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入試区分 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

総合型選抜Ⅰ期
資格審査期間 ネット出願受付 書類提出期間 試験 合格発表 入学手続き期限

7/11
～

7/15
（必着）

8/1
～

8/31

9/1
～

9/12
（締切日必着）

9/17 9/22
9/22

～
10/13

推薦型・特別選抜
資格審査期間 ネット出願受付 書類提出期間 試験 合格発表 入学手続き期限

なし
9/1
～

9/30

10/1
～

10/12
（締切日必着）

10/15 10/21
10/21

～
11/14

総合選抜型Ⅱ期
資格審査期間 ネット出願受付 書類提出期間 試験 合格発表 入学手続き期限

9/20
～

9/26
（必着）

10/10
～

10/28

10/17
～

10/28
（締切日必着）

11/5 11/11
11/11

～
11/28

一般選抜Ⅰ期
資格審査期間 ネット出願受付 書類提出期間　 試験 合格発表 入学手続き期限

10/3
～

10/7
（必着）

10/24～11/18
11/7

～
11/18

（締切日必着）
11/26 12/2

12/2
～

12/22

一般選抜Ⅱ期

資格審査期間 ネット出願願書受付 書類提出期間 試験 合格発表 入学手続き期限
11/14

～
11/18

（必着）

12/5
～

1/13
書類提出 1/13（必着）

1/4
～

1/13
（締切日必着）

1/21 1/27
1/27
～

2/13

一般選抜Ⅲ期
資格審査期間 ネット願書受付 書類提出期間　 試験 合格発表 入学手続き期限

1/4
～

1/6
（必着）

1/16
～

2/10

1/30
～

2/10
（締切日必着）

2/15 2/21
2/21

～
3/13

2023年度入学試験スケジュール

募集定員　　　　　　　
課　程　名 学科名 区　分 修業年限 入学定員 卒業後の資格

社会福祉専門課程 介護福祉学科 昼間部 ２年 ４０名 介護福祉士国家試験受験資格
レクリエーションインストラクター資格

医 療 専 門 課 程
理学療法学科 昼間部 ３年 ６０名 理学療法士国家試験受験資格
作業療法学科 昼間部 ３年 ３０名 作業療法士国家試験受験資格
言語聴覚学科 昼間部 ３年 ３０名 言語聴覚士国家試験受験資格

※全学科、それぞれの課程の専門士（文部科学大臣認定）の称号が付与されます。また、大学編入試験の受験が可能です。

受験料

入試区分 学　科 金額

全入試区分共通

理学療法学科
20,000円作業療法学科

言語聴覚学科
介護福祉学科 3,000円

選考方法
学　科

入試区分
理学療法学科

定員60名
作業療法学科

定員30名
言語聴覚学科

定員30名
介護福祉学科

定員40名
総合型選抜

（旧AO入試・社会人入試）Ⅰ期・Ⅱ期 面接・書類選考

面接・
書類選考

推薦型選抜 高校推薦 小論文・面接・書類選考特別選抜 特別選抜
一般選抜 Ⅰ～Ⅲ期 国語総合（古文・漢文を除く※マークシート方式）・

面接・書類選考

アドミッションポリシー

１．教育理念
「真・善・美」の全人教育を基盤として、「生命の尊さ」への深い理解と「人間愛」を育み、豊か
な知性、感性、強い意志のある人間を形成し、専門職業人としての誇りと向上心を培う。「知
行合一」の精神で現代社会や保健・医療・福祉をめぐる環境の変化に対応し、社会に貢献で
きる有能な人材を育成する。

２．求める人材
1. 責任感が強く、人の身になって考え、行動できる人。
2. 医学・医療や介護、福祉に(強い)関心がある人。
3. 好奇心や探究心を持って主体的に学習に取り組むことができる人。
4. 様々な思考や立場の人にも共感を示し、円滑なコミュニケーションができる人。
5. 謙虚さや柔軟性があり、多様な人 と々協調して成長できる人。
6. 生活に支障がある人を思いやり、情熱を持って支援や介護ができる人。

※併願の受験料について
同一入試区分において複数学科を併願する場合、追加の受験料は不要です。
※再受験の受験料について
2023年度入試を再受験する場合は、受験料を免除とする。
尚、学校法人おもと会沖縄看護専門学校の受験者も含む。
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インターネット出願について
本学院は、全ての入学試験において、インターネット出願システムによる出願となります。

インターネット出願利用手順

出願に必要なもの

事前準備

手順2

●『ネット出願アカウント登録』が完了後、  登録したメールアドレスとご自身で設定したパスワードでロ
グインできるようになります。
※初回のアカウント登録完了直後は、ログイン状態です。ログイン後にSTEP3出願登録にしたがって、出願登録を行います。

