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　新型コロナウイルス感染症の状況により、募集要項記載の内容が変更となる場合が
あります。
　変更については、松本看護大学ホームページにて随時お知らせいたします。



1

目　　次
松本看護大学の理念・目的…………………………………………………………………… 2
松本看護大学看護学部の目的………………………………………………………………… 2
松本看護大学が目指す人材育成……………………………………………………………… 2
松本看護大学看護学部の３つのポリシー…………………………………………………… 3
　アドミッション・ポリシー＜入学者受け入れの方針＞
　カリキュラム・ポリシー＜教育課程編成・実施の方針＞
　ディプロマ・ポリシー＜学位授与の方針＞

１．募集学部・学科、入学定員および選抜区分別募集人員……………………………… 5
２．取得可能な資格および免許……………………………………………………………… 5
３．2022 年度入学試験選抜方法、日程、受験資格・出願条件………………………… 5
４．選抜区分別試験要項……………………………………………………………………… 8
　１）学校推薦型選抜
　　・指定校推薦型選抜入学試験…………………………………………………………… 8
　　・公募推薦型選抜入学試験 …………………………………………………………… 10
　２）総合型選抜
　　・総合型選抜入学試験 ………………………………………………………………… 12
　３）一般選抜
　　・第１期一般選抜入学試験 …………………………………………………………… 14
　　・第２期一般選抜入学試験 …………………………………………………………… 14
　　※再受験について ……………………………………………………………………… 17
　４）社会人選抜
　　・社会人選抜入学試験 ………………………………………………………………… 18
５．試験会場 ………………………………………………………………………………… 20
６．出願手続き ……………………………………………………………………………… 21
７．受験上の注意等 ………………………………………………………………………… 22
８．合格発表 ………………………………………………………………………………… 23
９．入学手続き ……………………………………………………………………………… 23
10．学費等 …………………………………………………………………………………… 24
11. 特待生制度 ……………………………………………………………………………… 25
12. 入学前教育 ……………………………………………………………………………… 25



2

松本看護大学の理念・目的

　松本看護大学は、教育基本法ならびに学校教育法に基づき、医療保健福祉において、深く
専門の学芸を研究教授し、豊かな教養と専門学術および職業に必要な能力を修得させ､ 学生
が自らの人格を培うことを援助する。更に、地域社会における医療保健福祉の向上に貢献す
る人材を育成するとともに看護学の発展に寄与することを教育の理念・目的とする。

松本看護大学看護学部の目的

　看護学部は、豊かな人間性を備え、生命の尊厳と人権の尊重を基礎とした看護実践能力を
有した人材を育成し、地域社会における保健医療福祉の向上及び看護の発展に貢献できる看
護職者を養成することを目的とする。

松本看護大学が目指す人材育成

　「生命の尊厳に基づく倫理観と幅広く深い教養を有し、生涯を通して知識・技術を学び続け、
地域の保健医療福祉に対する理解と看護に必要かつ十分な知識と素養を有し、多職種と連携・
協働し、地域の保健医療福祉の向上に貢献できる看護実践能力をもった看護職者」を育成する。
　

＜人材像 ３つの柱＞
　　１．人間性の成長
　　２．看護実践力
　　３．地域貢献
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松本看護大学看護学部の３つのポリシー
　

アドミッション・ポリシー＜入学者受け入れの方針＞
（１）入学後の大学教育に必要な基礎学力を有している人（知識・技能）
（２）看護・保健・医療・福祉分野に広く関心のある人（関心・意欲）
（３）人間の生命を大切に思い、誠実な態度で他者と関わることができる人（多様性・協働性）
（４）看護学を主体的・創造的に学ぶ意欲を有している人（主体性・関心・意欲）
（５）人々と良い関係を持ち、自分の考えを的確に表現する力が備わっている人（多様性・
　　  協働性・思考力・判断力・表現力）

（６）主体的に考え行動できる人（主体性）
（７）大学で学んだ看護学を地域社会の為に生かそうという志のある人（意欲）

カリキュラム・ポリシー＜教育課程編成・実施の方針＞
（１）「多様な人々との関係を成立・発展できる能力」を身につけるための科目を教養科目、
　　専門科目に配置する。

（２）「主体的行動力」を身につけるための科目を教養科目、連携科目、専門科目に配置する。
（３）「多職種と連携し、地域の保健医療福祉の向上に貢献する力」を身につけるための科
　　目を教養科目、連携科目、専門基礎科目、専門科目に配置する。

