
AO入試とは

AO入試は、本校の教育内容を理解している人に対し、本校が求める学生像(アドミッションポリシー)と照らし合

わせて合否を決める入試方法です。エントリーシート、小論文、面接等により、多様な能力・意欲など総合的に評価

を行います。

募集人員

入試日程

日本鍼灸理療専門学校 専科(鍼灸科)
第１部 ９名

第２部 ９名

日本柔道整復専門学校 柔道整復科
第１部 18 名

第２部 18 名

エントリー期間(必着) AO審査日 出願期間(必着) 合格発表日 入学手続締切日

７月２日(月)〜

７月５日(木)
７月７日(土)

８月１日(水)〜

８月６日(月)
８月９日(木) ８月 20 日(月)

HANADA GAKUEN 2019 

日本鍼灸理療専門学校
日本柔道整復専門学校

学校法人 花田学園

AO入試ガイド
本校の教育理念
「豊かな人間性と優れた学・技を兼ね備えた医療人を育成する」ことです。
この教育理念のもと、医療の本質を見つめ、確かな知識・技術はもとより、豊かな人間性を備えた医療人
を目指し、鍼灸師・柔道整復師として広く社会に貢献できる意欲ある人を求めています。

アドミッションポリシー



エントリー資格

次の各号に該当する者。

⑴ 人物優秀かつ本校の教育内容を十分に理解し、入学後も本校学生として、その成長が大いに期待できる者

⑵ 高等学校を卒業した者、および平成 31 年３月卒業見込みの者

または、それと同等以上の学力・資格があると本校が認めた者(高等学校卒業程度認定試験合格者を含む)

◎本校を理解していただくため、エントリー資格の一つとして、AOエントリーシート提出までに学校説明会・見学

会等に参加することが条件となります。

※ただし、やむを得ない事情等で参加することができない方は、入試事務局まで事前にご相談ください。

エントリー時の提出物・提出先

◎提出物：① AO入試エントリーシート(本校所定用紙)

② 写真[縦４㎝×横３㎝]１枚(エントリーシート貼付と同じもの)

③ 『AO入試エントリー受付のお知らせ』送付用封筒

本校所定の封筒に郵便切手 392 円を貼付し、エントリー者の住所・氏名を記入してください。

上記提出物を市販の封筒に封入の上、エントリー期間内(締切日必着)に簡易書留で郵送してください。

※封筒表面に必ず朱色で【AO入試エントリーシート在中】とお書きください。

提出先：〒 150-0031 東京都渋谷区桜丘町 20 番１号

宛 名：日本鍼灸理療専門学校／日本柔道整復専門学校 入試事務局

※宛名はエントリーする校名を記入してください。

AO審査について

AO審査は小論文・面接および書類審査を行います。

審査後、AO出願を許可された方に対し、AO入試結果内定書を郵送いたします。

出願書類について

エントリー時には必ずしも第一志望であることは問いませんが、出願においては本校のみの｢専願｣であることとします。

出願には以下の書類が必要となります。

⑴ 入学願書

⑵ 高等学校卒業証明書または見込証明書(高等学校卒業程度認定試験合格者はその合格証明書)

⑶ 高等学校調査書または成績証明書(高等学校卒業程度認定試験合格者はその合格成績証明書)

⑷ 自己アピール書

⑸ 入学検定料郵便振替払込証明書

◎入学検定料 30,000 円

※但し、日本鍼灸理療専門学校と日本柔道整復専門学校の併願受験の場合は 40,000 円となります。

提出された出願書類および入学検定料は、理由の如何にかかわらず返戻しません。

最終選考・継続的指導について

エントリーシートや出願書類、小論文、面接等を通して、あなたの多様な能力・意欲の評価を行い最終選考を行います。

また、AO入試合格者に対する継続的指導として、本校にて行われる特別講義の参加や課題の提出などを義務づけて

おります。



AOエントリーから合格までの流れについて

下記参加対象期間内の学校説明会・見学会等に参加され、『参加証』を
受け取ってください。
※やむを得ない事情等で参加することができない方は、入試事務局まで事前にご相談ください。

