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１. アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）

鳥取看護大学は、地域の要望と支援によって、平成 27年 4月に開学しました。「地域に貢献する人材の育成」

を建学の精神にかかげ、充実した施設、豊かな自然環境、そして地域との親密な関係を背景として、地域の医療

分野において人びとの命と健康を支えることに喜びを感じることのできる、質の高い看護者を育みます。 

【本学がめざす人材育成】 

本学は、地域に根ざしたヒューマンケアを実現するために、以下の３つの人材育成を教育の基本理念として

かかげます。 

１． 専門的な基礎知識と技能を持ち、豊かな人間性で患者に寄り添う人材 

感性豊かなコミュニケーション力、人間に対する深い洞察力、社会的倫理観、そして人に寄り添う温かい

感性を持つ人材を育成します。 

２． 地域医療・在宅医療を支える人材 

地元山陰の地域特性を踏まえて、高度医療はもちろんのこと、地域医療・在宅医療を支え、多職種と連携・

協働する人材を育成します。保健師教育も担います。 

３． 地域で働くことに喜びと誇りを持つ人材 

地元に愛着と誇りを持ち、地域のさまざまな医療分野で人びとの命と健康を支えることに喜びを感じる人

材を育成します。 

【本学が求める入学者】 

１．看護職につきたいという強い気持ちを持ち、誠実に努力し前向きに学ぶ姿勢を持っている。（思考力・判断力 

・表現力）

２． 専門的な知識や技術の修得に必要な基礎学力を有している。（知識・技能） 

３． 看護の職業人として地域に貢献しようとする意欲を持っている。（主体性・多様性・協働性） 

【本学で学ぶために身につけておいてほしい資質・態度・学力】 

  本学の看護専門分野を学ぶために、高等学校の教育課程を確実に修得しておくことが求められます。なかで

も、とくに以下のような資質・態度・学力を身につけておく必要があります。 

（資質・態度） 

１． 看護職につきたいという強い気持ち 

２． 自分の健康状態や生活習慣を自ら律する自己管理力 

３． 入学後必要となる学修に主体的に取り組める学習習慣 

４． 円滑な人間関係を築くために必要なコミュニケーション力・対話力 

５． 人を思いやり、他者と連携・協働する基礎的資質としての協調性 

６． 自分が住む地域に愛着をもち、地域に貢献したいという意欲 

（学力） 

７． 文章の読解力や表現力を培うために必要となる国語の基礎学力 

８． 国際交流や国際社会への関心と言語表現としての英語の基礎学力 

９． 論理的思考を培うために必要となる数学の基礎学力 

10．人体の生命現象や生命倫理を理解するために必要となる生物・化学の基礎学力 

1



1 

２. 各選抜区分・選抜方法と求める能力の関連について 

 

本学で学ぶために身につけておいてほしい資質・態度・学力と「学力の３要素」との関係と、それぞれの選抜

区分における評価・活用方法等については以下のとおりです。 

 

【本学が求める入学者】 

 １．看護職につきたいという強い気持ちを持ち、誠実に努力し前向きに学ぶ姿勢を持っている。（思考力・判断力 

・表現力） 

２． 専門的な知識や技術の修得に必要な基礎学力を有している。（知識・技能） 

３． 看護の職業人として地域に貢献しようとする意欲を持っている。（主体性・多様性・協働性） 

 

（資質・態度） 

１．看護職につきたいという強い気持ち。（主体性・多様性・協働性） 

２．自分の健康状態や生活習慣を自ら律する自己管理力。（思考力・判断力・表現力） 

３．入学後必要となる学修に主体的に取り組める学習習慣。（思考力・判断力・表現力） 

４．円滑な人間関係を築くために必要なコミュニケーション力・対話力。（思考力・判断力・表現力） 

５．人を思いやり、他者と連携・協働する基礎的資質としての協調性。（主体性・多様性・協働性） 

６．自分が住む地域に愛着をもち、地域に貢献したいという意欲。（主体性・多様性・協働性） 

（学力） 

７．文章の読解力や表現力を培うために必要となる国語の基礎学力。（知識・技能） 

８．国際交流や国際社会への関心と言語表現としての英語の基礎学力。（知識・技能） 

９．論理的思考を培うために必要となる数学の基礎学力。（知識・技能） 

10．人体の生命現象や生命倫理を理解するために必要となる生物・化学の基礎学力。（知識・技能） 

 

選
抜
区
分 

選抜方法 

学力の 3要素 

評価・活用方法等 

知識・技能 
思考力・判断力・ 

表現力 

主体性・多様性・ 

協働性 

学
校
推
薦
型
選
抜 

指
定
校
推
薦 

小論文（文章読解型） ○ ○   

文章の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

を評価する。 

調査書 ○   ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

面接   ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

志望理由書   ○ ○ 
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断力・

表現力を評価する。 

活動記録報告書   ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 

公
募
推
薦 

小論文（資料読解型） ○ ○    

資料の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせ「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価する。 

調査書 ○   ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

面接   ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

志望理由書   ○ ○ 
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断力・

表現力を評価する。 

活動記録報告書   ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 
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２. 各選抜区分・選抜方法と求める能力の関連について

本学で学ぶために身につけておいてほしい資質・態度・学力と「学力の３要素」との関係と、それぞれの選抜

区分における評価・活用方法等については以下のとおりです。

【本学が求める入学者】

１．看護職につきたいという強い気持ちを持ち、誠実に努力し前向きに学ぶ姿勢を持っている。（思考力・判断力

・表現力）

２．専門的な知識や技術の修得に必要な基礎学力を有している。（知識・技能）

３．看護の職業人として地域に貢献しようとする意欲を持っている。（主体性・多様性・協働性）

（資質・態度）

１．看護職につきたいという強い気持ち。（主体性・多様性・協働性）

２．自分の健康状態や生活習慣を自ら律する自己管理力。（思考力・判断力・表現力）

３．入学後必要となる学修に主体的に取り組める学習習慣。（思考力・判断力・表現力）

４．円滑な人間関係を築くために必要なコミュニケーション力・対話力。（思考力・判断力・表現力）

５．人を思いやり、他者と連携・協働する基礎的資質としての協調性。（主体性・多様性・協働性）

６．自分が住む地域に愛着をもち、地域に貢献したいという意欲。（主体性・多様性・協働性）

（学力）

７．文章の読解力や表現力を培うために必要となる国語の基礎学力。（知識・技能）

８．国際交流や国際社会への関心と言語表現としての英語の基礎学力。（知識・技能）

９．論理的思考を培うために必要となる数学の基礎学力。（知識・技能）

10．人体の生命現象や生命倫理を理解するために必要となる生物・化学の基礎学力。（知識・技能）

選
抜
区
分

選抜方法

学力の 3要素

評価・活用方法等

知識・技能
思考力・判断力・

表現力

主体性・多様性・

協働性

学
校
推
薦
型
選
抜

指
定
校
推
薦

小論文（文章読解型） ○ ○

文章の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

を評価する。

調査書 ○ ○
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。

志望理由書 ○ ○
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断力・

表現力を評価する。

活動記録報告書 ○ ○
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※

公
募
推
薦

小論文（資料読解型） ○ ○

資料の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせ「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価する。

