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《鍼灸マッサージ科　Ⅰ部》視覚障害者に対する特例措置の課程はありません。

《鍼灸科　Ⅰ部》視覚障害者に対する特例措置の課程はありません。

《鍼灸科　Ⅱ部》視覚障害者に対する特例措置の課程はありません。

定　員 60名

修業年限 3年

授業時間 9：30〜16：40　 （月曜日〜土曜日　週6日制）

取得資格 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家試験受験資格

定　員 30名

修業年限 3年

授業時間 9：30〜16：40　 （月曜日〜土曜日　週6日制）

取得資格 はり師・きゅう師の国家試験受験資格

定　員 30名

修業年限 3年

授業時間 18：00〜21：10　 （月曜日〜土曜日　週6日制）

取得資格 はり師・きゅう師の国家試験受験資格

学　費 入学金 施設費
授業料

入学手続時 初年度合計 卒業までの合計
前　期 後　期

Ⅰ部 200,000円 100,000円 750,000円 750,000円 1,050,000円 1,800,000円 4,800,000円

学　費 入学金 施設費
授業料

入学手続時 初年度合計 卒業までの合計
前　期 後　期

Ⅰ部 200,000円 100,000円 600,000円 600,000円 900,000円 1,500,000円 3,900,000円

学　費 入学金 施設費
授業料

入学手続時 初年度合計 卒業までの合計
前　期 後　期

Ⅱ部 200,000円 100,000円 450,000円 450,000円 750,000円 1,200,000円 3,000,000円

募集学科
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《柔道整復科　Ⅰ部》

《柔道整復科　Ⅱ部》

定　員 60名

修業年限 3年

授業時間 9：30〜16：40　 （月曜日〜土曜日　週6日制）

取得資格 柔道整復師の国家試験受験資格

定　員 30名

修業年限 3年

授業時間 18：00〜21：10　 （月曜日〜土曜日　週6日制）

取得資格 柔道整復師の国家試験受験資格

【備考】
1.   各科・部の「授業時間」以外の時間帯や、休業日（日曜日、祝祭日および夏季休業日等）にも、授業や実習等が

行われる場合があります。
2.   入学手続時の納付金は、入学金、施設費および授業料（前期）の合計額です。施設費は初年度のみ納付していた

だきます。
3.   入学手続時に学費とは別に諸費用として校友会費30,000円（終身会費）が必要です。また、本校所定の教科書、

白衣、柔道着（柔道整復科のみ）および実習用具等にかかる教材費として、入学前に約130,000円が必要です。
教材費の納付については、「入学案内」（4・5ページ参照）にてお知らせします。

4.   選択科目については、別途、教材費を納めていただくことがあります。
5.   在学中の授業料は、3月末（前期分）と9月末（後期分）にご指定口座より自動振替されます。
　 ※一括納入が困難になった場合、授業料分割納入制度の手続きを行うことで、最大５ヶ月間の延納が可能です。
6.   鍼灸科および柔道整復科のⅠ部とⅡ部では、授業の内容が一部異なります。そのため、Ⅱ部からⅠ部への転部は

できません。
7.  鍼灸マッサージ科および鍼灸科の単位認定には、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうおよび検査法の実習が必

要です。同時に柔道整復科の単位認定には、柔道実技が必要です。これらの授業を受けられない方は出願前にご
相談ください。

学　費 入学金 施設費
授業料

入学手続時 初年度合計 卒業までの合計
前　期 後　期

Ⅰ部 200,000円 100,000円 600,000円 600,000円 900,000円 1,500,000円 3,900,000円

学　費 入学金 施設費
授業料

入学手続時 初年度合計 卒業までの合計
前　期 後　期

Ⅱ部 200,000円 100,000円 450,000円 450,000円 750,000円 1,200,000円 3,000,000円
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各試験の「出願」から「入学案内」までの日程は下表のとおりです。

AO入試について1

入試区分

項目

AO入試

社会人1次 社会人2次 高校生1次 高校生2次

募集学科
鍼灸マッサージ科

鍼灸科
柔道整復科

エントリーシート
受付期間

6月15日（金）
︱

6月21日（木）
（必着）

7月13日（金）
︱

7月19日（木）
（必着）

7月27日（金）
︱

8月2日（木）
（必着）

8月31日（金）
︱

9月6日（木）
（必着）

AO入試日 6月24日（日） 7月22日（日） 8月5日（日） 9月9日（日）

AO入試選考結果
通知予定日

6月29日（金） 7月27日（金） 8月10日（金） 9月14日（金）

AO入試
合格内定者の

出願期間

6月30日（土）
︱

7月5日（木）
（必着）

7月28日（土）
︱

8月2日（木）
（必着）

9月1日（土）
︱

9月6日（木）
（必着）

9月15日（土）
︱

9月20日（木）
（必着）

選考結果通知予定日 7月10日（火） 8月7日（火） 9月11日（火） 9月25日（火）

入学手続締切予定日 選考結果通知日より7日以内

入学案内 2月中旬

出願から入学案内までのスケジュール
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　　  　本校の鍼灸マッサージ科、鍼灸科および柔道整復科が設定している基礎科目に相当する単位を、本校入学以
前に、次のいずれかの学校で取得した方は、既得単位に応じた履修免除を受けることができます。

