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新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止の為、入試日程に変更が生じる場合がございます。その際は、

学校HP等で事前にご案内させていただきます。受験をご検討していただいている皆様にはご不便をおかけい

たしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。なお本件に関するお問合せは以下の通りとなります。

【本件に関するお問合せ】 

岩崎学園横浜リハビリテーション専門学校入試事務局 infoycr@iwasaki.ac.jp 担当：宮地・小島・大江



ご参考資料

（模範解答はありません）

横浜リハビリテーション専門学校入学試験問題 （例）



横浜リハビリテーション専門学校 

募集学科 ・ 修業年限 ・ 募集定員

① 社会のルールとマナーを守り、心身ともに健康である。

② 広い視野に立ち、周囲の人々と思いやりを持ってコミュニケーションがとれる。

③ 医療課程を学ぶに必要な学習習慣やその能力を備えている。

④ 困難なことに立ち向かう逞しさと探究心を持つ。

アドミッション ・ ポリシー （入学者受入方針）

① 科学的根拠に基づいた臨床的思考を備えるための臨床教育課程を編成する。 

（研究法、理学療法セミナー、総合演習、臨床実習）

② 医療 ・ 地域 ・ 福祉分野に貢献できる知識や技術を習得できる教育課程を編成する。 

（理学療法概論、地域リハビリテーション論 ・ 演習）

③ 常に学び続け、時代の変化 ・ 先端医療に対応できる教育課程を編成する。

 (IT 活用法、理学療法概論、リハビリテーションロボティクス、外国語リテラシー）

【理学療法学科】

① 作業療法士としての地域（医療のみならず地域 ・ 福祉 ・ 保健 ・ 教育 ・ 労働）社会活動へ貢献

できる知識や技術を早期から習得できる教育課程を編成する。 

（作業療法実習、臨床見学実習、生活支援技法）

② 作業療法士としての科学的な探究心と根拠に基づいた臨床実践教育課程を編成する。

（IT 活用法、研究法、トレーニング理論）

③ グローバルなコミュニケーション能力を備えた、人間性豊かな自律性の高い学生となる教育

課程を編成する。

（カウンセリング心理学、心理学、教育学、外国語リテラシー）

【作業療法学科】

カ リキュラム ・ ポリシー （教育課程編成 ・ 実施の方針）

① 理学療法士 ・ 作業療法士として社会貢献を志向する人材 

（利他的思考、職業観、人生観）

② 理学療法士 ・ 作業療法士として最良の結果を追い求める人材

（プ口意識、問題解決能力、積極性、探究心）

③ 理学療法士 ・ 作業療法士として相手の気持ちに寄り添える人材 

（豊かな人間性、コミュニケーション能力）

ディプロマ ・ ポ リ シー （卒業認定 ・ 学位授与の方針）

部 課程 学科名 修業年限 性別 募集定員

昼間部 医療専門課程
理学療法学科

作業療法学科

４年

４年

男女

男女

８０名

４０名

１



AO入学試験 【専願制】

○両学科併願制度
本校のAO入学試験 （専願制） を受験される方は、入学試験において理学療法学科 ・ 作業療法学科の両学科併願が可能です。
①両学科併願を希望する場合は、入学願書 ・ 受験票で 「両学科併願」 を選択してください。 両学科併願を希望しない場合は、志望学科の番号を記入

してください。
②学科専願 ・ 両学科併願どちらの場合でも選考料は一律３０,０００円で、同じ試験科目で選考します。
③合格については、入学試験の結果を基に総合的に判断します。
④入学後の学科変更は、 一切認めません。