手順3

受験料のお支払い
●出願登録で選択したお支払い方法で、ネット出願受付期間内に受験料のお支払いを行います。

手順4

必要書類の郵送
●STEP5 郵送書類の郵送
にしたがって、出願完了メールに記載されている郵送書類の郵送を行い、出願を完了させてください。

手順5

受験票のプリントアウト
●出願書類・受験料の納入を本学院が確認後、ご登録のメールアドレスに通知が届きます。
　それ以降【マイページ】に受験番号が通知されます。
※試験日の３日前までに、各自受験票をプリントアウト（印刷）し、試験日当日は、ご持参ください。
　尚、受験票のプリントアウト（印刷）が出来ない場合は、本学院入試係までお問い合せください。

手順1

出願登録をする
●本学院の【インターネット出願ページ】へアクセスしてください。
https://www.syutsugan.net/okiriha/

●アクセスしたら、「インターネット出願の流れ」が掲載されています。
STEP1からSTEP2に従って、

『ネット出願アカウント登録』を行なってください。
※入力したメールアドレスに届く「ネット出願アカウント登録確認」メール内にある確認用URLをクリックして

登録を完了させてください。   

プリンター
出願完了後に受験票のプリントアウトが必要となります。白色のA4用紙に印刷できるプリ
ンターを用意してください。ご自宅にない場合は、コンビニエンスストアのプリントサービス
など、PDFファイルを印刷できる場所で印刷してください。

メールアドレス
出願完了や受験料入金確認、その他の連絡事項等をメールで通知いたします。メールアドレ
スをお持ちでない場合は、パソコン、スマートフォン等で利用可能なメールアドレスを取得の
上、出願手続きを行なってください。
フリーメール（GmailやYahoo!メールなど）や携帯電話のアドレスでも構いませんが、ドメイン指定受信を設定して
いる場合、【info@syutsugan.net】を受信できるよう設定してください。

顔写真データ
・出願前3ヵ月以内に撮影したもの
・カラー、正面向き(胸部より上)、無帽、無地の背景
出願登録を行う際に、受験者本人であることを証明できる顔写真データ(スマートフォンで撮影したものでOK)を
アップロードする必要があります。出願登録前に顔写真データを準備してください。

受験料の支払い方法を決めておく(コンビニ、クレジットカードなど)

インターネットの環境
※インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレットをご準備ください
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総合型選抜
総合型選抜について

本学院の総合型選抜は、従来の推薦入試や学力試験だけでは判断しがたい様々な能力や活動を、総合的
に判断しようとする入試制度です。

尚、本学院を専願することが条件です。第１志望学科（受験学科）の他に第2志望学科を選択することが
可能です。

出願資格

下記の１～４のいずれかの条件を満たす者。
１．⾼等学校を卒業した者、⼜は２０２３年3月卒業⾒込みの者。
２．⾼等学校卒業程度認定試験に合格し、２０２３年4月1日現在18歳以上の者。
３．学校教育法第90条第１項に定める者。（大学入学資格に関し⾼等学校卒業者と同等以上と認められる者）
４．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、⼜はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指
定した者で、２０２３年4月1日現在18歳以上の者。
※上記３．４に該当する者、その他⾼等学校卒業と同等以上の学力が認められる者は、事前に個別入学資格審査が必要となるため、本

学院へお問い合わせ頂き、所定の期間内（入学試験日程一覧表の資格審査申請期間を参照）に申請して下さい。

試験日程

入試区分 資格審査期間
（必着） ネット出願期間 出願書類提出期間

（締切⽇必着） 入学試験⽇ 合格発表⽇ 入学手続き期限

総合型
選抜

Ⅰ期 2022年
7/11(月)～7/15(金)

2022年
8/1（月）～8/31(水)

2022年
9/1 (木)～9/12 (月)

2022年
9/17（土）

2022年
9/22（金）

2022年
9/22（木）～10/13(木)

Ⅱ期 2022年
9/20(火)～9/26(月)

2022年
10/10（月）～10/28（金）

2022年
10/17(月)～10/28(金)

2022年
11/5（土）

2022年
11/11（金）

2022年
11/11(金)～11/28(月)

※資格審査は、学修歴などから、⾼等学校を卒業した者と同等以上の学力があるか否かを判断する審査です。なお、個別の入学資格審査はあくまで入学資格の有無にかかわる審
査です。この審査に合格した後に更に入学試験を受ける必要があります。　

選考方法

面接（面接課題を含む）・書類選考

併願について

総合型選抜において、第１志望学科（受験学科）の他に、第2志望学科を併願することができます。
第１志望学科が不合格になった場合、再判定を行い、併願した学科の合格基準を上回り、かつ面接の成績
も良好であった場合、併願学科を合格とします。
※第１志望学科が介護福祉学科の場合は、他学科の併願はできません。