　　　（1）大学および短期大学（外国の大学およびその日本校を除く）

　　　（2）高等専門学校

　　　（3）厚生労働大臣または文部科学大臣の指定を受けた次の医療関係職種養成校
　 　　　　　  あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・看護師・歯科衛生士・診療放射線技師・

臨床検査技師・衛生検査技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士・
救急救命士・言語聴覚士

　 （1）  2つの学科に同時入学する場合（次の①から③の組み合わせのみ）には、鍼灸科Ⅱ部または柔道整復科Ⅱ
部の入学金、校友会費、1年次および3年次の後期授業料、合計113万円の減免特典があります。

　　　　①鍼灸マッサージ科Ⅰ部と柔道整復科Ⅱ部
　　　　②鍼灸科Ⅰ部と柔道整復科Ⅱ部
　　　　③柔道整復科Ⅰ部と鍼灸科Ⅱ部

　 （2）在学中に本校の他の学科に合格し入学する場合の減免特典は次のとおりです。
　　　　①柔道整復科の方が鍼灸マッサージ科Ⅰ部に入学する場合
　　　　　◦入学金、校友会費の合計23万円を減免します。

　　　　②柔道整復科の方が鍼灸科Ⅰ部に、鍼灸マッサージ科または鍼灸科の方が柔道整復科Ⅰ部に入学する場合
　　　　　◦入学金、校友会費、1年次の後期授業料の合計83万円を減免します。

　　　　③柔道整復科の方が鍼灸科Ⅱ部に、鍼灸マッサージ科または鍼灸科の方が柔道整復科Ⅱ部に入学する場合
　　　　　◦入学金、校友会費、1年次および3年次の後期授業料、合計113万円を減免します。

　 （3）本校を既に卒業した方が入学する場合の減免特典は次のとおりです。
　　　　①鍼灸マッサージ科Ⅰ部、鍼灸科Ⅰ部および柔道整復科Ⅰ部に入学する場合
　　　　　◦入学金、校友会費の合計23万円を減免します。

　　　　②鍼灸科Ⅱ部または柔道整復科Ⅱ部に入学する場合
　　　　　◦入学金、校友会費、1年次後期授業料の合計68万円を減免します。

　 （4）  その他に、本校の在校生および卒業生が、東京医療専門学校または呉竹鍼灸柔整専門学校へ進学する場合
にも減免特典があります。詳細については本校入試事務局へお問い合わせください。

　　  　鍼灸マッサージ科、鍼灸科および柔道整復科において、2年生または3年生に進級する際に、前年度の学業
成績（出欠や素行等を含む）および学術研究の評価により特に優秀で他の在校生の模範となる学生を対象とし、
特待生として進級年度の授業料の一部を免除します。

基礎科目履修免除1

入学金および授業料に対する奨学制度2

特待生奨学制度3

各種制度について
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　　  　在学中に授業料等の学費を実質的に負担する家計支持者が、次の1〜5の要件に該当し、且つ審査の結果、
学費の減免が必要と認められた場合には、予算の範囲内において授業料の一部（30万円／年額）を免除する
制度です。

　　  　本校では、遠隔地より入学を検討される皆様を対象に、指定学生寮の管理会社（株）共立メンテナンスと協
力して、学生寮（月曜日から土曜日まで毎日2食の食事提供有り）を奨学目的でご提供し、経済的なサポート
をさせて頂きます。

　　  　選抜者はこの制度により年間約30万円〜60万円（物件による）寮費が免除されますので、生活費を抑え、
学生生活の充実を図ることができます。

　　  　本校入学者の対象となる学生寮は、ドーミー北上尾（男子）、ドーミー川越レディース（女子）の2棟です。
パンフレット「指定学生寮のご案内」にて、所在地、設備をご覧ください。