69
2020年

日

エントリー期間
すべて 【必着】

8/17（月）～9/1（火）

試験日

9/6（日） 9/11（金）

合格内定
発表日

入学出願期間

10/1（木）～10/6（火）

合格発表日

10/9（金） 10/21（水）

入学手続締切日
（学費納入締切日）

試験日

【AO出願上の注意】

①出願の際は、高等学校の先生に十分に相談し、指導を受けるようにしてください。

②出願書類提出後は原則として入学願書等の記載事項の変更は認められませんので、

十分注意してください。

③提出された書類は、いかなる理由があっても一切返還できません。

④合格内定者入学出願の際の在籍校の進学用調査書について、在籍校の封印が解かれた

ものは無効となりますので注意してください。（本校出願用に準備してください）

⑤学費 ・ 奨学金に関する詳細は、P.7、P.9 をご確認ください。

エントリー資格
本校を専願し、かつ全ての条件を満たす者

①高等学校を2021年3月卒業見込みの者、又は 2020年 3月高等学校卒業者

②本校を第一志望とし、合格後に本校入学を確約出来る者

※出願の際には事前に保護者 ・ 高等学校とよく相談し、合格後に入学辞退する事のないようにしてください。

AO入学試験合格による入学予定者の学費納入後の入学辞退による授業料等の返還は認めて
おりませんので、くれぐれもご注意ください。

③本校が開催する学校説明会 ・ 個別見学相談等に１回以上参加し、本校についての

理解を深めた者

④原則として、１１、１２、１、２、３月全５回の入学前準備講座（無料）に全回出席し、

任意で通信制入学前学習講座（有料）を受講出来る者

選考方法

①国語

（古典分野を除く国語総合

・ 一般常識含む）

②面接

③グループディスカッション

２



応募方法・AO入試の流れ

①AOエントリーシートを

入手する

（イベント参加）

・本校が開催する学校説明会 ・ オープンキャンパス ・ 個別見学相談※のいずれかに

必ず参加し、本校への理解を深めてください。
※保護者説明会 ・ プレップ入試 ・ 入試説明会では配布いたしませんので、

参加イベントを事前に確認してください。

・エントリーシートはイベント参加時に配布しますのでお申し出ください。

・イベントの開催日については、チラシ・本校HPをご覧いただくか、お問合せください。

②学生募集要項

（出願書類一式）を

入手する

・本校HP ・ お電話にてご請求ください。

AO入試の流れ 方法 ・ 内容

③AO入学試験に

エントリーする

【エントリー期間】

※P2参照

・必要書類についてはP.12を参照してください。

・必要書類を本校に郵送または持参し、エントリーしてください。

【受付時間】月～金曜日の午前９時から午後５時（イベント開催日の土日も受付可）

・選考料（30,000円）の納入は銀行振込とします。振込用紙は受験票と同連用紙

（3連綴り）になっています。必要事項を記入し、切り離さないで銀行に提出してください。

（振込後、A：提出用領収書、B：領収書の取扱銀行収納印を確認してください）

④AO入学試験を受ける

・試験日：2020年9月6日（日）

・試験科目：国語（古典分野を除く国語総合 ・ 一般常識を含む）

　　　　　　   面接／グループディスカッション

・試験会場：岩崎学園　横浜リハビリテーション専門学校

⑥AO入学試験合格内定者

は入学出願をする

【出願期間】

※P2参照

・必要書類についてはP.12を参照してください。

・必要書類を持参、又は郵送して入学出願をしてください。

・出願書類を受付後、書類確認を行い、正式に合格が決定します。

・合格発表は2020年10月9日（金）に速達にてご本人宛に送付します。

⑦入学手続締切日

【学費納入期限】までに

学費を納入する

・入学手続締切日【学費納入期限】の2020年10月21日（水）までにP.7の一括納入か

分割納入の指定金額をお振込ください。

⑤AO入学試験

合格内定通知を受け取る

（合格内定）
・内定結果は2020年9月11日（金）に速達にてご本人宛に送付します。

※AO入学試験を受験される方につきましては学生募集要項が２部必要となります。必要な方は本校HP ・ お電話にてご請求ください。

３



高校生対象 推薦入学試験 【専願制】

○選考料　３０,０００円

入試区分
出願期間

すべて 【必着】

指定校推薦入学試験 10/1（木）～10/13（火） 10/18（日）

10/18（日）

1/24（日）

11/15（日）

12/20（日）

10/23（金）

10/23（金）

1/29（金）

11/20（金）

12/25（金）

10/30（金）

10/30（金）

2/5（金）

11/27（金）

1/8（金）

10/1（木）～10/13（火）

12/14（月）～1/19（火）

10/1（木）～11/10（火）

11/11（水）～12/15（火）

Ⅰ

Ⅱ

3/6（土） 3/12（金） 3/19（金）2/15（月）～3/3（水）Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

高校生自己推薦

入学試験

高校推薦

入学試験

入試日 合格発表日
入学手続締切日
（学費納入締切日）
すべて 【必着】

※選考料は学校では支払えません。各金融機関でお振込のうえ、領収書はⒶを提出、Ⓑを大切に保管してください。

○両学科併願制度
本校の推薦入学試験 （指定校推薦を除く） を受験される方は、入学試験において理学療法学科 ・ 作業療法学科の両学科併願が可能です。
①両学科併願を希望する場合は、入学願書 ・ 受験票で 「両学科併願」 を選択してください。

両学科併願を希望しない場合は、志望学科の番号を記入してください。
②学科専願 ・ 両学科併願どちらの場合でも選考料は一律３０,０００円で、同じ試験科目で選考します。
③合格については、入学試験の結果を基に総合的に判断します。
④入学後の学科変更は、 一切認めません。

