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１.募集学科 

介護福祉学科 ２年制 

 

募集定員：８０名 

入学資格（下記のいずれかに該当する者） 

 

  

① 高等学校及び中等教育学校卒業者、又は令和5年３月、高等学校及び中等教育学校 

卒業見込みの者 

② 修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者、又は令和5年３月卒業見込みの者。 

③ 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、又は高等学校卒業程度認定試験

に合格した者、又は合格見込みの者。 

④ 外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力が 

あるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した者を含む）、

又は令和5年３月までに修了見込みの者。 

⑤ 日本において、高校に対応する外国の課程と同等の課程を有する者として当該外国の 

学校教育制度において位置づけられた教育施設の当該課程の修了者、又は令和5年３月 

までに修了見込みの者。 

※外国籍者は別に定めます。 

入学時期：令和5年４月 

 ２.入学試験区分  
つくばアジア福祉専門学校の入学試験については、次の区分に基づき実施します。 

それぞれの入学試験については、該当する入学試験区分ごとに詳しく記載していますので、

ご参照ください。 

 

①推薦入学試験 

②指定校推薦入学試験 

③ＡＯ（自己ＰＲ）入学試験 

④一般入学試験 
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３.入学試験  
 
・目的（一般推薦・指定校推薦） 
本校を第一志望とし、介護福祉士を目指す明確な目的意識と情熱を持った者を出身学校長が 

推薦をし、人物などの適性を学科試験・書類（調査書）審査および面接によって評価し、選 

抜する入学試験です。 

 

 

  ① 

 

・出願資格（下記のすべてに該当する者） 

① 令和5年３月、高等学校及び中等教育学校又は、高等専修学校卒業見込みの者で、 

本校専願を希望する者。 

②在籍高等学校長の推薦又は担任が推薦する者。 

③高校での出席日数が出席しなければならない日数の９０％以上であること。 

 

・特 典（高等学校長推薦・担任推薦入学者対象） 

推薦入試合格者には２２０，０００円（授業料一部）を免除します。 

 

・選考方法 

筆記試験・書類選考・面接 

※出願者が茨城県外在住の場合は、ＷＥＢ試験・書類選考・ＷＥＢ面接とします。 

・選考基準 

明確な目的意識を持った者で、出席日数の良好な者。 

 

一般公募推薦入学選考日程 
   

 区分 出願期間 選考日 発表日 

第1回 推薦入試 8月22日～ 9月12日 9月17日 9月26日 

第2回 推薦入試 9月20日～10月17日 10月22日 10月28日 

第3回 推薦入試 10月24日～11月21日 11月26日 12月2日 

第4回 推薦入試 11月28日～ 1月10日 1月14日 1月20日 

第5回 推薦入試 1月16日～ 2月13日 2月18日 2月24日 

第6回 推薦入試 2月20日～ 3月13日 3月18日 3月24日 

 

 

 

 

 

推薦（一般）入学試験 
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高等学校 指定校推薦入学試験 

ＡＯ（自己推薦）入学試験 

 

② 

・出願資格（下記のすべてに該当する者） 

① 令和5年３月、高等学校及び中等教育学校又は、高等専修学校卒業見込みの者で、 

本校専願を希望する者。 

② 在籍高等学校長の推薦又は担任が推薦する者。 

③ 高校での出席日数が出席しなければならない日数の９５％以上であること。 

④ 平均評定が３.０以上であること。 

 

・特  典（高等学校長推薦入学者対象） 

推薦入試合格者には２７０，０００円（授業料一部・選考料）を免除します。 

 

・選考方法 
筆記試験・書類選考・面接 

※出願者が茨城県外在住の場合は、書類選考、WEB試験・面接とします。 

・選考基準 
明確な目的意識を持った者で、出席日数の良好な者。 

指定校推薦入学選考日程 
   

 区分 出願期間 選考日 発表日 

第1回 指定校入試 8月22日～ 9月12日 9月17日 9月26日 

第2回 指定校入試 9月20日～10月17日 10月22日 10月28日 

第3回 指定校入試 10月24日～11月21日 11月26日 12月2日 

第4回 指定校入試 11月28日～ 1月10日 1月14日 1月20日 

第5回 指定校入試 1月16日～ 2月13日 2月18日 2月24日 

第6回 指定校入試 2月20日～ 3月13日 3月18日 3月24日 

 

③ 
 

・目的 

介護福祉士を目指す明確な目的意識を持つ者に対して、本校担当者との細かな面談と自己ＰＲの 

機会を設けることにより、職業人としての適性や関心、本校で学びたいという強い意欲を持った 

者を高く評価し、総合的に判断する入学試験です。この制度での受験にあたっては、本校の教育 

方針を十分理解し、人物・身体ともに優れ、積極的な学習姿勢を堅持していることが必要です。 

 