　　　勤労学生控除を受けることができます。（所得税法施行令第11条の3第2項各号参照）

　　  　学生証等の提示により、公共交通機関の通学定期券および学生旅客運賃割引（学割）を利用できます。

　　  　本学園の卒業生（校友会会員）より推薦され、鍼灸マッサージ科・鍼灸科・柔道整復科のいずれかに入学し
た方を対象として、学業・学術研究を奨励し、優秀かつ社会・校友会に貢献する人物を輩出することを目的と
して、入学金の一部（10万円）を入学後に付与する制度です。

　　※校友会推薦奨学制度に該当される方は、出願時に校友会推薦人による署名が必要です。

経済的困窮者に対する学費減免制度4

要　　　件 必要証明書類

1　生活保護受給者
2　市町村民税所得割非課税者
3　所得税非課税者
4　倒産・失職等により家計が急変した者
5　風水害等により多大な被害を受けた者

最新の生活保護受給証明書又は生活保護決定通知など
最新の課税（非課税）証明書、納税証明書、納税通知書など
最新の源泉徴収票又は確定申告書控えなど
失職、破産、事故、病気、死亡又は火災等の事実が分かる書類
罹災証明書、被災証明書など

奨学寮制度5

応募条件

次の4つの条件を全て満たす方。
①AO入試高校生1次合格内定者入学願書により奨学寮制度に申請した方。
②自宅からの通学が困難な方。
③寮生活の模範生として生活が送れる方。
④要請に応じて、学校のイベントや寮生スタッフとして寮内イベントに協力できる方。

受付期間 平成30年9月1日から9月6日まで（AO入試高校生1次合格内定者対象）
応募方法 AO入試合格内定者入学願書の奨学寮制度欄に○印を記載してください。
応募人数 1名

選考方法 応募者が複数の場合には、志望理由（AO入試エントリーシート）、AO入試課題、適性検査およ
び面接の結果を総合的に評価して選考します。

契約期間 平成31年4月1日から平成32年3月24日まで。
※寮での生活状況や就業状況により1年毎に更新可能です。

勤労学生控除6

通学定期券および学生旅客運賃割引7

校友会推薦奨学制度8
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　　　  日本学生支援機構奨学金の申込手続は、入学後にご案内します。申込時には所定の審査があります。
　　　高等学校在学中の方で、予約採用（進学する前の貸与申し込み）を希望する方は、在籍校にご確認ください。

　　  　本校に入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。学生・生徒お1人につき、350万円
以内を固定金利〔年1.76％、母子家庭、父子家庭、または世帯年収（所得）　200万円（122万円）以内の
方は年1.36％（平成29年11月10日現在）で利用でき、　在学期間内は利息のみのご返済とすることができ
ます。

　　　詳しくは下記のコールセンター へお問い合わせください。
　　【教育ローンコールセンター】0570-00-8656（ナビダイヤル）
　　※上記番号が利用できない場合（03）5321-8656

日本学生支援機構奨学金1

区　　分 貸与月額 利　　息

第一種
自宅通学 20,000円、30,000円、40,000円、

53,000円から選択
無利息

自宅外通学 20,000円、30,000円、40,000円、
50,000円、60,000円から選択

第二種
自宅通学 20,000円から120,000円の間

※１万円単位で選択 年利上限3％
自宅外通学

※独立行政法人日本学生支援機構法施行令参照

教育ローン「呉竹悠裕プラン」（株式会社ジャックス）2

項　　目 内　　容

1．対象者

入学予定者および在校生とし、株式会社ジャックスの承認が得られる方。
　※申込者は、親権者またはご本人とします。
　※申込者が未成年の場合は、親権者の連帯保証人が必要となります。
　※18歳未満または高校生の方は、親権者の代理申込となります。

2．利用目的 入学金、施設費および授業料を納付するため。

3．融資金額 20万円以上

4．融資利率 提携利率2.9％（平成29年6月1日現在）
※金利は、年1回見直しを行う場合があります。

5．返済期間 6ヵ月以上10年以内（6ヵ月単位）

6．返済方法
①均等分割払
②ボーナス併用払（ボーナス加算の割合は元金の50％まで）
③元金据置払の併用（据置期間は、在学期間および入学前・卒業後それぞれ最大6ヵ月）

7．申込方法
株式会社ジャックスコンシュマーデスク（TEL　0120-338-817）に連絡してください。
必要書類は、①申込書、②合格通知の写し（入学予定者）もしくは③学費証明書（在校生）です。
※本校ホームページより簡単に事前審査を受けられます。

8．担保・保証人 原則として、必要ありません。

「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）3

奨学金・教育ローンについて
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各試験ごとの出願書類については次のとおりです。

