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教育理念
豊かな人間性を培い、人間を深く理解する心を持って個人を尊重し、生命に対する畏敬の念を持った
心優しい愛し愛される医療人になることを目指している。
教育目的
看護に必要な知識・技術・態度を国際的視点で修得し、グローバル化する社会で貢献できる看護師を
育成する。

ディプロマ・ポリシー（卒業要件）
1. 所定の期間在学し本校の定めた教育目標に沿って設定された科目を履修することにより、所定の単位
を全て修得している。
2. 看護専門職者としての倫理観を持ち、日頃から医療従事者として相応しい行動を心がけることができ、
不足の事態においても人々の健康・生命を守るための行動をする意識を持ち続けることができている。
3. 看護の発展、自分自身の看護実践力の向上に対しあくなき努力を継続する姿勢が備えられている。
カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
グローバル化する社会に対応できる優れた実践力ある看護師の育成を目指し、“３＋one”をカリキュラム
ポリシーとする。
アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
看護学は実践の科学であり臨床現場において様々な健康障害のある対象、様々な状況下において知恵
と体を駆使して看護に当たらなければいけない。本校のカリキュラムはそのような考えにより構成されている
ことから以下の５つを本校の求める学生像とする。
求める学生像
1. 環境に左右されることなく、いかなる状況下においても看護の対象者に必要な看護を提供できる健康な
体と身体能力を備え、さらに環境に適応できる柔軟な思考力を有しているもの。
2. 自ら健康的な生活を営み、健康維持に必要な環境を整えること、バランスの取れた食生活を送れている
こと、健康を維持するための活動と休息を取ることができ、さらにその必要性について自らの考えを述べ
る力を有しているもの。
3. 高い道徳心を持ち、社会で共存する人々の健康を害する物や事柄において問題意識を持ち、その問
題解決に向けた行動力を示すことができるもの。
4. 常に社会情勢に目を向け、看護者に求められる社会のニーズが何かについて考え学び続けることがで
きるもの。

5. アサーティブなコミュニケーションをとり、目的を達成するために協力・協調し集団の中で献身的に役割
を担えるもの。
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募 集 要 項
本要項は、イムス横浜国際看護専門学校の令和 4 年度学生募集要項です。
本校の入学者の選考は、次の通り行います。
入試区分と選考方法
入試区分

選考方法

総合型選抜入学試験 Ⅰ

第 1 次選考（書類審査）、第２次選考（プレゼンテーション）

総合型選抜入学試験 Ⅱ

第 1 次選考（書類審査）、第２次選考（プレゼンテーション）

学校推薦型選抜入学試験

書類審査、推薦書、面接

社会人選抜入学試験
医療機関推薦型選抜入学試験
一般選抜入学試験（前期）
一般選抜入学試験（後期）

書類審査、面接
書類審査、推薦書、面接
筆記試験（現代文 A・B／数学Ⅰ・A／英語 CEⅠ／現代社会）、
書類審査、面接
書類審査、面接

令和 4 年度入試 総合型選抜入学試験と学校推薦型選抜入学試験の比較説明

推薦書
成績・欠席日数
選抜基準
選抜方法
合否判定
倍率

総合型選抜入学試験 I ・II
不要
問わない
活動実績・資格＊１
1 次試験（書類審査）
2 次試験（5 分間の発表と質疑応答）
実績・資格を加点し判定
1.77 倍

学校推薦型選抜入学試験
担任など受験者をよく知る教員の推薦書必要
各学校の推薦基準による
3 年間の継続活動＊２
2 回の面接
推薦書＋面接にて総合判定
2.02 倍

注意：学校推薦型選抜入学試験では継続に加え、実績のある学生も多く推薦されています。しか
し、総合型選抜入学試験では継続活動のみでは評価されません。
＊１

剣道都大会出場、バスケットボール区大会優勝、和太鼓最優秀賞、英検 2 級、看護インターンシッ
プ参加、語学留学、長期のボランティア活動、吹奏楽コンクール銀賞、TOEFL ITP 527 点、硬筆書
写技能検定準 2 級、体育祭委員長、情報処理検定 2 級、皆勤、成績優秀賞など
＊２

陸上部 3 年間所属、3 年間生徒会本部役員、3 年間学級委員、3 年間皆勤、創作ダンス部 3 年間所属
（部長）、バスケットボール部マネージャー、チアリーディング部 3 年間など
（すべて令和３年度入試データより）
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1.募集人員 修業年限 3 年（全日制） 80 名

