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一般社団法人 浜松市歯科医師会 

浜松歯科衛生士専門学校 
 

 

令和５年度入学者 

学生募集要項（抜粋） 

本書類は学生募集要項の抜粋です。 

願書等詳細はホームページの『資料請求』より本資料をお取り寄せください。 



 

建学の精神 

 

臨床で役立つ有能な歯科衛生士を養成し、地域歯科医療の振興に寄与する。 

豊かな人間性と人間愛に満ちた奉仕と協調性の精神をもって職業にあたる。 

 

 

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・専門士授与の方針） 

 

浜松歯科衛生士専門学校は医療の担い手として、卒業までに身につけるべき  

資質・能力を以下に示します。 

 

１．歯科保健医療に求められる専門的知識、技術、コミュニケーション能力を有

している。 

２．医療のプロフェッショナルとしての自覚と倫理観を備えている。 

３．生涯を通じて学習し続ける意欲を持っている。 

４．医療、保健およびその周囲の多職種と連携し、チームの一員として地域に貢

献できる。 

 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

 

本校は、医療人として地域歯科保健医療に貢献できる能力を段階的に習得しやす

いよう、次のような体系的なカリキュラムを編成しています。 

 

１．医療人に求められる学力を養成するための基礎分野、歯科保健医療の専門職

である歯科衛生士を養成するための専門基礎分野と専門分野を設置する。 

２．身につけた口腔保健の知識を正しく伝え、技術を適切に実践するための臨地

実習を設置する。 

 

アドミッション･ポリシー（入学者受け入れの方針） 

 

本校は、入学希望者に次のような人材を求めています。 

 

１．歯科衛生士になり、地域歯科保健医療に貢献しようとする強い思いがある人。 

２．入学後の知識・技術の習得に必要な基礎的能力を有する人。 

３．人や物事に対して配慮ができ、また誠実に向き合うことができる人。 
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入学試験概要 
 

 

 

課程・学科 専門課程・歯科衛生士科 

修業年限 昼間 3年（3年課程） 

募集人数 第 1学年 44名 女子 

入学期 令和 5年 4月 
 

国家資格『歯科衛生士』取得のため、知識と技術を習得し、国家試験を受験します。 

本校で学ぶ強い意欲と、将来の明確な歯科衛生士像をもって志願してください。 
 

入試種類 
AO（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ・ｵﾌｨｽ） 

入試 

推薦入試 

スカラシップ 
指定校推薦入試 

指定校推薦入試 一般推薦入試 社会人推薦入試 

区分 専願 専願 専願 専願 専願 

詳細ページ 4・5ページ 6ページ 7ページ 8ページ 9ページ 

概要 

オープンキャンパスで授

業内容や歯科衛生士の

仕事について知っていた

だき、面談を通して本校

が求める学生像と照らし

合わせて合否を決定しま

す。 

スカラシップ指定の高

等学校のみを対象と

した特待入試制度

で、合格者は入学金

の半額が免除されま

す 

指定の高等学校のみ

を対象とした入試制

度です。 

高校時代にしっかりと

した学業や課外活動

（部活動、校内活動、

ボランティア等）に取り

組んできた方。 

試験、提出書類により

総合的に判断し合否

を決定します。 

社会人としての経験を

生かし、さらにステッ

プアップを目指し勉学

の意欲のある方。 

試験、提出書類により

総合的に判断し合否

を決定します。 

出願資格 

次の 1 から 3 に該当する

者 

1.本校で学びたいという

強い意欲と、将来にお

ける明確な歯科衛生士

像をお持ちの方 

2.次のいずれかに該当 

①令和5年3月高等学校

卒業見込みの者 

②令和 5 年 3 月大学及

び短期大学卒業見込

みの者 

③高等学校卒業以上の学

歴を有する者（出願時） 

3.入学を許可された場

合、本校に必ず入学す

ることを確約できる者 

次の 1から 4に該当す

る者 

1.勉学･生活態度ともに

スカラシップ指定校

推薦に値する者 

2.令和 5年 3月本校指

定の高等学校卒業見

込みの者で、学校長

が推薦する者 

3.各校指定の評定平均

値以上の者 

4.入学を許可された場

合本校に必ず入学

することを確約できる

者 
 

 