AO入試エントリー1

番号 出願書類 内容説明

1
エントリーシート

（A）

・志願順位を明記し、志望理由を本人直筆で記載してください。
・  高等学校を平成31年3月に卒業見込みの方は、担任教諭または進路指導担当者

の署名および押印が必要です。

2
AO入試受験票

（B）（C）

・それぞれに氏名を記載してください。
・  受験票（B）の裏面には、受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）およ

び受験者氏名を記載し、342円分の切手を貼付してください。

3
エントリーシート用

写真2枚
（4cm×3cm）

・写真は正面脱帽かつ無背景の証明書用（スナップ写真不可）のもの。
・エントリーシート提出日より3ヵ月以内に撮影したもの。
・  写真裏面に氏名を記載の上、エントリーシート（A）およびAO入試受験票（C）

に貼付してください。

4
課題

（AO入試エントリー用）
・  平成30年4月22日（日）、5月20日（日）、6月17日（日）、7月8日（日）、7月26日（木）および

8月26日（日）の学校説明会（オープンキャンパス）並びに個別見学会にて配布します。

5
入学選考

結果通知用
封筒

・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、
82円分の切手を貼付してください。

・  選考結果を通知する大切なものですので、必ず受け取ることのできる住所およ
び氏名を記載してください。

6 出願用封筒
・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、

第一志望の学科を○で囲んでください。
・  必ず簡易書留にて送付してください。

※出願の際には、注意事項（12・13ページ）を必ずご確認ください。

出願書類一覧
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AO入試合格内定者2

番号 出願書類 内容説明

1 合格内定通知書
（出願用）

・ＡＯ入試の結果、合格内定した方に送付します。
・合格内定者が出願する際に必要となります。

2 ＡＯ入試合格内定者
入学願書

・ＡＯ入試の合格内定者が、書類審査を受けるために使用します。
・定められた期間内にこの書類を提出してください。
・  「保証人」欄には父母または在学中に責任を持って後見できる独立生計者を記

載してください。

3 調査書
（高等学校）

・  調査書は出身高等学校の学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
　  最終学歴（大学・短大・専門学校等）の調査書ではありませんのでご注意くだ

さい。
・  高等学校卒業後の経過年数により、調査書が発行不可能な場合があります。そ

の場合に限り、「卒業証明書」を提出してください。
・  高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した方は、調査書の

代わりに合格証明書を提出してください。

※  ただし、高等学校を平成31年3月に卒業見込みの方の場合には、入学手続完了
後（10月上旬にご案内します）に別途提出していただきます。

4

ＡＯ入試合格内定者
入学願書用

写真1枚
（4cm×3cm）

・  写真は正面脱帽かつ無背景の証明書用（スナップ写真不可）のもの。
・  出願日より3ヵ月以内に撮影したもの。
・  写真裏面に氏名を記載の上、AO入試合格内定者入学願書に貼付してください。

5 検定料
振込確認書

・  次の①〜③のいずれかの書類をAO入試合格内定者入学願書の裏面に貼付して
ください。

　①  巻末の検定料振込依頼書を使用した場合は、取扱銀行収納印のある検定料振
込金領収書（B）。

　②現金自動預け払い機（ATM）による振込の場合は、振込金領収書の写し。
　③  インターネットバンキングによる振込の場合は、振込先確認ができる画面を

印刷したもの。
【検定料振込先】
　振込先）埼玉りそな銀行　さいたま営業部　普通　3968749
　口座名）（学）呉竹学園　呉竹医療専門学校

6
入学選考

結果通知用
封筒

・  ＡＯ入試の選考結果通知の際に、合格内定した方には別途封筒を送付します。
・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、

82円分の切手を貼付してください。
・  選考結果を通知する大切なものですので、必ず受け取ることのできる住所およ

び氏名を記載してください。

7 出願用封筒

・  ＡＯ入試の選考結果通知の際に、合格内定した方には別途封筒を送付します。
・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、

合格内定の学科を○で囲んでください。
・  必ず簡易書留にて送付してください。

※出願の際には、注意事項（12・13ページ）を必ずご確認ください。
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社会人入試、推薦入試および一般入試3

番号 出願書類 内容説明

1 入学願書（A）
・学科志望順位を必ず記載してください。
・  「保証人」欄には父母または在学中に責任を持って後見できる独立生計者を記

載してください。

2 受験票
（B）・（C）

・  それぞれ氏名を記載し、該当試験区分欄に○を記載してください。
・  受験票（B）の裏面には、受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）お

よび受験者氏名を記載し、342円分の切手を貼付してください。

3 調査書
（高等学校）

・  調査書は出身高等学校の学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
　  最終学歴（大学・短大・専門学校等）の調査書ではありませんのでご注意くだ

さい。
・  高等学校卒業後の経過年数により、調査書が発行不可能な場合があります。そ

の場合に限り、「卒業証明書」を提出してください。
・  高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した方は、調査書の

