


三

11 

建学の精神

「命と向き合う心、知識、技を持った地域医療に貢献できる医療人の養成」

本学は、保健医療に関する理論および技術を教授研究し、

並びに豊かな人間性および高潔な人格を兼ね備えた資質の高い人材を養成することにより、

保健医療の向上と福祉の増進に寄与することを目的としています。

アドミッションポリシー

（入学者受け入れの方針）

［リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）］

本学は、以下のような資質を備えた人たちを積極的に受け入れます。

1. 対人関係を良好に保つ能力を備えた人

人間（ヒト）に深い関心と畏敬の念を持ち、多様な価値観や文化的背景を理解し、人との出会いを通じて学び合おうとする人。

2. 資格取得に向けた高い意欲を持ち続けられる人

リハビリテーション学に対する知的好奇心が旺盛で、課題に向かって主体的に行動できる人。

3. 論理的思考を遂行するための基礎的な学力を備えた人

絶え間なく進歩する医学を理解していくための基礎学力を有し、それらを探求する姿勢のある人。
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※入試ガイドの記載内容から変更される場合があります。

詳細は募集要項で必ず確認してください。
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リハビリテ ー ション学科平成31年度入試募集人員

入試区分
募集人員

理学療法学専攻 作業療法学専攻

AO入試
I期. II期〔専願型·併願型〕

指定校制推薦入試〔専願型〕

公募制推薦入試
40名 15名

〔併願可〕 I期～直期

専門学科総合学科推薦入試〔併願可〕

特別奨学生入試〔併願可〕 一般入試I期に含む

一般入試〔併願可〕 I期~:W期 15名 10名

特別入試
（学士入訊社会人入拭）

I期~Vll期 5名 5名

入学定貝 60名 30名

入学検定料

リハビリテ ー ション学科 30,000円

入学検定料フリ ー パス /2 出願目以降の入学検定料無: 胆斗

初回に入学検定料30,000円を納入した方は、すべての入学試験に無料で出願できます。

入試区分

AO入試〔専願型・併願型〕 I期·ll期

指定校制推薦入試〔専頴盈〕

公募制推薦入試（併顆可） I期～皿期

専門学科総合学科推薦入試〔併願可〕

特別奨学生入試〔併願可〕

一般入試（併願可〕 I期~l\/期

特別入試
I期~VJ[期

（社会人入試，学士入試）

初同入学検定料 2出願目以降

30,000円 無料

〈例〉
① AO入試 、 推薦入試合格者はあ
らためて12/9特別奨学生入試の
チャレンジが可能。

②特別奨学生入試不合格者が、 ―

般入試を再受験可能。

③一般入試I期 、 JI期'][期に同詩

に出願可能。

学生納付金（平成31年度の初年度納付金）

入学手続特
1 年次 9月

入学金

100,000円

授業料

500,000円

500,000円

実習費

50,000円

50,000円
※その他教育充実費として厚生費解剖実習補助、施設実習補助等替用10万円が必要です。
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合 計

650,000円

550,000円

奨学金制度、各種教育ロ ー ン

(1)日本学生支援機構奨学金

日本学生支援機構は、 国の育英事業を行う機関です。無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があリ 、 申し

込みにあたってはいずれも経済状況と学業成績の2つの条件があリます。申込みは、 大学へ進学する前年の春に在学している学

校を通じて行う方法（予約採用）と、 大学入学後に在学している大学の窓口に申し出る方法（在学採用）、また不測の事態で急に

奨学金が必要になった場合に在学する大学を通じて申し出る方法（緊急採用）があリます。

稗 別 貸与金額（月額）

第一種奨学金（無利子貸与） 《自宅通学者》2万円~5.3万円の中から選択
〈自宅外通学者》2万円~6万円の中から選択

第二種奨学金
（有利子／年利3%を上限とする）

2万円~12万円の中から選択

(2)特別奨学生制度

特別奨学生入試の結果によリ、成績上位者よリ特別奨学生A、特別奨学生Bを選考します

授業料全額免除

『胃噂119 授業料半額免除

• 特別奨学生A及びBに選考された場合、最長3年間にわたリ授業料の減免措置が

受けられます（各年次に特別奨学生を継続するための審査があリます）

(3)母子父子寡婦福祉資金貸付制度（岐阜県）

母子父子寡婦福祉資金の貸付制度は、 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り 、 あわせて

児童の福祉を推進することを目的として、 修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。詳細についてのご相談