（４）「課題発見能力と課題解決能力」を身につけるための科目を連携科目、専門科目に配
　　置する。

（５）「看護の知識と看護実践力」を身につけるための科目を教養科目、専門基礎科目、専
　　門科目に配置する。

（６）「地域や集団・組織の多様な健康課題に対応できる力」を身につけるための科目を教
　　養科目、専門基礎科目、専門科目に配置する。

（７）授業形態は教育の目的に応じて講義形式、演習形式、実習形式の３つに区分し、下記
　　の方針に従った教育方法を行う。
　・知識の理解を目的とする教育内容については、講義形式をとる。
　・態度・志向性及び技術や技能の修得を目的とする教育内容については、演習形式をとる。
　・理論と実践の統合を図り、臨地の場において理論的知識や技術を看護実践に応用展開
　　するための能力を身につけることを目的とする教育内容については、実習形式をとる。
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ディプロマ・ポリシー＜学位授与の方針＞
（１）多様な人々との関係を成立・発展することができる。
（２）主体的に行動することができる。
（３）多職種と連携し、地域の保健医療福祉の向上に貢献することができる。
（４）課題を発見し、課題解決を図ることができる。
（５）看護の知識と看護実践力を有する。
（６）地域社会の多様な健康課題に対応できる力を有する。（保健師課程）



学部
学科

入学定員

募集人員

特別選抜 一般選抜

社会人
選抜

学校推薦型選抜
総合型
選抜

第 1 期 第２期
指定校
推薦

公募
推薦

看護学部
看護学科

70 名
（男女共学）

20 名 10 名 5 名 35 名 若干名

選抜区分 選抜方法

特
別
選
抜

学
校
推
薦
型

指定校推薦 書類審査、小論文試験、面接試験

公募推薦 書類審査、小論文試験、面接試験

総合型選抜 書類審査、小論文試験、面接試験（２回）

一
般
選
抜

第 1 期 書類審査、学力試験、面接試験

第 2 期 書類審査、学力試験、面接試験

社会人選抜 書類審査、小論文試験、面接試験
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１．募集学部・学科、入学定員および選抜区分別募集人員

２．取得可能な資格および免許

　看護師国家試験受験資格
　保健師国家試験受験資格（選択制 20名まで）
　養護教諭二種免許状（保健師資格取得後申請）

３．2022年度入学試験選抜方法、日程、受験資格・出願条件

１）選抜方法



選抜区分 出願期間 試験日
合格

発表日
入学手続き期間

特
別
選
抜

学
校
推
薦
型

指定校
推薦

11/1（月）　　
～11/8（月）

11/13（土） 12/1（水）
12/2(木)　　　　

～12/10(金)

公募推薦
11/15（月）　　
～11/29（月）

12/4（土） 12/10（金）
12/11(土)　　　

～12/22(水)

総合型選抜
11/1（月）　　
～11/8（月）

11/13（土）

11/26(金)
11/27(土)　　　

～12/10(金)
11/21（日）

一
般
選
抜

第１期
1/11（火）　　
～1/31（月）

2/6（日） 2/11(金)
2/12（土）　　
　～2/28（月）

第２期
2/14（月）　　
～2/28（月）

3/5(土) 3/11(金)
3/12（土）　　
　～3/22（火）

社会人選抜
11/1（月）　　
～11/8（月）

11/13（土） 12/1(水)
12/2（木）　　　　

～12/10（金）

注意）「出願期間」および「入学手続き期間」は、最終日 17 時必着となります。
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２）入学試験日程



選抜区分 出願条件

特
別
選
抜

学校
推薦型

指定校
推薦 指定の高等学校（中等教育学校を含む。）へ推薦の依頼をします。

公募
推薦

上記の（１）受験資格を有している者で、下記のすべての条件を満たす者。
①高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者で卒業後５年
　以内の者および2022年３月に卒業見込みの者。
②高等学校において学業、 人物共に優れ、 看護職に対して深い関心を持
　ち、出身高等学校長が責任をもって推薦する者。
③看護教育を本学で受けたいと強く希望する者で、 入学を許可された場
　合必ず入学する者。（専願）

総合型選抜

上記の（１）受験資格を有している者で、下記のすべての条件を満たす者。
①高等学校（中等教育学校を含む。以下同じ。）を卒業した者で卒業後５年
　以内の者および2022年３月に卒業見込みの者。
②看護教育を本学で受けたいと強く希望する者で、 入学を許可された場
　合必ず入学する者。（専願）

一
般
選
抜

第 1 期 上記の（１）受験資格を有している者。（併願）

第 2 期 上記の（１）受験資格を有している者。（併願）

社会人選抜

上記の（１）受験資格を有している者で、下記のいずれかの条件を満たし、
本学を第１志望とし、看護教育を本学で受けたいと強く希望する者で、入
学を許可された場合必ず入学する者。（専願）
①社会人として、2022年３月末日までに４年以上の社会人経験（家事・育
　育児・家業・アルバイト従事等を含む。）を有する22歳以上の者。
②短期大学又は２年制以上の専門学校を卒業し、社会人として2022年３
　月末日までに２年以上の社会人経験（家事・育児・家業・アルバイト従事
　等を含む。）を有する者。（但し、３年制短期大学卒業者は、１年以上とす
　る）
③大学を卒業した者及び2022年３月までに大学を卒業する見込みの者
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３）受験資格、出願条件
　（１）受験資格
以下のいずれかに該当する者
　①　高等学校（中等教育学校を含む。）を卒業した者及び 2022 年３月に卒業する見込みの
　　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 2022 年３月に修了見込みの者。
　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
　　があると認められた者及び 2022 年３月までにこれに該当する見込みの者。