代わりに合格証明書を提出してください。

4
入学願書用

写真
（4cm×3cm）

・  写真は正面脱帽かつ無背景の証明書用（スナップ写真不可）のもの。
・  出願日より3ヵ月以内に撮影したもの。
・  写真裏面に氏名を記載の上、入学願書（A）および受験票（C）に1枚ずつ（計

2枚）貼付してください。

5 検定料
振込確認書

・  次の①〜③のいずれかの書類を入学願書（A）の裏面に貼付してください。
　①  巻末の検定料振込依頼書を使用した場合は、取扱銀行収納印のある検定料振

込金領収書（B）。
　②現金自動預け払い機（ATM）による振込の場合は、振込金領収書の写し。
　③  インターネットバンキングによる振込の場合は、振込先確認ができる画面を

印刷したもの。
【検定料振込先】
　振込先）　埼玉りそな銀行　さいたま営業部　普通　3968749
　口座名）　（学）呉竹学園　呉竹医療専門学校

6 推薦書
・  推薦入試を受験する方は、巻末の「推薦書」を添付してください。社会人入試

および一般入試を受験する方は、必要ありません。
・  「推薦書」には、必ず高等学校長印を押印してください。

7
入学選考

結果通知用
封筒

・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、
82円分の切手を貼付してください。

・  選考結果を通知する大切なものですので、必ず受け取ることのできる住所およ
び氏名を記載してください。

8 出願用封筒
・  受験者住所（○○マンションや○○方まで明記）および氏名を正確に記載し、

第一志望の学科を○で囲んでください。
・  必ず簡易書留にて送付してください。

※出願の際には、注意事項（12・13ページ）を必ずご確認ください。
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　　（1）入学願書、エントリーシートおよび受験票等の出願書類は、必ず受験者本人が記載してください。

　　（2）出願書類は、黒のボールペンを用いて、太枠内を楷書で記載してください。

　　（3）  出願書類の該当欄は、全て記載してください。ただし、「※」欄は本校使用欄ですので、記載しないでくだ
さい。

　　（4）出願書類の訂正は二重線で行ってください。

　　（5）  入学願書の「保証人」欄には、受験する方の父母もしくは在学中に責任を持って後見できる独立した生計
を営んでいる方を記載してください。

　　（6）  入学検定料は、金融機関窓口で巻末の検定料振込依頼書（C）にて納付してください。納付後、取扱銀行印
のある検定料振込金領収書（B）を入学願書（A）裏面に添付してください。

　　（7）  基礎科目履修免除に該当する方は（6ページ）、入学願書の「その他の学歴」欄に該当する学校名を記載
してください。

　　（8）2つの学科に同時入学を希望する方は、入学願書の「同時入学希望者」欄に○印を記載してください。

　　（9）  本年度2回目以降の受験においては、すでに提出した高等学校調査書（またはそれに代わる書類）を利用
できます。該当する方は、前回の入試の受験番号を、入学願書の所定欄に記載してください。

　　（10）  外国籍の方および海外の学校を卒業した方には、通常の出願書類に加えて、日本の学校教育に相当する
12年間の課程を修了していることを証明する書類を提出していただきます。該当する方は出願前に本校
入試事務局までお問い合わせください。（入試事務局：048-658-0001）

　　（11）校友会推薦奨学制度に該当する方は、入学願書の「校友会推薦人」欄に推薦人による署名が必要です。

　　（1）  入学願書（A）および受験票（B）・（C）〔ＡＯ入試エントリーの際はエントリーシート（A）およびＡＯ入試
受験票（B）・（C）］は、一連綴りのまま切り離さずに提出してください。

　　（2）出願書類に不備のないように、記載内容および銀行収納印等を封入前に再度確認してください。

　　（3）出願受付期間を確認の上、必ず簡易書留にて出願してください。

　　（4）提出された出願書類および入学検定料は、理由の如何に関わらず返戻しません。

　　（5）  出願処理が終了し次第、受験票を返送します。ただし、出願書類の到着日によっては、受験票をお預かり
し、試験当日に会場にてお渡しすることがあります。

出願書類作成について1

出願について2

注意事項
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　　（1）試験日時および試験会場を募集要項および受験票で確認してください。