次の 1から 4に該当す

る者 

1.勉学･生活態度ともに

指定校推薦に値する

者 

2.令和 5年 3月本校指

定の高等学校卒業見

込みの者で、学校長

が推薦する者 

3.各校指定の評定平均

値以上の者 

4.入学を許可された場

合本校に必ず入学

することを確約できる

者 

 

次の 1から 3に該当す

る者 

1.令和5年3月 高等学

校卒業見込みの者

で、学校長が推薦す

る者 

2.評定平均値 

3.0以上の者 

3.入学を許可された場

合本校に必ず入学す

ることを確約できる者 

次の 1から 3に該当す

る者 

1.高等学校卒業以上の

学歴を有する者（出

願時） 

2.自己推薦が可能な者

または浜松市歯科医

師会会員診療所院長

の推薦者 

3.入学を許可された場

合本校に必ず入学す

ることを確約できる者 

試験内容 課題レポート 面談 面接 面接 ①小論文 ②面接 ①小論文 ②面接 

受付期間 
エントリー期間  
令和4年6月1日(水) 

～9月2日(金) 
令和4年10月18日(火)～10月27日(木) 

試験日 
課題レポート 日程 別紙参照 
個人面談 令和4年9月18日(日) 

令和 4 年 11月 6 日(日) 

結果発表日 令和4年10月13日(木) 令和 4 年 11月 16 日(水) 

入学手続 
令和 4年 10月 17日(月) 

～10月 25日(火) 
令和 4年 11月 18日(金)～11月 29 日(火) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校 

注意事項 

1．入学検定料は、２０,０００円です。（再受験 5,000 円 入学試験再受験 入学検定料減免制度 ： 同年度内に、ＡＯ入試を除く、

一般推薦、社会人推薦、一般入試前期・後期・2次試験を既に受験した方で本校を再受験される方が対象。） 

2．出願に要した書類等は、一切返還いたしません。  
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■オープンキャンパス日程 ■特待制度  (P.11 参照) 

第 1 回 令和 4年 5月 29日（日） ・スカラシップ指定校推薦者特待制度 
（入学金半額免除） 

・卒業生お子様入学金半額免除制度 
・在校生･卒業生兄弟姉妹入学金半額免除制度 
・在学生特待制度（授業料一部免除） 
※詳細は事務担当者まで 

■国の高等教育修学支援新制度対象校 

■専門実践教育訓練給付金制度（社会人） 
※厚生労働省指定給付金対象講座 

■入学試験再受験入学検定料減免制度 

第 2 回 令和 4年 6月 26日（日） 

第 3 回 令和 4年 7月 24日（日） 

第 4 回 令和 4年 8月 25日（木） 

※ＡＯ入試エントリー者は第 1・2・3・4 回のうち必ず 1 回参加。 

※新型コロナの感染状況により変更する場合は HP にて   

ご案内します。 

 

入試種類 

一般入試 

前期試験 
辞退期限あり 

（推薦入試と同日程） 
後期試験 ２次試験 ３次試験 

区分 専願・併願 専願・併願 専願・併願 専願・併願 

詳細ページ 10ページ 

概要 

学科試験、面接により総合的に判断し合否を決定します。専願・併願どちらの方も受験できます。 

※前期試験には入学辞退の期限があります。期限経過後は入学辞退ができません。 

（他校と併願受験する際には、日程等充分にご注意ください。） 

※２次試験・３次試験は、定員に余裕がある場合のみ実施します。 

（2次試験以降は定員を満たした時点で終了とし、以降の入学試験は行いません。） 

出願資格 

次の①から③のいずれか

に該当する者 

①令和5年3月高等学校卒

業見込みの者 

②高等学校卒業以上の学

歴を有する者 

（出願時） 

③高等学校卒業者と同等

以上と認められた者 

※併願受験者の 
辞退期限 

令和 5 年 
1 月 25 日（水） 

次の①から③のいずれか

に該当する者 

①令和5年3月高等学校

卒業見込みの者 

②高等学校卒業以上の学

歴を有する者 

（出願時） 

③高等学校卒業者と同等

以上と認められた者 

次の①から③のいずれか

に該当する者 

①令和5年3月高等学校

卒業見込みの者 

②高等学校卒業以上の学

歴を有する者 

（出願時） 

③高等学校卒業者と同等

以上と認められた者 

 