　（２）出願条件
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４．選抜区分別試験要項
１）学校推薦型選抜
　《指定校推薦型選抜入学試験（指定校推薦）》

＜出願資格＞
　p ７「３）受験資格、出願条件」をご覧ください。

＜出願書類等＞
①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼付してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼付してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
③　調査書
　出身高等学校長が証明し、高等学校作成で文部科学省の示す形式による完封の調査書。

（2021年10月１日以降に交付されたもの。ただし、２学期制の高等学校を卒業見込みの者は、
前学期までの成績が記載されたもの。）
④　高等学校長の推薦書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの、又は松本看護大学ホームページからダウン
ロードしたもの）を使用し、完封したもの。
⑤　入学審査料　30,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
⑥　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
　返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
　てください。

受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝694円（内訳：定型84円+速達290円+簡易書留320円）



試験科目 評価の方法

小論文
（100 点）

提示された課題について、自分の考えを論理的に表現する力を確認します。ま
た、適切な表記や表現を用いて文章を書く力を評価します。

面接
（50 点）

提出された志望理由書と調査書をもとに行う面接において、これまでの活動状況
と志望動機等を確認します。また、入学後の目標と将来像についても確認します。

書類審査
（50 点）

提出された志望理由書、調査書、推薦書から「学力の３要素」を総合的に評価
します。

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2021年11月1日（月）～2021年11月8日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2021年11月13日（土）

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2021年12月1日（水）

入学手続き期間 2021年12月2日（木）～2021年12月10日（金）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、小論文試験、面接試験

募集人員 20名

時間
学科

8：40～9：00 9：05～9：20 9：30～10:20 10：40～

看護学科 受付 諸連絡 小論文
個人面接

（1人約10分）
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＜選抜の方法＞
　・アドミッション・ポリシーに基づいて、小論文試験及び面接試験を行います。
　・入学者の選抜は、受験生本人が記入した志望理由書、出身高等学校長から提出された調
　　査書、推薦書並びに本学で課す試験結果及び面接試験結果により、総合的に判定を行い
　　ます。
　・「学力の３要素」（「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体性・多様性・協
　　働性（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）」）を多面的・総合的に評価します。
評価の方法は以下のとおりです。

＜試験等の日程および内容＞

＜試験当日の日程（予定）＞
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《公募推薦型選抜入学試験》 

＜出願資格＞
　p ７「３）受験資格、出願条件」をご覧ください。
　※学習成績の状況（評定平均値）は特に問いません。

＜出願書類等＞
①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼付してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼付してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
③　調査書
　出身高等学校長が証明し、高等学校作成で文部科学省の示す形式による完封の調査書。

（2021年10月１日以降に交付されたもの。ただし、２学期制の高等学校を卒業見込みの者は、
前学期までの成績が記載されたもの。）
④　高等学校長の推薦書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの、又は松本看護大学ホームページからダウン
ロードしたもの）を使用し、完封したもの。
⑤　入学審査料　30,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
⑥　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
　返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
　てください。

・受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝ 694 円（内訳：定型 84 円 + 速達 290 円 + 簡易書留 320 円）



試験科目 評価の方法

小論文
（100 点）

提示された課題について、自分の考えを論理的に表現する力を確認します。ま
た、適切な表記や表現を用いて文章を書く力を評価します。

面接
（50 点）

提出された志望理由書と調査書をもとに行う面接において、これまでの活動状況
と志望動機等を確認します。また、入学後の目標と将来像についても確認します。

書類審査
（50 点）

提出された志望理由書、調査書、推薦書から「学力の３要素」を総合的に評価
します。

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2021年11月15日（月）～2021年11月29日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2021年12月4日（土）

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2021年12月10日（金）

入学手続き期間 2021年12月11日（土）～2021年12月22日（水）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、小論文試験、面接試験

募集人員 10名

時間
学科

8：40～9：00 9：05～9：20 9：30～10:20 10：40～

看護学科 受付 諸連絡 小論文
個人面接

（1人約10分）
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＜選抜の方法＞
　・アドミッション・ポリシーに基づいて、筆記試験及び面接試験を行います。
　・入学者の選抜は、受験生本人が記入した志望理由書、出身高等学校長から提出された調
　　査書、推薦書並びに本学で課す試験結果及び面接試験結果により、総合的に判定を行い
　　ます。
　・「学力の３要素」（「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体性・多様性・協
　　働性（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）」）を多面的・総合的に評価します。
評価の方法は以下のとおりです。

