
令和 ５ 年度 浜松歯科衛生士専門学校 入学者選抜試験の概要 
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。  

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。  

■ 募集概要 ■ オープンキャンパス日程 (予約制) ■ 学費等  

課程・学科 専門課程・歯科衛生士科 第 1回 令和 4年 5月 29日（日） 入学検定料 20,000 円（再受験 5,000円※1→下） 

修業年限 昼間 3年（3 年課程） 第 2回 令和 4年 6月 26日（日） 入学金 200,000 円 入学時に納入 

募集人数 第 1学年 44名 女子 第 3回 令和 4年 7月 24日（日） 授業料 500,000 円  〔年額〕 

入学期 令和 5年 4月 第 4回 令和 4年 8月 25日（木） 実習費 130,000 円  1年分を2期（4月・10月） 

 ※AOにｴﾝﾄﾘｰ予定・済みの方は 4回うち必ず 1回参加 施設維持費 155,000 円  に分けて納入 
■ 試験会場  全て浜松歯科衛生士専門学校 ※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 AO（ｱﾄﾞﾐｯｼｮﾝ・ｵﾌｨｽ）入試 

推薦入試 一般入試 一般入試 

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 
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 専願 専願 専願 専願 専願・併願 専願・併願 専願・併願 専願・併願 

出願 
資格 
等 

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 

 

スカラシップ指定の高
等学校のみを対象とし
た特待入試制度です。 
合格者は入学金の 
半額が免除されます 

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 

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 

課題レポート  面談等 面接 面接 
①小論文 
②面接 

①小論文 
②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 

ｴﾝﾄﾘー  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) 
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 
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) 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 令和4年10月13日(木) 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10月17日(月) 
～10月25日(火) 

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) 

※1 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。 

資料請求はホームページより  その他、学校見学の希望やお問い合わせは本校担当者まで → TEL 053-454-1030 浜松歯科衛生士専門学校 担当 野末まで 

■特待制度 
・スカラシップ指定校推薦者特待制度（入学金半額免除） 

・卒業生ご息女入学金半額免除制度 

・在校生･卒業生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 

■入学試験再受験入学検定料減免制度 
（下記※１参照） 

 オープンキャンパスの 

参加予約は、電話にて 

4/11（月）より受付開始！ 