調査書 ○ ○
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。

志望理由書 ○ ○
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断力・

表現力を評価する。

活動記録報告書 ○ ○
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※
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選
抜
区
分

選抜方法 

学力の 3要素 

評価・活用方法等 

知識・技能 
思考力・判断力・ 

表現力 

主体性・多様性・ 

協働性 

一
般
選
抜

前
期
日
程

学力試験 ○ ○ 

高校で習得した基礎学力、大学での学修に

必要な知識・技能、思考力・判断力・表現

力を評価する。 

調査書 ○ ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

活動記録報告書 ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 

中
期
日
程

学力試験 ○ ○ 

高校で習得した基礎学力、大学での学修に

必要な知識・技能、思考力・判断力・表現

力を評価する。 

調査書 ○ ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

活動記録報告書 ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 

後
期
日
程

小論文（文章読解型） ○ ○ 

文章の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

を評価する。 

調査書 ○ ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

活動記録報告書 ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト 

利
用
選
抜

大学入学共通テスト ○ ○ 

高校で習得した基礎学力、大学での学修に

必要な知識・技能、思考力・判断力を評価

する。 

調査書 ○ ○ 
高校での学習成績・課外活動の状況等から

知識・技能、主体性等を評価する。 

志望理由書 ○ ○ 
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断力・

表現力を評価する。 

活動記録報告書 ○ ○ 
自ら何に向き合い何を得たか、その主体性と

思考力・表現力を評価する。※ 

社
会
人
選
抜 

小論文（文章読解型） ○ ○ 

文章の内容を的確に把握したうえで、批判

的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

を評価する。 

履歴書 ○ ○ 面接の参考とする。 

面接 ○ ○ 本学が求める資質・態度等を確認する。 

志望理由書 ○ ○ 
看護職への意欲（主体性）と思考力・判断

力・表現力を評価する。 

※「活動記録報告書」は、以下の内容のいずれかに基づいて記載して下さい。

・「総合的な学習の時間」等において取り組んだ課題研究等

・学校の内外で意欲的に取り組んだ活動
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３. 募集学部・学科／定員／資格等

(1)学部・学科名、入学定員および選抜区分別募集人員

学部 

学科 

入学  

定員 

募 集 人 員 

学校推薦型選抜 一般選抜 
大学入学共通テスト 

利用選抜 
社会人選抜 

指定校 

推薦 

公募 

推薦 

前期日程 中期日程 
後期日程 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期 

学業特待Ⅰ期 学業特待Ⅱ期 

看護学部 

看護学科 
80名 

20名 15名 25 名 6名 3名 4名 2名 

5名 

35名 34名 6名 

(2)取得可能資格・免許

学部学科 取得可能資格・免許 

看護学部看護学科 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭二種免許状 

４. 令和３年度 試験日程

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日 

学
校
推
薦
型
選
抜

指定校推薦 
11月 2日(月)～ 

11月 9日(月) 
11月 15日(日) 12月  1 日(火) 12月 11日(金) 

公募推薦 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金) 
11月 29日(日) 12月  6 日(日) 12月 18日(金) 

一
般
選
抜

前期日程 1月 12日(火)～ 

1月 25日(月) 
2月  3日(水) 2月 12日(金)  2月 26日(金) 

学業特待選抜（Ⅰ期） 

中期日程 2月 1日(月)～ 

2月 15日(月) 
2月 20日(土) 2月 28日(日)  3月 12日(金) 

学業特待選抜（Ⅱ期） 

後期日程 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木) 
3月 11日(木) 3月 18日(木)  3月 24日(水) 

大
学
入
学
共
通

テ
ス
ト
利
用
選
抜 

Ⅰ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月) 
鳥取看護大学での 

個別試験等は 

実施しません 

2月 28日(日)  3月 12日(金) 

Ⅱ期 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木) 
3月 18日(木)  3月 24日(水) 

社
会
人
選
抜 

Ⅰ期 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金) 
11月 29日(日) 12月  6 日(日) 12月 18日(金) 

Ⅱ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月) 
2月 20日(土) 2月 28日(日)  3月 12日(金) 

※「願書受付期間」の最終日、および「入学手続締切日」はすべて 17時必着となりますのでご注意ください。

※受験および就学上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の 1か月前までに入試広報課にお問い合せください。
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５. 学校推薦型選抜・指定校推薦〔専願〕

(1)出願資格

次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

① 本学が推薦を依頼する高等学校を令和 3年 3月卒業見込みの者

② 人物・学業ともに優れ、学校長の推薦をうけた者

③ 本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者

(2)出願手続

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。

出

願

書

類

一

式

① 入学願書、受験票

受験確認票
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末)

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください)

③ 調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの

④ 推薦書(指定校推薦用)
本学所定の用紙を高等学校進路指導部宛にお渡しします。

（学力の 3要素に関する評価が記載されたもの）

⑤ 志望理由書・活動記録報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末)

⑥ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。

⑦ 受験票送付用封筒

（巻末の封筒 長形 3号）

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの

(簡易書留・速達扱い)

⑧ 受験料
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください)

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。

(3)試験方法

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。

小論文は、文章の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価します。

(4)試験日程

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

11月 2日(月)～

11月 9日(月)17時必着
11月 15日(日) 本学 12月 1日(火) 12月 11日(金)17時必着

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。

(5)試験日日程

時間

学科
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～

看護学科 連 絡
小論文(文章読解型)

800字程度
個人面接

(6)その他

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携

した入学前教育を実施します。
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2 

３. 募集学部・学科／定員／資格等 
 

(1)学部・学科名、入学定員および選抜区分別募集人員 

学部 

学科 

入学  

定員 

募 集 人 員 

学校推薦型選抜 一般選抜 
大学入学共通テスト 

利用選抜 
社会人選抜 

指定校 

推薦 

公募 

推薦 

前期日程 中期日程 
後期日程 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期 

  学業特待Ⅰ期  学業特待Ⅱ期 

看護学部 

看護学科 
80名 

20名 15名 25 名 6名 3名 4名 2名 

5名 

35名 34名 6名 

 

(2)取得可能資格・免許 

学部学科 取得可能資格・免許 

看護学部看護学科 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭二種免許状 

 

 

４. 令和３年度 試験日程 
 

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日 

学
校
推
薦
型
選
抜 

指定校推薦 
11月 2日(月)～ 

11月 9日(月)  
11月 15日(日)  12月  1 日(火)  12月 11日(金) 

公募推薦 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)  
11月 29日(日)  12月  6 日(日)  12月 18日(金) 

一
般
選
抜 

前期日程 1月 12日(火)～ 

1月 25日(月)  
2月  3日(水)  2月 12日(金)   2月 26日(金) 

 学業特待選抜（Ⅰ期） 

中期日程 2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
2月 20日(土)  2月 28日(日)   3月 12日(金) 

 学業特待選抜（Ⅱ期） 

後期日程 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木)  
3月 11日(木)  3月 18日(木)   3月 24日(水) 

大
学
入
学
共
通 

テ
ス
ト
利
用
選
抜 

Ⅰ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
鳥取看護大学での 

個別試験等は 

実施しません 

2月 28日(日)   3月 12日(金) 

Ⅱ期 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木)  
3月 18日(木)   3月 24日(水) 

社
会
人
選
抜 

Ⅰ期 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)  
11月 29日(日)  12月  6 日(日)  12月 18日(金) 