高校での勉強を活かせる、
指定校推薦入試を選びました

鈴木　恵 さん

指定校推薦入試

ソフトボール部の活動と高校の勉強を両立して頑張って

きたので、それを活かせる指定校推薦を選びました。指

定校推薦入試は早めに進路先を決定出来ることが大き

なメリットでした。学校生活では特別なことは行っていま

せんでしたが普段の授業をしっかりと受けることを常に意

識していたことで、勉強と部活動との両立が出来たのだ

と思います。

作業療法学科２年
（県立津久井浜高校出身）

先輩のいる学校だから
安心して入学を決めました

仲亀　早耶 さん

指定校推薦入試

同じ高校のバスケ部の先輩が指定校推薦で入学してい

ました。私も横リハの現役セラピストの授業が受けられる

点に惹かれ、受験を決意。そして高校内の指定校推薦

の基準も無事満たすことが出来ました。国語の筆記試

験の勉強をバスケ部の活動と両立して進めていたこと

で、部活動引退後も余裕を持って受験勉強に取り組め

ました。

理学療法学科２年
（県立厚木東高校出身）

高校推薦入試
Ⅰ期

高校推薦入試
Ⅱ期

自己推薦入試
Ⅱ期

自己推薦入試
Ⅲ期

自己推薦入試Ⅰ期
指定校推薦入試

18
10

2020年

日 15
11

2020年

日 20
12

2020年

日 24
1

2021年

日
63

2021年

土

高
校
生

出願資格
本校を専願し、かつ各入試の全ての条件を満たす者

選考方法

①国語
（古典分野を除く国語総合
・ 一般常識含む）

②面接
③書類

指定校推薦
入学試験

高校推薦
入学試験

高校生
自己推薦
入学試験

出願資格等、詳細については入試事務局指定校推薦入学試験担当（宮地 ・ 大江）に
お問合せください。

①2021年3月高等学校卒業見込みの者、または 2020年 3月高等学校卒業者
②高等学校の調査書評定平均値が 3.5 以上の者
③在籍（出身）高等学校長が推薦した者

①2021年 3月高等学校卒業見込みの者、または 2020年 3月高等学校卒業者
②高等学校の調査書評定平均値が 3.0 以上で、高校3年間の欠席が10日未満の者
③下記4点のうち、いずれかの条件を満たす者

高校時代、部活動を引退までやり通した者
高校時代、部活動において部長 ・ 副部長を務めた者
高校時代、生徒会本部役員（会長 ・ 副会長 ・ 会計 ・ 書記）を務めた者
高校時代、校内外問わず諸活動において表彰、あるいは秀でた認証を受けた者
（例 ： 英検準2級以上 /TOEICスコア450点以上 /TOEFL スコア400点以上 /

漢検2 級以上、など）出願の際に各検定の証明書を添付することが条件
④担任の確認印が捺印された所定の「自己推薦書」が提出できる者

i
ii
iii
iv

)
)
)
)

※条件を満たしているか不明な場合には、必ず出願前に入試事務局に確認してください。

※入学手続につきましては P.7初年度学生納付金および納入パターン別スケジュールをご確認ください。

※

※

※作業療法学科のみ実施

４



一般入学試験

入試区分
出願期間

すべて 【必着】

一般Ⅰ期

一般Ⅱ期

一般Ⅲ期

一般Ⅳ期

11/11（水）～12/8（火） 12/13（日）

1/24（日）

2/7（日）

12/18（金）

1/29（金）

2/12（金）

12/25（金）

2/5（金）

2/19（金）

12/14（月）～1/19（火）

1/20（水）～2/2（火）

3/6（土） 3/12（金） 3/19（金）2/15（月）～3/3（水）

入試日 合格発表日
入学手続締切日
（学費納入締切日）
すべて 【必着】

○選考料　３０,０００円
※選考料は学校では支払えません。各金融機関でお振込のうえ、領収書はⒶを提出、Ⓑを大切に保管してください。
※インターネット出願の場合は、本書同封の選考料振込依頼書は使用できません。P.11 インターネット出願ガイドのSTEP４をご確認ください。

○両学科併願制度
本校の一般入学試験 (Ⅰ期 ・Ⅱ期 ・Ⅲ期・Ⅳ期） を受験される方は、 入学試験において理学療法学科 ・ 作業療法学科の両学科併願が可能です。

①両学科併願を希望する場合は、入学願書 ・ 受験票で 「両学科併願」 を選択してください。

両学科併願を希望しない場合は、志望学科の番号を記入してください。

②学科専願 ・ 両学科併願どちらの場合でも選考料は一律３０,０００円で、同じ試験科目で選考します。

③合格については、入学試験の結果を基に総合的に判断します。

④入学後の学科変更は、 一切認めません。

１２月までの部活動と
受験勉強を両立しました

生出　令旺 さん

高校生自己推薦入試

大学付属の一貫校に通っていましたが、理学療法士を

目指すために横リハ進学を決めました。サッカー部の引

退前に入試がありましたが、文武両道を心がけて高校生

活を送りました。部活動の合間に参加した入試対策講

座で筆記試験の問題傾向を掴み、それを参考にして勉

強を進めていけたことも合格できた理由だと思います。理学療法学科２年
（私立日本大学藤沢高校出身）

夏からの入試対策が
合格に繋がりました

内記　涼乃 さん

高校生自己推薦入試

県内の公立大学と横リハを志望校に絞り込んでいまし

た。夏休みから第一志望の大学の勉強と並行して、横リ

ハの入試対策講座に参加していたことが横リハ合格のカ

ギとなりました。入試対策講座では国語だけでなく、面

接の練習ではその場でアドバイスが貰えるのでアドバイス

を参考に自分の弱点を克服することが出来ました。作業療法学科２年
（私立東海大学付属相模高校出身）

一般入試
Ⅱ期

一般入試
Ⅲ期

一般入試
Ⅳ期

一般入試
Ⅰ期

出願資格 備考

一般Ⅰ期

一般Ⅱ期

一般Ⅲ期

一般Ⅳ期

学外併願制度あり

学外併願制度あり高等学校卒業または 2021年 3 月
高等学校卒業見込の者、又はそれと
同等以上の学力があると認められた者

選考方法

①国語
（古典分野を除く国語総合・ 一般
常識含む）

②英語 ・ 数学Ⅰから１科目選択
③面接
④書類

【同時実施】 特待生選抜試験

○学外併願制度
本校の一般入学試験 (Ⅰ期 ・Ⅱ期） と、 他の大学 ・ 短期大学 ・ 専門学校の入学試験とを併せて受験する場合、 所定の届けを提出することによって、
入学金を除く初年度学費 (１３０万円） の納入期日を進学先決定期日まで延長可能です。

