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１ 本校が求める人材 ≪アドミッション・ポリシー≫  

● 人に関心を持ち、コミュニケーション能力に優れている人 

● 人間として成長したいという意欲を持ち、自ら学ぶことのできる人 

● 多様な人々を尊重し、協働しながら物事を成し遂げることのできる人 

● 新潟県において、看護師として保健・医療・福祉の分野で貢献したい人 

 

２ 募集人員 

入学定員 推薦（公募）入学選考 一般入学選考 

40名 10名程度 30名程度 

 

３ 出願資格 

 

 

推薦（公募）入学選考 

本校を専願し、次のいずれにも該当する人 

（１）令和５年３月に高等学校（中等教育学校の後期課程を

含む。）を卒業見込みの人で、高等学校での学習におい

て、全体の評定平均値が 3.8以上の人 

（２）卒業後、新潟県内の施設に就職する意思がある人 

 

 

一般入学選考 

次のいずれかに該当する人 

（１） 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業 

した人又は令和５年３月卒業見込みの人  

（２）学校教育法施行規則第 150条の規定により高等学校を 

卒業した人と同等以上の学力があると認められる人 

（注）学校教育法施行規則第 150条第７号により出願する場合は、出願前に審査を受け 

る必要がありますので、ｐ４「５ 入学資格審査について」により申請してください。 

 

４ 出願手続 

（１）出願期間 

推薦（公募）入学選考 令和４年 10月 ３日（月）～ 令和４年 10月 11日（火） 

一般入学選考 令和４年 11月 15日（火）～ 令和４年 11月 29日（火） 

（注）受付は郵送のみ。各選考の出願期間の末日消印まで有効とします。 

 

（２）出願方法 

 出願書類等を一括して、角形２号封筒(縦 33.2cm×横 24.0cm)に入れてください。 

封筒の表（左端）に「入学選考試験出願書類在中」と記載し、「簡易書留」で郵送して 

ください。 

 

 

                    

入学試験概要 
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（３）出願書類等 

   ① 推薦（公募）入学選考 

ア 志願書 (所定の用紙) 

イ 受験票 (所定の用紙) 

ウ 履歴書 (所定の用紙) 

  エ 写 真  ３枚 

願書提出前６か月以内に写した正面上半身脱帽、縦 4.0㎝×横 3.0㎝のサイ 

ズの同一写真を【履歴書】【受験票】【写真台紙】にはがれないように貼付して 

ください。なお、写真の裏面には氏名を記入してください。 

オ 高等学校の調査書 

カ 高等学校卒業見込証明書 

高等学校の調査書に高等学校卒業見込み証明を含む場合は、高等学校卒業見 

込証明書は不要です。 

キ 学校長の推薦書    (所定の用紙) 