Ⅱ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
2月 20日(土)  2月 28日(日)   3月 12日(金) 

※「願書受付期間」の最終日、および「入学手続締切日」はすべて 17時必着となりますのでご注意ください。 

※受験および就学上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の 1か月前までに入試広報課にお問い合せください。 

3 

５. 学校推薦型選抜・指定校推薦〔専願〕 

 

(1)出願資格 

次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 本学が推薦を依頼する高等学校を令和 3年 3月卒業見込みの者 

② 人物・学業ともに優れ、学校長の推薦をうけた者 

③ 本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出

願

書

類

一

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの 

④ 推薦書(指定校推薦用) 
本学所定の用紙を高等学校進路指導部宛にお渡しします。 

（学力の 3要素に関する評価が記載されたもの） 

⑤ 志望理由書・活動記録報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

⑥ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑦ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑧ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

小論文は、文章の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

11月 2日(月)～ 

11月 9日(月)17時必着  
11月 15日(日) 本学 12月 1日(火) 12月 11日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

時間  

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(文章読解型) 

800字程度 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携

した入学前教育を実施します。 
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2 

３. 募集学部・学科／定員／資格等 
 

(1)学部・学科名、入学定員および選抜区分別募集人員 

学部 

学科 

入学  

定員 

募 集 人 員 

学校推薦型選抜 一般選抜 
大学入学共通テスト 

利用選抜 
社会人選抜 

指定校 

推薦 

公募 

推薦 

前期日程 中期日程 
後期日程 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期 

  学業特待Ⅰ期  学業特待Ⅱ期 

看護学部 

看護学科 
80名 

20名 15名 25 名 6名 3名 4名 2名 

5名 

35名 34名 6名 

 

(2)取得可能資格・免許 

学部学科 取得可能資格・免許 

看護学部看護学科 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭二種免許状 

 

 

４. 令和３年度 試験日程 
 

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日 

学
校
推
薦
型
選
抜 

指定校推薦 
11月 2日(月)～ 

11月 9日(月)  
11月 15日(日)  12月  1 日(火)  12月 11日(金) 

公募推薦 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)  
11月 29日(日)  12月  6 日(日)  12月 18日(金) 

一
般
選
抜 

前期日程 1月 12日(火)～ 

1月 25日(月)  
2月  3日(水)  2月 12日(金)   2月 26日(金) 

 学業特待選抜（Ⅰ期） 

中期日程 2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
2月 20日(土)  2月 28日(日)   3月 12日(金) 

 学業特待選抜（Ⅱ期） 

後期日程 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木)  
3月 11日(木)  3月 18日(木)   3月 24日(水) 

大
学
入
学
共
通 

テ
ス
ト
利
用
選
抜 

Ⅰ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
鳥取看護大学での 

個別試験等は 

実施しません 

2月 28日(日)   3月 12日(金) 

Ⅱ期 
2月 22日(月)～ 

3月 4日(木)  
3月 18日(木)   3月 24日(水) 

社
会
人
選
抜 

Ⅰ期 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)  
11月 29日(日)  12月  6 日(日)  12月 18日(金) 

Ⅱ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)  
2月 20日(土)  2月 28日(日)   3月 12日(金) 

※「願書受付期間」の最終日、および「入学手続締切日」はすべて 17時必着となりますのでご注意ください。 

※受験および就学上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の 1か月前までに入試広報課にお問い合せください。 

3 

５. 学校推薦型選抜・指定校推薦〔専願〕 

 

(1)出願資格 

次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 本学が推薦を依頼する高等学校を令和 3年 3月卒業見込みの者 

② 人物・学業ともに優れ、学校長の推薦をうけた者 

③ 本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出

願

書

類

一

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの 

④ 推薦書(指定校推薦用) 
本学所定の用紙を高等学校進路指導部宛にお渡しします。 

（学力の 3要素に関する評価が記載されたもの） 

⑤ 志望理由書・活動記録報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

⑥ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑦ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑧ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

小論文は、文章の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

11月 2日(月)～ 

11月 9日(月)17時必着  
11月 15日(日) 本学 12月 1日(火) 12月 11日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

時間  

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(文章読解型) 

800字程度 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携

した入学前教育を実施します。 
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4 

６. 学校推薦型選抜・公募推薦〔併願可〕 
 

(1)出願資格 

次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 高等学校もしくは中等教育学校を平成 28年 3月以降に卒業した者、および令和 3年 3月卒業見込みの者   

② 学校長の推薦をうけた者 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 出身学校で作成し厳封されたもの 

④ 推薦書 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

（学力の 3要素に関する評価が記載されたもの） 

⑤ 志望理由書・活動記録報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

⑥ 合否通知書送付用切手 670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑦ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑧ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

小論文は、資料（図表など）の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)17時必着 
11月 29日(日) 本学 12月 6日(日) 12月 18日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

時間  

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(資料読解型) 

800字程度 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連

携した入学前教育を実施します。  
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4 

６. 学校推薦型選抜・公募推薦〔併願可〕 
 

(1)出願資格 

次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 高等学校もしくは中等教育学校を平成 28年 3月以降に卒業した者、および令和 3年 3月卒業見込みの者   

② 学校長の推薦をうけた者 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 出身学校で作成し厳封されたもの 

④ 推薦書 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

（学力の 3要素に関する評価が記載されたもの） 

⑤ 志望理由書・活動記録報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

⑥ 合否通知書送付用切手 670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑦ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑧ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

小論文は、資料（図表など）の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)17時必着 
11月 29日(日) 本学 12月 6日(日) 12月 18日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

時間  

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(資料読解型) 

800字程度 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連

携した入学前教育を実施します。  
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７. 一般選抜（前期日程） 
 

(1)出願資格 

次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和 3年 3月卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および令和 3年 3月修了見込みの者 

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 

(例:高等学校卒業程度認定試験合格者)および令和 3年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者 

④ 本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者(願書受付開始の 1か月前までに鳥取看護大

学 入試広報課へお問い合せください) 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。高等

学校等に在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・学力試験 2教科(国語および英語・数学・理科のいずれか 1教科)・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

学科 
学力試験(２教科) 

教科 科目 必須、選択の区別 

看護学科 

国語 国語総合(古文・漢文を除く)＋現代文 必須 

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(ﾘｽﾆﾝｸﾞは含まない) 

１教科選択 数学 数学Ⅰ＋数学Ⅱ(「微分・積分の考え」を除く) 

理科 生物基礎＋化学基礎 

※国語は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含み 

ます。 

※学力試験は「標準得点方式」を用いて調整します。 
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(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

1月 12日(火)～ 

1月 25日(月)17時必着 
2月 3日(水) 本学 2月 12日(金) 2月 26日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

※合格者の辞退等により、募集人員に欠員が生じた場合は、電話により繰上げ合格の連絡を行うことがあります。 

 

(5)試験日日程 

 時間 

学科 
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～ 

看護学科 連 絡 
[学力試験] 

国語 

[学力試験] 

英語 

[学力試験] 

数学/理科 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携し

た入学前教育を実施します。  
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(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

1月 12日(火)～ 

1月 25日(月)17時必着 
2月 3日(水) 本学 2月 12日(金) 2月 26日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

※合格者の辞退等により、募集人員に欠員が生じた場合は、電話により繰上げ合格の連絡を行うことがあります。 

 