男 女

募集人員

80 名

2.試験会場
全日程、本校 「イムス横浜国際看護専門学校」 で実施
3.合格発表
ホームページ出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合否結果は、「合格」「補欠」「不合格」が表示されます。補欠者は、入学が許可されるとは限りません。
合格者の入学手続き状況により欠員が生じた場合に限り、本校から通知します。
4.入学試験結果の情報開示
一般選抜入学試験（前期）の試験結果の内容について本人のみに開示します。請求方法は本人が受験
票を持参し、所定の用紙で請求してください。請求期間は、令和４年３月２２日（火）～３月２５日（金）としま
す。
5.入学試験日程
入試区分

総合型
選抜入学試験
Ⅰ

試験日

受付期間

合格発表日

第 1 次選考
（書類審査）

8/26（木）

8/16（月）～8/20（金）

8/28（土）

第 2 次選考

9/4（土）

学校推薦型選抜入学試験

10/2（土）

医療機関推薦型選抜入学試験

10/2（土）

第 1 次選考
（書類審査）

10/21（木）

第 2 次選考

10/30（土）

総合型
選抜入学試験
Ⅱ

社会人選抜入学試験

10/30（土）

一般選抜入学試験
（前期）

12/4（土）

一般選抜入学試験
（後期）

1/23（日）

8/28（土）
～
9/2(木）
9/13（月）
～
9/17（金）
9/13（月）
～
9/17（金）

10/8（金）

10/11（月）～10/15（金）

10/23（土）

10/23（土）
～
10/28（木）
10/11（月）
～
10/15（金）
11/15（月）
～
11/19（金）
12/20（月）
～
1/11（火）
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9/8（水）

10/8（金）

11/5（金）

11/5（金）

12/10（金）

1/29（土）

入学手続期間

9/9（木）
～17（金）
10/9（土）
～
10/15（金）
10/9（土）
～
10/15（金）

11/6（土）
～
11/12（金）
11/6（土）
～
11/12（金）
12/11（土）
～
12/17（金）
1/30（日）
～
2/4（金）

6. 入試区分の概要
【総合型選抜入学試験 Ⅰ 】の概要
内容

詳細
入学希望者の自由意思によって応募できる。学校や職場などの承認・推薦は不要。「一般選抜入

特徴

学試験」のような学力を問う試験は行わないが、学校在学中や職場在職中の成果、積極的な活動
を自己評価できる入学希望者を募る。

〜合格者像〜 活動実績や資格を活かし、リーダーシップを発揮できる者
以下の要件 A～D のすべてを満たす者。
A 次の１つ以上に該当する者
① 平成２９年３月以降に高等学校、もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者、および令和 4 年
３月卒業見込みの者
② 高等専門学校の第３学年を終了した者、および令和４年３月卒業見込みの者
③ 学校教育法施行規則１５０条にある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、および令和４年３月３１日までにこれに該当する見込みの者
B 本校の理念・教育方針を理解し、第１志望として本校での勉学と入学を強く志望する者
出願資格

C 看護・保健・医療・福祉に強い関心があり、人間愛に溢れ、物事に誠実に取り組む姿勢のある者
D 学業を含めたさまざまな活動に取り組み、その成果が次の１つ以上に該当すると自己評価
できる者
① 高等学校３年間継続して取り組み、成果があったと自己評価できる者
（例：３年間皆勤や３年間生徒会活動やクラブ活動など）
② 看護・保健・医療・福祉に関連した活動で見聞を広めた経験を持っている者
③ ボランティアなど社会的な奉仕活動を通して、その成果が認められている者
④ コミュニケーション能力（日本語や外国語）やコンピュータ技術などに優れており、高度な資格
や技術を持っている者
⑤ 文化・芸術・スポーツなどの分野で、研究、発表、競技などの活動で評価を得ている者
⑥ 学業が優秀であり、創造的、積極的な学習姿勢の者
（１）第１次選考（書類審査） 出願書類に基づき書類選考
（２）第２次選考（第１次選考合格者のみ実施）

選考方法

５分以内のプレゼンテーション
内容は、自分のこれまでの活動成果と、それを「看護師としてどのように活かせるか」について
プレゼンテーション後、質疑応答
活動記録、プレゼンテーション、質疑応答を総合的に判断して合否判定とする
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（1）入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（2）入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-1.2-2」
（3）卒業証明書または合格（見込）証明書
・高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は卒業証明書
・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は合格（見込）証明書
（4）活動報告書 「様式 3-1・3-2・3-3」
（5）調査書（高等学校または中等教育学校所定の様式）
出願書類