は、 お住まいの市福祉事務所（町村にお住まいの方は県事務所福祉課）までお周い合せください。

〈岐阜県公式ホームページhttp://www.pref.gifu.lg.jp/から抜粋しています。〉

(4)その他、各種教育ロ ー ン

各糧教育0 ーンがあリますが、 なかでも国民生活金融公胴が行なっている国の教育ロ ーンは有名です。この他にも郵便局や銀

行信金労金や農協などの金融機関でも教育ローンを取リそろえています。

ア国の教育0ーン 問い合わせ先：0570-008656 

⑰ 教育一般貸付（条件：給与所得者子供3人990万円以内、 事業所得者770万円以内） 融資額：200万円以内

④ 郵貯貸付（条件：毅育積立郵便貯金の預金者で年収制限なし） 融資額：200万円以内

◎ 年金赦育貸付（条件：厚生年金•国民年金加入期間10年以上）

融資額厚生年金被保険者100万円以内，国民年金被保険者50万円以内

イ ．岐阜保健短期大学 「学費サポートプラン」

本学では、 保護者の一時的な経済的負担を軽漑するため 、 閤単な手続きで利用できる学喪の分納制度を、株式会社オリエント

コ ーポレーション、 東濃信用金庫、工ヌシーリンク、セディナと提携し「学費サポートプラン」として案内しています。

これは、入学金授業料教材費 、 研修費などの納付金を金融機関が立て替え、保護者の方に毎月分割で口座振替により納付い

ただく制度です。利用限度額は、500万円以内です。

分割の方法も、普通分割だけでなく、在学中には分納手数料のみを納付いただく「ステップアップ分納方式」など多様な選択が

できます。保護者のライフプランにあわせて「学費サポートプラン」を活用してください。詳細は、本学ホームページで確認してく

ださい。
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AO入試〔専願型・併願型〕

高校の成績にとらわれない、

あなたの学びへの意欲・積極性を評価します
.OINT 

試験日程

・ 出願に際し、評定平均値の基準はあリません

• 高等学校長の推薦書は不要です

． 既卒生、高卒認定試験合格者も出願可能です
・ 専願型と併願型の入試方法を選択できます
・ 専願型の合格者は、入学金10万円を免除します

専願併願型 出願期問※ 試験地 試験日

専願型 8/1(水）～
I期 併顆型 8/20(月） 8/24(金）

本学

専願型 9/25(火）～
]I期 併願型 10/9(火） 10/13 (土）

合格発表日

8/31 C金）

10/19 (金）

入学手続締切日

［専願型］
9/12(水）
［併願型］

(1次） 9 /12 (水）
(2次）11 /30 (金）

［専願型］
10/30(火）

［併願型］
(1次）10/30(火）
(2次）11 /30 (金）

※ 出願害類を郵送する場合は出願期間内必着とし、持参の場合は土日•祝日を除く、月曜日から金曜日（午前9時～午後5時）の間に
提出して下さい。

出願資格AO入試
〔専願型〕合格した場合は、必ず本学の合格した学科へ入学する者
本学で学ぶことに強い意欲をもち、かつ専顧の者で、次の(1)�(3)のいずれかに該当する者
(1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び平成31年3月卒業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成31年3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められる者及び平成31年3月31日までにこれに該当する見込みの者
※上記(3)において、本学の個別の入学資格審査によリ出願を希望する場合は、各入試日程の出願開始日までに借別資格審査のための書類提出が必要となります。
※出願に際して高等学校等の評定平均値等についての指定はあリません。