(5)試験日日程 

 時間 

学科 
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～ 

看護学科 連 絡 
[学力試験] 

国語 

[学力試験] 

英語 

[学力試験] 

数学/理科 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携し

た入学前教育を実施します。  

 

6 

８. 学業特待選抜（Ⅰ期）〔専願・併願〕 

学業特待選抜（Ⅰ期）は、一般選抜(前期日程)の出願者のうち、とくに学業に優れた人を対象として行う選抜です。 

学業特待選抜〔専願〕と学業特待選抜〔併願〕があります。合格者には、奨学金として授業料相当額(800,000円)の

全額または半額が支給されます。なお、学業特待選抜が不合格の場合は、自動的に一般選抜(前期日程)出願者として、

国語および事前に申請した英語・数学・理科のいずれか 1教科で、合否判定を行います。この場合、受験料を別途追加

する必要はありません。 

 

(1)出願資格 

出願資格は本学の「一般選抜(前期日程)」の出願資格を満たしている者です。 

ａ 学業特待選抜〔専願〕 

本学の学業特待選抜を専願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合にはかならず本学

へ入学していただきます。学業特待選抜が不合格で、一般選抜(前期日程)が合格の場合は、併願を可とします。この

選抜の採用枠は 4名前後です。 

ｂ 学業特待選抜〔併願〕 

本学の学業特待選抜を併願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合は、本学へ入学した

場合にのみ奨学金が支給されます。この選抜の採用枠は 4名前後です。 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 
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(3)試験方法 

学力試験 3教科(国語、英語および数学・理科のいずれか 1教科)および面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

学科 
学力試験(３教科) 

教科 科目 必須、選択の区別 

看護学科 

国語 国語総合(古文・漢文を除く)＋現代文 必須 

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(ﾘｽﾆﾝｸﾞは含まない) 必須 

数学 数学Ⅰ＋数学Ⅱ(「微分・積分の考え」を除く) 
１教科選択 

理科 生物基礎＋化学基礎 

※国語は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。 

※学力試験は「標準得点方式」を用いて調整します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

1月 12日(火)～ 

1月 25日(月)17時必着 
2月 3日(水) 本学 2月 12日(金) 2月 26日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

 時間 

学科 
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～ 

看護学科 連 絡 
[学力試験] 

国語 

[学力試験] 

英語 

[学力試験] 

数学/理科 
個人面接 

 

(6)その他 

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携し

た入学前教育を実施します。  

10
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(3)試験方法

学力試験 3教科(国語、英語および数学・理科のいずれか 1教科)および面接の結果を多面的、総合的に判定します。

学科
学力試験(３教科)

教科 科目 必須、選択の区別

看護学科

国語 国語総合(古文・漢文を除く)＋現代文 必須

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(ﾘｽﾆﾝｸﾞは含まない) 必須

数学 数学Ⅰ＋数学Ⅱ(「微分・積分の考え」を除く)
１教科選択

理科 生物基礎＋化学基礎

※国語は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。

※学力試験は「標準得点方式」を用いて調整します。

(4)試験日程

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

1月 12日(火)～

1月 25日(月)17時必着
2月 3日(水) 本学 2月 12日(金) 2月 26日(金)17時必着

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。

(5)試験日日程

時間

学科
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～

看護学科 連 絡
[学力試験]

国語

[学力試験]

英語

[学力試験]

数学/理科
個人面接

(6)その他

合格者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につなげるため、各高等学校とも連携し

た入学前教育を実施します。

7 

９. 一般選抜（中期日程）

(1)出願資格

次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和 3年 3月卒業見込みの者

② 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および令和 3年 3月修了見込みの者

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

(例:高等学校卒業程度認定試験合格者)および令和 3年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者

④ 本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者(願書受付開始の 1か月前までに鳥取看護大

学 入試広報課へお問い合せください)

(2)出願手続

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出

願

書

類

一

式

① 入学願書、受験票

受験確認票
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒

（巻末の封筒 長形 3号）

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

（簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。

(3)試験方法

書類審査・学力試験 2教科(国語および英語・数学・理科のいずれか 1教科)・面接の結果を多面的、総合的に判定します。

学科 
学力試験(２教科) 

教科 科目 必須、選択の区別 

看護学科 

国語 国語総合(古文・漢文を除く)＋現代文 必須 

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(ﾘｽﾆﾝｸﾞは含まない)

１教科選択 数学 数学Ⅰ＋数学Ⅱ(「微分・積分の考え」を除く) 

理科 生物基礎＋化学基礎 

※国語は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含み

ます。

※学力試験は「標準得点方式」を用いて調整します。

11



8 

１０. 学業特待選抜（Ⅱ期）〔専願・併願〕 

学業特待選抜（Ⅱ期）は、一般選抜(中期日程)の出願者のうち、とくに学業に優れた人を対象として行う選抜です。 

学業特待選抜〔専願〕と学業特待選抜〔併願〕があります。合格者には、奨学金として授業料相当額(800,000円)の

全額または半額が支給されます。なお、学業特待選抜が不合格の場合は、自動的に一般選抜(中期日程)出願者として、

国語および事前に申請した英語・数学・理科のいずれか 1教科で、合否判定を行います。この場合、受験料を別途追加

する必要はありません。 

 

(1)出願資格 

出願資格は本学の「一般選抜(中期日程)」の出願資格を満たしている者です。 

ａ 学業特待選抜〔専願〕 

本学の学業特待選抜を専願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合にはかならず本学

へ入学していただきます。学業特待選抜が不合格で、一般選抜(中期日程)が合格の場合は、併願を可とします。この

選抜の採用枠は 3名前後です。 

ｂ 学業特待選抜〔併願〕 

本学の学業特待選抜を併願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合は、本学へ入学した

場合にのみ奨学金が支給されます。この選抜の採用枠は 3名前後です。 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 
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(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 会場 合格発表 入学手続期間 

2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)17時必着  
2月 20日(土) 本学 2月 28日(日) 3月 12日(金)17時必着  

  ※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

 時間 

学科 
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～ 

看護学科 連 絡 
[学力試験] 

国語 

[学力試験] 

英語 

[学力試験] 

数学/理科 
個人面接 
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１０. 学業特待選抜（Ⅱ期）〔専願・併願〕 

学業特待選抜（Ⅱ期）は、一般選抜(中期日程)の出願者のうち、とくに学業に優れた人を対象として行う選抜です。 

学業特待選抜〔専願〕と学業特待選抜〔併願〕があります。合格者には、奨学金として授業料相当額(800,000円)の

全額または半額が支給されます。なお、学業特待選抜が不合格の場合は、自動的に一般選抜(中期日程)出願者として、

国語および事前に申請した英語・数学・理科のいずれか 1教科で、合否判定を行います。この場合、受験料を別途追加

する必要はありません。 

 

(1)出願資格 

出願資格は本学の「一般選抜(中期日程)」の出願資格を満たしている者です。 

ａ 学業特待選抜〔専願〕 

本学の学業特待選抜を専願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合にはかならず本学

へ入学していただきます。学業特待選抜が不合格で、一般選抜(中期日程)が合格の場合は、併願を可とします。この

選抜の採用枠は 3名前後です。 

ｂ 学業特待選抜〔併願〕 

本学の学業特待選抜を併願として受験する者を対象とします。学業特待生として合格した場合は、本学へ入学した

場合にのみ奨学金が支給されます。この選抜の採用枠は 3名前後です。 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 
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(3)試験方法 