※発行日付が３ヶ月以内に発行されたもの
※開封無効
※「活動報告書」は活動を証明する資料を添付すること
※高等学校卒業程度認定試験合格者は成績証明書が必要
※大学・短大卒業見込み者でも出身高校の調査書が必要
※現在在学中の高等学校または中等教育学校の在学期間が
１年未満の場合は、それ以前の学校の調査書も提出すること
（6）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
第１次選考： 入試検定料 ５，０００円

① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年８月２０日（金）（納入期日を過ぎた場合は出願を受理しません。）
※第１次選考結果は、８月２８日（土）１０：００〜マイページで確認できます。
入学試験
検定料
及び
納入方法

また、第１次選考に合格した方は、マイページ上の「連絡事項」を確認してください。
※第２次選考に出願する者は９月２日（木）までに入試検定料 １５，０００円を納入してください。
連絡のないまま未納入の場合は第２次選考を辞退したものとみなします。
第２次選考：入試検定料 １５，０００円
① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年９月２日（木）
※いったん納入された入試検定料は、いかなる事情があっても返還いたしません。
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受付期間

： 令和３年８月１６日（月）～令和３年８月２０日（金）（８月２０日消印有効）

出願書類郵送方法： “レターパック プラス 520”で郵送してください。
出願受付

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表

合格発表に関する問い合わせには一切応じません。
※入学手続き 第 2 次選考合格者に対して、マイページから入学手続き方法を通知しますので、
期間内に手続きしてください。

令和３年９月９日（木）～９月１７日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。
① 卒業などの見込みにより出願し、入学試験に合格した者が、令和４年３月末日までに卒業（修
了）出来なかった場合は入学を取り消します。
② 卒業見込みで出願した者は、卒業（修了）証明書を入学手続き時に提出してください。
③ 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。

その他の
注意

④ 総合型選抜入学試験はⅠ、またはⅡのいずれかの受験となります。一般選抜入学試験は、別
途受験可能です。
⑤ 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせをして
ください。
⑥ ご不明な点等のお問合せは、 ims–nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
※返信までに数日要することがあります。余裕をもってお問合せ下さい。
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【総合型選抜入学試験 Ⅱ 】の概要
内容

詳細
入学希望者の自由意思によって応募できる。学校や職場などの承認・推薦は不要。「一般入学選抜

特徴

試験」のような学力を問う試験は行わないが、学校在学中や職場在職中の成果、積極的な活動を自
己評価できる入学希望者を募る。

〜合格者像〜 活動実績や資格を活かし、リーダーシップを発揮できる者
以下の要件 A～D のすべてを満たす者。
A 次の１つ以上に該当する者
① 平成２９年３月以降に高等学校、もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者、および令和４年３月
卒業見込みの者
② 高等専門学校の第３学年を終了した者、および令和４年３月卒業見込みの者
③ 学校教育法施行規則１５０条にある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、および令和４年３月３１日までにこれに該当する見込みの者
B 本校の理念・教育方針を理解し、第１志望として本校での勉学と入学を強く志望する者

出願資格

C 看護・保健・医療・福祉に強い関心があり、人間愛に溢れ、物事に誠実に取り組む姿勢の
ある者
D 学業を含めたさまざまな活動に取り組み、その成果が次の１つ以上に該当すると自己評価できる
者
① 高等学校３年間継続して取り組み、成果があったと自己評価できる者
（例：３年間皆勤や３年間生徒会活動やクラブ活動など）
② 看護・保健・医療・福祉に関連した活動で見聞を広めた経験を持っている者
③ ボランティアなど社会的な奉仕活動を通して、その成果が認められている者
④ コミュニケーション能力（日本語や外国語）やコンピュータ技術などに優れており、高度な資格や
技術を持っている者
⑤ 文化・芸術・スポーツなどの分野で、研究、発表、競技などの活動で評価を得ている者
⑥ 学業が優秀であり、創造的、積極的な学習姿勢のある者
（１）第１次選考（書類審査） 出願書類に基づき書類選考
（２）第２次選考（第１次選考合格者のみ実施）

選考方法

５分以内のプレゼンテーション
内容は、自分のこれまでの活動成果と、それを「看護師としてどのように活かせるか」について
プレゼンテーション後、質疑応答
活動記録、プレゼンテーション、質疑応答を総合的に判断して合否判定とする
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（1）入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（2）入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-1.2-2」
（3）卒業証明書または合格（見込）証明書
・高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は卒業証明書
・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は合格（見込）証明書
（4）活動報告書 「様式 3-1・3-2・3-3」
（5）調査書（高等学校または中等教育学校所定の様式）
出願書類