試験内容（入学試験日のスケジュール）

⾯接⽇程については、ネット出願システムのマイページ（お知らせ）にて案内します。予定時刻の15分前ま
でに受付を済ませて下さい。

■理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科

受付 ⾯接

■介護福祉学科

受付 オリエンテーション ⾯接

■第2志望がある方
※面接については、第1志望学科及び第2志望学科の面接官が同室で行います。

受験に関する留意事項について

１．試験当日、ご持参頂くもの
□受験票(※ネット出願システムのマイページ（出願状況一覧）からダウンロードし、印刷)
□HBの⿊鉛筆（シャープペンシルは不可）
□消しゴム
□上履き

２．試験会場へスマートウオッチ（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづ
らいものは不可）の持ち込みを禁じます。また、試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端
末、電⼦辞書、ICレコーダー等の電⼦機器類の使用を禁⽌します。これらの補助具や電⼦機器類をかば
ん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていると不正行為となることがあります。

３．試験当日は、試験に関する諸注意を行いますので、予定時刻の15分前までに試験会場に入室して下さい。
４．試験会場では、試験監督及び係員の指示に従って下さい。
５．面接は、原則として受験番号順に行います。
６．試験時間によっては、昼⾷が必要な場合もありますので、各自でご準備下さい。
７．受験票は、入学手続きに必要となりますので、試験後も大切に保管して下さい。

試験会場

沖縄リハビリテーション福祉学院　　
所在地：沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1
TEL 098-946-1000　　FAX 098-946-1999
☆地図参照（裏表紙）
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出願方法について

インターネット出願システムによる出願となります。03〜04ページの「インターネット出願について」を⼗分
に確認し、出願してください。

インターネット出願システムから出願後に提出する書類について

【出願書類（調査書）の提出期間】　総合型Ⅰ期　2022年 9⽉12⽇(⽉)（必着）
総合型Ⅱ期　2022年10⽉28⽇(⾦)（必着）

■提出書類について（アイコンも表⽰）
①最終学歴成績証明書 （2022年8月１日以降に発行されたもの）
※短大・大学・専門学校の最終学年に在籍する学生及び卒業した者は、短大・大学・専門学校の成績証明書を提出。
※最終学歴が⾼等学校の場合は、出身⾼等学校長が証明し厳封した調査書を提出。
※⾼等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格者は、「科⽬合格成績証明書」を提出。
※本学院の2023年度入試を既に受験した者は、再提出は不要です。ただし、出願システムに前回の受験学科と受験番
号を入力して下さい。

②⼾籍抄本 入学願書とその他の出願書類で⽒名に変更がある場合のみ提出して下さい。

③資格・活動実績を証明する資料または写し （A4版にコピー）

 提出する書類の郵送方法について
・封筒は、市販の封筒（⾓２サイズ） を準備して下さい。
・本学院入試係宛最寄りの郵便局より「簡易書留郵便」にて郵送して下さい。

〒901-1393
沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380番地の1
沖縄リハビリテーション福祉学院 入試係  行

・封筒へ差出人の住所・⽒名・受験学科及び受験番号を記載して下さい。 

受験料について

ネット出願システムで選択する支払い方法により、お支払いください。

理学療法学科・作業療法学科・⾔語聴覚学科・・・20,000円
介護福祉学科・・・3,000円
※2023年度⼊試を再受験する場合は、受験料を免除とします。尚、学校法⼈おもと会沖縄看護専⾨学
校の受験者も含みます。

合格発表について

１．合格者へ通知書および入学手続書類を送付します。
２．合格発表日に、ネット出願システムでご確認下さい。
３．出身⾼等学校長宛に合否結果を文書通知します。
４．合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

入学手続きについて

（１）合格者は、入学に必要な関係書類及び納入金について、指定の期日（入学試験スケジュール参照）
までに手続きを完了して下さい。

（２）納入指定期日までに手続きを完了しない場合は、入学の意志がないものとして、入学資格が取り
消されます。

（３）総合型選抜の合格者は、本学院専願のため、原則、入学辞退を認めません。ご注意下さい。
（4）入学要件として、入学手続き者に対し、入学前教育プログラムの課題や基礎学力向上講習会(学科別交
流会)を実施します。入学前に必要な知識・学力を確認し、学習に取り組む姿勢・意識を更に⾼め、４月から
始まる学院生活をスムーズにスタートさせることを⽬的としています。本プログラムは、必須です。必ず、課題
の実施・講習会を受講して下さい。
　尚、提出及び出席状況は、保護者及び学校へ報告いたします。
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推薦型選抜・特別選抜⼊試
推薦型選抜・特別選抜について

【推薦型選抜（旧推薦入試）】
本学院で学ぶ意欲を有し、出身⾼等学校長より推薦書を得て出願する入試です。

【特別選抜入試】
大学・短期大学を卒業・卒業⾒込みの者。もしくは、医療・福祉系の国家資格保持者や社会人経験者が対
象です。
※推薦選抜・特別選抜では、本学院第１志望学科（受験学科）を専願とし、併願することはできません。