〔併願型〕次の(1)�(3)のいずれかに該当し、他大学と併願する者
(1)高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び平成31年3月卒業見込みの者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成31年3月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認められる者及び平成31年3月31Bまでにこれに該当する見込みの者
※上記(3)において、本学の個別の入学資格審査によリ出顧を希望する場合は、各入試日程の出顧開始日までに1固別資格審査のための書類提出が必要となります。
※出縣に際して高等学校等の評定平均値等についての指定はあリません。

選考方法
0入学志望理由書 志望する理由を記入して出願時に提出

●テーマ作文 指定のテーマについて意見や考えを800字程度で記述（試験時間60分）

0面 接 入学志望理由書に基づき、本学を志望した理由、本学での学習意欲等を
中心に質問します（面接廿寺間10分程度）

0書類審査

● ~• の総合判定で選考
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公募制推薦入試〔併願可〕

謁校での学習成果や活動を評価します

.OINT ・ 出願に際し、評定平均値の基準はあリません

• 他大学との併願は可能です

試験日程

出願期周※ 試験地 試験巳 合格発表日 入学手続締切日

I期 11 /1(木） ~11/12(月） 11/17(土） 11 /26 (月） 12/7(金）

II期 11 /19 (月）~12/3(月） 本学 12/9(日） 12/18 (火） 12/2ワ（木）

皿期 12/17 (月）~1/8(火） 1/12(土） 1/18(金） 1 /29 (火）

※ 出願害類を郵送する場合は出願期間内必着とし、持参の場合は土・日祝口を除く、月曜口から金曜日（午前9時～午後5時）の間に
提出して下さい。

出願資格

公募制推鷹人試〔併願可〕他大学との併願は可能
高等学校もしくは中等教育学校を平成30年3月以降に卒業した者、または、平成31年3月に卒業見込みの者
※いずれも、出願峙に出身学校の評定平均値について指定はありません。