ク 入学考査料  9,600円 振り込みによる納付  

＊ 振り込み手数料は志願者負担となります。 

○金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）窓口での振り込み方法 

本校指定の「振込依頼書（新潟県立新発田病院附属看護専門学校入学考査

料）･振込金及び手数料領収書（志願者保存用）･入学考査料納付証明書（看

護学校提出用）」に必要事項を記入し、金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）窓

口で振り込んでください。振り込み後、「振込金及び手数料領収書（志願者

保存用）」「入学考査料納付証明書（看護学校提出用）」を受け取り、金融機

関の収納印が押印されていることを確認してください。 

○金融機関ＡＴＭ（現金自動預払機）での振り込み方法 

  金融機関により、ＡＴＭ（現金自動預払機）の振り込み可能時間、曜日が 

異なりますので事前に確認してください。 

振込先 銀行名･支店名：第四北越銀行 県庁支店 預金種目:普通預金 

   口座番号：１０３５２０６ 

   口座名義人：新潟県立新発田病院 山﨑理 

（ニイガタケンリツシバタビョウイン ヤマザキオサム）  

依頼人欄には必ず「001」を入力し、続けて志願者氏名を入力してください。

振り込み後、「明細書等」を確認し、複写を 1枚準備してください。 

【振り込み受付期間】 

令和４年９月 28日(水)から令和４年 10月 11日(火)当日受付有効 

○「入学考査料納付証明書（ＡＴＭの場合は明細書等の複写）」を、「入学考査 

料納付証明書提出票」の所定欄に貼り付けて提出してください。 

○詳細は、「推薦（公募）入学選考 入学考査料振込方法」をご確認ください。  

 ケ 受験票返送用封筒   

本校指定封筒（学生募集要項添付 縦 23.5cm×横 12.0cm）に、受験票送付先の 

郵便番号、住所、氏名を明記し、簡易書留速達料金を含め 664円分の切手を貼付 

してください。 

   コ 通知書送付用封筒 

本校指定封筒（学生募集要項添付 縦 23.5cm×横 12.0cm）に、通知書送付先の 

郵便番号、住所、氏名を明記し、簡易書留料金を含め 404円分の切手を貼付して 

ください。 
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   ② 一般入学選考 

ア 志願書 (所定の用紙) 

イ 受験票 (所定の用紙) 

ウ 履歴書 (所定の用紙) 