学力試験 3教科(国語、英語および数学・理科のいずれか 1教科)および面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

学科 
学力試験(３教科) 

教科 科目 必須、選択の区別 

看護学科 

国語 国語総合(古文・漢文を除く)＋現代文 必須 

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(ﾘｽﾆﾝｸﾞは含まない) 必須 

数学 数学Ⅰ＋数学Ⅱ(「微分・積分の考え」を除く) 
１教科選択 

理科 生物基礎＋化学基礎 

※国語は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含み 

ます。 

※学力試験は「標準得点方式」を用いて調整します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)17時必着 
2月 20日(土) 本学 2月 28日(日) 3月 12日(金)17時必着 

※選考結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

 時間 

学科 
8:40～8:50 9:10～10:10 10:30～11:30 11:50～12:50 13:20～ 

看護学科 連 絡 
[学力試験] 

国語 

[学力試験] 

英語 

[学力試験] 

数学/理科 
個人面接 
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１１. 一般選抜（後期日程） 
 

(1)出願資格 

次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和 3年 3月卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および令和 3年 3月修了見込みの者 

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 

(例:高等学校卒業程度認定試験合格者)および令和 3年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者 

④ 本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者(願書受付開始の 1か月前までに鳥取看護大

学 入試広報課へお問い合せください) 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 

受験確認票 
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 調査書 

出身学校で作成し厳封されたもの(調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 活動記録報告書 本学所定の用紙（学生募集要項の巻末） 

⑤ 合否通知書送付用切手 492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
30,000円(郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。 

小論文は、文章の内容を的確に把握したうえで、批判的・論理的に考えをまとめさせるなどし、「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を評価します。 

 

(4)試験日程 

願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

2月 22日(月)～ 

3月 4日(木)17時必着  
3月 11日(木) 本学 3月 18日（木） 3月 24日(水)17時必着  

  ※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

 

(5)試験日日程 

時間  

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(文章読解型) 

800字程度 
個人面接 
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１２. 大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期・Ⅱ期） 
 

(1)出願資格 

令和 3年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目を受験した者で入学後の学習目標を明確に持っている

者です。 

 

(2)出願手続 

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出 

願 

書 

類 

一 

式 

① 入学願書、受験票 本学所定の用紙 (学生募集要項の巻末) 

② 写真(1枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書に貼付してください) 

③ 調査書 

出身の高等学校等で作成したもの (調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください) 

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。 

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。 

④ 志望理由書・活動記録

報告書 本学所定の用紙(学生募集要項の巻末) 

⑤ 合否通知書送付用切手 
Ⅰ期：670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

Ⅱ期：492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑥ 受験票送付用封筒 

 （巻末の封筒 長形 3号） 

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

 (簡易書留・速達扱い) 

⑦ 受験料 
20,000円 (郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

 

(3)試験方法 

書類審査・大学入学共通テストの結果を総合して判定します。 

教科 科目 必須・選択区別 配点 

国語 国語(近代以降の文章) 必須 

各 100点 

外国語 英語(リーディング、リスニング) 

3教科の中で 

高得点の 

2教科を選択 

数学 
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

のうち高得点の 1科目 

理科 
理科①「物理基礎」「生物基礎」「化学基礎」「地学基礎」のうち 2科目

の合計点あるいは理科②「生物」「化学」のうち高得点の 1科目 

 

(4)試験日程 

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日 

Ⅰ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)17時必着  本学での個別 

試験等は 

実施しません 

2月 28日(日) 3月 12日(金)17時必着  

Ⅱ期 
2月 22日(月)～ 

3月  4 日(木)17時必着  
3月 18日(木) 3月 24日(水)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 
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１２. 大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

(1)出願資格

令和 3年度大学入学共通テストにおいて本学が指定する教科・科目を受験した者で入学後の学習目標を明確に持っている

者です。

(2)出願手続

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。

出

願

書

類

一

式

① 入学願書、受験票 本学所定の用紙 (学生募集要項の巻末)

② 写真(1枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書に貼付してください)

③ 調査書

出身の高等学校等で作成したもの (調査書が発行できない場合は、出願前に鳥

取看護大学 入試広報課までお問い合せください)

高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。

高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

④ 志望理由書・活動記録

報告書
本学所定の用紙(学生募集要項の巻末)

⑤ 合否通知書送付用切手
Ⅰ期：670円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。

Ⅱ期：492円分(簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。

⑥ 受験票送付用封筒

（巻末の封筒 長形 3号）

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの

(簡易書留・速達扱い)

⑦ 受験料
20,000円 (郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください)

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。

(3)試験方法

書類審査・大学入学共通テストの結果を総合して判定します。

教科 科目 必須・選択区別 配点

国語 国語(近代以降の文章) 必須

各 100点

外国語 英語(リーディング、リスニング)

3教科の中で

高得点の

2教科を選択

数学
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」

のうち高得点の 1科目

理科
理科①「物理基礎」「生物基礎」「化学基礎」「地学基礎」のうち 2科目

の合計点あるいは理科②「生物」「化学」のうち高得点の 1科目

(4)試験日程

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表 入学手続締切日

Ⅰ期
2月 1日(月)～

2月 15日(月)17時必着 本学での個別

試験等は

実施しません

2月 28日(日) 3月 12日(金)17時必着

Ⅱ期
2月 22日(月)～

3月 4 日(木)17時必着
3月 18日(木) 3月 24日(水)17時必着

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。

11

１３. 社会人選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）

社会人選抜は、すでに高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人（高等学校卒業と同等以上の学力がある者も含

む）が社会人として生活し、大学でさらなる学びを求める人を対象として行います。 

社会人選抜を「専願」で受験し合格した場合は、入学金 30万円を免除します。 

(1)出願資格

高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者（高等学校卒業と同等以上の学力がある者を含む）で、卒業後、令和

3 年 3 月 31 日時点で 3 年以上の社会経験（パート、アルバイト等を含む、ただし大学や専門学校など教育機関への

在籍期間は含まない）を有する者で、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

※高等学校卒業と同等以上の学力がある者とは

通常の課程による 12年の学校教育を修了した者、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(例:高等学校卒業程度認定試験合格者)、および本学の個別の入学資格審

査により、上記に該当すると認められた者(願書受付開始の 1 か月前までに鳥取看護大学 入試広報課へお問い合せ

ください)が該当します。 

(2)出願手続

下記の出願書類一式を巻末の封筒(角形 2 号)を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送して

ください。持参される場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取看護大学 入試広報課へお持ちください。 

出

願

書

類

一

式

① 入学願書、受験票

受験確認票
本学所定の用紙 (学生募集要項の巻末) 

② 写真(3枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書、受験票、受験確認票に貼付してください) 

③ 志望理由書 本学所定の用紙 (学生募集要項の巻末) 

④ 履歴書 本学所定の用紙 (学生募集要項の巻末) 

⑤ 高等学校卒業証明書
出身学校で作成したもの (高等学校卒業と同等以上の学力がある者の場合は、

証明する書類を提出してください) 