※定員に余裕がある場合

のみ、２次試験を実施し

ます。 

次の①から③のいずれか

に該当する者 

①令和5年3月高等学校

卒業見込みの者 

②高等学校卒業以上の学

歴を有する者 

（出願時） 

③高等学校卒業者と同等

以上と認められた者 

 

※定員に余裕がある場合

のみ、３次試験を実施し

ます。 

試験内容 
①国語総合（現代文のみ） 

②小論文 ③面接 

①国語総合（現代文のみ） 

②小論文 ③面接 

①国語総合（現代文のみ） 

②小論文 ③面接 

①国語総合（現代文のみ） 

②小論文 ③面接 

受付期間 
令和 4年 10月 18日(火) 

～10月 27日(木) 
令和 5年 1月 13日(金) 

～1月 24日(火) 
令和 5年 2月 13日(月) 

～2月 20日(月) 
令和 5年 3月 7日(火) 

～3月 14日(火) 

試験日 令和 4年 11月 6日(日) 令和 5年 1月 29日(日) 令和 5年 2月 26日(日) 令和 5年 3月 19日(日) 

結果発表日 令和 4年 11月 16日(水) 令和 5年 2月 7日(火) 令和 5年 3月 7日(火) 令和 5年 3月 27日(月) 

入学手続 
令和 4年 11月 18日(金) 

～11月 29日(火) 
令和 5年 2月 9日(木) 

～2月 16日(木) 
令和 5年 3月 9日(木) 

～3月 15日(水) 
令和 5年 3月 28日(火) 

～3月 31日(金) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校 

注意事項 

1．入学検定料は、２０,０００円です。（再受験 5,000 円 入学試験再受験 入学検定料減免制度 ： 同年度内に、ＡＯ入試を除く、

一般推薦、社会人推薦、一般入試前期・後期・2次試験を既に受験した方で本校を再受験される方が対象。） 

2．出願に要した書類等は、一切返還いたしません。  
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ＡＯ入試 （アドミッション・オフィス入学試験） 
 

 

 

1．エントリー    受付期間 令和 4年 6月 1日(水)～9月 2日(金) 

エントリー資格 

次の 1から 3に該当する者 

1.本校で学びたいという強い意欲と、将来における明確な歯科衛

生士像をお持ちの方 

2.次のいずれかに該当 

①令和 5年 3月高等学校卒業見込みの者 

②令和 5年 3月大学及び短期大学卒業見込みの者 

③高等学校卒業以上の学歴を有する者（出願時） 

3.入学を許可された場合、本校に必ず入学することを確約できる者 

提出書類 

①エントリーシート 

②写真 1枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4×ﾖｺ 3cm （3ヶ月以内撮影）  

〔エントリーシートに貼付〕 

提出方法 

受付期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で郵送。

封筒は各自で用意。 

（直接は受付しません。締切日消印有効） 

 

2．オープンキャンパス 

 

日 程 等 

第 1回  令和 4年 5月 29日（日） 

第 2回  令和 4年 6月 26日（日） 

第 3回  令和 4年 7月 24日（日） 

第 4回  令和 4年 8月 25日（木） 

※ＡＯ入試エントリー者は、上記第 1・2・3・4 回のうち、都合の良い日を   

選び、必ず１回参加すること。 

※コロナ禍のため実施の有無をホームページでご確認ください。 

申込方法 

令和 4年 6月 1日（水）以降､電話にてお申し込みください。 

受付時間 ： 平日 9：00 ～ 17：00 

※ＡＯ入試にエントリーの方は、申込時にその旨を伝えてください。 

 