※発行日付が３ヶ月以内に発行されたもの
※開封無効
※「活動報告書」は活動を証明する資料を添付すること
※高等学校卒業程度認定試験合格者は成績証明書が必要
※大学・短大卒業見込み者でも出身高校の調査書が必要
※現在在学中の高等学校または中等教育学校の在学期間が
１年未満の場合は、それ以前の学校の調査書も提出すること
（6）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
第１次選考： 入試検定料 ５，０００円
① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年１０月１５日（金）（納入期日を過ぎた場合は出願を受理しません。）
※第１次選考結果は、１０月２３日（土）１０：００〜マイページで確認できます。

入学試験
検定料
及び

また、第１次選考に合格した方は、マイページ上の「連絡事項」を確認してください。
※第２次選考に出願する者は、１０月２８日（木）までに入試検定料 １５，０００円を納入してください。
連絡のないまま未納入の場合は第２次選考を辞退したとみなします。

納入方法
第２次選考：入試検定料 １５，０００円
① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年１０月２８日（木）
※いったん納入された入試検定料は、いかなる事情があっても返還いたしません。
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受付期間

： 令和３年１０月１１日（月）～令和３年１０月１５日（金）（１０月１５日消印有効）

出願書類郵送方法： “レターパックプラス 520”で郵送してください。
出願受付

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表

合格発表に関する問い合わせには一切応じません。
※入学手続き 第 2 次選考合格者に対して、マイページから入学手続き方法を通知しますので、
期間内に手続きしてください。

令和３年１１月６日（土）～１１月１２日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。

① 卒業などの見込みにより出願し、入学試験に合格した者が、令和４年３月末日までに卒業（修了）
出来なかった場合は入学を取り消します。
② 卒業見込みで出願した者は、卒業（修了）証明書を入学手続き時に提出してください。
③ 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。
その他の
注意

④ 総合型選抜入学試験はⅠ、またはⅡのいずれかの受験となります。一般選抜入学試験は、
別途受験可能です。
⑤ 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせをして
ください。
⑥ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
※返信までに数日要することがあります。余裕をもってお問合せ下さい。
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【学校推薦型選抜入学試験】の概要
内容

詳細
高等学校もしくは中等教育学校（後期）において、学習・活動に真摯に取り組み、所属する学校長

特徴

の推薦をもって応募できる。学校生活で培った力を継続して何事にも真摯に取り組める入学者を募
る。
〜合格者像〜 継続的な活動を活かし、困難に直面した時も切り抜ける忍耐力のある者

以下の要件 A～Ｅのすべてを満たす者
Ａ 当該年度３月高等学校もしくは中等教育学校（後期）卒業見込みの者で、学校長が推薦
する者
出願資格

Ｂ 本校のアドミッション・ポリシー（教育目的・教育目標）に深い理解を示し、それを幅広く医療の現
場に活かせる者
C 所属する高等学校もしくは中等教育学校（後期）の基準に達している者
D 卒業後、看護師として設置法人等の医療機関の理念に賛同し、就業する意志のある者
E 入学試験に合格した場合、入学することを確約できる者（専願）

選考方法

出願書類（エッセイを含む） ・推薦書 ・面接による審査にて最終選考を行う。
（１）入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（２）入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-3.2-4」
（３）推薦書 「様式 4-１」
（４）調査書

出願書類

※発行日付が３ヶ月以内に発行されたもの
※開封無効
※現在在学中の高等学校または中等教育学校の在学期間が１年未満の場合は、
それ以前の学校の調査書も提出すること
（５）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票

入学試験
検定料
及び
納入方法

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
入試検定料： ２０，０００円
① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年９月１７日（金）
※いったん納入された入試検定料は、いかなる事情があっても返還いたしません。
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出願受付

受付期間

： 令和３年９月１３日（月）～９月１７日（金）（９月１７日消印有効）

出願書類郵送方法

： “レターパックプラス５20”で郵送してください。

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合格発表

合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表に関する問い合わせには一切応じません。

令和３年１０月９日（土）～１０月１５日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。
① 一般選抜入学試験は、別途受験可能です。
② 卒業などの見込みにより出願し、入学試験に合格した者が、令和４年３月末日までに卒業
（修了）出来なかった場合は入学を取り消します。

その他の
注意

③ 卒業見込みで出願した者は、卒業（修了）証明書を入学手続き時に提出してください。
④ 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。
⑤ 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせを
してください。
⑥ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
※返信までに数日要することがあります。余裕をもってお問合せ下さい。
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【社会人選抜入学試験】の概要
内容

