員試験・
国家試験対策費用など約９～１３万円が必要です。

※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。

　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。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。



令和4年 5月14日(土)、   6月18日(土)、   7月16日(土)、  8月 6日(土)、  8月20日(土)、 
　　　   9月10日(土)、 10月  9日(日)、 11月13日(日)

令和5年 1月14日(土)、   2月11日(土)、   3月18日(土)

6　オープンキャンパス

令和4年 9月10日(土)、 10月 9日(日)、 11月13日(日)

令和5年 1月14日(土)、  2月11日(土)、   3月18日(土)

※部活やイベントなどで、オープンキャンパスの日程に合わない方は上記の日程にお越しください。
　進学説明会終了後、施設見学、実習見学、個別相談が可能です。
　進学相談については、電話またはメールで時間をご予約ください。

7　進学相談会

詳細はスマホページでご確認下さい。

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0.268％、令和3年12月31日現在）
　貸与月額　第１種奨学金 ： 2万～６万円
　　　　　　第２種奨学金 ： 2万～12万円 （金額は令和3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1.65％ （令和3年12月31日現在） 

③石川県育英資金 （在学採用・保護者が石川県内に現に居住していること） 

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。