＜試験等の日程・内容＞

＜試験当日の日程（予定）＞
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２）総合型選抜
  《総合型選抜入学試験（自己推薦）》

＜出願資格＞
p ７「３）受験資格、出願条件」をご覧ください。

＜出願書類等＞
①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼付してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼付してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
③　活動報告書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
④　調査書
　出身高等学校長が証明し、高等学校作成で文部科学省の示す形式による完封の調査書。

（2021年10月１日以降に交付されたもの。ただし、２学期制の高等学校を卒業見込みの者は、
前学期までの成績が記載されたもの。）
⑤　入学審査料　30,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
⑥　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
てください。

・受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝ 694 円（内訳：定型 84 円 + 速達 290 円 + 簡易書留 320 円）

＜選抜の方法＞
　 ・アドミッション・ポリシーに基づいて、筆記試験及び面接試験（２回）を行います。
　 ・入学者の選抜は、受験生本人が記入した志望理由書と活動報告書、出身高等学校長から



試験科目 評価の方法

小論文
（100 点）

提示された課題について、自分の考えを論理的に表現する力を確認します。ま
た、適切な表記や表現を用いて文章を書く力を評価します。

面接２回
（50 点×２）

提出された志望理由書、活動報告書と調査書をもとに行う面接において、これ
までの活動状況と志望動機等を確認します。また、入学後の目標と将来像につ
いても確認します。

書類審査
（100 点）

提出された志望理由書、活動報告書、調査書から「学力の３要素」を総合的に
評価します。

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2021年11月1日（月）～2021年11月8日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2021年11月13日（土）［面接・小論文］、2021年11月21日（日）［面接］

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2021年11月26日（金）

入学手続き期間 2021年11月27日（土）～2021年12月10日（金）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、小論文試験、面接試験（2回）

募集人員 5名

時間
学科

8：20～8：40 ８：45～9：00 9：10～10：20 ※
10：40～11：40

看護学科 受付 諸連絡 個人面接（１回目）
（1 人約 10 分） 小論文

※小論文の開始時間は受験者数により多少変更する可能性があります。

時間
学科

8：20～8：40 ８：45～9：00 9：10～

看護学科 受付 諸連絡 個人面接（２回目）
（1人約10分）

13

　　提出された調査書並びに本学で課す試験結果及び面接試験結果により、総合的に判定を
　　行います。
　・「学力の３要素」（「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体性・多様性・協
　　働性（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）」）を多面的・総合的に評価します。
評価の方法は以下のとおりです。

＜試験等の日程および内容＞

＜試験当日の日程（予定）＞
2021 年 11 月 13 日（土）

2021 年 11 月 21 日（日）
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３）一般選抜
  《第１期一般選抜入学試験・第２期一般選抜入学試験》 

＜出願資格＞
p ７「３）受験資格、出願条件」をご覧ください。

＜出願書類等＞
①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼付してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼付してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
③　調査書
　出身高等学校長が証明し、高等学校作成で文部科学省の示す形式による完封の調査書。

（2021年10月１日以降に交付されたもの。ただし、２学期制の高等学校を卒業見込みの者は、
前学期までの成績が記載されたもの。）
　なお、高校側で指導要録の保存期間を超えており、調査書が発行できない場合は、これに
代わる下記の証明書が必要となります。
　・卒業後５年を経過した者で調査書の交付が受けられない場合
　　→　単位修得証明書及び卒業証明書
　・卒業後 20 年を経過した者で調査書、単位修得証明書の交付が受けられない場合
　　→　卒業証明書
　また、高等学校卒業程度認定試験合格者（大学検定合格者を含む）は、合格証明書及び合
格成績証明書の提出をもって代えることができます。ただし、高等学校等において科目を修
得したことにより受験科目を免除された場合は、その免除された科目の高等学校等の調査書
又は単位修得証明書を添付してください。
④　入学審査料　30,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
⑤　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
　返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
　てください。

・受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝ 694 円（内訳：定型 84 円 + 速達 290 円 + 簡易書留 320 円）



試験科目 評価の方法

学力試験
（各 100 点）

高校までに修得した基礎学力を評価するとともに、大学における学修に必要な
知識・技能、思考力・判断力・表現力を評価します。

面接
（25 点）

提出された志望理由書と調査書をもとに行う面接において、これまでの活動状況
と志望動機を確認します。また、入学後の目標と将来像についても確認します。

書類審査
（25 点）

提出された志望理由書、調査書から「学力の３要素」を総合的に評価します。

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2022年1月11日（火）～2022年1月31日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2022年2月6日（日）

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2022年2月11日（金）

入学手続き期間 2022年2月12日（土）～2022年2月28日（月）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、学力試験、面接試験

学力試験科目

必須　国語「国語総合（古文・漢文除く）」
必須　英語「コミュニケーション英語Ⅰ」
選択　数学「数学Ⅰ」
選択　生物「生物基礎」　　　　　　　　１科目選択
選択　化学「化学基礎」