詳細
看護師の道へ進路変更を決意した者が、今までの社会経験を活かしてアピールできる。社会人とし

特徴

ての経験を看護に活かしたいという明確な意志を持ち合わせた入学希望者を募る。
〜合格者像〜 多くの社会経験を重ね、豊かな人間性を持ち合わせている者
以下の要件 A～C のすべてを満たす者
Ａ 高等学校もしくは中等教育学校（後期）卒業者及び同等以上の学力を有する者で、社会人経

出願資格

験を入学の時点で 1 年以上有する者
Ｂ 看護師になること、及び設置法人等の医療機関の理念に賛同し、就業する意志が明確な者
C 入学試験に合格した場合、入学することを確約し、社会人経験を学習資源として活用できる者

選考方法

出願書類（エッセイを含む）・面接による審査にて選考を行う。

（1）入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（2）入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-5.2-6」
出願書類

（3）卒業証明書
・高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は３か月以内に発行された卒業証明書
・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は合格（見込）証明書
（4）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票
入学試験
検定料
及び
納入方法

出願受付

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
入試検定料： ２０，０００円
① 検定料納入方法 ： 銀行振込
② 検定料納入期日 ： 令和３年１０月１５日（金）

受付期間

： 令和３年１０月１１日（月）～１０月１５日（金）（１０月１５日消印有効）

出願書類郵送方法

： “レターパックプラス 520”で郵送してください。

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１
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出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合格発表

合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表に関する問い合わせには一切応じません。

令和３年１１月６日（土）～令和３年１１月１２日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。

① 社会人選抜入学試験を受験された方でも、出願資格を満たしていれば本校一般選抜入学試
その他の
注意

験を別途受験することが出来ます。
② 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせをして
ください。
③ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
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【医療機関推薦型選抜入学試験】の概要
内容

詳細
所属する医療機関の院長又は看護部長の推薦をもとに応募できる。現在医療機関に勤務している
（看護助手・医療事務等）の方。（外国籍の方も含む）

特徴

「一般選抜入学試験」のような学力を問う試験は行わないが、看護師となるに適した資質（含 コミュ
ニケーション能力）を備え、卒業後は設置法人等の医療機関で貢献できる入学希望者を募る。
〜合格者像〜 看護師としての素質を持ち、イムスグループに貢献できる者
以下の要件 A～D のすべてを満たす者
Ａ 受験時３５歳未満の者
＊外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせをしてく

出願資格

ださい
B 卒業後、看護師として設置法人等の医療機関の理念に賛同し就業の意思のある者
C 病院長又は看護部長が責任を持って推薦できる者
D 受験時までに医療機関に 1 年以上勤務し、将来看護師になるに適した者

選考方法

出願書類（エッセイを含む）・推薦書・面接による審査にて選考を行う。
（１） 入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（２） 入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-7.2-8」
（3）卒業証明書

出願書類

・高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は３か月以内に発行された卒業証明書
・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は合格（見込）証明書
（4）推薦書 「様式 4-2」
（5）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票

入学試験
検定料
及び
納入方法

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。

入試検定料： ２０，０００円
① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年９月１７日（金）
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出願受付

受付期間

： 令和３年９月１３日（月）～９月１７日（金）（９月１７日消印有効）

出願書類郵送方法

： “レターパックプラス 520”で郵送してください。

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合格発表

合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表に関する問い合わせには一切応じません。

令和３年１０月９日（土）～１０月１５日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。

① 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。
その他の
注意

② 医療機関推薦型選抜入学試験を受験された方でも、出願資格を満たしていれば当校一般選
抜入学試験を別途受験することが出来ます。
③ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレストまでご連絡下さい。
※返信までに数日要することがあります。余裕をもってお問合せ下さい。
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【一般選抜入学試験（前期）】の概要
内容
特徴

詳細
学力を活かしてリーダーシップが取れる入学者を募る（併願優遇制度あり）
〜合格者像〜 高い学習能力と学問的探求心を持ち合わせている者
以下の要件を満たす者
Ａ 高等学校もしくは中等教育学校（後期）を平成２９年３月以降に卒業した者および、
令和４年３月卒業見込みの者

出願資格

（外国の学校教育において１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣が認
定した者、高等学校卒業程度認定試験合格者又は合格見込みの者も上記規定期間は同様と
する）
Ｂ 本校の理念・教育方針を理解し、本校での勉学と入学を強く志望する者