出願資格

推薦型選抜

下記の条件を満たし、本学院 本学科を専願し入学を強く志望する者。
１．２０２2年２月以降に⾼等学校を卒業した者、⼜は２０２３年3月卒業⾒込みの者で出身⾼等学校長から
推薦書が得られる者。
２．学業成績・人物ともに優秀な者で、調査書の評定平均値の基準を満たしている者。

（評定平均基準値）
理学療法学科3.5以上
作業療法学科3.0以上
⾔語聴覚学科3.3以上
※介護福祉学科につきましては、評定平均値の基準はありません。
３．将来、理学療法士・作業療法士・⾔語聴覚士・介護福祉士になることに明確な志向と意欲を持つ者。

特別選抜

下記の本学院 本学科を専願し、次のいずれかの条件を満たす者。
（１）４年制大学卒業⼜は２０２３年3月卒業⾒込みの者。
（２）短期大学卒業⼜は２０２３年3月卒業⾒込みの者。
（３）下記のいずれかの国家資格保持者。但し、志望学科以外の国家資格とする。
看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、⾔語聴覚士、診療放射線技師、医師、
⻭科医師、薬剤師、臨床検査技師、臨床⼯学技士、視能訓練士、義肢装具士、管理栄養士、あん摩マッサー
ジ指、圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、社会福祉士、介護福祉士

（４）⾼等学校卒業後、社会経験のある者
（出願時点で、正社員・正職員として１ヶ所に２年以上勤務経験のある者）

試験日程

入試区分 ネット出願期間 出願書類提出期間
（締切⽇必着） 入学試験⽇ 合格発表⽇ 入学手続き期限

推薦型選抜
特別選抜

2022年
9/1（月）～9/30(金)

2022年
10/1(土)～10/12(水)

2022年
10/15（土）

2022年
10/21（金）

2022年
10/21（金）～11/14(月)

選考方法

⼩論文・面接・書類選考

試験内容（入学試験日のスケジュール）

■理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科
7:45～8:45 8:45～9:00 9:00～10:30 10:40～10:45 10:45～

受付 オリエンテーション ⼩論⽂ ⾯接についての
オリエンテーション ⾯接

■介護福祉学科
7:45～8:45 8:45～9:00 9:00～

受付 オリエンテーション ⾯接

 

受験に関する留意事項について

１．試験当日、ご持参頂くもの
□受験票(※ネット出願システムのマイページ（出願状況一覧）からダウンロードし、印刷)
□HBの⿊鉛筆（シャープペンシルは不可）
□消しゴム
□上履き

２．試験会場へスマートウオッチ（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづ
らいものは不可）の持ち込みを禁じます。また、試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端
末、電⼦辞書、ICレコーダー等の電⼦機器類の使用を禁⽌します。これらの補助具や電⼦機器類をかば
ん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていると不正行為となることがあります。

３．試験当日は、試験に関する諸注意を行いますので、午前８時４５分までに試験会場に入室して下さい。
４．試験会場では、試験監督及び係員の指示に従って下さい。
５．面接は、原則として受験番号順に行います。
６．試験時間によっては、昼⾷が必要な場合もありますので、各自でご準備下さい。
７．受験票は、入学手続きに必要となりますので、試験後も大切に保管して下さい。

試験会場

沖縄リハビリテーション福祉学院　　
所在地：沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1
TEL　098-946-1000　　FAX　098-946-1999
☆地図参照（裏表紙）
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出願方法について

インターネット出願システムによる出願となります。03〜04ページの「インターネット出願について」を⼗分
に確認し、出願してください。

インターネット出願システムから出願後に提出する書類について

【出願書類（調査書・推薦書）の提出期間】 
推薦型選抜・特別選抜  10⽉1⽇(土)～10/12(水)（締切⽇必着） 
推薦型選抜

■提出書類について
①出⾝高等学校調査書
※出身⾼等学校長が証明し厳封したもの。（2022年8月１日以降に発行されたもの）
※本学院の2023年度入試を既に受験した者は、再提出は不要です。
　ただし、出願システムに前回の受験学科と受験番号を入力して下さい。
②推薦書（※出身⾼等学校長が推薦し、厳封したもの。）

特別選抜

■提出書類について
①最終学歴成績証明書（2022年8月１日以降に発行されたもの。）
※短大・大学・専門学校の最終学年に在籍する学生及び卒業した者は、短大・大学・専門学校の成績証明書を提出。
※最終学歴が⾼等学校の場合は、出身⾼等学校長が証明し厳封した調査書を提出。
※⾼等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格者は、「科⽬合格成績証明書」を提出。
※本学院の2023年度入試を既に受験した者は、再提出が不要です。
　ただし、出願システムに前回の受験学科と受験番号を入力して下さい。