【出願時手続】
・ 本校所定の 「学外併願届」 を提出してください。
・ 進学先決定期日は、原則として併願校の合格発表日となります。

ただし、 一般入学第Ⅰ期試験受験者は２０２１年１月６日 （水）～２０２１年２月５日 （金）、 一般入学第Ⅱ期試験受験者は２０２１年 ２月８日 （月）
～２０２１年３月５日 （金） の期間内で日付を記入してください。

13
12

2020年

日 24
1

2021年

日 7
2

2021年

日 6
3

2021年

土

【同時実施】 特待生選抜試験

※入学手続につきましては P.7 初年度学生納付金および納入パターン別スケジュールをご確認ください。

※

※作業療法学科のみ実施
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大学生・社会人対象 推薦入学試験 【専願制】

入試区分
出願期間

すべて 【必着】

大学／社会人
自己推薦
入学試験

社会人一般推薦
入学試験

8/17（月）～9/1（火） 9/6（日）

1/24（日）

2/7（日）

9/11（金）

1/29（金）

2/12（金）

9/18（金）

2/5（金）

2/19（金）

12/14（月）～1/19（火）

1/20（水）～2/2（火）

Ⅰ

Ⅱ

3/6（土） 3/12（金） 3/19（金）2/15（月）～3/3（水）

Ⅲ

Ⅳ

入試日 合格発表日
入学手続締切日
（学費納入締切日）
すべて 【必着】

○選考料　３０,０００円
※選考料は学校では支払えません。 各金融機関でお振込のうえ、領収書はⒶを提出、Ⓑを大切に保管してください。

○両学科併願制度
本校の推薦入学試験 （公募制） を受験される方は、入学試験において理学療法学科 ・ 作業療法学科の両学科併願が可能です。
①両学科併願を希望する場合は、 入学願書 ・ 受験票で 「両学科併願」 を選択してください。

両学科併願を希望しない場合は、志望学科の番号を記入してください。
②学科専願 ・ 両学科併願どちらの場合でも選考料は一律 ３０,０００ 円で、 同じ試験科目で選考します。
③合格については、入学試験の結果を基に総合的に判断します。
④入学後の学科変更は、 一切認めません。

面接練習で「今のままで大丈夫」と言われ、
本番は安心できました

木下　久美子 さん

社会人一般推薦入試

９月の社会人推薦を見据え、社会人対象説明会で勉

強方法や出題ポイントを聞いて、それに合う問題集を買

って仕事の後に少しずつ進めました。横リハでの面接練

習終了後のフィードバックで「今のままで大丈夫です」と

言われたことで自信がつき、本番はリラックスして話すこ

とが出来ました。理学療法学科 4年
（洗足学園短期大学/

横浜高等教育専門学校出身）

社会人入学優待生選考 （詳細は P.８参照）

大
学
生
／
社
会
人

自己推薦
入学試験

一般推薦
入学試験

出願資格
本校を専願し、かつ各入試の全ての条件を満たす者

選考方法

①国語
（古典分野を除く国語総合
•一般常識含む）

②面接
③書類

４年制大学あるいは高度専門士の認定を受けた４年制専門学校の卒業者

 (２０２１年３月卒業見込みを含む）、またはそれと同等以上の資格を有する者

①高等学校卒業またはそれと同等以上の学力があると認められた者

②卒業後同一企業に１年以上勤務していた者で、所属長または施設長が推薦した者

大学／社会人自己推薦入試 ・ 

社会人一般推薦入試

Ⅱ期

24
1

2021年

日

大学／社会人自己推薦入試 ・ 

社会人一般推薦入試

Ⅲ期

7
2

2021年

日

大学／社会人自己推薦入試 ・ 

社会人一般推薦入試

Ⅳ期

6
3

2021年

土

大学／社会人自己推薦入試 ・ 

社会人一般推薦入試

Ⅰ期

6
9

2020年

日

※入学手続につきましてはP.7初年度学生納付金および納入パターン別スケジュールをご確認ください。

※作業療法学科のみ実施
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学　費

●学費納入上の諸注意
①学費は原則として入学手続時の一括納入ですが、 希望により分割納入の選択が可能です。

②学費の納入方法は出願時に入学願書で選択してください。 ２年次以降は年度ごとに納入方法を選択できます。

③２年次 ・ ３年次 ・ ４年次の学費は、 入学金を除いた金額１３０万円 です。 一括納入分及び第１期学費分は前年度３月下旬～４月に請求します。

④学費の領収書は、 銀行より手渡されたもの以外には改めて本校から発行しません。

○学外併願における学費納入期日延長の手続
本校の一般入学試験 (Ⅰ期・Ⅱ期）と、他の大学 ・ 短期大学 ・ 専門学校の
入学試験とを併せて受験する場合、所定の届けを提出することによって、
入学金を除く初年度学費 (１３０万円）の納入期日を進学先決定期日まで延長可能です。