・出願資格（入学資格に該当し、下記のすべてに該当する者） 

①本校専願を希望する者で、事前にＡＯ入試エントリー用紙提出後、個別面談を受け 

「ＡＯ出願認定通知書」を受け取った者。 
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②本校のオープンキャンパス・学校説明会に一度以上参加をし、教育方針を理解した者。 

※高等学校卒業見込み者においては出席日数や評定平均の制限はありません。 

また、自己ＰＲですから学校長の推薦は必要ありませんが、教諭の確認を得ている者に 

限ります。 

※社会人、大学生、帰国子女も受け入れます。 

 

・特 典（AO（自己推薦）入学者対象） 

推薦入試合格者には２２０，０００円（授業料一部）を免除します。 

・選考方法 

書類選考・他あり 

・選考基準 
本校の教育方針を理解し、明確な目的意識を持った者。 

Ａ Ｏ 入 学 選 考 日 程 

 ・エントリー受付：７月 １日（金）より順次開始           

 ・願書受付開始：８月２2日（月）午前９時～（願書出願順に順次選考） 

 ・選 考 日：９月１7日（土）より、一般推薦選考日と同日に順次行います 

 

ＡＯ（自己ＰＲ）選考の流れ 

①体験入学や説明会に参加して「本校の特色」や「教育方針」を

確認し、本校のことをよく理解して下さい。 

②入学相談で「ＡＯ入試エントリーシート」を受け取ってください。 

                  ※エントリーに検定料は必要ありません（無料）。 

 

①必要事項を記入したＡＯ入試エントリーシートを郵送または 

窓口へ持参して下さい。 

 ※エントリー開始は７月１日（金）午前９時より 

 

① 後日、本校で指定した日時に面談を受けて下さい。 

面談日７月以降毎週土曜日予定 

 

① 面談後５日以内に結果を郵送します。 

②内定者には「ＡＯ出願認定通知書（内定通知）」を同封します。 
 

 

①「ＡＯ出願認定通知書（内定通知）」を受け取った者は、 

「出願書類一式」に「ＡＯ出願認定通知書」「入学検定料」 

を添えて指定期間内に持参または郵送で出願して下さい。

エントリー用紙提出 

体験入学・説明会
に参加し、エント
リー用紙を入手 

面  談 

出  願 

面談結果を受取る 
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つくばアジア福祉専門学校 

       学校長 殿 
 

推 薦 書 
（  指定校推薦   一般推薦） 

年   月   日 

 

学 校 名                        

推薦者名                      ㊞ 

※推薦者印または校印 

所 在 地                        

                             

電話番号                        

    

下記の生徒は貴校への入学を適格と認め推薦いたします。    

 フリガナ   性別    生年月日 

 氏 名   男・女 
西暦    年   月  日生              

（満  歳） 

推薦理由 

 

 

 

※推薦基準につきましては募集要項の2・3 ページをご参照ください。 

  

 

き 

り 
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り 
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一般入学試験 ④ 

 
・出願資格（下記のいずれかに該当する者） 

⑤ 高等学校及び中等教育学校卒業者、又は令和5年３月、高等学校及び中等教育学校 

卒業見込みの者。 

⑥ 修業年限が３年の専修学校の高等課程を修了した者、又は令和5年３月卒業見込み 

の者。 

⑦ 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者、又は高等学校卒業程度認定試験 

に合格した者、又は合格見込みの者。 

⑧ 外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力 

が あるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した者を含

む）、又は令和5年３月までに修了見込みの者。 

⑨ 日本において、高校に対応する外国の課程と同等の課程を有する者として当該外国の 

学校教育制度において位置づけられた教育施設の当該課程の修了者、又は令和5年３月 

までに修了見込みの者。 

※外国籍者は別に定めます。お問い合わせ下さい。 

・選考方法 
筆記試験・書類選考・面接 

※出願者が茨城県外在住の場合は、ＷＥＢ試験・書類選考・ＷＥＢ面接とします。 

・選考基準 
明確な目的意識を持った者。 

                                           一般入学選考日程 

 区分 出願期間 選考日 発表日 

第1回 一般入試 11月28日～ 1月10日 1月14日 1月20日 

第2回 一般入試 1月16日～ 2月13日 2月18日 2月24日 

第3回 一般入試 2月20日～ 3月13日 3月18日 3月24日 
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4.願書について  
願書受付 
令和4年8月22日（月）受付開始 

 

出願手続 
出願書類一式に入学検定料（振込可）を添え直接持参、あるいは簡易書留にて郵送して下さい。 

 