②国家資格免許証の写し
※応募資格（3）の条件を満たす者。

③職務証明書（本学院様式）
※応募資格（4）の条件を満たす者。

④⼾籍抄本
入学願書とその他の出願書類で⽒名に変更がある場合のみ提出して下さい。

 提出する書類の郵送方法について
・封筒は、市販の封筒（⾓２サイズ） を準備して下さい。
・本学院入試係宛最寄りの郵便局より「簡易書留郵便」にて郵送して下さい。

〒901-1393　沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380番地の1
沖縄リハビリテーション福祉学院 入試係  行

・封筒へ差出人の住所・⽒名・受験学科及び受験番号を記載して下さい。 

受験料について

ネット出願システムで選択する支払い方法により、お支払いください。

理学療法学科・作業療法学科・⾔語聴覚学科・・・20,000円
介護福祉学科・・・3,000円
※2023年度⼊試を再受験する場合は、受験料を免除とします。尚、学校法⼈おもと会沖縄看護専⾨学
校の受験者も含みます。

合格発表について

１．合格者へ通知書および入学手続書類を送付します。
２．合格発表日に、ネット出願システムでご確認下さい。
３．出身⾼等学校長宛に合否結果を文書通知します。
４．合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

入学手続きについて

（１）合格者は、入学に必要な関係書類及び納入金について、指定の期日（入学試験スケジュール参照）まで
に手続きを完了して下さい。

（２）納入指定期日までに手続きを完了しない場合は、入学の意志がないものとして、入学資格が取り消され
ます。

（３）推薦型選抜・特別選抜の合格者は、専願のため、原則、入学辞退を認めません。ご注意下さい。
（4）入学要件として、入学手続き者に対し、入学前教育プログラムの課題や基礎学力向上講習会(学科別交
流会)を実施します。入学前に必要な知識・学力を確認し、学習に取り組む姿勢・意識を更に⾼め、４月から
始まる学院生活をスムーズにスタートさせることを⽬的としています。本プログラムは、必須です。必ず、課題
の実施・講習会を受講して下さい。
　尚、提出及び出席状況は、保護者及び学校へ報告いたします。
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⼀般選抜
⼀般選抜について

⾼校などで培った学力を評価する入試です。

出願資格

下記の１～４のいずれかの条件を満たす者。
１．⾼等学校を卒業した者、⼜は２０２３年3月卒業⾒込みの者。
２．⾼等学校卒業程度認定試験に合格し、２０２３年4月1日現在18歳以上の者。
３．学校教育法第90条第１項に定める者。（大学入学資格に関し⾼等学校卒業者と同等以上と認められる者）
４．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、⼜はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指
定した者で、２０２３年4月1日現在18歳以上の者。
※上記３．４に該当する者、その他⾼等学校卒業と同等以上の学力が認められる者は、事前に個別入学資格審査が必要となるため、本

学院へお問い合わせ頂き、所定の期間内（入学試験日程一覧表の資格審査申請期間を参照）に申請して下さい。

試験日程

資格審査申請期間
(必着） ネット出願期間 出願書類提出期間

（締切⽇必着） 入学試験⽇ 合格発表⽇ 入学手続き期限

一
般
選
抜

Ⅰ期 2022年
10/3(月)～10/7(金)

2022年
10/24(月)～11/18(金)

2022年
11/7(月)～11/18(金)

2022年
11/26（土）

2022年
12/2（金）

2022年
12/2(金)～12/22(木)

Ⅱ期 2022年
11/14(月)～11/18(金)

2022年　　2023年
12/5(月)～1/13(金)

2023年
1/4(金)～1/13(金)

2023年
1/21（土）

2023年
1/27（金）

2023年
1/27(金)～2/13(月）

Ⅲ期 2023年
1/4(水)～1/6(金)

2023年
1/16(月)～2/10(金)

2023年
1/30(月)～2/10(金)

2023年
2/15（水）

2023年
2/21（火）

2023年
2/21(火)～3/13(月)

選考方法

国語総合（古文・漢文を除く）・面接・書類選考

併願について

　一般選抜において、第１志望学科（受験学科）の他に、第2志望・第3志望・第4志望学科を併願すること
ができます。
第１志望学科が不合格になった場合、再判定を行い、併願した学科の合格基準を上回り、かつ面接の成績
も良好であった場合、併願学科を合格とします。
※第１志望学科が介護福祉学科の場合は、他学科の併願はできません。

試験内容（入学試験日のスケジュール）

■理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科
7:45～8:45 8:45～9:00 9:00～10:00 10:10～10:15 10:15～

受付 オリエンテーション 国語総合
(古⽂・漢⽂を除く)