○再出願手続について
再出願の場合には以下の書類が不要となります。

・高校生…進学用調査書・高校卒業証明書（又は卒業見込証明書）

・大学生、社会人…進学用調査書・高校卒業証明書及び大学等

成績証明書・大学等卒業証明書（又は卒業見込証明書）

※社会人一般推薦のみ、推鷹書も不要です。

〇初年度学生納付金 （両学科共通）
一括納入

学費内訳

入学金 （入学時のみ） ３００,０００円

授業料 （年額） ８００,０００円

実習費 （年額） １５０,０００円

設備費 （年額） ３５０,０００円

合計 １,６００,０００円

入学手続時

〈 納入パターン別　学費納入上の注意とスケジュール 〉

分割納入

学費内訳

入学金 （入学時のみ） ３００,０００円

授業料 （年額） ４００,０００円

実習費 （年額） ７５,０００円

設備費 （年額） １７５,０００円

合計 ９５０,０００円

第１期学費 （入学手続時）

－

４００,０００円

７５,０００円

１７５,０００円

６５０,０００円

第２期学費 （９月）

納入パターン

一括納入の場合

分割納入の場合

学外併願における

学費納入期日延長の場合

特待生 (１年次） に
採用された場合

出願時 合格通知書類受領～入学手続締切日 第２期学費 （納入期限９/５)

入学願書の学費納付金納入方法を選択して

ください。（ 出願後の変更はできませんので

注意してください。） 

岩崎学園奨学生制度の利用を希望する場合

には、 必ず出願時に分割納入を選択してください。

本校所定の『学外併願届』を必ず提出してください。

（記入方法については、下記「学外併願における

学費納入期日延長の手続 」を参照してください。）

合格通知書と同封の学費振込用紙を利用して

１６０万円を納入してください。

合格通知書と同封の学費振込用紙を利用して

９５万円を納入してください。

合格通知書と同封の学費振込用紙を利用して
入学金３０万円を納入してください。本校で納入確
認後、残額 (１３０万円／分割６５万円）の「学費振
込用紙』、『連絡票はがき』を発送します。

【進学先決定期日（原則として併願校の合格発表日 ）】
・ 本校に入学する場合…残額を納入してください。
・ 本校入学を辞退する場合…速やかに本校へご連絡

ください。

期日までに第２期学費６５万円を納入してください。

※岩崎学園奨学生制度に採用された場合は、
学費より差し引く方法で５０万円が無利子貸与
されます。
したがって、第２期学費１５万円を納入してください。

※分割納入の場合

・ 特待生 A

第２期学費６５万円が免除。

学費の請求はありません。

・ 特待生 B

第２期学費６５万円より４０万円を減免します。

残額の２５万円を納入してください。

・ 受験票の、 特待生選抜試験受験予定襴で

「受験する」を選択してください。

・ 一般入学試験Ⅲ期出願者は出願時に申告

の必要はありません。

入学手続締切日までに合格通知と同封の学費振込

用紙を利用して学費を納入していただき、特待生 (１

年次）に採用された場合は以下の通りご返金します。 

なお、返金時期は ４月のご入学以降となり、免除額

の返還義務はありません。（詳細は P.８参照）

・ 特待生 A

あらかじめ納入いただいた学費のうち、 年間授業

料８０万円を返金します。（分割の場合は第１期学

費より１５万円返金）

・ 特待生 B

一括納入の場合はあらかじめ納入いただいた上記

年間授業料のうち４０万円を返金します。

●その他の諸費用
①外部実習費、 白衣代等の教材費及び教科書代は、

入学後各年次ごとに別途必要です。
詳しくは入学後のオリエンテーションで説明します。

②入学時に貸与されるノートパソコンの故意による機器損傷 ・
紛失については、応分の費用を請求する場合があります。

※４年間合計で１１０万円前後です。

ただし、物価・消費税の変動、カリキュラム・実習内容の変更等により、

教材費及び教科書代の請求額は年度ごとに変動の可能性があります。

※毎年６月末締の請求となります。

（ご参考） ２０１９年度 教材費及び教科書代実績 （概算／税込）

１年次

教材費 １５０,０００円

７９,０００円

１５０,０００円

７５,０００円

２１０,０００円

４７,０００円

３２０,０００円

０円

８３０,０００円

２０１,０００円教科書代

２年次 ３年次 ４年次 合計

【出願時手続】

・ 本校所定の「学外併願届」を提出してください。

・ 進学先決定期日は、原則として併願校の合格発表日となります。

ただし、一般入学第Ⅰ期試験受験者は２０２１年１月６日（水）～ ２０２１年２月５日（金）、

一般入学第Ⅱ期試験受験者は２０２１年２月８日（月）～２０２１年３月５日（金）

の期間内で日付を記入してください。

○入学辞退による授業料等の返還
本校に入学するために学費を納入した後、２０２１年３月３１日（水）までに入学辞退を申し出た場合は、
本校所定の学費返還手続により、納入金額から入学金 (３０万円）を除いた金額を返還します。