  エ 写 真  ３枚 

願書提出前６か月以内に写した正面上半身脱帽、縦 4.0㎝×横 3.0㎝のサイ 

ズの同一写真を【履歴書】【受験票】【写真台紙】にはがれないように貼付して 

ください。なお、写真の裏面には氏名を記入してください。 

オ 高等学校の調査書（高等学校を卒業後５年以上経過した人は不要） 

カ 高等学校卒業証明書又は卒業見込証明書 

出願時、高等学校在学中の方で、高等学校の調査書に高等学校卒業見込み証明を 

含む場合は、高等学校卒業見込証明書は不要です。 

キ 入学考査料  9,600円  振り込みによる納付 

＊ 振り込み手数料は志願者負担となります。 

○金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）窓口での振り込み方法 

本校指定の「振込依頼書（新潟県立新発田病院附属看護専門学校入学考査

料）･振込金及び手数料領収書（志願者保存用）･入学考査料納付証明書（看

護学校提出用）」に必要事項を記入し、金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）窓

口で振り込んでください。振り込み後、「振込金及び手数料領収書（志願者

保存用）」「入学考査料納付証明書（看護学校提出用）」を受け取り、金融機

関の収納印が押印されていることを確認してください。 

○金融機関ＡＴＭ（現金自動預払機）での振り込み方法 

 金融機関により、ＡＴＭ（現金自動預払機）の振り込み可能時間、曜日が 

異なりますので事前に確認してください。 

振込先 銀行名･支店名：第四北越銀行 県庁支店 預金種目:普通預金 

   口座番号：１０３５２０６ 

   口座名義人：新潟県立新発田病院 山﨑理 

（ニイガタケンリツシバタビョウイン ヤマザキオサム） 

依頼人欄には必ず「001」を入力し、続けて志願者氏名を入力してください。

振り込み後、「明細書等」を確認し、複写を 1枚準備してください。 

【振り込み受付期間】 

令和４年 11月９日(水)から令和４年 11月 29日(火)当日受付有効 

○「入学考査料納付証明書（ＡＴＭの場合は明細書等の複写）」を、「入学考査 

 料納付証明書提出票」の所定欄に貼り付けて提出してください。 

○詳細は、「一般入学選考 入学考査料振込み方法」をご確認ください。 

 ク 受験票返送用封筒   

本校指定封筒（学生募集要項添付 縦 23.5cm×横 12.0cm）に、受験票送付先の 

郵便番号、住所、氏名を明記し、簡易書留速達料金を含め 664円分の切手を貼付 

してください。 

ケ 通知書送付用封筒 

本校指定封筒（学生募集要項添付 縦 23.5cm×横 12.0cm）に、通知書送付先の 

郵便番号、住所、氏名を明記し、簡易書留料金を含め 404円分の切手を貼付して 

ください。 
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（４）出願上の注意事項 

① 卒業証明書又は卒業見込証明書等の発行日は、出願６か月以内のものとしてくださ 

い。 

② 高等学校卒業程度認定試験規則により、高等学校卒業程度認定試験に合格した人 

で、令和５年３月 31日までに 18歳に達する人は、文部科学省が発行する「高等学 

校卒業程度認定試験 合格証明書」を提出してください（旧規定による大学入学資 

格検定に合格した者を含む）。 

＊ 令和４年 11月の「高等学校卒業程度認定試験」を受験する人は、出願期間前まで 

に本校へ問い合わせてください。 

③ 短期大学又は大学を卒業した人で、一般入学選考に出願する場合は、短期大学等 

の卒業証明書は必要ありません。高等学校卒業証明書を提出してください。 

④ 提出書類が全て揃っていない場合は受付できません。書類提出の際には十分確認 

してください。 

⑤ 各証明書と現在の氏名が異なる場合は、合格後入学手続期間内に改姓等を証明する 

書類の提出をしていただきます。 

⑥ 受験票等は、願書受付終了後に郵送となります。下記の期間までに受験票が届か 

ない場合は、本校まで問い合わせてください。 

推薦(公募)入学選考：令和４年 10月 27日(木） 

一般入学選考   ：令和４年 12月 14日(水) 

⑦ 受付をした出願書類及び入学考査料は、返却しません。 

 

（５）出願先   

〒957-8588  新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院附属看護専門学校    

  

５ 入学資格審査について 

学校教育法施行規則第 150条第７号により出願する場合は、出願前に審査を受ける必 

要がありますので、次により申請してください。 

（１）入学資格審査申請書類等提出期限   令和４年 10月 28日（金）必着 

 

（２）入学資格審査申請書類等  

① 履歴書    （所定の用紙） 

② 最終出身教育施設長発行の卒業証明書、成績証明書、調査書 

③ 最終出身教育施設のシラバス 

④ 返送用封筒  長形３号封筒（縦 23.5cm×横 12.0㎝）に、申請者の郵便番号、 

住所、氏名を明記し、簡易書留料金を含め 404円分の切手を貼付してください。 

 

（３）入学資格審査申請書類等提出方法    

   入学資格審査申請書類等は一括して、角形２号封筒(縦 33.2cm×横 24.0cm)に入れてく

ださい。封筒の表（左端）に「入学資格審査書類在中」と記載し、「簡易書留」で郵送し

てください。なお、郵送にかかる日数を十分考慮して発送してください。 

 

（４）提出先   

〒957-8588  新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院附属看護専門学校   
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（５）その他      

 ① 前記（２）の入学資格審査申請書類等のほか、必要に応じて書類の提出を求める 

ことがあります。 

 ② 本申請の結果を、後日申請者宛てに通知します。認定された場合、入学願書の提 

出は通知が届いた後になります。 

 

６ 入学試験 

（１）試験期日・試験科目等 

  試験期日 試験科目等 

推薦（公募）入学選考 令和４年 11月４日（金） 小論文・面接 

 

 

 

一般入学選考 

 

 

 

令和４年 12月 21日（水） 

 

 

一次試験 学科試験 

 国語：国語表現・国語総合（古文・漢文を除

く） 

 英語：コミュニケーション英語Ⅰ・ 

コミュニケーション英語Ⅱ 

 数学：数学Ⅰ・Ａ（数学Ａは場合の数と確率） 

令和４年 12月 23日（金） 二次試験 面接（一次試験合格者のみ） 

 

（２）試験会場 （案内図参照 ｐ８）     

   新潟県立新発田病院附属看護専門学校  

  

（３）受験上の留意事項 

   ① 受付時間及び各試験科目等の開始時間に遅れた場合は受験できません。 

② いずれの試験日にも、受験票を忘れずに持参してください。 

③ 駐車場がありませんので、車での来場はご遠慮ください。 

      

７ 合格発表 

 発表日時 発表方法 

推薦（公募）入学選考 
令和４年 11月 18日（金） 

午前９時 00分 

本校正面玄関に合格者の受験番号を掲示

するとともに、受験生全員と学校長に合否

の通知を発表当日に発送します。 

併せて、午前９時以降に合格者の受験番号

を本校のホームページに掲載します。

（http://www.shibata-ns.jp/） 

一般入学選考 

一次試験結果 

令和４年 12月 22日（木） 

午後３時 00分 

本校ラウンジ（２階）に合格者の受験番号

と二次試験の日程を掲示します。 

併せて、午後３時以降に本校ホームページ

に合格者の受験番号と二次試験の日程を

掲載します。 

二次試験結果 

令和５年１月 10日（火） 

午前９時 00分  

本校正面玄関に合格者の受験番号を掲示

するとともに、受験生全員に合否の通知を

発表当日に発送します。 

併せて、午前９時以降に合格者の受験番号

を本校のホームページに掲載します。 

 （注）電話による合否についての問い合わせには一切応じません。 

http://www.shibata-ns.jp/


- 6 - 

 