⾯接についての
オリエンテーション ⾯接

■介護福祉学科
7:45～8:45 8:45～9:00 9:00～

受付 オリエンテーション ⾯接

 
■第2・3・4志望がある方
第１志望学科の面接後に、第2〜4志望学科の面接を行います。試験当日、係員の指示に従って下さい。

受験に関する留意事項について

１．試験当日、ご持参頂くもの
□受験票(※ネット出願システムのマイページ（出願状況一覧）からダウンロードし、印刷)
□HBの⿊鉛筆（シャープペンシルは不可）
□消しゴム
□上履き

２．試験会場へスマートウオッチ（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづ
らいものは不可）の持ち込みを禁じます。また、試験時間中に、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端
末、電⼦辞書、ICレコーダー等の電⼦機器類の使用を禁⽌します。これらの補助具や電⼦機器類をかば
ん等にしまわず、身に付けていたり手に持っていると不正行為となることがあります。

３．試験当日は、試験に関する諸注意を行いますので、午前８時４５分までに試験会場に入室して下さい。
４．試験会場では、試験監督及び係員の指示に従って下さい。
５．面接は、原則として受験番号順に行います。
６．試験時間によっては、昼⾷が必要な場合もありますので、各自でご準備下さい。
７．受験票は、入学手続きに必要となりますので、試験後も大切に保管して下さい。

試験会場

沖縄リハビリテーション福祉学院　　
所在地：沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1
TEL　098-946-1000　　FAX　098-946-1999
☆地図参照（裏表紙）
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過去問題集について

本学院の過去試験問題集を年度毎(平成31年度〜2022年度）に１冊1,000円で販売しております。
（介護福祉学科を除く）ご希望の場合は、下記の要領で購入して下さい。
1.学院事務室にて直接購入
※本学院事務室の開室時間を事前にお電話等でご確認下さい。

お問い合わせ先　ＴＥＬ098-946-1000 沖縄リハビリテーション福祉学院

2.郵送にて購入
住所・⽒名・電話番号・購入希望年度とその冊数を書き込んだ文書とあわせて、冊数に応じた金額の

「定額⼩為替証書」（郵便局で販売）を本学院に郵送してください。返信用切手は不要です。
※定額⼩為替証書は、無記入でお願いします。

郵送先　〒901-1393 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380-1
沖縄リハビリテーション福祉学院 入試問題集係

出願方法について

インターネット出願システムによる出願となります。03〜04ページの「インターネット出願について」を⼗分
に確認し、出願してください。

インターネット出願システムから出願後に提出する書類について

【出願書類（調査書）の提出期間】 　⼀般選抜Ⅰ期  11/7(⽉)～11/18(⾦)（締切⽇必着）
⼀般選抜Ⅱ期  1/4（⾦）～1/13（⾦）（締切⽇必着）
⼀般選抜Ⅲ期  2/21（火）～3/13(⽉)（締切⽇必着）

■提出書類について
①最終学歴成績証明書（2022年8月１日以降に発行されたもの。）
※短大・大学・専門学校の最終学年に在籍する学生及び卒業した者は、短大・大学・専門学校の成績証明書を提出。
※最終学歴が⾼等学校の場合は、出身⾼等学校長が証明し厳封した調査書を提出。
※⾼等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格者は、「科⽬合格成績証明書」を提出。
※本学院の2023年度入試を既に受験した者は、再提出は不要です。ただし、出願システムに前回の受験学科と受験番
号を入力して下さい。

②⼾籍抄本 入学願書とその他の出願書類で⽒名に変更がある場合のみ提出して下さい。

 提出する書類の郵送方法について
・封筒は、市販の封筒（⾓２サイズ） を準備して下さい。
・本学院入試係宛最寄りの郵便局より「簡易書留郵便」にて郵送して下さい。

〒901-1393　沖縄県島尻郡与那原町字板良敷1380番地の1
沖縄リハビリテーション福祉学院 入試係  行

・封筒へ差出人の住所・⽒名・受験学科及び受験番号を記載して下さい。 

受験料について

ネット出願システムで選択する支払い方法により、お支払いください。

理学療法学科・作業療法学科・⾔語聴覚学科・・・20,000円
介護福祉学科・・・3,000円
※2023年度⼊試を再受験する場合は、受験料を免除とします。尚、学校法⼈おもと会沖縄看護専⾨学
校の受験者も含みます。

合格発表について

１．合格者へ通知書および入学手続書類を送付します。
２．合格発表日に、ネット出願システムでご確認下さい。
３．出身⾼等学校長宛に合否結果を文書通知します。
４．合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