【手続方法】

１. 入学辞退が確定でき次第、速やかに本校へ連絡してください。

 　　　０８００-８００-４５０８または『連絡票はがき』に必要事項を記入して郵送してください。

※上記電話番号がつながらない場合は０４５-８２６-７５５０（代）へ連絡してください。

２. 本校より「入学辞退届」を郵送しますので、必要事項を記入して入試事務局まで提出してください。 

３. 取扱例外としてAO入学試験、推薦入学試験を受験し、入学を許可された学生が入学辞退を

申し出た場合は、原則学費の返還はできません。

※上記の入学辞退手続が行われなかった場合、原則学費は返還しません。
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優待 ・ 特待生制度

制度名 家族優待制度 卒業生紹介制度

入学金より

２０万円減免

入学金より

１０万円減免

社会人入学優待制度

入学金より

２０万円減免

特待生(１年次） 制度

特待生A

授業料８０万円

（全額）を免除

特待生B

授業料４０万円

（半額）を免除

免除額

概　要

利用方法

注意事項

・ 家族優待制度を利用する場合は、 

出願時に入学願書（裏面）にて

意思表示をしてください。

・ 横浜リハビリテーション専門学校

及び岩崎学園姉妹校の在校生も

しくは卒業生の兄弟姉妹・親子が、

推蔦入学試験 （公募制）

又は一般入学試験にて

専願で本校に合格し、

入学する場合、

入学金 (３０万円）より

２０万円を減免します。

・ 他の学費減免 ・ 優待制度との
併用はできません。

・ 一般Ⅰ期 ・Ⅱ期入試の
学外併願制度は
利用できません。

・ 卒業生紹介制度は、臨床現場で

活躍する本校卒業生と

受験生との関わりを推奨し、

より職業意識の高い入学者を

募ることを目的とした制度です。

・ 本校の卒業生より紹介を受けた

者が、AO入学試験、推鷹入学試験

（公募制）又は一般入学試験にて

本校に合格し、入学する場合、

入学金 (３０万円）より

１０万円を減免します。

一般Ⅰ期・Ⅱ期入試の学外併願

制度を利用する場合は入学金

納入後の残金より減免します。

・ 他学生の模範となり得る

豊富な経験を持つ、

優秀な社会人 ・ 大学卒業者 

（見込者含）を募ることを

目的とした制度です。

・ 社会人入学優待生に選ばれ、

本校に入学する場合、

入学金 (３０万円）より

２０万円を減免します。

・ 本制度は、単に理学療法士 ・ 作

業療法士になりたいという強い

意志を持った学生の経済的な

支援を行うだけではなく、広く

優秀な人物を募り、卒業後は社

会貢献に寄与する人材を育成す

ることを目的とした制度です。 

・ 「特待生 (１年次）」として選抜さ

れると、学費のうち年間授業料

を全額免除又は半額を減免します。

免除 ·減免の方法は、あらかじめ

納入いただいた学費より免除 ・

減免額をご返金します。なお、

ご返金時期はご入学 (４月）以

降となります。詳細は P７「学費

納入上の諸注意」を参照してく

ださい。

・ AO入学試験合格者、高校生対

象推薦入学試験合格者、一般

入学試験Ⅰ・Ⅱ期合格者及び一

般入学試験Ⅲ期出願者が受験

可能です。

・ 一般入学試験Ⅲ期【２/７（日）】

の英語試験の結果及び本校の

定める基準を満たした方から、

特待生Aとして両学科合計３名、

特待生Bとして両学科合計９名

の全１２名を選抜します。

※２年次以降も特待生は、

各学年の成績をもとに再選抜します。

したがって、２年次以降も本人の

努力次第で、すべての学生に特待生

として選抜されるチャンスがあります。

・ 全ての、

大学／社会人自己推薦入学試験、

及び社会人一般推薦入学試験の

全受験者を選考対象とします。 

申告の必要はありません。

・ 各試験合格者より、

本校の定める基準を満たした

各学科上位２名ずつ（合計４名）を、

「社会人入学優待生」として

採用し、発表します。

・ 他の学費減免 ・ 優待制度との
併用はできません。

・ 本制度に採用された場合、
他制度より
「社会人入学優待制度」が
優先されます。

・ ただし、採用されなかった場合に
は、他制度が適用されます。

・ 卒業生紹介制度を利用する

場合は、出願時に入学願書

（裏面）にて意思表示をし、

本校所定の

『卒業生紹介制度利用申込用

紙』を提出してください。

・ 本校卒業生の承諾及びサイン等
が必要です。また、在校生等、
本校卒業生以外の者より紹介
を受けることはできません。

・ 本制度は選考結果に影響を
与えるものではなく、
紹介者は受験生に対し
一切の責任を負いません。

・ 本制度は、受験生一人につき
