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Compassは、
お子さまが進路選択
に迷った時、保護者が羅針盤にな
るという意味です。
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何 故 、入 学 前 教 育 が 必 要 な の か

文系から医療職を目指すときに
ネックになる科目がある。

入学前教育
入学後の学習内容がイメー

高校３年になり、
自分の将来の職業について考え、医療職を目指したいと考

ジできる科目構成になってい

える高校生は少なくありません。文系に進み、理数系科目を履修していなくて

ます。専門的に学ぶためにど

も、
出願や合格は可能です。
しかし、入学後に医療職に必要な理数系科目を学

の様な勉強が必要かを理解

ぶ際、中学・高校の基礎学力がないと、授業についていくことが難しいのが現

し、基礎力を磨いておくこと

実です。
そこで西野学園では、入学前教育を実施し、専攻する分野に必要な

で、入学後の学習に対する

基礎力をつけるため、高校までの内容を復習し、入学後の学習につなげます。

不安や疑問を解消できます。

入学後にスムーズに学習できる
下地づくりが不安を解消する。

合宿セミナー

早期に合格した入学予定者が学習習慣を保ち、入学後の学習にスムーズ

学生生活がスタートする

に移行できるよう、入学前教育を実施しています。
「通信添削教材」
や学科独

タイミングで行われる「合

自の「レポート課題」
を行い、希望者は11月から４月までの間に約５回行われ

宿セミナー」は、今 後

る、
「入学前学習セミナー」
にも参加できます。
セミナーを通して、
自宅学習での

の勉強の進め方を知ると

とりこぼしや苦手分野の克服が行える他、在学生に学生生活の話を聞けるな

同時に、友達をつくる機

ど、
これから始まる学生生活全体をサポートします。

会でもあります。

入学後も一人ひとりの習熟度に
あわせた指導を徹底。

学生サポートセンター

入学前教育で専門分野に必要な教科の基礎を学ぶだけでなく、
西野学園医

学生サポートセンターでは、
「学習」
「生活」
「就職」
といった、

療系全学科では入学後すぐに
「合宿セミナー」
を開催しています。
セミナーでは、

学生生活で起こる悩みの相談に応じ、学生生活が円滑に

学校生活の心構えを伝えると共に、
学生一人ひとりの学力レベルや勉強方法の

過ごせるようサポートしています。特に勉強の進め方や履修

理解度を、教員が確認。
その上で、学生サポートセンターを活用し、個人の習熟

に関して悩みがある時に、学習支援専門スタッフからの的

度に合わせた指導を徹底し、学力向上を促します。
また、1年次から国家試験対

確なアドバイスが受けられます。

策を始め、
合格率の向上を目指すなど、
入学後のサポート体制も万全です。

教員 Pick up

在校生 Pick up

習 熟 度 に 合わ せて
指 導して います 。

体験入学や進学相

入学前学習セミナー

談会で、
高校の復習をし

では、高校時代に未選

作業療法士の仕事をする上で、物

ておくとよいと聞いたの

択だった生物を重点的

理や生物の知識が不可欠です。高校

で、
入学前学習セミナー

に学習し、並行して医

時代に選択していなくても、入学前教

に参加しました。入学後

療職志望者向けの通

育や入学後の個別サポートがあるの

の授業のスピードが速

信添削教育も受けまし

で、十分に追いつけます。
それより大切

く、学習量も多いので、

た。濃度の計算など、
中

なのは、
カルテの読解や記述に必要な

高校の生物や化学の

国語力です。学生の習熟度に合わせ
て指導を徹底して、基礎学力を上げ、
国家試験合格につなげていきます。

札幌医学技術福祉歯科
専門学校
作業療法士科

黒 澤 辰 也 先生

復習をしておいたことが
役立ちました。先生方も
熱心に教えてくれました。

札幌医学技術福祉歯科
専門学校
臨床検査技師科 1年
（滝川西高校出身）

川 端 花 さん

学・高校時に習った知
識が将来の仕事に必
要なので、
きちんと復習
できて助かっています。

札幌医学技術福祉歯科
専門学校
臨床工学技士科 1年
（札幌平岡高校出身）

田中

貴 さん

入 学まで に
必 要な
お金の話

お子さまの進学にあたって、教育資金を用意しているご家庭が多いと
思いますが、費用が必要なのは入学手続時だけではありません。
受験までに必要な費用、入学後に納入しなければならないものを把握
した上で、準備をしておくことをおすすめします。

進学までにかかる費用もいろいろある。
現在の高校生は、偏差値や模試の結果だけでなく、志望校を自
分の目で確かめて、
進路を決定しています。
大学・短大・専門学校で