　　（2）  受験票は必ず持参してください。なお、受験票を当日受け取る方は、試験開始の30分前に入試事務局（本
校1階）までお越しください。

　　（3）試験開始時間の10分前までに試験会場に入場してください。

　　（4）試験会場では試験監督者の指示に従ってください。

　　（5）試験中は携帯電話、電子辞書およびその他の電子機器の使用を禁止します。

　　（6）  筆記試験の際、受験票は必ず机上に提示してください。また、解答には鉛筆またはシャープペンシルを使
用してください。

　　（7）試験問題および解答用紙は全て回収します。

　　（8）面接の際には、受験票を面接官に提示してください。

　　（9）不正行為者に対しては退場を命じます。

　　（1）  入試結果は、入学選考結果通知用封筒により、試験終了後5日以内に発送します。郵便事情等を考慮して
いただき、お手元に届くまでお待ちください。

　　（2）入学手続き関係書類は、合格通知書とともに郵送します。

　　（3）電話等による合否のお問い合わせには応じられません。

　　（1）  合格通知を受けた方は、合格通知に記載された所定の期日までに学費および校友会費の振込を完了し、
本校が指定する書類等を入試事務局まで郵送してください。入学手続きが完了したことを確認した後、入
学許可書を発送します。

　　（2）  合格通知書に記載された所定の期日までに学費の振込および提出書類等による入学の意思表示が確認でき
ない場合、入学を辞退したものとして処理します。

　　（3）  合格通知書等に記載されている学費の納入期限内に「入学金」を納入された方は、「施設費」「授業料（前
期分）」および「校友会費」の納入を、平成30年12月6日（木）まで延期することができます。希望さ
れる方は、合格通知書等に記載されている学費の納入期限内に申請してください。申請書類については合
格通知書とともに郵送します。ただし、この申請を行える方は、AO入試、社会人入試、推薦入試および
一般入試（1次のみ）の合格者に限ります。なお、入試事務局が申請書類を受理した際には、「受理通知書」
と「振込依頼書」（延納金振込用）を郵送します。

　　（4）  高等学校を平成31年3月に卒業見込みの資格で入学する方は、入学前に在籍高等学校より卒業証明書を
お取り寄せください。

　　  　入学手続きを完了した後に入学を辞退する場合、平成31年3月31日（日）15時までに書面により所定の
手続きを行えば、入学金を除く学費および校友会費を返戻します。手続きを希望する方は、事前に本校入試事
務局までお問い合わせください。（入試事務局：048-658-0001）

　　  　本校では入学後速やかに授業に慣れて頂くため、合格者の皆様を対象に入学前授業を実施しています。合
格後、入学前授業についてのご案内が届いた方は、参加可能な日程にご参加下さい。

　　日程：平成30年9月23日（日）、10月21日（日）、11月23日（金）、12月16日（日）、
　　　　　平成31年1月27日（日）　13時30分から14時30分まで

入試について3

入試結果の通知について4

入学手続きについて5

入学辞退について6

入学前授業について7
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【呉竹医療専門学校の教育理念について】

　本校の教育理念は、医の東西を問わず豊かな知識と技術を備え、全人的医療を施すことのできる医療人を育成す

ることです。

【本校は「全人的医療」を目指す人の集うキャンパスです】

　「現代社会が求める医療は、科学的根拠（エビデンス）に基づいた全人的医療（その人の環境を含めて人間を全

体として捉えて実施する医療）である」と本校は考えています。全人的医療を施すことのできるはり師、きゅう師、

あん摩マッサージ指圧師および柔道整復師を養成するために、本校では東洋医学教育体系を再編し、西洋医学教育

との融合を図る教育プログラムを提供しています。

【「人の健康のために役立ちたい」と思う心がエントリーの出発点】

　呉竹医療専門学校では、本校が掲げている教育理念や教育内容を理解した上で、皆さん自身の「思いやりと奉仕

の心」を基盤とした「人の健康のために役立ちたい」という気持ちを持って入学されることを期待しています。特

にこの制度を利用して入学を希望される皆さんには、自己実現に向けて明確な志望と決意を有するハイレベルな意

識を持つ方々の積極的なエントリーを期待しています。

【本校のＡＯ入試は医療人としての可能性の総合評価による入学者選考です】

　この制度は、受験者の過去の学業や学業以外の成果または特筆される経歴などを自己申告して頂き、その書類選

考およびエントリー時に示される課題についての論文の提出および面接による人物評価によって、総合的に評価し、

入学者を選考するものです。皆さんと本校との望ましい「マッチング」を図るコミュニケーションの場として本校

のAO入試を活用してください。ＡＯ入試のエントリーを希望する方は、本校アドミッションポリシーの十分なご

理解のために、平成30年4月22日（日）、5月20日（日）、6月17日（日）、7月8日（日）、7月26日（木）および8月

26日（日）の学校説明会（オープンキャンパス）並びに個別見学会のいずれかに参加してください。

　　（1）思いやりと奉仕の心、コミュニケーション力と学び続ける意欲を持った人

　　（2）常に誠意を持って人に接し、信頼され、尊敬される人間性を持った人

　　（3）人々の健康に資するため、医学の研鑽に努力を惜しまない人

ＡＯ入試に出題される皆さんへ1

呉竹医療専門学校が求める学生像（アドミッションポリシー）2

ＡＯ入試
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　本校の鍼灸マッサージ科、鍼灸科および柔道整復科は、皆さんが科学的根拠（エビデンス）に基づいた全人的で