募集人員 35名（第1期一般選抜及び第2期一般選抜の合計）

｝
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＜選抜の方法＞
　・アドミッション・ポリシーに基づいて、筆記試験及び面接試験を行います。
　・入学者の選抜は、受験生本人が記入した志望理由書、出身高等学校長から提出された調
　　査書（あるいはこれに代わる証明書）並びに本学で課す試験結果及び面接試験結果により、
　　総合的に判定を行います。
　・「学力の３要素」（「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体性・多様性・協
　　働性（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）」）を多面的・総合的に評価します。
評価の方法は以下のとおりです。

＜第１期一般選抜入学試験　試験等の日程および内容＞



時間
学科

8：20
～8：40

8：45
～9：00

9：10
～10：00

10：10
～11：00

11：10
～12:00

12:00
～12:45

12:50～

看護学科 受付 諸連絡 国語 英語 選択 昼休憩 個人面接
(1人約10分)

時間
学科

8：20
～8：40

8：45
～9：00

9：10
～10：00

10：10
～11：00

11：10
～12:00

12:00
～12:45

12:50～

看護学科 受付 諸連絡 国語 英語 選択 昼休憩 個人面接
(1人約10分)

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2022年2月14日（月）～2022年2月28日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2022年3月5日（土）

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2022年3月11日（金）

入学手続き期間 2022年3月12日（土）～2022年3月22日（火）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、学力試験、面接試験

学力試験科目

必須　国語「国語総合（古文・漢文除く）」
必須　英語「コミュニケーション英語Ⅰ」
選択　数学「数学Ⅰ」
選択　生物「生物基礎」　　　　　　　　１科目選択
選択　化学「化学基礎」

募集人員 35名（第1期一般選抜及び第2期一般選抜の合計）

｝

16

＜第１期一般選抜入学試験　試験当日の日程（予定）＞

＜第２期一般選抜入学試験　試験等の日程および内容＞

＜第２期一般選抜入学試験　試験当日の日程（予定）＞
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＜再受験について＞
　本学の 2022 年度入学試験を受験し不合格になった者で、再受験を希望する場合は、当該
年度に行われる第１期一般選抜入学試験および第２期一般選抜入学試験を再受験することが
できます。
　再受験に必要な出願書類等は以下のとおりです。

①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼布してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼布してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
　入学志願票の左上に「再受験」と明記してください。
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
　志望理由書の左上に「再受験」と明記してください。
③　入学審査料　10,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
④　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
　返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
　てください。

・受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝ 694 円（内訳：定型 84 円 + 速達 290 円 + 簡易書留 320 円）

　既にご提出いただいている調査書の再提出は不要です。
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４）社会人選抜
  《社会人選抜入学試験》 

＜出願資格＞
　p ７「３）受験資格、出願条件」をご覧ください。

＜出願書類等＞
①　入学志願票・受験票
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）に必要事項を黒ボールペンで記入し、写真
を２か所に貼付してください。写真は、上半身、脱帽、背景なし、正面向き３cm ×３cm で、
出願前３か月以内に単身撮影したものを使用し、はがれないよう貼付してください。念のた
め裏面に氏名を必ず記入してください。（家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、
写真の切り抜きは受け付けません。）
②　志望理由書
　本学所定の用紙（募集要項に同封されたもの）を使用し、本人が記載してください。記入
にあたっては、黒ボールペンを使用してください。
③　調査書
　出身高等学校長が証明し、高等学校作成で文部科学省の示す形式による完封の調査書。

（2021 年 10 月１日以降に交付されたもの。）
　なお、高校側で指導要録の保存期間を超えており、調査書が発行できない場合は、これに
代わる下記の証明書が必要となります。
　・卒業後５年を経過した者で調査書の交付が受けられない場合
　　→　単位修得証明書及び卒業証明書
　・卒業後 20 年を経過した者で調査書、単位修得証明書の交付が受けられない場合
　　→　卒業証明書
　また、高等学校卒業程度認定試験合格者（大学検定合格者を含む）は、合格証明書及び合
格成績証明書の提出をもって代えることができます。ただし、高等学校等において科目を修
得したことにより受験科目を免除された場合は、その免除された科目の高等学校等の調査書
又は単位修得証明書を添付してください。
④　入学審査料　30,000 円
　募集要項に同封された振込用紙に必要事項を記入のうえ、銀行窓口で振込をして、「入学審
査料振込金受付証明書」を入学志願票の裏面に貼付してください。郵便局での振込みはでき
ません。
⑤　返信用封筒　２枚
　募集要項に同封されている専用封筒を使用してください。住所、氏名を明記し、うち１枚
には必要金額分（※）の切手を貼り、同封してください。