3．課題レポート 

高等学校調査書  

本人確認証提出 

提出期間 令和 4年 9月 5日（月）～ 9月 12日（月） 

提出書類 

①課題レポート 

※課題レポートの内容はエントリーをされた方に郵送します。 

②高等学校調査書（開封無効） 

既卒者で調査書の発行が不可能な場合は、成績証明書を提出。 

※成績証明書も発行が不可能な場合は、高等学校発行の『調査

書・成績証明書が発行できない旨の文書』を提出。 

③ＡＯ入試本人確認証（切り取り提出） 

※同じ用紙の受験受付票、受験票、入学検定料納付票は必要ありません。 

④写真１枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4×ﾖｺ 3cm （3ヶ月以内撮影） 

〔ＡＯ入試本人確認証に貼付〕 

⑤ＡＯ入試本人確認証送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 

※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入 

（上記①～⑤を送付する封筒は各自で用意してください。） 

提出方法 

提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で郵送。 

（直接は受付しません。締切日消印有効） 

※本校への送付用封筒は各自で用意。 

※課題レポート等書類を提出された方に、AO 入試本人確認証及

び面談日程等書類を送付します。 

  

－４－ 



 

 

 

4．面談      面談日 令和 4年 9月 18日(日) 

面談会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

日程 

面談の時間等詳細については、本校より、AO 入試本人確認証と

同封にて書類を送付します。 

※ 面談が終わり次第終了。 

※ 面談開始時間の 10分前までに受付を済ませてください。 

 

5．出願許可通知   
通知期日 

令和 4年 9月 28日（水） 〔当日発送〕 

※「適切」と認められた方に、「出願許可証」を送付します。 

 

6．出   願      出願期間 令和 4年 9月 30日（金）～ 10月 11日（火） 

入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②最終学歴の卒業証明書（社会人のみ） 

③入学検定料納付票（切り取り提出） 

※振込証明書を貼付 

※同ページの受験受付票、受験票は必要ありません。 

④写真 1枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4×ﾖｺ 3cm （出願前 3ヶ月以内撮影） 

〔入学願書に貼付〕 

⑤入試結果送付用封筒 （募集要項添付） 

※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る

方法で郵送。（直接は受付しません。） 

②締切日消印有効 

※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 

 

7．入試結果発表   発表期日 令和 4年 10月 13日(木) 〔当日発送〕 

 発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 

 

8．入学手続       期間 令和 4年 10月 17日(月)～10月 25日(火) 

 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 

①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 

※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。 

（詳細は入試結果発表時に通知） 

※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 
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推薦入試 スカラシップ指定校推薦入試 
 

 
 

スカラシップ指定校推薦者特待制度 

スカラシップ指定校推薦入試の合格者は入学金の半額が免除されます。（11ページ参照） 

1．出 願   出願期間 令和 4年 10月 18日(火)～10月 27日(木) 

 出願基準 

次の 1から 4に該当する者 

1.勉学･生活態度ともにスカラシップ指定校推薦に値する者 

2.令和 5 年 3 月本校指定の高等学校卒業見込みの者で、学校長が推

薦する者 

3.各校指定の評定平均値以上の者 

4.入学を許可された場合本校に必ず入学することを確約できる者 

 入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

 出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②入学者推薦書（本校様式） 

③推薦調書（本校様式） 

④高等学校調査書（開封無効） 

⑤受験受付票・受験票・入学検定料納付票 
   ※振込証明書を貼付 

⑥写真 3枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4 cm×ﾖｺ 3cm （出願前 3 ヶ月以内撮影） 
〔入学願書、受験受付票、受験票に貼付〕 

⑦受験票送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 
※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

⑧入試結果送付用封筒（募集要項添付） 
※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

 出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で

郵送。（直接は受付しません。） 
②締切日消印有効 
※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 
※出願書類を提出された方に、受験票及び試験日程等書類を送付します。 

   

2．試 験  試験日 令和 4年 11月 6日(日) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

 選考方法 ①面接 ②提出書類 

 試験日程 

面接の時間等詳細については、本校より、受験票と同封にて書類を送

付します。 

※ 面接が終わり次第終了。 

※ 面接開始時間の 10分前までに受付を済ませてください。 

   

3．入試結果 
発表 

発表期日 令和 4年 11月 16日(水) 〔当日発送〕 

発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 

   

4．入学手続 期間 令和 4年 11月 18日(金)～11月 29日(火) 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 
①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 
※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。 
（詳細は入試結果発表時に通知） 
※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 
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推薦入試 指定校推薦入試 
 

 

 