選考方法
I ●入学志望理由書 志望する理由を記入して、出顆特に提出

I• 小論文 800字程度で記述（試験詩閤60分）

I
• 面接 入学志望理由書に基づき、本学を志望した理由、本学での学習意欲等を

中心に質囲します（面接詩間10分程度）

I• 書類審査

•~• の総合判定で選考

� 

.t-
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専門学科、総合学科推薦入試〔併願可〕

高校での学習成果や活動を評価します
◎ OINT ・ 専門学科総合学科の生徒を対象とする推薦入試です

・ 出願に際し、評定平均値の基準はありません

試験日程

出願期間※

11 /1 (木）~11/12(月）

試験地

本学

試験日
1 

合格発表日
| 

入学手続締切日

11 /17 (土） 11 /26 (月） 12/7(金）

※出願書類を郵送する場合は出願期問内必着とし、持参の場合は土·日•祝日を除く、月曜日から金曜日（午前9時～午後5時）の問に
提出して下さい。

出願資格

専門学科、総合学科推胤入試〔併願可〕
〔併願可〕他大学との併願は可能

高等学校もしくは中等教育学校の専門教育を主とする学科または総合学科を

平成30年3月以降に卒業した者、または、平成31年3月に卒業見込みの者
※いずれも、出願時に出身学校の評定平均値について指定はあリません。

選考方法

0入学志望理由書 志望する理由を記入して、出願時に提出

●)」＼論文 800字程度で記述(60分）

0面 接 入学志望理由書に基づき、本学を志望した理由、本学での学習意欲等を
中心に質同します（面接廿寺間10分程度）

0書類審査

● ~• の総合判定で選考
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特別奨学生入試〔併願可〕

人学試験の成績優秀者に、授業料を免除します
.OINT ・入学試験の結果によリ、成績上位者より特別奨学生A、特別奨学生Bを選考します

授業料全額免除

授業料半額免除
最大10名を選考一

,ハ

• 特別奨学生A及びBに選考された場合、最長3年間にわたリ授業料の減免措置が

受けられます（名年次に特別奨学生を継続するための審査があります）

• この試験以前に実施した本学の今年度の入学試験で合格し、入学手続をされた方は、

特別奨学生入試を入学検定料免除でチャレンジすることができます

• 他大学との併願は可能です

試験日程

出願期閻※ 試験地 試験El 合格発表日 入学手続締切E3

11/19(月）～ 本学名古屋 12/9(日）
合格候補者通知 12/18 (火） (1次） 2/18(月）

11 /30 (金） 多治見•高山 正式合否通知 2/9(土） (2次） 3/8(金）

※出願書類を郵送する場合は出願期商内必着とし、持参の場合は土・日祝日を除く月曜日から金曜日（午前9時～午後5時）の商に
捷出して下さい。

選考方法解答方式は全問マ ー ク式

I 教 科 科巨 選択方法

外国語 「コミュニケーション英語I·コミュニケーション英語1I英語表現I」 必須
拭験時間60分

国 語 「国語総合（古文·漢文を除く）」 左記3教科より
数 学 「数学I数学A」（数学Aについては、場合の数と確率図形の性質から出題） 2教科を選択

理科 「生物基礎」 試験詩間120分

※調査書を参考とする

【配 点】各教科100点満点 計300点満点

一般入試
免除合格

特別奨学生に採用されなかった場合でも、本学で実施する一般入試合格者と同等
もしくはそれ以上の学力を有すると認められた受験者には、合格を遅知します

特別奨学生初年次学生納付金

平成31年度特別奨学生の採用予定人数：最大10名

平成31年度入学生学納金 特別奨学生A学納金 特別奨学生B学納金

入学金
授業料
実習費
合計

100,000円 入学金
1,000,000円 授業料

100,000円 実習費
1,200,000円合計

100,000円 入学金
全額免除 授業料（半額免除）
100,000円 実習費
200,000円合計

※その他教育充実費として厚生費解剖実習補助施設実翌補助等費用10万円が必要です。
※各年次に特別奨学生を継続するための審査があります。

※特別奨学生入試の出願資格はpgを参照してください

100,000円
500,000円
100,000円
700,000円

I 

� 

• 

2019 岐阜保健短期大学入試ガイド 08

r 





三 □
」

特別入試（社会人入試・学士入試） memo 

試験日程

出願期間※ 試験地 試験日 合格発表日 入学手続締切日

I期 11 /1 (木） ~11/12(月） 11/17(土） 11 /26 (月） 12/7(金）

II期 11 /19 (月） ~12/3(月） 12/9(日） 12/18 (火） 12/2ワ（木）

皿期 12/17 (月） ~1/8(火） 1/12(土） 1 /18 (金） 1/29(火）

V期 1 /4 (金） ~1/23(水） 本学 2/2(土） 2/9(土） 2/18(月）

V期 1 /4 (金） ~2/15(金） 2/22(金） 3/1(金） 3/8(金）

\l[期 1 /4(金） ~3/4(月） 3/8(金） 3/14 C木） 3/22(金）

w期 3/1(金） ~3/20(水） 3/23(土） 3/25(月） 3/28(木）

※出願書類を郵送する場合は出願期間内必着とし、持参の場合は土 ・日 ・祝日を除く、月曜日から金曜日（午前9時～午後5時）の間に

提出して下さい。

出願資格

特別人試（社会人入試）
次の各要件を満たしている者

(1)平成30年4月1日現在で満20歳以上であリ、高等学校を卒業したまたはそれと同等以上の学力があリ、

平成30年4月1日において2年以上の社会人経験（家事・家業・アルバイト従事を含む）を有する者

(2)医療職への強い意欲をもち、心身ともに健康で学習を継続し得る者

※上記(1)において、本学のイ固別の入学資格審査により出願を希望する場合は、各入試日程の出願開始日までに倦別資格審査のための

書類捉出が必要となります。

． 

特別入試（学士人試）
次の各要件のいずれかを満たしている者

(1)学士号の学位を取得した者、または平成31年3月に取得見込みの者

(2)短期大学士または準学士の学位を取得した者、または平成31年3月に取得見込みの者

選考方法（共通）

0入学志望理由書 志望する理由を記入して、出願特に提出

0小論文 800字程度で記述(60分）

●面 接
入学志望理由書に基づき、本学を志望した理由、本学での学習意欲等を

中心に質固します（面接時間10分程度）

0書類審査

● ~• の総合判定で選考
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