出願に際しての注意事項 
★郵送にて出願の場合は、願書締切までに必着のこと。 

★受付時間は、平日の午前9時より午後4時、土曜・日曜日、祝祭日は受付不可。 

★定員に達し次第締め切ります。 

 

受験票の交付 
①郵送による出願の場合は、出願手続き完了次第本人宛に受験票を郵送します。 

 願書郵送後、一定の期間を経過しても本校から受験票が届かない場合には、 

 入学案内係（TEL：029-886-7102）に問い合わせて下さい。 

 

②選考日・試験日直前に出願される場合は、窓口へ直接持参されることをお勧めします。 

 郵送による直前の出願の場合は、受験票を返送できません。この場合受験票は入学案内 

窓口で保管しますので選考日・試験日当日窓口で「簡易書留郵便物受領書」もしくは本人 

を確認できるものを提示して受験票を受け取って下さい。 

 

合格発表 
選考日より14日以内に本人宛に郵送にて通知します。 

※電話での合格発表問い合わせには一切応じられません。 

 

入学手続（書類の提出及び合格時学納金の納入） 
合格通知に記載する指定期日までに入学手続き書類の提出並びに、合格時学納金を納入して下さ

い。期限までに入学手続き未了の場合は入学許可を取り消します。 

※一旦納められた合格時学納金の内、入学金は事情の如何を問わず返還しません。 

※本校専願とする入試方法で合格された者以外について、特別な事情により令和5年3月末日

までに辞退された者は、納入された合格時学納金の内、入学金を除く施設設備費、授業

料、実習費は返還します。 

※修学資金等ご利用の学生の方は事前に事務局へご相談下さい。 
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5.学費                 
※オープンキャンパスへの参加者には特典として全員に、下記授業料の一部を更に100,000円

免除します。 

※茨城県介護福祉士修学資金（無利子、2年間最大1,680,000円）を利用することができます。 

※教材費等は別途かかります。 

 

一般入学試験 

一般入学 選考料 入学金 施設費 実習費 授業料 合計 2年間合計 

１年次 30,000円 100,000円 180,000円 120,000円 660,000円 1,090,000円 
一般入学者 

2,050,000円 
2年次 0円 0円 180,000円 120,000円 660,000円 960,000円 

※オープンキャンパス参加＋一般入学      2年間合計 1,950,000円 

推薦入学試験、AO入学試験 

推薦、AO入学 選考料 入学金 施設費 実習費 授業料 合計 2年間合計 

１年次 30,000円 100,000円 180,000円 120,000円 440,000円 870,000円 推薦入学者 

AO入学者 

1,830,000円 2年次 0円 0円 180,000円 120,000円 660,000円 960,000円 

※オープンキャンパス参加＋推薦入学またはAO入学    2年間合計 1,730,000円 

指定校推薦入学試験 

指定校推薦 選考料 入学金 施設費 実習費 授業料 合計 2年間合計 

１年次 0円 100,000円 180,000円 120,000円 420,000円 1,090,000円 指定校推薦 

入学者 

1,780,000円 2年次 0円 0円 180,000円 120,000円 660,000円 960,000円 

※オープンキャンパス参加＋指定校推薦入学     2年間合計 1,680,000円 

茨城県介護福祉士修学資金貸付制度（2年間通学した場合）※令和4年度の例 

修学資金（月額50,000円×24ヶ月）             1,200,000円 

入学準備金                   200,000円 

就職準備金                   200,000円 

国家試験受験対策費（年額40,000円×2回）        80,000円 

 

修学資金貸付金額         2年間合計 1,680,000円 

※卒業後、茨城県内の社会福祉施設等で介護・福祉の業務に引き続き5年間従事した場合、貸付金の返還

が免除されます。ただし条件を満たせなかった場合は返還となります。 
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6.出願書類                               

  
推薦（一般）入試 

指定校推薦入試 
AO入試 一般入試 

入学願書 ○ ○ ○ 

写真2枚（注1） ○ ○ ○ 

受験票 ○ ○ ○ 

推薦書 ○     

AO出願認定通知書

（注2） 
  ○    

調査書 ○ ○ ○ 

卒業見込証明書 ○ ○ ○ 

卒業証明書     ○ 

成績証明書 ○ ○ ○ 

入学選考料控写 ○ ○ ○ 

★外国籍の方は「入学案内係」までお問い合わせ下さい。 

★出願書類についてご不明な点がありましたら「入学案内係」までお問い合わせ下さい。 

注1.写真は裏に記名をして、入学願書・受験票に貼付してください。 

注2.AO出願認定通知書は、面談後、内定者に郵送します。 
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