1．出 願   出願期間 令和 4年 10月 18日(火)～10月 27日(木) 

 出願基準 

次の 1から 4に該当する者 

1.勉学･生活態度ともに指定校推薦に値する者 

2.令和 5 年 3 月本校指定の高等学校卒業見込みの者で、学校長が推

薦する者 

3.各校指定の評定平均値以上の者 

4.入学を許可された場合本校に必ず入学することを確約できる者 

 入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

 出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②入学者推薦書（本校様式） 

③推薦調書（本校様式） 

④高等学校調査書（開封無効） 

⑤受験受付票・受験票・入学検定料納付票 
   ※振込証明書を貼付 

⑥写真 3枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4 cm×ﾖｺ 3cm （出願前 3 ヶ月以内撮影） 
〔入学願書、受験受付票、受験票に貼付〕 

⑦受験票送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 
※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

⑧入試結果送付用封筒（募集要項添付） 
※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

 出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で

郵送。（直接は受付しません。） 

②締切日消印有効 
※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 
※出願書類を提出された方に、受験票及び試験日程等書類を送付します。 

   

2．試 験  試験日 令和 4年 11月 6日(日) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

 選考方法 ①面接 ②提出書類 

 試験日程 

面接の時間等詳細については、本校より、受験票と同封にて書類を送

付します。 

※ 面接が終わり次第終了。 

※ 面接開始時間の 10分前までに受付を済ませてください。 

   

3．入試結果 
発表 

発表期日 令和 4年 11月 16日(水) 〔当日発送〕 

発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 

   

4．入学手続 期間 令和 4年 11月 18日(金)～11月 29日(火) 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 
①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 
※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。 
（詳細は入試結果発表時に通知） 
※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 
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推薦入試 一般推薦入試 
 

 

 

1．出 願   出願期間 令和 4年 10月 18日(火)～10月 27日(木) 

 出願基準 

次の 1から 3に該当する者 

1.令和 5年 3月 高等学校卒業見込みの者で、学校長が推薦する者 

2.評定平均値 3.0以上の者 

3.入学を許可された場合本校に必ず入学することを確約できる者 

 入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

 出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②入学者推薦書（本校様式） 

③推薦調書（本校様式） 

④高等学校調査書（開封無効） 

⑤受験受付票・受験票・入学検定料納付票 
   ※振込証明書を貼付 

⑥写真 3枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4 cm×ﾖｺ 3cm （出願前 3 ヶ月以内撮影） 
〔入学願書、受験受付票、受験票に貼付〕 

⑦受験票送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 
※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

⑧入試結果送付用封筒（募集要項添付） 
※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

 出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で

郵送。（直接は受付しません。） 
②締切日消印有効 
※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 
※出願書類を提出された方に、受験票及び試験日程等書類を送付します。 

   

2．試 験  試験日 令和 4年 11月 6日(日) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

 選考方法 ①小論文 ②面接 ③提出書類 

 試験日程 

10:10 ～ 10:30 受付 
10:50 ～ 11:50 小論文 
12：00 ～ 13：00 昼食 
13:10 ～  面接 （面接が終わり次第終了） 
※面接は午後になりますので、昼食を持参してください。 

   

3．入試結果 
発表 

発表期日 令和 4年 11月 16日(水) 〔当日発送〕 

発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 

   

4．入学手続 期間 令和 4年 11月 18日(金)～11月 29日(火) 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 
①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 
※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。 
（詳細は入試結果発表時に通知） 
※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 
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推薦入試 社会人推薦入試 
 

 

 

1．出 願   出願期間 令和 4年 10月 18日(火)～10月 27日(木) 

 出願基準 

次の 1から 3に該当する者 

1.高等学校卒業以上の学歴を有する者（出願時） 

2.自己推薦が可能な者または浜松市歯科医師会会員診療所院長の推薦者 

3.入学を許可された場合本校に必ず入学することを確約できる者 

 入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

 出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②自己推薦書 800字以内（様式･記入方法は自由） 

③浜松市歯科医師会会員診療所院長の推薦書（様式自由） 
※推薦が可能な者のみ 

④高等学校調査書（開封無効） 

既卒者で調査書の発行が不可能な場合は、成績証明書を提出。 
※成績証明書も発行が不可能な場合は、高等学校発行の『調査書・
成績証明書が発行できない旨の文書』を提出。 