８ 試験成績の開示 

（１）開示内容 

この試験成績については、新潟県個人情報保護条例第 25条の規定に基づき、開 

示を請求することができます。 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

（２）開示手続    

受験者（本人に限ります。）が受験票又は合否通知書を持参の上、本校事務窓口におい

て書面により開示請求してください（電話等による請求では開示できません）。 

 

（３）開示期間  

推薦（公募）入学選考 令和４年 11月 18日（金）～ 令和４年 12月 19日（月） 

一般入学選考 令和５年 １月 10日（火）～ 令和５年 ２月９日（木） 

（注）開示は、土・日・祝日を除く午前９時から正午まで及び午後１時から４時までとしま

す。 

 

 （４）開示場所   

新潟県立新発田病院附属看護専門学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 推薦（公募）入学選考 

総合得点、順位 

＊総合得点：小論文と面接試験の合計点数 

 

イ 一般入学選考 

 総合得点、順位 

    ＊総合得点は、以下となります。 

一次試験までの受験者：学科試験の合計点数 

     二次試験の受験者  ：学科試験の合計点数、面接試験の点数及びこれら 

の合計点数 
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１ 入学手続 

（１） 入学料   

入学手続には、入学料 70,000円を納付する必要があります。 

 

 （２）入学手続期間  

推薦（公募）入学選考 令和４年 11月 21日（月） ～ 令和４年 11月 28日（月） 

一般入学選考 令和５年 １月 11日（水） ～ 令和５年 １月 24日（火） 

 

（３）入学手続方法 

① 入学手続の詳細及び書類等については、合格通知とともに送付します。 

② 入学手続書類の提出は、郵送又は直接持参により行ってください。 

ア 郵送により入学手続を行う場合は、郵送にかかる日数を十分考慮し「簡易書留」

で発送してください。 

イ 直接持参する場合の受付時間は、平日の午前９時から正午まで及び午後１時から 

５時までとします（土・日曜日及び祝日の受付は行いません）。 

 

（４）入学手続先   

〒957-8588  新潟県新発田市本町１丁目２番８号 

新潟県立新発田病院附属看護専門学校  TEL 0254-22-2214  

 

（５）入学手続上の注意事項 

  ① 入学手続期間に手続を完了しない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。 

  ② 入学手続時に必要な書類及び入学料が揃わない場合は、受付できませんので十分確 

認してください。 

  ③ 受付を済ませた入学手続書類及び納入した入学料は、返却しません。 

 

２ 授業料 

   入学後に年額を前期及び後期の２期に分けて納付する必要があります。 

 前期 後期 年額 

金額 95,000円 95,000円 190,000円 

（注）授業料の改正が行われた場合、改定時から新しい授業料の額を適用します。 

    

３ 必要経費 

初年度にはテキスト代金（16 万円程度）、ユニフォーム・シューズ等の代金（６万円程

度）、教材・看護学生の総合保障制度加入代金等（３万円程度）が必要となります。 

   ２年次にはテキスト代金等(６万円程度)、３年次にはテキスト代金及び病院施設外実習に 

伴う交通費等（３万円程度）が別途必要となります。 
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１ 教育理念 

   本校は、新潟県内の保健・医療・福祉施設や地域において活躍する看護師を養成すること

を責務としています。豊かな人間性を基盤とした看護実践力を有した新潟県に貢献する人材

を養成します。 

 

２ 修業年限 

   ３年 

 

３ 卒業時に取得できる資格 

看護師国家試験受験資格 

専門士の称号 

大学編入学試験の受験資格 

保健師・助産師・養護教諭養成機関の受験資格 

 

 

   

 

 

１ 試験会場 

  ≪試験会場≫     新潟県立新発田病院附属看護専門学校 

≪所在地≫      〒957-8588 新潟県新発田市本町 1丁目 2番 8号 

≪交通案内≫     ＪＲ白新線、ＪＲ羽越本線 「新発田駅」下車、徒歩 5分 

 

その他 

教育理念・修業年限・卒業時に取得できる資格 

 

 

 

 

２ 問い合わせ先 

新潟県立新発田病院附属看護専門学校 教務室 

TEL：0254-22-2214〔直通〕  

 

 