１回のみ利用可能です。 
他の学費減免 ・ 優待制度との
併用はできません。

・ 一般入学試験Ⅲ期出願者が特
待生(１年次）に選抜された場
合でも入学手続締切日までに
学費納入が必要です。

【受験方法】

・ 受験票の特待生選抜試験受験
予定欄で、「受験する」を選択して
ください。

・ 一般入学試験Ⅲ期出願者は出願
時に申告の必要はありません。

・ 一般入学試験Ⅲ期出願者は、入
試日当日の学科試験で必ず英語
を選択してください。

免除額 （１名あたり） 人数 （両学科合計）

特待生A 授業料 ８０万円 （全額）免除 ３名

９名授業料 ４０万円 （半額）免除特待生B

特待生制度拡大！

あたる 名を選抜！12
学生人数の10%に
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奨学金ほか
〈奨学金〉

名称 概要 問合せ先

岩崎学園奨学生（制度）

横浜リハビリテーション専門学校

入試事務局

高等教育の修学支援新制度

（独）日本学生支援機構奨学金

岩崎学園

震災特別対応基金制度

一般財団法人

岩崎ともみ奨学財団 

給付型奨学金

神奈川県理学療法士
及び

作業療法士修学資金

５０万円／年額を無利子で貸与します。

新入生 は、１年次前期末試験後に選考を行い、
採用者には第２期 (９月）学費より貸与分を差し引きます。
したがって、出願時の入学願書学費納付金納入方法は
必ず分割納入を選択してください。

５０万円／年額を無利子で貸与します。

岩崎学園奨学生（制度）の特別枠として、
被災者の就学機会の確保を目的とした基金です。 
詳細は本校入試事務局へ直接お問合せください。

３６万円／年額を給付します。

本校へ入学後、成績等により選考を行います。
詳細は本校入試事務局へお問合せください。

【第一種奨学金（無利子）】月額

自宅通学：20,000円・30,000円・40,000円・53,000円から選択

自宅外通学：20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円から選択

【第二種奨学金（有利子）】月額

20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・70,000円·
80,000円・90,000円・100,000円・110,000円・120,000円から選択

対象機関に認定されました。
制度の詳細は文部科学省のホームページをご確認ください。

都道府県など各自治体ごとに、
理学療法士・作業療法士修学資金があります。

高校在学時に、奨学生として採用される
『予約採用制度』があります。

0800-800-4508

※日本学生支援機構の 『予約採用』 制度については
在籍高校に確認してください。

〈教育ローン〉

名称 概要 問合せ先

日本政策金融公庫 

【国の教育ローン】

三井住友教育ローン

みずほ教育ローン

横浜銀行教育ローン

セディナ学費クレジット

教育のために必要な資金を融資する公的なもので、 

入学金 ・ 授業料 ・ 教科書代などに幅広く利用できます。

最寄りの日本政策金融公庫

または教育ローンコールセンター

０５７０-００８６５６ （ナビダイヤル） 

または０３-５３２１-８６５６

三井住友銀行 横浜駅前支店

０４５-３１１-３７３１㈹

みずほ銀行 横浜駅前支店

０４５-３１１-１３４１㈹

横浜銀行 横浜駅前支店

０４５-３１１-１５７１㈹

横浜リハビリテーション専門学校
入試事務局

株式会社セディナ（三井住友フィナンシャルグループ）の

提携による教育ローン。

https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/

融資額１０万円～３００万円

融資額１０万円～３００万円

融資額１０万円～５００万円

0800-800-4508

特待生試験合格が
大きな自信になりました

平賀　菜々子 さん

特待生制度

高校推薦入試で合格した後も英語の勉強を続け、２月

の特待生試験に挑戦しました。特待生に選ばれたことは

大きな自信になりました。入学後は授業内だけでなく、

放課後もクラスのみんなで集まって勉強をしています。

横リハはクラス制なので、「全員で頑張る」という雰囲気

がとても強いと思います。理学療法学科２年
（県立追浜高校出身）

新規 内部特待生制度
＊年間授業料半額（40万円）免除/年

＊採用人数 ・ 期間 ： 若干名 ・ 1 年間

本校へ入学後、選考を行います。
詳細は本校入試事務局へお問合せください。
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一般入試限定