⑤最終学歴の卒業証明書 

⑥受験受付票・受験票・入学検定料納付票 
   ※振込証明書を貼付 

⑦写真 3枚 上半身無帽 ﾀﾃ 4 cm×ﾖｺ 3cm （出願前 3 ヶ月以内撮影） 

〔入学願書、受験受付票、受験票に貼付〕 

⑧受験票送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 
※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

⑨入試結果送付用封筒（募集要項添付） 
※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

 出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で

郵送。（直接は受付しません。） 
②締切日消印有効 
※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 
※出願書類を提出された方に、受験票及び試験日程等書類を送付します。 

   

2．試 験  試験日 令和 4年 11月 6日(日) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

 選考方法 ①小論文 ②面接 ③提出書類 

 試験日程 

10:10 ～ 10:30 受付 
10:50 ～ 11:50 小論文 
12：00 ～ 13：00 昼食 
13:10 ～  面接 （面接が終わり次第終了） 
※面接は午後になりますので、昼食を持参してください。 

   

3．入試結果 
発表 

発表期日 令和 4年 11月 16日(水) 〔当日発送〕 

発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 

   

4．入学手続 期間 令和 4年 11月 18日(金)～11月 29日(火) 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 
①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 
※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。 
（詳細は入試結果発表時に通知） 
※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 
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一般入試 
※前期試験には入学辞退の期限があります。期限経過後は入学辞退ができません。 
（他校と併願受験する際には、日程等充分にご注意ください。） 

※定員に余裕がある場合のみ、2次･3次試験を実施します。 
（2次試験以降は定員を満たした時点で終了とし、以降の入学試験は行いません。） 

1．出願   入試種別 前期試験 
（推薦入試と同日程） 

後期試験 2次試験 3次試験 

出願期間 
令和4年10月18日(火) 

～10月27日(木) 

令和5年1月13日(金) 

～1月24日(火) 

令和5年2月13日(月) 

～2月20日(月) 

令和5年3月7日(火) 

～3月14日(火) 

出願基準 

次の 1から 3のいずれかに該当する者 
1.令和 5年 3月高等学校卒業見込みの者 
2.高等学校卒業以上の学歴を有する者（出願時） 
3.高等学校卒業者と同等以上と認められた者 

入学検定料 ２０，０００円 本校指定振込用紙にて振込。 

出願書類 

①入学願書（本校様式） 

②高等学校調査書（開封無効） 

既卒者で調査書の発行が不可能な場合は、成績証明書を提出。 
※成績証明書も発行が不可能な場合は、高等学校発行の『調査書・成績証明書が発行できない
旨の文書』を提出。 

③受験受付票・受験票・入学検定料納付票  ※振込証明書を貼付 

④最終学歴の卒業証明書（社会人のみ） 

⑤写真 3枚 上半身無帽  ﾀﾃ 4 cm×ﾖｺ 3cm （出願前 3ヶ月以内撮影） 

〔入学願書、受験受付票、受験票に貼付〕 

⑥受験票送付用封筒〔茶封筒〕（募集要項添付） 
※244円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

⑦入試結果送付用封筒（募集要項添付） 
※504円分の切手を貼付し、郵便番号・住所・氏名を記入。 

出願方法 

①上記書類を提出期間中に簡易書留・特定記録など記録の残る方法で郵送。（直接は受付しません。） 
②締切日消印有効 
※封筒は、募集要項添付の入学願書等送付用封筒を使用。 
※出願書類を提出された方に、受験票及び試験日程等書類を送付します。 

   

2．試験   入試種別 前期試験 後期試験 2次募集 3次募集 

試験日 令和4年11月6日(日) 令和5年1月29日(日) 令和5年2月26日(日) 令和5年3月19日(日) 

試験会場 浜松歯科衛生士専門学校（浜松市中区鴨江二丁目 11番 2号） 

選考方法 ①国語総合（現代文のみ） ②小論文 ③面接 

試験日程 

9:00 ～ 9:20 受付 
9:40 ～ 10:30 国語総合(現代文のみ) 