※詳細は、裏面を参照のこと4/1（日）～ 6/30（土）参加対象期間

学校説明会・
見学会等に参加

STEP1

7/2（月）～ 7/5（木）エントリー期間

エントリーシートに必要事項を記入し、入試事務局まで提出してください。

AOエントリー

STEP2

小論文・面接・書類審査を実施します。

7/7（土） 13：30～AO審査日AO審査

STEP3

審査後、10日以内に、AO出願を許可された方に対し内定書を郵送します。AO入試結果
内定書の郵送

STEP4

8/1（水）～ 8/6（月）出願期間

募集要項に添付されている入学願書に記入し、必要書類を添付し、
入学検定料を納入の上、期間内に提出してください。

入学願書の提出

STEP5

願書提出後、最終選考を行います。
合格者に対し、合格通知・入学手続書類を郵送します。
期日までに入学手続を行ってください。

8/9（木） 8/20（月）入学手続締切日合格通知日

最終選考および
合格通知・入学
手続書類の郵送

STEP6

個人情報の取扱いについて

学校案内や募集要項の請求並びに出願書類により、本校が取得する個人情報につきましては、以下の目的で使用いたします。

１．入学試験業務並びに入学までの一連の業務

２．入学後の学籍管理等の業務並びに各種通知・連絡業務

３．卒業後の本校・同窓会からの各種通知・連絡業務



平成 31年度 日本鍼灸理療専門学校 /日本柔道整復専門学校

AO入試エントリーシート
▼志望する学科に�印を入れ志望順位を記入して下さい。

志望学科
（�印記入）

志望順位
（順位を記入）

受験番号

日本鍼灸理療専門学校

（専科）

第１部

第２部

日本柔道整復専門学校

（柔道整復科）

第１部

第２部

裏面に氏名を記入

正面・無帽・上半身

最近３ヵ月以内に

撮影したもの。

(縦 4cm×横 3cm)

写真貼付欄

ふりがな 性 別

氏 名

生年月日 昭和・平成 年 月 日 生 （ 歳）

現 住 所

〒 −

電話番号 携帯電話番号

メールアドレス

高 校 名

都道

府県

１.国立 ２.都立 ３.県立 ４.府立

５.道立 ６.市立 ７.私立 ８.海外
昭和・平成 年 卒業・卒業見込

学校名 高 等 学 校

高認（大検）等の合格者は、その合格年月 昭和・平成 年 月 合 格・合格見込

最終学歴

都道

府県

１.国立 ２.都立 ３.県立 ４.府立

５.道立 ６.市立 ７.私立 ８.海外
種別

１.大 学 院 ２.大学 ３.短大

４.専門学校 ５.その他

学校名 昭和・平成 年 卒業・卒業見込

資 格 等 ※現在取得している資格・検定など記入してください。（例）医療資格、TOEFL�、英検、漢検、柔道の段など

資格名 段・級・スコア 資格授与者または検定主催団体・機関など

課外活動等 ※授業以外で活動していることについて記入してください。(部活動、ボランティア活動、生徒会活動など)

活動の種類など 内容・実績など

受 付 月 日 ／

受付担当者

※記入は、必ず黒インクまたはボールペンを使用

(こすると消えるボールペンの使用は不可)

※
学
校
記
入
欄



氏 名

①本校に関心を持ったのは、どのような理由からですか？

②将来、医療(鍼灸師・柔道整復師)に携わる者として身につけておかなければならないものは何だと思いますか？

③これまで最も熱心に(関心を持って)取り組んだことについて、自己 PRをしてください。

学校説明会および学校見学会参加証

貼付欄



学校説明会　開催時間　10：00～ 12：30

＊実施内容…学校概要説明・模擬授業・クラブ活動等見学・在校生とのフリートーク・
　　　　　　教職員による個別相談　等
＊AOエントリー資格に該当する学校説明会は、6/24（日）となります。
＊実施内容は変更する場合があります。詳細は本校HPをご確認ください。

6/24｜SUN｜ 7/22｜SUN｜ 8/25｜SAT｜

毎週月曜日から土曜日の10時から14時までの間で希望する時間に実施しています。
施設見学後、学校概要や入試等の説明、最後に質疑応答の時間を取らせていただきます。

学校見学会

＊予約について…学校説明会・学校見学会・入試相談会は事前の予約が必要です。
　　　　　　　　お電話にてお申し込みください。（学校説明会は本校HPからも予約できます。）
＊学校行事や休校日等で学校見学会・入試相談会が実施できない場合もありますので、あらかじめ
　ご了承ください。
＊学校見学会・入試相談会を実施時間以外で希望される場合、事前にお電話にてご相談ください。

入試相談会（学費・奨学金相談）

毎週月曜日から土曜日の10時から17時までの間で希望する時間に実施しています。 
出願や入試の説明は勿論ですが、合格してから入学までの手続き、学費や奨学金等について
相談できる機会となります。 

学校法人　花田学園

日本鍼灸理療専門学校
日本柔道整復専門学校

学校説明会　会場 /試験会場

〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町 20番１号
▶JR渋谷駅南改札西口より
　歩道橋を渡り徒歩約５分
Tel．03-3461-4788（入試事務局）
Fax．03-3461-4733
URL　http://www.hanada.ac.jp/
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