筆記試験（現代文 A・B／数学Ⅰ・A／英語 CEⅠ／現代社会）・出願書類（エッセイを含む）・面接
選考方法

※筆記試験で本校基準点以上の得点者のみ、面接試験に進む。
書類審査・面接により最終選考とする。

（1）入学志願者調書登録 （ホームページ出願サイトによる）
（2）入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-9.2-10」
（3）高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は卒業証明書
（4）調査書
※発行日付が３ヶ月以内に発行されたもの
出願書類

※開封無効
※高等学校卒業程度認定試験合格者は成績証明書が必要
※大学・短大卒業見込み者でも出身高校の調査書が必要
※現在在学中の高等学校または中等教育学校の在学期間が１年未満の場合は、
それ以前の学校の調査書も提出すること
（5）入学願書出願書類確認票 「様式 5」
（６）一般選抜入学試験（前期）併願優遇制度希望書 「様式６」・・・希望者のみ

受験票

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
入試検定料： ２０，０００円

入学試験
検定料

① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和３年１１月１９日（金）
※いったん納入された入試検定料は、いかなる事情があっても返還いたしません。
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出願受付

受付期間

： 令和３年１１月１５日（月）～１１月１９日（金）（１１月１９日消印有効）

出願書類郵送方法

： “レターパックプラス 520”で郵送してください。

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合格発表

合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表に関する問い合わせには一切応じません。

令和３年１２月１１日（土）～令和３年１２月１７日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。
※ただし、併願優遇制度を利用する者は、第１志望校合格発表日の翌日までとする。

① 卒業などの見込みにより出願し、入学試験に合格した者が、令和４年３月末日までに卒業
（修了）出来なかった場合は入学を取り消します。
その他の
注意

② 卒業見込みで出願した者は、卒業（修了）証明書を入学手続き時に提出してください。
③ 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。
④ 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせを
してください。
⑤ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
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【一般選抜入学試験（後期）】の概要
内容

詳細
本校の一般選抜入学試験（前期）までの入学試験を受験した者でも、出願資格を満たせば、複数

特徴

回受験できる。また、筆記試験は設けず、看護師になりたいという強い意志と努力する覚悟を持っ
た入学者を募る。
〜合格者像〜 どんなことがあっても看護師になる強い意志のある者
以下の要件を満たす者
Ａ 高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者および、令和４年３月卒業見込みの者（外

出願資格

国の学校教育において１２年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣が認
定した者、高等学校卒業程度認定試験合格者又は合格見込みの者も上記規定期間は同様）
B 本校の理念・教育方針を理解し、本校での勉学と入学を強く志望する者
書類審査（エッセイを含む）・面接

選考方法

看護師になりたいという理由と今までの努力過程について、３分程度の発表（原稿持ち込み可）、
質疑応答
書類審査、発表・質疑応答を総合的に判断して合否判定。
（１） 入学志願者調書 登録 （ホームページ出願サイトによる）
（２） 入学志望理由書（エッセイ１２００字） 「様式 2-11.2-12」
（３）卒業証明書又は見込み書

出願書類

・高等学校もしくは中等教育学校（後期）を卒業した者は３か月以内に発行された卒業証明書
・令和４年３月卒業見込みの者は、卒業見込書
・高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は３か月以内に発行された合格（見込）証明書
（４）入学願書出願書類確認票 「様式 5」

受験票

出願完了の数日後、出願サイトのマイページに受験票印刷可能の連絡が入ります。
受験票を印刷し、試験当日に持参してください。
入試検定料： ２０，０００円

入学試験
検定料

① 検定料納入方法： 銀行振込
② 検定料納入期日： 令和４年１月１１日（火）
※いったん納入された入試検定料は、いかなる事情があっても返還いたしません。
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出願受付

受付期間

： 令和３年１２月２０日（月）～令和４年１月１１日（火）（1 月１１日消印有効）

出願書類郵送方法

： “レターパックプラス 520”で郵送してください。

郵送宛先

： 〒２２６－００２７ 神奈川県横浜市緑区長津田６丁目２０番２４号
イムス横浜国際看護専門学校 入学試験係
電話０４５-９８８-５５３１

出願サイトの「マイページ」上で、確認できます。校内での発表は行いません。
合格発表

合否結果は、合格発表当日１０：００〜確認できます。
合格発表に関する問い合わせには一切応じません。

令和４年１月３０日（日）～令和４年２月４日（金）
入学手続
き締切日

※いったん納入された入学金は、いかなる事情があっても返還いたしません。
また、期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けません。
連絡のないまま未納入の場合は、選考を辞退したとみなします。

