
学校法人
温 知 会 仁愛高等学校

URLURL :: jinai.ac.jpjinai.ac.jp

入学試験要項
2023年度（令和５年度）
第Ⅰ期（推薦）・第Ⅱ期・第Ⅲ期

１．生徒学則定員

２．試験期日等

３．出願資格及び条件

４．出願手続

５．試験内容及び選考方法

６．試験日程

７．合格発表

８．入学手続

※入学試験要項（要約）

表紙



１．生徒学則定員

２．試験期日等

４．出願手続

３．出願資格及び条件

試験の時期 試験期日 受付期間 合格発表

第Ⅰ期
（推　薦） １月１３日（金）

１２月２３日（金）～
　１月　６日（金）　
※１２/２９～１/３を除く

１月１８日（水）

第Ⅱ期 ２月　３日（金） 　１月２７日（金）～
　２月　１日（水）　 ２月　８日（水）

第Ⅲ期 ３月１７日（金） 　３月１３日（月）～
　３月１６日（木）　 ３月２０日（月）

時　　間 ９：００～１６：００　仁愛高校事務室（土曜・日曜・祝日は除く）
出願書類 ①入学願書　②受験票　③調査書　④受験についての調書（いずれも本校所定の様式）
受 験 料 １０,０００円（現金または普通為替）を、出願書類提出時に納入。（再応募の場合は免除）
そ の 他 写真2枚（入学願書貼付）出願前3ヶ月以内撮影、正面上半身（縦4cm╳横3cm）

方　　法

①出願期間内に、提出書類に受験料を添えて提出。
②郵送による出願は、簡易書留によって、各試験出願最終日 必着。
③一度提出・納入された書類及び受験料は、お返しいたしません。
④第Ⅰ期または第Ⅱ期試験不合格であっても、各当該期以降の試験を受けることが

できます。その場合、出願書類に変更事項等がある場合は再提出、変更がない場
合でも受験意思表示用の別紙「様式５」（試験結果の通知書に同封）の提出が必
要になります。

看護科８０名【第一看護科４０名・第二看護科４０名】

（１）第Ⅰ期（推薦）受験生

（２）第Ⅱ期、第Ⅲ期　受験生

次の各項を満たすものであること。
１．令和５年3月中学校・学園卒業見込の生徒。
2．本校専願であること。合格した場合は、本校への入学を確約できる生徒。
3．3年間の成績の５段階評定平均が「3．０」以上、評定に「１」がないこと。
4．生活態度が良好で、心身共に健康であること。
５．本校を志望する動機理由が明確であること。

次の各項を満たすものであること。
１．令和５年3月中学校・学園卒業見込の生徒または中学校・学園既卒者。
2．生活態度が良好で、心身共に健康であること。
3．本校を志望する動機理由が明確であること。
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５．試験内容及び選考方法

６．試験日程（試験会場　仁愛高等学校）

７．合格発表

８．入学手続

１）第Ⅰ期（推薦）本校専願

２）第Ⅱ期　専願・併願

３）第Ⅲ期　専願・併願

試験内容 「作文」・「面接」
選考方法 ①書類審査（調査書）　②課題作文・面接（個人面接１０分程度）

試験内容 「国語」・「数学」・「理科」・「面接」
選考方法 ①書類審査（調査書）　②学力検査　③面接（個人面接１０分程度）

試験内容 「作文」・「面接」
選考方法 ①書類審査（調査書）　②課題作文・面接（個人面接１０分程度）

※他に、参考のため、何れも「適性テスト」を行います。

① 第Ⅰ期（推薦）・第Ⅲ期 ② 第Ⅱ期
受　　　付：　９：００～　９：2０ 受　　　付：　８：００～　８：3０
説　　　明：　９：2０～　９：3５ 説　　　明：　８：3５～　８：５０
作　　　文：　９：4５～１０：3５ 国　　　語：　９：００～　９：５０
適性テスト：１０：５０～１１：2５ 数　　　学：１０：０５～１０：５５
昼　　　食：１１：2５～１2：０５ 理　　　科：１１：１０～１2：００
説　　　明：１2：０５～１2：2５ 昼　　　食：１2：００～１2：4０
面　　　接：１2：2５～　　　　　 適　　　性：１2：５０～１3：2５

説　　　明：１3：3０～１3：4０
面　　　接：１3：4０～　　　　　

合格発表

①本校ホームページ
②試験結果の通知書及び入学手続に必要な書類を中学校・学園に送付します。届か

ない場合は、本校事務室に問い合わせください。
③試験結果について電話等による問い合わせはご遠慮下さい。

入学手続

①誓約書（本校所定の用紙）
②入学金　１3０,０００円
※本校第Ⅱ期を併願受験で合格した場合は、入学金の一部3０,０００円を該当の期

間内に一次手続きとして納入し、残り１００,０００円は二次手続き期間3月１６
日（木）までに納入して下さい。

手続期間

第　Ⅰ　期 第　Ⅱ　期 第　Ⅲ　期
１月23日（月）～
　　2７日（金）　

2月１3日（月）～
　　１８日（土）　

3月2０日（月）～
　　23日（木）　

９：００～１６：００　※土曜日・日曜日・祝日は除く。ただし、2/１８（土）は手続き可。
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試験の時期 試験期日 試験内容 受付期間 合格発表