10:50 ～ 11:50 小論文 
12:00 ～ 13:00 昼食 

13:10 ～  面接 （面接が終わり次第終了） 
※面接は午後になりますので、昼食を持参 
してください。 

   

3．入試 
結果 
発表 

入試種別 前期試験 後期試験 2次募集 3次募集 

発表期日 令和4年11月16日(水) 令和5年2月7日(火) 令和5年3月7日(火) 令和5年3月27日(月) 

発表方法 郵送のみ（掲示による発表、電話等への対応は行いません。） 〔当日発送〕 

   

4．入学 
手続 

入試種別 前期試験 後期試験 2次募集 3次募集 

期間 
令和4年11月18日(金) 

～11月29日(火) 

令和5年2月9日(木) 

～2月16日(木) 

令和5年3月9日(木) 

～3月15日(水) 

令和5年3月28日(火) 

～3月31日(金) 

方法 

上記期間中に、下記書類を本校へ郵送。 
①入学金の「振込金受取書」 ②誓約書 ③戸籍抄本 
※期限を経過すると、合格取り消しになる場合があります。（詳細は入試結果発表時に通知） 
※卒業見込みで受験した者は卒業後速やかに卒業証明書を提出。 

  

5．入学 
辞退 
期限 

入試種別 前期試験 

 
入学辞退期限 令和5年1月25日（水）必着 

※入学辞退について ： 入学を辞退する場合は、必ず書面郵送にてその旨をお知らせください。 

－１０－ 



学 費 

特待制度 

1．入 学 金 200,000円 入学手続時に納入 

2．授 業 料 500,000円 1年分 

1 年分を 2 期（4 月・10月）に分

けて納入 

3. 実 習 費 130,000円 

4. 施設維持費 155,000円 

※一旦納入した入学検定料、入学金、および提出書類は返還いたしません。 

その他：入学後、上記学費以外に、下記費用が必要となります。 

教科書（約 10万円）、実習用白衣・実習器具等（約 15万円）、学生傷害保険（約 5千円） 

B・C型肝炎血液検査・ワクチン接種（約 3万円） など 

上記の他、卒業までに、2･3 年次教科書（計約 6 万円）、臨床実習時の交通費、国家試験模

擬試験料、国家試験受験料・宿泊費等、行事費（研修・修学旅行等）など 

入学試験再受験 入学検定料減免制度 

対 象 ： 同年度内に、ＡＯ入試を除く、一般推薦、社会人推薦、一般入試前期・後

期・2次試験を既に受験した方で本校を再受験される方 

減免額 ： 15,000円 （入学検定料 20,000円を 5,000円に減免します。） 

※必ず、『願書の入学試験再受験』欄と『入学検定料振込用紙』に必要事項を記入してください。 

一般社団法人浜松市歯科医師会は、『地域の歯科医療に貢献できる優秀な    歯科衛

生士の養成』の理念の基、特待制度を行っています。 

スカラシップ指定校推薦者特待制度 

条  件 ： スカラシップ指定校推薦入試に合格した者 

免 除 額 ： 入学金半額免除 

以下スカラシップ指定校推薦入試以外の全ての入試が対象。（併用はできません。） 

卒業生お子様入学金半額免除制度 

条  件 ： 浜松歯科衛生士専門学校卒業生お子様 

免 除 額 ： 入学金半額免除 

※希望者は、必ず、願書『５.特待制度』に必要事項を記入してください。 

在学生･卒業生兄弟姉妹入学金半額免除制度 

条  件 ： 浜松歯科衛生士専門学校在学生･卒業生の兄弟姉妹 

免 除 額 ： 入学金半額免除 

※希望者は、必ず、願書『５.特待制度』に必要事項を記入してください。 

浜松市歯科医師会会員お子様入学金半額免除制度 

条  件 ： 浜松市歯科医師会会員お子様 

免 除 額 ： 入学金半額免除 

※希望者は、必ず、願書『５.特待制度』に必要事項を記入してください。 

※詳細は「入学手続について」のご案内の際にお知らせします。 

在学生特待制度 

条  件 ： 学業、人物共に優秀で、学校長が特待生として認めた者。 

対  象 ： 2 年生、3 年生（進級時） 

特 待 額 ： 特待生 授業料 15 万円免除、準特待生 授業料 5 万円免除 

期  間 ： 1 年間（特待額を前･後期授業料 2 回に分け半額ずつ免除） 

※特待制度についての詳細は事務担当者まで  
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高等教育の修学支援新制度（授業料等減免と給付型奨学金） 