完結型の医療が施せる医療人になることを期待しています。はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師および柔

道整復師は、何らかの理由で体調を崩した人や、骨折や脱臼などの外傷を負った人に対して、法制度上、初診から

治癒に至るまでのすべての過程を担える完結型の医療資格です。したがって、はり師、きゅう師、あん摩マッサー

ジ指圧師および柔道整復師は、施術者自身の判断が人々の健康生活に大きな影響を与える社会的責任の重い職業と

言えます。

　近年、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師および柔道整復師の活躍の場はスポーツ現場、介護施設およ

び医療施設（病院やクリニック）などに広まると共に、さまざまな分野からの期待が寄せられています。しかし、

このような社会要請に応えるには、皆さんは確実に力を身につけるための努力を続けなければなりません。絶えず

努力するためには、「倦
う

むことのない探究心」を備えていることが重要です。探究心は社会構造の変化や医学の進

歩に対する強い関心から生まれます。このような変化や進歩への関心を持ち続けるために、医療に携わる者には次

の要素が必要になると本校は考えています。

　（1）現代社会への積極的な関与

　（2）社会の変化や進歩に対する鋭い嗅覚

　（3）医学領域に限らず「知識・技術吸収」への意欲

　（4）医療の現場で実践できる実践力

　（5）「思いやりと奉仕の心」に裏打ちされた豊かなコミュニケーション能力

　本校では東洋医療のプロフェッショナルとなるために、これらの要素を身につけるためのカリキュラムと学習環

境を用意しています。そして、皆さんが自ら必要な知識や技術を発見し、その重要性を認識すると共に、それらを

吸収するために主体的に取り組むことができるシステムを据えています。また、学習の場では様々な疑問や解決す

べき問題が生じることも考えられます。本校ではそのような疑問や問題に直接答えを提供することはせず、むしろ、

皆さんがこれらの障害をチャンスと捉えることができるような支援をします。それと同時に、医療や社会への問題

意識を共有する教職員や仲間と探究する上での問題の解決に向けて「共同作業」に取り組むことも重視しています。

　最後に、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師および柔道整復師になるためには国家試験に合格する必要

があります。しかし、本校では国家試験の合格が皆さんの学習の終点であるとは考えていません。それは、豊かな

発想と広い視野から病める人々が抱える問題を的確に捉え、健康な生活に導く能力を自ら学び取る教育、すなわち

問題を自ら発見し解決に導く「問題志向型医療」を実践できる医療人の育成を、本校は目指しているからです。

呉竹医療専門学校が目指す人材の育成方針3
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 ・鍼灸マッサージ科　Ⅰ部　　・鍼灸科　Ⅰ部・Ⅱ部　　・柔道整復科　Ⅰ部・Ⅱ部

　　（1）ＡＯ入試社会人　1次、2次
　　　　 ・高等学校をすでに卒業した方。
　　　　 ・  高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し、平成31年3月31日の時点で18歳に達

している方で、本校のアドミッションポリシーに該当する方。

　　（2）ＡＯ入試高校生　1次、2次
　　　　 ・高等学校を平成31年3月卒業見込みの方で、本校のアドミッションポリシーに該当する方。

 試験結果並びに志望順位をもとに、本校のアドミッションポリシーと照らし合わせて選考します。

（1） エントリー期間
 ＡＯ入試社会人　1次　　平成30年6月15日（金）〜6月21日（木）必着
 ＡＯ入試社会人　2次　　平成30年7月13日（金）〜7月19日（木）必着
 ＡＯ入試高校生　1次　　平成30年7月27日（金）〜8月 2日（木）必着
 ＡＯ入試高校生　2次　　平成30年8月31日（金）〜9月 6日（木）必着

（2） エントリー必要書類
 出願書類一覧（9ページ）の書類を提出してください。

（1） 試験科目
 ・面接　　　・適性検査

（2） 試験日程

（3） 試験会場
 学校法人　呉竹学園　呉竹医療専門学校
 〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-185-1
 TEL：048-658-0001