入学手続きについて

（１）合格者は、入学に必要な関係書類及び納入金について、指定の期日（入学試験スケジュール参照）まで
に手続きを完了して下さい。

（２）納入指定期日までに手続きを完了しない場合は、入学の意志がないものとして、入学資格が取り消され
ます。

（３）一般選抜で、入学手続き終了後、2023年3月31日までに入学を辞退した場合は、授業料・施設充実
費・実験実習費・その他費用・学生後援会費は返還いたします。

（4）入学要件として、入学手続き者に対し、入学前教育プログラムの課題や基礎学力向上講習会(学科別交
流会)を実施します。入学前に必要な知識・学力を確認し、学習に取り組む姿勢・意識を更に⾼め、４月から
始まる学院生活をスムーズにスタートさせることを⽬的としています。本プログラムは、必須です。必ず、課題
の実施・講習会を受講して下さい。
　尚、提出及び出席状況は、保護者及び学校へ報告いたします。
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校納金　　　　
１．入学金及び授業料等について　

（単位：円）

学科
区分

費用

1年次 2年次 3年次
修業年限合計

入学手続時 9月 4月 9月 4月 9月

昼
間
部

介
護
福
祉
学
科

入学金 200,000 ― ― ―

1,548,000

授業料 225,000 225,000 225,000 225,000

施設実習費 50,000 50,000 50,000 50,000

実験実習費注1） 41,000 41,000 41,000 41,000

その他費用注2） 21,000 21,000 21,000 21,000

納入金額 537,000 337,000 337,000 337,000

初年度　874,000 2年次　674,000

理
学
療
法
学
科

入学金 500,000 ― ― ― ― ―

4,352,000

授業料 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

施設実習費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

実験実習費注1） 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000

その他費用注2） 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

納入金額 1,142,000 642,000 642,000 642,000 642,000 642,000

初年度　1,784,000 2年次　1,284,000 3年次　1,284,000

作
業
療
法
学
科

入学金 500,000 ― ― ― ― ―

4,232,000

授業料 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000

施設実習費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

実験実習費注1） 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

その他費用注2） 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

納入金額 1,122,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000

初年度　1,744,000 2年次　1,244,000 3年次　1,244,000

言
語
聴
覚
学
科

入学金 500,000 ― ― ― ― ―

4,004,000

授業料 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

施設実習費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

実験実習費注1） 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

その他費用注2） 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

納入金額 1,084,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000

初年度　1,668,000 2年次　1,168,000 3年次　1,168,000

注１）実験実習費は、実習費用、実習着、臨床実習に係る航空賃・宿泊料等の費用です。
注２）その他費用は、教科書代、学生保険料、特別プログラム、国家試験模擬試験、入学前学習プログラム等の費用です。

（１）入学手続きに要する諸経費及び納入期限

①入学金については、合格発表後にお送りする『入学手続きの案内』の期限までに同封の納付書にて納入く
ださい。（⽬安は概ね合格発表後3週間以内）
②授業料等については2023年2月13日（水）までに同封の納付書にて納入ください。

２．その他諸経費（個別払い）

※表示された⾦額は、２０２1年度のおおよその⾦額です。２０２3年度は変動する場合があります。　

（単位：円）

学科
区分

費目
1年次 2年次 3年次 修業年限合計

介護福祉学科
教材費注1） 10,000 0

30,000学生後援会費 20,000 0
合計金額 1年次　30,000 2年次　0

理学療法学科
教材費注2） 2,000 0 0

32,000学生後援会費 30,000 0 0
合計金額 1年次　32,000 2年次　0 3年次　0

作業療法学科
教材費注3） 37,000 2,000 0

69,000学生後援会費 30,000 0 0
合計金額 1年次　67,000 2年次　2,000 3年次　0

言語聴覚学科
教材費注4） 5,000 10,000 0

45,000学生後援会費 30,000 0 0
合計金額 1年次　35,000 2年次　10,000 3年次　0

注１）介護福祉学科その他諸経費の教材費として、調理実習材料費、テーブルマナー講習会の金額となります。
注２）理学療法学科その他諸経費の教材費として、ゴニオメーターの金額となります。
注３）作業療法学科その他諸経費の教材費として、三線、ゴニオメーターの金額となります。
注４）⾔語聴覚学科その他諸経費の教材費として、聴診器、個人用検査器具、治療材料作成費の金額となります。

※全学科共に、別途、国家試験受験料が必要となります。
※iPad無料配布します。(全館Free Wifi完備しています。)
※駐車場利用料は、無料です。(2022年4月1⽇現在、学生駐車場534台)
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5．介護福祉士修学資金等貸付

これから介護福祉士を⽬指そうという方を、国が全額支援し、都道府県が認めた団体（沖縄県の場合、社会
福祉法人沖縄県社会福祉協議会）が運営する学費サポートシステムです。
●選考　入学後、毎年4月に募集案内をし、本学院内での適格者を審査し、当学院が推薦します。
●貸付限度額　①月額50,000円

②入学準備金200,000円（初回のみ）
③就職準備金200,000円（最終回のみ）

●返済方法　原則として卒業後、都道府県が設定する期間内に、都道府県が設定する金額を返済。（無利
⼦）但し、卒業の日からただちに、貸付を受けた都道府県の区域内において、介護福祉士の業務に5年間従
事した場合、返済が免除されます。