⑥ 合否通知書送付用切手 670円分 (簡易書留・配達日指定扱い)の切手を同封してください。 

⑦ 受験票送付用封筒

（巻末の封筒 長形 3号）

住所、氏名を明記し、694円分の切手を貼付したもの 

(簡易書留・速達扱い) 

⑧ 受験料
30,000円 (郵便局にて普通為替証書を購入し、同封してください。 

普通為替証書には受取人名等何も記入しないでください) 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。

(3)試験方法

書類審査・小論文・面接の結果を多面的、総合的に判定します。

(4)試験日程

選抜区分 願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日 

Ⅰ期 
11月 10日(火)～ 

11月 20日(金)17時必着 
11月 29日(日) 

本学 

12月 6日(日) 12月 18日(金)17時必着 

Ⅱ期 
2月 1日(月)～ 

2月 15日(月)17時必着 
2月 20日(土) 2月 28日(日) 3月 12日(金)17時必着 

※試験結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。

(5)試験日日程

時間 

学科 
9:30～9:40 10:00～11:00 11:30～ 

看護学科 連 絡 
小論文(文章読解型) 

800字程度 
個人面接 

17
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１４. 入学手続

本学を受験された人には、各選抜区分の合格発表日に、(配達日指定・簡易書留にて)合否通知書を送付いたします。

合格された場合、合格通知書と併せて入学手続に関する書類を送付しますので、入学手続期間内に入学手続を完了して

ください。入学手続を完了した方には、後日、入学手続完了通知および入学式の案内等を送付いたします。 

入学手続締切日までに入学手続をしないときは、入学の許可を取り消します。 

選抜区分 入学手続期間 

学校推薦型選抜・指定校推薦 令和 2年 12月 1 日(火) ～ 令和 2年 12月 11日(金)17時必着 

学校推薦型選抜・公募推薦 

社会人選抜(Ⅰ期) 
令和 2年 12月 7 日(月) ～ 令和 2年 12月 18日(金)17時必着 

一般選抜(前期日程) 

学業特待選抜(Ⅰ期) 
令和 3年 2 月 12日(金) ～ 令和 3年 2 月 26日(金)17時必着 

一般選抜(中期日程) 

学業特待選抜(Ⅱ期) 

大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期) 

社会人選抜(Ⅱ期) 

令和 3年 3 月 1 日(月) ～ 令和 3年 3 月 12日(金)17時必着 

一般選抜(後期日程) 

大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期) 
令和 3年 3 月 18日(木) ～ 令和 3年 3 月 24日(水)17時必着 

１５. 学費

(1)入学金・学費

入学した年に納入する入学金および学費(授業料、教育・設備充実費、実習費)は下記のとおりです。

(以下、金額の単位は円とする) 

入学金(入学時のみ) 300,000 

授業料(1年間分) 800,000 

教育・設備充実費(1年間分) 350,000 

実習費(1年間分) 300,000 

合計 1,750,000 

(2)諸会費等

上記の入学金および学費のほかに、後援会費、学友会費、同窓会費(4年次のみ)、学生教育研究災害傷害保険・

付帯賠償責任保険(4年間分)が必要になります。 

後援会費(１年間分) 20,000 

学友会費(１年間分) 6,000 

学生教育研究災害傷害保険・ 

付帯賠償責任保険(4年間分) 
4,720 

同窓会費(4年次のみ) 10,000 

※学生教育研究災害傷害保険、付帯賠償責任保険の金額が改定された場合はその改定額とします。

18
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１４. 入学手続

本学を受験された人には、各選抜区分の合格発表日に、(配達日指定・簡易書留にて)合否通知書を送付いたします。

合格された場合、合格通知書と併せて入学手続に関する書類を送付しますので、入学手続期間内に入学手続を完了して

ください。入学手続を完了した方には、後日、入学手続完了通知および入学式の案内等を送付いたします。

入学手続締切日までに入学手続をしないときは、入学の許可を取り消します。

選抜区分 入学手続期間

学校推薦型選抜・指定校推薦 令和 2年 12月 1 日(火) ～ 令和 2年 12月 11日(金)17時必着

学校推薦型選抜・公募推薦

社会人選抜(Ⅰ期)
令和 2年 12月 7 日(月) ～ 令和 2年 12月 18日(金)17時必着

一般選抜(前期日程)

学業特待選抜(Ⅰ期)
令和 3年 2 月 12日(金) ～ 令和 3年 2 月 26日(金)17時必着

一般選抜(中期日程)

学業特待選抜(Ⅱ期)

大学入学共通テスト利用選抜(Ⅰ期)

社会人選抜(Ⅱ期)

令和 3年 3 月 1 日(月) ～ 令和 3年 3 月 12日(金)17時必着

一般選抜(後期日程)

大学入学共通テスト利用選抜(Ⅱ期)
令和 3年 3 月 18日(木) ～ 令和 3年 3 月 24日(水)17時必着

１５. 学費

(1)入学金・学費

入学した年に納入する入学金および学費(授業料、教育・設備充実費、実習費)は下記のとおりです。

(以下、金額の単位は円とする)

入学金(入学時のみ) 300,000 

授業料(1年間分) 800,000 

教育・設備充実費(1年間分) 350,000 

実習費(1年間分) 300,000 

合計 1,750,000 

(2)諸会費等

上記の入学金および学費のほかに、後援会費、学友会費、同窓会費(4年次のみ)、学生教育研究災害傷害保険・

付帯賠償責任保険(4年間分)が必要になります。

後援会費(１年間分) 20,000 

学友会費(１年間分) 6,000 

学生教育研究災害傷害保険・

付帯賠償責任保険(4年間分)
4,720 

同窓会費(4年次のみ) 10,000 

※学生教育研究災害傷害保険、付帯賠償責任保険の金額が改定された場合はその改定額とします。
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(3)入学手続時の納入方法について

入学手続時に納入する入学金、学費および諸会費等は、「一括納入」または「分割納入」のいずれかの方法による

納入となります。入学手続に関する書類を確認の上、納入してください。 

①一括納入の場合

以下の金額を入学手続締切日までに納入してください。(選抜区分によって入学手続期間が異なります)

入学金 300,000 

学費 1,450,000 

諸会費等 30,720 

合計 1,780,720 

②分割納入の場合

入学手続時には、入学金(300,000 円)のみを納入します。1 年次の学費(授業料、教育・設備充実費、実習費)は、

入学後、下表のとおり 4期に分けて納入します。

諸会費等(後援会費、学友会費、学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険)は、第 1期に学費とともに納入し

てください。 

学費等の納入には、ゆうちょ銀行の口座振替がご利用いただけます。(口座振替日を必ずご確認ください） 

入学手続時 第 1期 第 2期 第 3期 第 4期 

納入締切日 入学手続締切日 4月末 6月末 10月末 12月 27日(月) 

ゆうちょ銀行口座振替日 4月 26日(月) 6月 25日(金) 10月 25日(月) 12月 27日(月) 

入学金 300,000 

学費 370,000 360,000 360,000 360,000 

諸会費等 30,720 

合計 300,000 400,720 360,000 360,000 360,000 

(4)２年次以降の納入金について

2 年次以降の納入金は、入学金(300,000 円)と学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険(4,720 円)を除いた