① 卒業などの見込みにより出願し、入学試験に合格した者が、令和４年３月末日までに卒業
（修了）出来なかった場合は入学を取り消します。
その他の
注意

② 卒業見込みで出願した者は、卒業（修了）証明書を入学手続き時に提出してください。
③ 入学手続きに関して提出した書類などは、理由のいかんに関わらず返還しません。
④ 外国高等学校出身者については、国によりシステムが様々なため、出願前に問い合わせを
してください。
⑤ ご不明な点等のお問合せは、 ims-nyushi@ims.gr.jp 入試専用アドレスまでご連絡下さい。
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7.出願手続
本校では、インターネット出願システムにより、入学志願者調書を提出して頂く方式となります。
インターネット出願システムとは、Web上の入力フォームに必要事項を入力して入学志願者調書を作成でき
るシステムです。作成した入学志願者調書は自動送信されます。
インターネット環境がない方は、入試係までご相談下さい。入力のみは、スマートフォンでも可能です。
＊相談窓口 入試専用アドレス：ims-nyushi@ims.gr.jp
※出願手続きから入試当日まで
本校ホームページ

各入試区分の受付期間に「出願サイト」がオープンします。

⇓
出願情報仮登録・本登録

操作方法の流れに沿って仮登録を行ってください。登録したメールアドレスにＵＲＬ
が届き本登録（個人情報登録、顔写真のアップロード）を行います。

⇓
マイページ作成

本登録が完了し、各入試区分の受付期間に「入試区分」「志望学科」を選択すると
エントリーが完了し、「マイページ」が作成されます。パスワードを登録します。

⇓
入学検定料払込

「マイページ」に入学検定料払込み方法が届きます。
指定の銀行口座に振り込んでください。（本校窓口では行っていません）

⇓
入学検定料
入金完了確認

入学検定料払込み後、「マイページ」で入金状況が確認できます。

⇓
出願書類記入

ホームページより必要な出願書類をダウンロード・印刷し、記入してください。

⇓
出願書類郵送

出願書類を「レターパックプラス520」で郵送してください。

⇓
受験票印刷

出願手続き完了後、出願サイトの「マイページ」から「受験票」印刷可能の連絡が
入ります。「受験票」を印刷してください。

⇓
試験日当日

印刷した「受験票」を、持参してください。

※総合型選抜入試で一次選考に通過し、二次選考に出願する場合
一次選考通過

一次選考結果発表日１０:００、「マイページ」に結果が届きます。

⇓
二次選考出願登録

通過者は操作方法の流れに沿って二次選考の出願登録を行ってください。

⇓
二次選考
入学検定料払込

「マイページ」に入学検定料払込み方法が届きます。
指定の銀行口座に振り込んでください。（本校窓口では行っていません）

⇓
二次選考
出願完了確認

入学検定料の入金確認後、「マイページ」に二次選考出願完了の連絡が入ります。

⇓
二次選考試験準備

プレゼンテーションに必要な媒体があれば準備してください。

⇓
二次選考試験日当日

「受験票」を持参してご来校ください。プレゼンテーションに必要な媒体があれば
ご持参ください。
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8．試験会場
会場：イムス横浜国際看護専門学校
横浜市緑区長津田 6 丁目 20 号 24 番

9．受験上の注意及び当日の対応について
本校では、入学試験の実施に際し、公平で良好な受験環境の保持に努めますが、やむを得ず不測
の事態（地震・雪などの自然災害や火災、停電、公共交通機関の遅延、学校設備の故障等）の発生
により、試験開始時刻の繰り下げや正規の試験時間を確保するための試験時間の延長、それらの
理由とした休憩時間の調整等の措置をとることがあります。その場合、本校の責によらない不可
抗力による事故等であることが明らかな場合は、それによって生じた受験生の負担費用、その他
個人的損害について、本校は一切の責任を負いません。予めご了承下さい。
尚、緊急の対応を必要とする事項につきましては、その詳細を出願サイトのマイページで連絡
しますのでご確認下さい。
１）受験者は必ず出願サイトで印刷した受験票を携行ください。万一、紛失や忘れた場合は、本校
入試係に申し出て下さい。
２）試験会場では机の上の受験番号が受験票の受験番号と同一であることを確認して着席して下
さい。携帯電話等の電子機器類は電源を切り、かばんに入れて下さい。また、これらを時計と
して使用する事は認めません。なお、ハンカチ、ティッシュペーパー、座布団、ひざかけ、目
薬の使用を希望する場合は、あらかじめ監督者の許可を得て下さい。受験の際は、すべて試験
監督者の指示に従って下さい。また、以下の行為をすると不正行為となる場合があります。
・カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案等を見ること、他人から答え
を教わることなど）をすること。
・受験者以外の者が、受験者本人になりすまして試験を受けること。
・答えを教えるなど、他の受験者に利するような行為をすること。
・使用を認められていない用具を使用して解答すること。
・試験開始や終了の指示など、監督者の指示に従わないこと。
・試験時間中に、携帯電話や電子辞書、IC レコーダー等の電子機器類や定規・コンパス、電
卓等の補助具等を身に付けたり手に持っていること。
・試験時間中に、携帯電話・時計・携帯音楽プレーヤー等の音（着信・アラーム振動音など）
を鳴らすこと。
・その他、試験の公平性を損なう行為をすること。
以上の行為に対し不正行為が認められた場合は、それ以後の受験はできません。
３）学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する件
試験当日、感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ、麻疹、水疱瘡等）に罹患し治癒し
ていない場合、他の受験者に感染の恐れがありますので、原則として受験をご遠慮願います。
尚、上記の理由により受験をご遠慮頂いた場合、後日、診断書の提出をもって、入学検定料
を返還致します。
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10.学納金
1 年次