6．おもと会介護福祉士奨学金制度

沖縄リハビリテーション福祉学院で学び、卒業後、医療法人おもと会、社会福祉法人おもと会において、介
護福祉士として介護業務に従事しようとする方に対して、法人が奨学金を貸与し、介護職員の養成をはかる
ことを⽬的したおもと会グループ独自の奨学金制度です。
●選考　本学院合格後、面接・書類選考の上、採否を決定します。
●貸付金額　金額修学に必要な入学金、授業料、その他諸経費に掛かる全額を貸与します。奨学金は本学
院からの請求書に基づき法人から学院の指定口座へ振込みされます。
●貸与期間　1〜2年
●返済免除　本学院を卒業した後、引き続き法人において、1年間の奨学金貸与者は2年以上、2年間の奨
学金貸与者は3年以上介護福祉士として介護業務に従事した場合、返済が免除されます。
●お問い合わせ　医療法人おもと会統括本部人事部☎098-862-1000

専門実践教育訓練給付金制度について（昼間部）

●専門実践教育訓練給付金一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般被保険
者であった方（離職者）が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した
場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50％（年間上限40万円）を、原則2年（最大3年）
まで、ハローワークから支給する制度です。さらに、受講修了後に⽬標としている資格取得などをし、1年以
内に一般被保険者として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20％にあたる追加支給を受けることが
できます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70％（年間上限56万円、3年間で最大168万
円）となります。
※⼊学1か⽉前の2⽉末⽇迄に手続きが必要です。詳しくは厚生労働省やハローワークインター
ネットサービスのホームページ（教育訓練給付制度について）をご覧下さい。また、対象学科につ
いては、本学院まで電話にてご確認下さい。

●専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる
方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに
支援する「教育訓練支援給付金」が支給されます。教育訓練支援給付金は、離職する直前の6か月間に支払
われた賃金額から算出された基本手当（失業給付）の日額に相当する額の50％になります。
※2024年度入学生迄の時限措置です。（予定）

奨学金について
1．大浜方栄奨学金

卒業後、地域医療・福祉に貢献できる人材育成を⽬的に大浜前理事長が創立した奨学金制度です。1年を
通して、学業に専念し、人物・学業成績ともに優秀な学生に（各クラス1名）、翌年1年間、月額20,000円を
支給します。返還の義務がありません。

2．日本学生支援機構（旧日本育英会）

日本学生支援機構は優れた学生で経済的理由により修学に困難があるものに対し、学資の貸与等を行うこ
とにより、国家および社会に有為な人材の育成に資するとともに、教育の機会均等に寄与することを⽬的と
しています。返還義務があります。
●選考　入学後、毎年4月に募集案内をし、本学院内での適格者を審査し、日本学生支援機構で採否を決
定します。
●奨学金種類　貸与期間はいずれも最低修業年限となります。
①第一種奨学金（無利⼦）月額自宅通学者には53,000円／最⾼月額自宅外通学者には最⾼額60,000円
／最⾼月額を貸与。
②第二種奨学金（有利⼦）月額20,000円〜120,000円まで10,000円単位で選択して貸与されます。利率
固定方式と利率⾒直し方式があります。
●返済方法　卒業半年後（10月）から返還が始まり、銀行等の貯金口座から自動引落としとなります。毎月
定額か、ボーナス併用のどちらかの方法で返還することになります。
返還期間は9年から最長20年です。返還回数は割賦方式により決定します。
●最新情報は⽇本学生支援機構のホームページ（https://www.jasso.go.jp/）をご覧下さい。
●高校在学時の予約採用について　予約採用とは、進学前に奨学金の貸与を予約し、進学先で安心して
勉学に取り組める制度です。近年予約採用を利用する方が増えています。⾼等学校在学中に予約採用の募集

（4月〜5月）がありますので、⾼等学校へお問い合わせの上、お申し込み下さい。

3．高等教育の修学支援制度

⾼等教育の修学支援新制度として認定を受けた大学等の住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学
生に対して、「授業料等の減免等」（授業料と入学金の免除または減額）、「給付型奨学金」（原則返還が不
要な奨学金）を支援する国の新制度です。
●支援の金額（私立専門学校の場合）　
＜授業料等の減免＞入学金約16万円授業料約59万円（年額）
＜給付型奨学金＞自宅生38,300円（月額）自宅外75,800円（月額）
●詳しくは、⽂部科学省のホームページ（https://www.mext.go.jp/kyufu/）をご覧下さい。

4．生命保険協会介護福祉士養成奨学金

成績優秀者及び人物ともに優秀で、将来介護福祉士として業務に従事しようとする者に支給。支給期間は
入学半年後から開始で1年間。返還の義務がありません。介護福祉学科各学年1名。月額20,000円。