学費(1年間分)1,450,000円、後援会費(1年間分)20,000円および学友会費(1年間分)6,000円となります。 

また、4年次には同窓会費(10,000円)が加わります。ただし、学費等が改定された場合は、その改定額とします。 

(5)その他の必要経費

履修する授業科目によっては、材料費などの実費を徴収することがあります。
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１６. その他

(1)受験および就学上の配慮について

受験および就学上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の 1か月前までに鳥取看護大学 入試広報課ま

でお問い合せください。 

(2)感染症（インフルエンザ等）に罹患した場合の対応について

試験当日、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患し、治癒していない場

合、他の受験者や試験監督者等に感染する恐れがありますので、受験をご遠慮願います。その場合は、試験日の 9時

までに鳥取看護大学 入試広報課までご連絡ください。 

(3)入学辞退について

入学手続完了後に入学の辞退を希望する場合は、必ず本学所定の入学辞退届出用紙を請求のうえ、令和 3 年 3 月

3 1日(水)17:00〔必着〕までに提出してください。入学辞退届を直接持参する場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥

取看護大学 入試広報課へお持ちください。令和 3年 3月 3 1日(水)17:00〔必着〕までに入学辞退の手続を完了し

た場合、一括納入された方は入学金(300,000円)を除く納入金を返還いたします。 

(4)鳥取短期大学を併願する場合の取り扱いについて

鳥取看護大学に入学手続をした人が鳥取短期大学を受験して合格し、同短期大学に入学を希望する場合は、鳥取看

護大学に入学辞退届を提出してください。書類の確認後、鳥取看護大学に納入した入学金(300,000円)と鳥取短期大

学の入学金(240,000円)の差額(60,000円)を返還します。 

逆に、鳥取短期大学に入学手続をした人が鳥取看護大学を受験して合格し、同大学に入学を希望する場合は、鳥取

短期大学に入学辞退届を提出してください。その後、鳥取看護大学との入学金の差額(60,000 円)を納入していただ

きます。 

(5)「シグナスの丘」緑の募金について

学内の環境美化保全のため、入学者を対象に「シグナスの丘」緑の募金への協力をお願いしております。

募集の詳細については、入学後別途ご案内する予定としております。

(6)編入学・転入学について

鳥取看護大学に編入学・転入学を希望される方は、鳥取看護大学 入試広報課までお問い合せください。

20
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１６. その他 
 

(1)受験および就学上の配慮について 

受験および就学上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の 1か月前までに鳥取看護大学 入試広報課ま

でお問い合せください。 

 

(2)感染症（インフルエンザ等）に罹患した場合の対応について 

試験当日、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患し、治癒していない場

合、他の受験者や試験監督者等に感染する恐れがありますので、受験をご遠慮願います。その場合は、試験日の 9時

までに鳥取看護大学 入試広報課までご連絡ください。 

 

(3)入学辞退について 

入学手続完了後に入学の辞退を希望する場合は、必ず本学所定の入学辞退届出用紙を請求のうえ、令和 3 年 3 月

29日(月)17:00〔必着〕までに提出してください。入学辞退届を直接持参する場合は、平日 9:00～17:00 の間に鳥取

看護大学 入試広報課へお持ちください。令和 3年 3月 29日(月)17:00〔必着〕までに入学辞退の手続を完了した場

合、一括納入された方は入学金(300,000円)を除く納入金を返還いたします。 

 

(4)鳥取短期大学を併願する場合の取り扱いについて 

鳥取看護大学に入学手続をした人が鳥取短期大学を受験して合格し、同短期大学に入学を希望する場合は、鳥取看

護大学に入学辞退届を提出してください。書類の確認後、鳥取看護大学に納入した入学金(300,000円)と鳥取短期大

学の入学金(240,000円)の差額(60,000円)を返還します。 

逆に、鳥取短期大学に入学手続をした人が鳥取看護大学を受験して合格し、同大学に入学を希望する場合は、鳥取

短期大学に入学辞退届を提出してください。その後、鳥取看護大学との入学金の差額(60,000 円)を納入していただ

きます。 

 

(5)「シグナスの丘」緑の募金について 

学内の環境美化保全のため、入学者を対象に「シグナスの丘」緑の募金への協力をお願いしております。 

募集の詳細については、入学後別途ご案内する予定としております。 

 

(6)編入学・転入学について 

鳥取看護大学に編入学・転入学を希望される方は、鳥取看護大学 入試広報課までお問い合せください。 
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１７. 奨学金制度（給付型・入学金免除型・貸与型） 

●鳥取看護大学奨学金（給付型・出願時申請） 

学業特待選抜の成績優秀者に対して、学業特待生として、授業料相当額(800,000 円)の全額または半額の本学独自

の奨学金を支給します。奨学金を希望する人は学業特待選抜を受験してください。 

特待生の期間は 1年を単位とします。進級する時点で、継続希望者は改めて所定の手続をし、審査を受けます。こ

の奨学金は、返済の必要はありません。 

●鳥取看護大学ファミリー支援（入学金免除型・出願時申請） 

家族(兄弟・姉妹・親子〔2親等内〕)が鳥取看護大学、鳥取看護大学大学院、鳥取短期大学または鳥取短期大学 専

攻科に同時に入学もしくは出願時に在籍する場合、経済的負担を軽減するために、入学金(300,000円)を免除する制

度です。 

出願時に家族が鳥取看護大学、鳥取看護大学大学院、鳥取短期大学または鳥取短期大学 専攻科に在籍しているす

べての入学予定者に対して、入学金を免除します。 

また、同一家族が 2人以上で鳥取看護大学、鳥取看護大学大学院、鳥取短期大学または鳥取短期大学 専攻科に同

時に入学する場合は、2人目以降の入学金を免除します。申請対象者はすべての試験において専願の受験者です。 

この支援制度を希望する人は、入学願書を提出する際、本支援制度の願書を一緒に提出してください。願書一式

は、鳥取看護大学 入試広報課へ請求してください。 

●鳥取短期大学卒業生支援（入学金免除型・出願時申請） 

出願時において、鳥取短期大学の卒業生あるいは卒業見込みの方に対して、入学金(300,000円)を免除する制度で

す。申請対象者はすべての試験において専願の受験者です。この支援制度を希望する人は、入学願書を提出する際、

本支援制度の願書を一緒に提出してください。願書一式は、鳥取看護大学 入試広報課へ請求してください。 

●鳥取看護大学社会人支援（入学金免除型・申請不要） 

社会人選抜を「専願」で受験し合格した社会人に対して、入学金(300,000円)を免除する制度です。この奨学金は、

事前の申請は不要です。 

●鳥取看護大学同窓会奨励会（支給型） 

勉学や課外活動等に積極的に取り組み優れた成果をあげている学生に対して、審査により、鳥取看護大学同窓会

「ふたば会」より QUＯカード 3万円が支給されます。 

詳しくは、入学後、鳥取看護大学 学生係へお問い合せください。  
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●鳥取県看護職員修学資金（貸与型・入学後申請） 

鳥取県では、県内の看護職員を増やすことおよび資質の向上を図ることを目的に、将来、鳥取県内で看護職員とし

て就業する意思のある看護学生の方々に対する修学資金制度を設けています。 

 