（※）必要金額分の切手について（2021 年 5 月 31 日現在）
　返信用封筒２枚のうち、１枚については、「定型（25g 以内）・速達・簡易書留」の合計金額の切手を貼っ
　てください。

・受験票返信用封筒の郵便料金（切手代）＝ 694 円（内訳：定型 84 円 + 速達 290 円 + 簡易書留 320 円）



試験科目 評価の方法

小論文
（100 点）

提示された課題について、自分の考えを論理的に表現する力を確認します。ま
た、適切な表記や表現を用いて文章を書く力を評価します。

面接
（100 点）

提出された志望理由書と調査書をもとに行う面接において、これまでの活動状況
と志望動機等を確認します。また、入学後の目標と将来像についても確認します。

書類審査
（50 点） 提出された志望理由書、調査書から「学力の３要素」を総合的に評価します。

学部・学科 看護学部・看護学科

出願期間 2021年11月1日（月）～2021年11月8日（月）＜最終日17:00必着＞

試験日 2021年11月13日（土）

試験会場 長野県松本市笹賀3118　松本看護大学・松本短期大学

合格発表 2021年12月1日（水）

入学手続き期間 2021年12月2日（木）～2021年12月10日（金）＜最終日17:00必着＞

選考方法 書類審査、小論文試験、面接試験

募集人員 若干名

時間
学科

8：40～9：00 ９：05～9：20 9：30～10：20 10：40～

看護学科 受付 諸連絡 小論文 個人面接
（1人約25分）
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＜選抜の方法＞
　・アドミッション・ポリシーに基づいて、筆記試験及び面接試験を行います。
　・入学者の選抜は、受験生本人が記入した志望理由書、出身高等学校長から提出された調
　　査書（あるいはこれに代わる証明書）並びに本学で課す試験結果及び面接試験結果により、
　　総合的に判定を行います。
　・「学力の３要素」（「①知識・技能」「②思考力・判断力・表現力」「③主体性・多様性・協
　　働性（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）」）を多面的・総合的に評価します。
評価の方法は以下のとおりです。

＜試験等の日程・内容＞

＜試験当日の日程＞



流
通
団
地

アルウィン

ｉシティ21

芳川消防署

至長野 至長野

松本市街地

村井下町北

平 

田 

駅

ザ・ビッグ

松本
短大口

信
州
ま
つ
も
と
空
港 やまびこドーム

松本看護大学・
松本短期大学看板

神戸橋

松
本
空
港
線

松
本
空
港
線

松本看護大学
松本短期大学

アクセスマップ
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５．試験会場
　長野県松本市笹賀 3118　松本看護大学・松本短期大学

公共交通機関をご利用の場合
　●JR村井駅からスクールバス約10分または徒歩約25分
　●JR松本駅正面松本バスターミナルより空港・朝日線約25分
　　松本短大口下車、徒歩約5分

※スクールバス運行時刻表については別途お知らせいたします。

車をご利用の場合
　●無料駐車場あり
　●塩尻北ICから約5分
　●信州まつもと空港からタクシー約5分

交通のご案内
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６．出願手続き
＜出願手続きの方法＞
①　出願書類提出先
　　〒 399-0033　長野県松本市笹賀 3118　
　　学校法人松本学園　松本看護大学事務局 入試広報係
②　出願書類は各入学試験で定められた出願期間内に提出してください。
③　入学志願者は、各入学試験方法に応じた必要な出願書類をそろえて、出願してください。
④　出願手続きには募集要項に同封された専用の封筒を使用してください。
⑤　出願書類に不備があるものや受付期間を過ぎたものは受理しません。また、受付後の記
　　載事項の変更は認めません。
⑥　郵送を基本としますが、本学事務局窓口に直接持参しても構いません。
　　※郵送の場合も出願期間の最終日 17:00 必着とします。
　　※本学事務局窓口に直接持参する場合の受付時間は下記のとおりです。
　　　月曜日～金曜日　9:00 ～ 17:00
　　　土曜日　　　　　9:00 ～ 14:00
　　　日曜日・祝日・年末年始は受付しません。
⑦　受験票は入学願書を受理した後、交付します。受験票は速達簡易書留で郵送します。受
　験票が試験２日前になっても届かない場合は、入試広報係（TEL：0263-58-4417）まで
　お問い合わせください。（試験当日は必ず持参してください。）
⑧　一度提出された出願書類及び振込後の入学審査料は、理由のいかんにかかわらず返還い
　たしません。
※年度内に複数回の出願をすることができ、２回目からの入学審査料は 10,000 円となりま
　す。（例えば、総合型選抜において不合格となり、第１期一般選抜に再出願する。）この場合、
　調査書（卒業証明書等）は再度提出する必要はありません。詳しくは p17 をご覧ください。

< 受験上の配慮 >
　身体に障害のある方の受験につきましては、受験上及び修学上、特別な配慮を必要とする
ことがありますので、各入学試験の出願期間開始初日の１か月前までに事前相談をお願いい
たします。