募集学科4

受験資格5

選考方法6

エントリー方法7

試験科目・試験日程・試験会場8

試験区分 試験日 適性検査 休憩 面接

ＡＯ入試社会人　1次 平成30年6月24日（日） 10：00〜11：00 15分 11：15〜

ＡＯ入試社会人　2次 平成30年7月22日（日） 10：00〜11：00 15分 11：15〜

ＡＯ入試高校生　1次 平成30年8月 5日（日）  9：30〜11：00 15分 11：15〜

ＡＯ入試高校生　2次 平成30年9月 9日（日）  9：30〜11：00 15分 11：15〜
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　　  　試験終了後、速やかに選考結果通知を発送します（通知予定日4ページ）。合格内定した方には「合格内定通
知書（本人控え/出願用）」を発送します。「合格内定通知書（出願用）」は下記「10．合格内定者の出願」に
使用しますので、大切に保管してください。

　　　出願書類一覧（10ページ）の書類を提出してください。
　　  　なお、高等学校を平成31年3月に卒業見込みの方の場合、調査書（10ページの3）は入学手続完了後

（10月上旬にご案内します）に別途提出していただきます。

　　  　AO入試により入学する方は、次の日程で実施される入学前授業に、必ず出席して下さい。なお、AO入試高
校生2次を受験して入学する方は、2回目の日程からご参加下さい。

　　　１回目：平成30年   9月23日(日)　２回目：平成30年10月21日(日)
　　　３回目：平成30年11月23日(金)　４回目：平成30年12月16日(日)
　　　５回目：平成31年   1月27日(日)　13時30分から14時30分まで

　　　入学前授業の詳細については、9月上旬（AO入試高校生2次の方は10月上旬）にご案内します。

選考結果通知9

合格内定者の出願10

入学前授業について11

ＡＯ入試の流れについて12

学校説明会・個別見学会参加

AO入試エントリー

AO入試受験

〈AO入試選考結果通知〉

AO入試合格内定者出願

〈合格通知〉

入学手続

入学前授業

ご入学

4月22日以降の学校説明会または個別見学会に参加し、「AO入試
エントリー」に必要となる「課題」を受け取ってください。

アドミッションポリシーや本校の育成方針（14・15ページ）を
理解し、必要書類（9ページ）をエントリーシート受付期限内

（4ページ）に提出してください。

本校にて、適性検査と面接を受けていただきます。

AO入試受験後、5日以内に結果を発送します。該当者には「合格
内定通知書」をお送りします。

合格内定を受けた方は、必要書類（10ページ）をAO入試合格内
定者出願期限内（4ページ）に提出してください。

出願書類によって入学資格を確認後、合格者には合格通知（兼入
学手続案内）をお送りします。

入学手続を完了した方へは、入学許可書をお送りします。

合格者を対象として行われる入学前授業に出席していただきま
す。

入学式の日程や教材購入などの諸手続については、2月中旬にご
案内します。

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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　　・鍼灸マッサージ科　Ⅰ部　・鍼灸科　Ⅰ部・Ⅱ部　・柔道整復科　Ⅰ部・Ⅱ部
　　※ただし、一般入試3次、4次、5次においては、すでに定員に達した学科は募集しません。

　　・高等学校をすでに卒業した方。
　　・高等学校を平成31年3月に卒業見込みの方。
　　・  高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した方で、平成31年3月31日の時点で18歳に

達している方。

　　　受験者の志望順位および試験結果をもとに選考します。

　　・小論文（600字以上800字以内）　　・面接

　　　出願書類一覧（11ページ）の書類を提出してください。

募集学科1

受験資格2

選考方法3

試験科目4

出願書類5

試験日程6

試験区分 試験日 小論文 面接

一般入試　1次 平成30年11月 4日（日） 10：00〜11：00 11：10〜

一般入試　2次 平成30年12月 2日（日） 10：00〜11：00 11：10〜

一般入試　3次 平成31年 1月20日（日） 10：00〜11：00 11：10〜

一般入試　4次 平成31年 2月10日（日） 10：00〜11：00 11：10〜

一般入試　5次 平成31年 3月 3日（日） 10：00〜11：00 11：10〜

一般入試
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　　・一般入試　1次　平成30年10月26日（金）〜11月 1日（木）必着
　　・一般入試　2次　平成30年11月23日（金）〜11月29日（木）必着
　　・一般入試　3次　平成31年 1月11日（金）〜 1月17日（木）必着
　　・一般入試　4次　平成31年 2月 1日（金）〜 2月 7日（木）必着
　　・一般入試　5次　平成31年 2月22日（金）〜 2月28日（木）必着

　　　学校法人　呉竹学園　呉竹医療専門学校
　　　〒330-0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-185-1
　　　TEL：048-658-0001

出願期間7

試験会場8