１ 貸付対象者 

看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、 

卒業後、鳥取県内の医療機関等で看護職員として従事する意思のある方です。鳥取県外の出身者も申請 

が可能です。 

２ 貸付月額 

61,000 円／月(私立の看護系大学の場合) 

３ 返還 

貸与型ですので返還が必要ですが、鳥取県内の医療機関等で看護職員として就業している間は、申請 

により返還が猶予され、就業して 5年間が経過したときは申請により返還が全額あるいは半額免除され 

ます。県外の医療機関への就業等により返還する場合は、貸付期間と同じ月数で返還することになります。 

４ 制度の詳細についてのお問い合せ等 

鳥取県医療政策課医療人材確保室 

電    話  0857-26-7190 

ホームページ  http://www.pref.tottori.lg.jp/63573.htm 

   ※この修学資金の申請希望者は、入学後、鳥取看護大学 学生係へお問い合せください。 

※記載されている情報は、令和 2年 6月現在のものです。最新の情報は上記ホームページにて 

必ずご確認ください。 

 

●高等教育の修学支援制度・日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構の定める基準に該当する人は、下記の制度を利用することができます。詳しくは、入学後、鳥取

看護大学 学生係へお問い合せください。 

  また、高等学校在学中に申し込みを行う「大学等予約採用」制度があります。申請時期・方法等は在学中の高等学校

にお問い合せください。 

 

名  称 金  額 

給付奨学金（給付型） 

月額 自宅通学者は 1.3万円～3.8万円程度 

   自宅外通学者は 2.5万円～7.6万円程度 

※3つの採用区分に応じて決定します。 

高等教育の修学支援制度 

※上記「給付奨学金」採用者 

授業料は最大 70万円程度、入学金は最大 26万円程度の免除・減額

を受けることができます。 

※3つの採用区分に応じて決定します。 

第一種奨学金（貸与型・無利子） 
月額 2万円～ 

 自宅通学者は最大 5.4万円/自宅外通学者は最大 6.4万円 

第二種奨学金（貸与型・有利子） 月額 2万円～12万円（通学形態は問わず） 

●その他の奨学金 

島根「ふるさと」看護奨学金、各病院の奨学金、鳥取県育英会奨学金、あしなが育英会奨学金、交通遺児育英会奨

学金、母子・父子福祉資金、各都道府県および諸団体法人等で運営している奨学金などがあります。詳しくは、入学

後、鳥取看護大学 学生係へお問い合せください。 

 

●各種教育ローン 

  本学に入学時、在学中にかかる費用を対象とした各種教育ローンがあります。詳しくは本学ホームページをご覧く

ださい。 
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●鳥取県看護職員修学資金（貸与型・入学後申請） 

鳥取県では、県内の看護職員を増やすことおよび資質の向上を図ることを目的に、将来、鳥取県内で看護職員とし

て就業する意思のある看護学生の方々に対する修学資金制度を設けています。 

 

１ 貸付対象者 

看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、 

卒業後、鳥取県内の医療機関等で看護職員として従事する意思のある方です。鳥取県外の出身者も申請 

が可能です。 

２ 貸付月額 

61,000 円／月(私立の看護系大学の場合) 

３ 返還 

貸与型ですので返還が必要ですが、鳥取県内の医療機関等で看護職員として就業している間は、申請 

により返還が猶予され、就業して 5年間が経過したときは申請により返還が全額あるいは半額免除され 

ます。県外の医療機関への就業等により返還する場合は、貸付期間と同じ月数で返還することになります。 

４ 制度の詳細についてのお問い合せ等 

鳥取県医療政策課医療人材確保室 

電    話  0857-26-7190 

ホームページ  http://www.pref.tottori.lg.jp/63573.htm 

   ※この修学資金の申請希望者は、入学後、鳥取看護大学 学生係へお問い合せください。 

※記載されている情報は、令和 2年 6月現在のものです。最新の情報は上記ホームページにて 

必ずご確認ください。 

 

●高等教育の修学支援制度・日本学生支援機構奨学金 

日本学生支援機構の定める基準に該当する人は、下記の制度を利用することができます。詳しくは、入学後、鳥取

看護大学 学生係へお問い合せください。 

  また、高等学校在学中に申し込みを行う「大学等予約採用」制度があります。申請時期・方法等は在学中の高等学校

にお問い合せください。 

 

名  称 金  額 

給付奨学金（給付型） 

月額 自宅通学者は 1.3万円～3.8万円程度 

   自宅外通学者は 2.5万円～7.6万円程度 

※3つの採用区分に応じて決定します。 

高等教育の修学支援制度 

※上記「給付奨学金」採用者 

授業料は最大 70万円程度、入学金は最大 26万円程度の免除・減額

を受けることができます。 

※3つの採用区分に応じて決定します。 

第一種奨学金（貸与型・無利子） 
月額 2万円～ 

 自宅通学者は最大 5.4万円/自宅外通学者は最大 6.4万円 

第二種奨学金（貸与型・有利子） 月額 2万円～12万円（通学形態は問わず） 

●その他の奨学金 

島根「ふるさと」看護奨学金、各病院の奨学金、鳥取県育英会奨学金、あしなが育英会奨学金、交通遺児育英会奨

学金、母子・父子福祉資金、各都道府県および諸団体法人等で運営している奨学金などがあります。詳しくは、入学

後、鳥取看護大学 学生係へお問い合せください。 

 

●各種教育ローン 

  本学に入学時、在学中にかかる費用を対象とした各種教育ローンがあります。詳しくは本学ホームページをご覧く

ださい。 
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１８. シグナス寮（女子学生寮） 

●所在地     鳥取県倉吉市上井町 1丁目 1番(ＪＲ倉吉駅まで徒歩 3分、大学まで徒歩 18分) 

 

●定 員     96名(全室個室)・・・・・鳥取短期大学との共用 

 

●費 用     ・入寮費 ： 30,000円(入寮時のみ)  ・寮 費 ： 20,000円/月 

         ・共用光熱水費 ： 3,000円/月    ・寮会費(催事等) ： 2,000円/年 

      

●入寮期間    在寮できる期間は原則として 2年間ですが、翌年度の入寮状況等により延長が可能となる場合が 

         あります。なお、進級時には残寮の適否について面談を行います。 

 

●個室設備    机、椅子、本棚、ベッド、クローゼット、冷蔵庫、エアコン、トイレ、洗面所 

 

●共用設備    ラウンジ、浴室、ＬＡＮ設備、各ブロックにコミュニティキッチン、ランドリーなど 

 

●入寮までの流れ 入学願書の入寮希望欄で「有」を選択された方の合格通知に「入寮願」を同封しますので、必要事

項を記入して提出してください。記入いただいた「入寮を希望する理由」などを用いて総合的に選

考し入寮者を決定します。 

 

●その他      1.自炊となります。近くにコンビニやショッピングセンターがあります。 

          2.テレビ持ち込みの場合、ＮＨＫ受信料は各自が負担してください。 

          3.各部屋の家電製品等の使用に伴う電気代は各自が負担してください。 

4.ＪＲ倉吉駅前 5番バスのりばから無料のスクールバスが運行しています。 

 

※入寮できなかった場合や寮以外の物件を検討されている場合は、近隣のアパート等を紹介しています。 

詳しくは鳥取看護大学 入試広報課にお問い合せください。 
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