第　Ⅰ　期
（　推　薦　） １月１3日（金） 本校専願のみ

「作文」・「面接」

１2月23日（金）
～１月　６日（金）
※12/29 ～ 1/3を除く

１月１８日（水）

第　Ⅱ　期 2月　3日（金） 「国語」・「数学」
「理科」・「面接」

　１月2７日（金）
～2月　１日（水） 2月　８日（水）

第　Ⅲ　期 3月１７日（金） 「作文」・「面接」 　3月１3日（月）
　　～１６日（木） 3月2０日（月）

備　　　考
◦他に、参考のため、何れも「適性テスト」を行います。
◦第Ⅰ期または第Ⅱ期試験不合格であっても、当該期以降の試験を受けるこ

とができます。

出　願　手　続 入学手続（合格発表後）

１．入学願書（本校所定の用紙）
2．調査書（本校所定の用紙）
3．受験についての調書
 （本校所定の用紙）
4．その他本校所定の提出書類

（第Ⅰ期（推薦）様式4―１「推薦
書」）

５．写真2枚（入学願書（受験票・
副票）貼付）

　　出願前3ヶ月以内撮影
　　正面上半身（縦4cm╳横3cm）
６．受験料１０,０００円
 （再応募の場合免除）

１．誓約書（本校所定の用紙）
2．入学金　１3０,０００円
※本校併願者で合格の場合は、入学金の一部3０,０００

円を該当の期間内に一次手続きとして納入し、残り
１００,０００円は二次手続きとして3月１６日（木）
までに納入してください。

◎入学手続期間
•第Ⅰ期　１月23日（月）～2７日（金）
•第Ⅱ期　2月１3日（月）～１８日（土）　
•第Ⅲ期　3月2０日（月）～23日（木）

2023年度（令和５年度）
入学試験要項（要約）

◆生徒定員　看護科８０名（第一看護科4０名・第二看護科4０名）

◆出願資格　令和５年3月中学校・学園卒業見込の生徒または中学校・学園既卒者

◆入学試験　第Ⅰ期（推薦）、第Ⅱ期、第Ⅲ期試験を実施する。

◆諸 手 続

土曜日・日曜日・
祝日は除く。
ただし、2/18（土）
は手続き可。
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令和５年度　授業料等について
� 仁 愛 高 等 学 校

◆入学手続き時納付金

◆入学時に必要な経費

◆入学後に必要な授業料等

◆支援金・奨学金等

項　　目 金　　額 備　　　　　考
入 学 金 １３０，０００円 入学手続き時に納入

制 服 一 式（男子） ８０，０００円 上着，パンツ，長袖シャツ，ネクタイ，
夏パンツ，半袖シャツなど

制 服 一 式（女子） ７９，０００円 上着，スカート，長袖ブラウス，リボン，
夏スカート，半袖ブラウスなど

学 校 指 定 用 品 約５０，０００円 実習着，体育着，実習靴，校内靴など

授　業　料（月額） ３３，０００円 学校納入金（口座振替）
保護者会費（月額） １，０００円

保護者会の会費（口座振替）
後 援 会 費（月額） ４，０００円
生 徒 会 費（月額） ４５０円 生徒会の会費（口座振替）
積　立　金（月額） 第一看護科１０，０００円，第二看護科８，０００円（口座振替）
教育教材費（月額） 約４，０００円 ICT機器・教材（口座振替）
学　級　費（年額） 約７０，０００円～９０，０００円

そ の 他 保護者会・後援会の入会金を各10,000円，冷暖房費６,000円
（予定）を入学後に納入していただきます。

・高等学校等就学支援金制度
　全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会を作るため、授業料に充てる高等学校
等就学支援金を生徒に支給し、家庭の教育費負担を国が支援する制度です。
　支給額は保護者の課税状況に応じて決定されます。
・福島県私立高等学校等就学支援事業
　福島県が、私立高等学校における学費負担者の授業料負担の軽減を図るため、収入等に応じて
授業料の減免を実施する事業です。
・福島県高校生等奨学給付金
・奨学金制度等：１．福島県奨学生　２．市町村奨学金制度

※本校第Ⅱ期を併願受験で合格した場合は、入学金の一部30,000円を該当の期間内に一次手続
きとして納入し、残り100,000円は二次手続き期間３月１６日（木）までに納入してください。

表３



学校法人 温知会

仁 愛高等学校
〒965–0011　福島県会津若松市鶴賀町１番５号
TEL（0242）25–0581　FAX（0242）32–3040
E-mail：info＠jinai.ac.jp　URL：jinai.ac.jp 仁愛高等学校
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