■受験までにかかる費用の項目
オープンキャンパス
交通費

はオープンキャンパスが行われ、
高校側も参加を奨励しているため、
交通費が必要となります。
また、
出願に際しては入学検定料や書類
送付のための郵送料、受験先が遠方の場合は交通費や宿泊費も

出願にかかる
検定料・郵送費

西野学園は入学願書は無料ですが、
出願にあたって、
入学検定料と書類送付のための郵送料がかかります。

交通・宿泊費

受験の時期や場所によって、交通費や宿泊費が必要に
なることもあります。
会場は募集要項でご確認ください。

かかります。
合格すれば、
所定の期日までに入学金や授業料を納入
する必要がありますから、
いつまでにどんな費用がかかるのかを、
きち
んと確認しておくことが大切です。

志望校の雰囲気や授業の内容を知ることができま
す。入学後のミスマッチを避けるためにも、参加するこ
とをおすすめします。

■進路スケジュールと費用

合格後は一定期間内に入学金等の納入が必要。
西野学園では、入試を５回に分けて行っており、第１期・第２期入
試は、推薦入試と一般入試を設けています。第３期入試以降は一般
入試のみとなりますが、
合格する時期によって、
入学手続時納入金の
納入時期が異なります。
合格通知発送日から約10日以内に、
指定さ
れた入学手続時納入金を納入しなければならないので、必要な金額
と納入締切日は出願の際に確認しておくことをおすすめします。詳細
については
「募集要項」
で説明しております。合格学科によって初年

西野学園に
進学する場合に
必要な費用

西野学園の試験日程

7月

福祉系学科・歯科衛生士科
特別奨学生エントリー受付開始

8月

福祉系学科・歯科衛生士科
特別奨学生1期エントリー選考

9月

福祉系学科・歯科衛生士科
特別奨学生2期エントリー選考

10月

１期推薦入試・一般入試

11月

２期推薦入試・一般入試

12月

３期一般入試

１期入試検定料

※合格した場合、
入学金を納入

度納入金も異なりますので、
ご確認ください。

教育ローン等を活用し、資金を準備しておこう。
お子さまの進学にあたって必要なのは、入学手続時納入金だけで
はありません。
入学後に一人暮らしを始める場合は、
住まいや引っ越し
の費用、生活用品購入費が必要ですし、入学後は教材の購入費や
実習費がかかります。
日本学生支援機構奨学金の予約申込みが
通っていても、
貸与が開始されるのは入学後ですので、
事前に必要な
費用を工面しておかなければなりません。
日本政策金融公庫や金融
機関の教育ローンなどを利用して、奨学金の貸与が始まるまでに必
要な費用は、
事前に用意しておくことをおすすめします。

2期入試検定料

※合格した場合、
入学金を納入

3期入試検定料

※合格した場合、
入学金を納入

1月
2月

４期一般入試

3月

５期一般入試

4期入試検定料

※合格した場合、
入学金・授業料等を納入

5期入試検定料

※合格した場合、
入学金・授業料等を納入

１〜３期入試合格者授業料等

諸費用
（教科書代・個人の用具代等）

4月

※詳細は募集要項をご参照ください。

学園 Pick up

西野学園図書館

2016年春に札幌医学技術福祉歯科専門学校に増築した新校舎には、
約20,000冊の蔵書を揃えた
西野学園図書館が完成しました。
西野学園の在学生・卒業生全てが利用できます。

オープンキャンパス

札幌3校
函館校

保 護 者の 方もぜひ 、
オープンキャンパスにご 参 加ください！
お子さまと一緒にオープンキャンパスに参加することで、校内の施設設備や
授業内容を見学でき、入学後の学生生活がイメージしやすくなります。当日
は、保護者の方の質問にも随時対応しますので、
ぜひ一度、
ご参加ください。
7/31
（日）

11:00〜15:00
（ランチ付き）
※無料送迎バス運行
13:30〜16:30

8/3
（水） 第一部9:30〜12:00 第二部14:00〜16:30
オープン
キャンパス

8/6
（土） 10:00〜15:30
8/27
（土）

第一部9:30〜12:00 第二部14:00〜16:30
13:30〜16:30

9/17
（土） 第一部9:30〜12:00 第二部14:00〜16:30

▲1Fはグループワークができるスペースになっており、放課
後にはたくさんの学生が利用しています。

▲2Fは閲覧エリア。読書のほか、仕切ら
れた机で落ち着いて自習できます。

9/25
（日） 13:30〜16:30
模擬
キャンパス
体験会

8/6
（土） 11:00〜15:00
（ランチ付き）
※無料送迎バス運行