< 外国籍の方の事前相談 >
　出願書類とは別にご提出を依頼する書類がありますので、出願期間開始初日の１か月前ま
でに事前相談をお願いいたします。
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７．受験上の注意等
　・試験会場への所要時間や経路などは事前に確認しておいてください。
　・試験当日は受付を済ませ、試験会場では受験番号と同じ座席に着席してください。
　・上履きをご持参ください。
　・受験票は必ず携行し、試験場では机上においてください。
　・試験室は当日指示します。
　・試験当日、受験票を忘れた者、又はやむを得ぬ事情で遅刻が予測される者は、事務局（TEL：
　　0263-58-4417）へ早急に連絡してください。
　・試験開始後 20 分経過後の入場は認めません。また、遅刻による試験時間の延長はいた
　　しません。
　・試験時間内の退出は原則として認めません。
　・試験中は携帯電話・スマートフォン等の電源を切り、かばんの中にしまってください。
　・解答は黒鉛筆（HB または B）又はシャープペンシル（HB または B、0.5mm 以上の黒芯）
　　を使用してください。
　・不正行為があったときは、直ちに退出を命じ、受験を無効とします。
　・試験室には時計がない場合があります。時計が必要な場合は各自で準備してください。
　　但し、計算機能、辞書機能を備えた時計の使用及び携帯電話等を時計の代わりとして使
　　用することは認めません。
　・面接室及び面接の順番は、当日指示します。
　・面接室への入場は、誘導係員の指示に従ってください。
　・面接を終了した者は、当日の試験終了となります。（総合型選抜入学試験を除く。）
　　これから面接をする受験生と話をするなど接触したり、メールをする等は、禁止いたし
　　ます。
　・その他、試験に関することは係員の指示に従ってください。
　・試験会場の下見はできません。
　・軽食、飲み物等必要な場合は、各自でご持参ください。（本学の食堂は試験日での営業は
　　しておりません。）試験終了まで試験会場の外へ出ることはできませんのでご注意くださ
　　い。
　・受験時の宿泊については、各自で手配してください。
　・新型コロナウイルス感染等により、出願した試験区分を受験できない場合は、直ちにご
　　連絡ください。受験者の希望により別日程の試験区分への受験振替で対応いたします。
　　また、追試験の実施も検討いたします。（詳細は p37 をご覧ください。）
　・荒天候やコロナウイルス感染拡大等によって試験日程（実施日・開始時刻等）が変更と
　　なる場合は、松本看護大学ホームページにてご連絡いたします。
　　※松本看護大学ホームページ（https://www.matsutan.jp/nursing）
　・試験日当日、受験生以外は試験場に入ることができません。付き添いの方は校内学校指
　　定の控室でお待ちいただくことになります。



( 単位：円）

学部
学科名

入学金
1 年次前期分

合計
授業料 施設設備費 教育充実費 演習実習費

看護学部
看護学科

200,000 440,000 55,000 50,000 150,000 895,000
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８．合格発表
　・合否の結果は、本人宛の速達簡易書留親展文書のみで通知します。( ホームページへの掲
　　載及び学内掲示はしません。)
　・電話等での問い合わせには一切応じません。
　・情報開示を請求する際には、必ず事前に電話にてご予約をお願いいたします。（ご本人確
　　認のため、受験票を必ず持参してください。）
　・一般選抜入学試験では、補欠合格者を発表する場合があります。合格発表日に本人宛に
　　通知します。ただし、補欠合格者は必ず繰り上げ合格になるとは限りません。合格者に
　　欠員が生じた場合のみ、繰り上げ合格となりますので本学より電話で連絡いたします。

９．入学手続き
　合格通知を受けた者は、入学手続期間内に下記の（１）を本学へ提出し、（２）を本学指定
の銀行に期日までに振り込んでください。
　（１）誓約書（本学所定のもの。合格通知に同封します。）
　（２）学費（入学金及び１年次前期授業料等の合計額）

　（３）入学手続きに関する詳細
　① 入学手続きに関する必要書類は合格通知に同封します。（入学式等のご案内は、入学手

続きが完了した後、随時ご送付いたします。）
　② 誓約書については、学費の振り込みと同時に郵送してください。
　③ 期日までに入学手続きをしなかった場合は、入学の意志がないものとみなし、その後の

入学手続きは認めません。
　④ 一般選抜の合格通知を受けた者で、入学を辞退する場合は、補欠合格者への連絡等の都

合がありますので、直ちにまず電話で本学に申し出てください。正式には入学辞退の書
類手続きを、できるだけ 2022 年３月 25 日（金）12 時まで（必着）に、文書（様式任意、
但し本人及び保護者の署名、捺印が必要）で入学辞退の申し出を行ってください。

　⑤ 入学辞退に伴う１年次前期授業料等の返還については、2022 年３月 31 日（木）12 時
までに入学辞退の申し出を受理した場合に限り返還いたします。入学金については返還
いたしません。（返還日は、４月中旬から下旬を予定。）