2 年次

3 年次

入学金

250,000 円

-

-

授業料

600,000 円

600,000 円

600,000 円

80,000 円

40,000 円

80,000 円

100,000 円

80,000 円

20,000 円

50,000 円

50,000 円

50,000 円

120,000 円

120,000 円

-

80,000 円

-

-

1,280,000 円

890,000 円

750,000 円

680,000 円

290,000 円

150,000 円

学生積立金*1
2

教科書・テキスト代*
教育充実費
海外研修積立金*3

2

学習 iPad 購入・管理費*
計
（実質納入額）
３年間の合計

*1

*2
*3

2,920,000 円（含む奨学金 1,800,000 円→実質額 1,120,000 円

１年次 インフルエンザ予防接種、保険、入学式写真、白衣、検定、模試代など
２年次

インフルエンザ予防接種、保険、戴帽式写真、模試、国家試験対策費など

３年次

インフルエンザ予防接種、模試、国家試験対策費、同窓会費、卒業アルバム代など

教科書・テキスト・ｉＰａｄ代に関しては、前年実績の金額になので、多少の変動がある
選択するコースにより費用は異なり、場合により返金がある

11. 奨学金
〇ＩＭＳグループ奨学金制度
本校は、予防医学からリハビリテーションまでの一貫した総合医療と地域医療の充実及び地域住
民との密着した医療を展開するＩＭＳグループの看護師を養成する機関として設立されました。
入学生は原則としてＩＭＳグループ病院に勤務する事ができます。修学期間中は、ＩＭＳグループ
本部等より授業料相当額の奨学金が全員に貸与されます。
卒業後看護師として３年間以上グループの病院に勤務した場合、奨学金の返還は免除されます。
奨学金額 ： 看護学科（３年課程） 1,800,000 円
〇神奈川県看護師等修学資金貸与制度
学校卒業後、神奈川県内の病院・施設に勤務を希望する学生に貸与、県内に５年以上（病院に
よっては３年以上）勤務することにより返還が免除となります。
〇日本学生支援機構
第一種奨学金、第二種奨学金があります。詳細については、学生支援機構ホームページ等でご
確認ください。
〇その他
オリエント・コーポレーションから学費目的に限定した低利のローンなど。
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12. 卒業後の資格
１）看護師国家試験の受験資格が得られ、国家試験に合格すると看護師の免許を得ることができま
す。
２）保健師、助産師学校への受験資格が得られます。
３）看護大学の 3 年次への編入学資格が得られます。

13．その他
〇既修得単位の認定について
入学前の既修得単位の認定に関する規定に基づき、単位認定申請により基礎分野総取得単位の
２分の１の範囲で単位認定を受けることができます。
単位認定に関する詳細は、入学手続後、該当者にご案内致します。
〇個人情報保護について
出願時に登録された住所、氏名その他の個人情報は、
１．入学手続書類発送
２．合格者への学生生活を始めるために必要な情報の提供
３．個人を特定しない各種統計資料作成
を行うために利用します。上記１～３の作業は、本学及び当該業務の委託を受けた業者(以下、
「委託業者」とい言います)と双方にて行います。業者委託にあたり、記入された個人情報の
全部または一部を委託業者に提供することがありますが、上記１～３にのみ利用し、委託業務
を超えた利用はありません。予めご了承下さい。
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