奨学金 

 

『浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科』は、高等教育の修学支援新制度の対象校です。 

この新しい新制度には、１．授業料等減免（授業料と入学金の免除または減額）と、2．給付型奨学金  （原

則返還が不要な奨学金〔下記日本学生支援機構給付型奨学金〕）の 2つの支援があります。 

対 象 者 
世帯の収入などの要件に合う学生が支援の対象となります。高校や大学等の成績だけでなく、明確な
進路意識と強い学びの意欲、学修状況等をしっかりと確認した上で学生に対して支援が行われます。 

支 援 額 
支援を受けられる金額は、世帯の収入、進学先の学校種(専門学校)、自宅通学か一人暮らしかなどに
よって異なります。 

手続方法 高校 3年生 ⇒ 高校を通じて給付型奨学金の申込ができます。 

留意事項 
支援を受けるにあたっては、大学等でしっかりと授業へ出席し、勉強することが求められます。成績が
悪かったり、授業にあまり出席しなかった場合は、支援を打ち切られたり、場合によっては、返還が必要
になることもあります。 

※上記の詳細は、文部科学省の高等教育の修学支援新制度ホームページをご覧ください。 
• https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm 

 

・日本学生支援機構奨学金は、高校在学中または入学後に公募し、選考を経て貸与決定となります。 
・県市等地方公共団体が行っている奨学金もあります。地域の教育委員会等にお問い合わせください。 
・この他、国の教育ローンが各金融機関等で利用できます。 

■ 日本学生支援機構  

※高校在学中に貸与が決定される予約採用者は、入学後に手続きをしていただきます。 

区分 貸与型：第一種奨学金（無利子） 貸与型：第二種奨学金（有利子） 給付型奨学金 

募集 毎年春 毎年春 詳細は、 
文部科学省・ 

日本学生支援機構
の該当ホームペー
ジをご覧ください。 

応募 

資格 

人物・学業ともに特に優れかつ健康で、 

 経済的理由により著しく修学困難な者 

人物・学業ともに優れかつ健康で、 

経済的理由により修学困難な者 

貸与 

月額 

自宅通学 2・3・4万円、53,000円より選択 
自宅外通学 2・3・4・5・6万円より選択 

2万円から 12万円までの間で選択 
（1万円刻み） 

 

 

 

『浜松歯科衛生士専門学校歯科衛生士科』は、厚生労働省指定の専門実践教育訓練給付金の支給対

象講座として指定されています。 

◆専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは 
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保
険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者（※）（在職者）、または被保険者であった方（離職
者）が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教
育訓練経費の一定の割合額（上限あり）をハローワークから支給する制度です。 

※被保険者とは、一般保険者及び高齢者被保険者をいいます。 

＜支給額＞ 専門実践教育訓練を受給している間と、修了した場合、下欄の額をハローワークから支給します。 
 専門実践教育訓練の受講中 専門実践教育訓練の修了後 

支給額 
（受講者が支払った
教育訓練経費＊4×
右欄の割合） 

 

50％ 
 
ただし、4千円を超える場合。 
120万円を超える場合:120万円 

資格取得等をし、かつ修了した日の翌日から１年以内
に一般被保険者として雇用された場合 

70％  ただし、4千円を超える場合。 

168万円を超える場合:168万円。すでに支給した左欄
の額との差額が追加支給されます。 

◆専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度とは 

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているな
ど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の
日額の 80％に相当する額をハローワークから支給する制度です。 

※上記の詳細は、厚生労働省ホームページのリーフレットをご覧ください。 
• https://www.mhlw.go.jp/content/000571214.pdf 

※受給資格有無の確認及び実際の手続きは、事前に必ず各ハローワーク窓口に直接お尋ねください。   
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◆浜松歯科衛生士専門学校までのご案内 

住所  浜松市中区鴨江 2-11-2 
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一般社団法人 浜松市歯科医師会 