注意）
　⑥ 一般選抜以外の入学試験での合格者は、入学を辞退することはできません。



学費の内訳

初年度納入金 ２年次以降

入学手続時
（前期分）

後期分 前期分 後期分

入　学　金 200,000 円 ― ― ―

授　業　料 440,000 円 440,000 円 440,000 円 440,000 円

施設設備費 55,000 円 55,000 円 55,000 円 55,000 円

教育充実費 50,000 円 50,000 円 50,000 円 50,000 円

演習実習費 150,000 円 150,000 円 225,000 円 225,000 円

合　　計 895,000 円 695,000 円 770,000 円 770,000 円

年額合計 1,590,000 円 1,540,000 円
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10．学費等
（１）学生納付金

　入学手続き時に納付していただく金額は、「９．入学手続き」にも記載されているとおり、
太枠で表示された金額です。
　２年次以降の前期分は各年４月、１年次以降の後期分は各年９月に納入してください。
　注）ユニホーム、シューズ、聴診器及びテキスト等の購入費は別途自己負担です。

（２）奨学金
　本学で取り扱う奨学金は下記の予定です。
日本学生支援機構奨学金
　・詳細は日本学生支援機構のホームページで確認してください。
　・申込みは予約採用（進学前に高校で申込み）と在学採用（進学先の学校で入学後に申込み）
　　があります。予約採用の詳細は、在学中の高校へお問い合わせください。

＜貸与型＞
　・第一種奨学金（無利子の奨学金）　* 最高月額は家計基準により選択できない場合があり
　　ます。
　　貸与額：自宅通学者……月額 20,000 円から 54,000 円の間で選択（約 1 万円刻み）

　　　　　：自宅外通学者…月額 20,000 円から 64,000 円の間で選択（約 1 万円刻み）
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　・第二種奨学金（有利子の奨学金）
　　貸与額：月額 20,000 円から 120,000 円の間で選択（1 万円刻み）

＜給付型＞　※高等教育修学支援新制度
　・毎月、給付奨学金の支給があります。また、併せて授業料の減免の対象となります。
　・家計基準（収入金額、資産額）、学力基準（学業成績、学修意欲）、大学等への入学時期
　　に関する基準などの条件を満たす人が対象です。
　※給付額、減免額は家計状況により異なります。
　※奨学金については日本学生支援機構のホームページを、高等教育修学支援新制度につい
　　ては文部科学省のホームページを確認してください。

11．特待生制度
　本学では特待生制度を設け、意欲的に学ぼうとする学生を支援します。この制度は、入学
後の学業成績において優秀な学生を本学の選考基準により「特待生」として表彰する制度です。
詳細は入学後に説明します。

12．入学前教育
　本学では、指定校推薦選抜・公募推薦選抜・総合型選抜・社会人選抜で合格した入学予定
者に対し、入学前教育を実施します。詳細は合格発表以降に通知する内容を確認してください。



 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止について受験生へのお願い
　・試験当日は、マスクを着用してください。
　・試験当日は自宅で検温をし、37.5度以上の発熱がないことを確認してくださ
　　い。
　・受付や試験場には消毒用のアルコールなどを設置しますので、入場時と退場時
　　には消毒を行ってください。
　・試験場は換気を行いますので、体温調節ができる服装の準備をお願いします。
　・試験当日、試験会場内において体調がすぐれない場合は、速やかに試験官に申
　　し出てください。

　以下の場合は、当日試験を受けることができませんので、至急、大学に連絡を入
れてください。
　・試験当日37.5度以上の発熱等があり、医療機関の診断を受けるため試験を欠
　　席した場合（証明書等の発行を求めてください）
　・新型コロナウイルス感染症に罹患し、医療機関からまだ治癒していないと診断
　　された場合
　・保健所により濃厚接触者に該当すると判断された場合

　これらの場合は、受験者の希望により別日程の試験区分への受験振替で対応いた
します。また、追試験の実施も検討いたします。

本学における新型コロナウイルス感染症への対応
　本学入学試験においては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、以下
の対策を実施します。
　・受付や試験場などには、消毒用アルコールなどを設置します。
　・試験場が密にならないよう、受験生の座席間の間隔を確保し、換気を行います。
　・試験官および試験スタッフはマスクを着用します。
　・面接試験では、面接官と受験生との間隔を２メートル以上とします。

※冬季のため、新型コロナウイルス以外の感染症（インフルエンザ、ノロウイルス
による感染性胃腸炎等）の発生が考えられますので、手洗いの励行、マスクの着用、
３密の回避等、十分健康にご留意され、万全の体調で受験されますことを祈ってお
ります。
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〒399-0033　松本市笹賀3118　TEL. （0263）58-4417
ホームページ　https://www.matsutan.jp/nursing
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