インターネット出願ガイド
※各種推薦入試はインターネットからの出願はできません。募集要項に同封の入学願書等各種様式にてご出願ください。

https://www.syutsugan.net/ycr
●インターネット出願は一般入学試験への出願を希望する場合のみ利用可能です。

●インターネットで出願登録後、出願書類一覧（P.12）を参照し、必要書類を出願締切日必着でご提出ください。

●受験票につきましてはインターネット上でプリントアウトし、試験日当日に忘れずにお持ちください。

なお、受験票は出願書類提出、および選考料のお支払い後にプリントアウトが可能になります。

●選考料（30,000円）の支払いは手数料がかかります。ご了承ください。

支払方法はSTEP４をご確認いただき、本校でのお支払いはできませんのでご注意ください。

インターネット出願の流れ

インターネット出願について

●インターネット環境の確認

インターネットに接続されたパソコン ・ スマートフォン ・ タブレットをご用意ください。

メールのドメイン指定受信設定をされている場合は、事前に@syutsugan.netからの受信が

出来る様にした上で、右記のQRコードを読み取り、ネット出願ページへアクセスしてください。

※ご自身で迷惑メール設定をした記憶がなくても、携帯電話の契約時に指定受信設定がされている場合もあります。

●写真データの用意

※６ヶ月以内に撮影されたもの（上半身 ・ 正面・脱帽）

●必要書類の準備

必要書類のうち、進学用調査書等、出身高校に発行を依頼する必要があるものは

発行までに時間がかかる場合があります。できるだけお早めにご準備をお願いいたします。

その他、必要書類についてはP.12、及び出願登録後に届くメール本文をご確認ください。

事前準備STEP1

「初めて出願される方」のボタンから「ネット出願アカウント作成」ページへ進み

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。

インターネット出願ページへ ログインSTEP2

ログイン後、「新規出願」ボタンから受験に関する情報を入力し、各質問項目にお答えください。

なお、万が一誤りがあった場合、修正をお願いします。

出願登録の際はインターネット出願ページのお知らせを必ずご確認ください。

出願登録 ( 願書受付期間内のみ出願が可能です。)STEP3

ネット出願ページ
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お支払いはクレジットカード、コンビニ払い等各種支払い方法の選択が可能です。

出願ページの「選考料のお支払い」をご確認ください。

選考料のお支払いSTEP4

選考結果につきましては合否に関わらず全員に速達にて郵送し、合格者には入学手続に必要な

書類を同封します。内容をご確認の上、入学手続をお取りください。

合否の確認STEP7

出願登録完了画面または、出願完了メールに記載されている必要書類を確認して封筒に入れ、

出願期間内に郵便局窓口から簡易書留で郵送、または学校へ直接持参してください。（出願期間内必着）

必要書類の郵送STEP5

出願登録が学校から受理されると、ログイン後のトップページ内にある登録済み試験日程一覧に

受験番号が通知されます。受験番号をクリックすると受験票が表示されますので、

必ず受験日の前日までに印刷し、保管してください。

試験当日は印刷した受験票を必ず持参してください。

また、試験当日の詳細なご案内はインターネット出願ページのお知らせをご確認ください。

受験票の印刷STEP6

郵送・持参先

〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-1

横浜リハビリテーション専門学校　入試事務局

注 意

登録完了後、選考料を支払い、

必要書類を郵送することで出願が完了します。

インターネット出願は24時間可能です。

ただし、選考料のお支払いと必要書類の郵送は、出願から1週間以内に

（出願日が出願締切日から1週間以内の場合は、出願締切日までに）済ませてください。

できるだけ余裕を持った出願をお願いします。

１１



出願書類一覧 【チェックシート】

出願方法

～出願前に必ずチェック！～ （○： 提出必須　△： 希望者のみ提出）

○窓口持参
平日９:００～１７:００の間で、本校窓口へ直接ご提出ください。
※土日及び冬季休業１２月２９日（火）～１月５日 （火） は出願受付はできません。 

ただし、イベント開催日はイベント内で出願受付が可能です。

○郵　　　送
出願期間締め切り日必着です。

○インターネット出願 （一般入学試験のみ）
詳細は P.10、P.11のインターネット出願ガイドをご確認ください。

出 願 書 類

入 学 願 書

エントリーシート

進 学 用 調 査 書
（またはこれに代る書類）

高校卒業証明書
（または卒業見込証明書）

大学等成績証明書

大学等卒業証明書
（または卒業見込証明書）

提 出 用 選 考 料
振込金領収書（A）

卒業生紹介制度
申 込 用 紙

学 外 併 願 届

入 学 同 意 書
（We b よりプリントアウ ト）

推 　 薦 　 書

経 　 歴 　 書

受験票返送用封筒

選考結果連絡用封筒

受 験 票 １ ・ ２

写 真 ２ 枚
（縦３.０cm× 横２.５cm）

（AO入試は３枚）

No.

１

２

３

４

５

６

８

１３

１４

１５

１０

１１

１２

７

９

・ 鉛筆で記入していますか？
・ 裏面の署名はペン又はボールペンで

してありますか？
・ 署名の横に捺印をしていますか？
・ 担任等確認欄に署名 ・ 捺印を

もらいましたか？

……………□

………………………□
……□

………………………□

・ 鉛筆で記入していますか？
・ 裏面の署名はペン又はボールペンで

してありますか？
・ 署名の横に捺印をしていますか？

……………□

………………………□
……□

・ 写真の裏面に氏名を記入しましたか？
・ １枚は願書に、もう1枚は受験票１

に貼りましたか？
・ エントリーシート、願書、受験票1に使用

する写真は同じものを使ってますか？

…□

………………………□

……□

・ 署名はペン又はボールペンで
してありますか？

・ 署名の横に捺印をしていますか？
………………………□

……□

・ 封は閉じてあり、開封していませんか？…□

・ 封は閉じてあり、開封していませんか？…□

・ 封は閉じてあり、開封していませんか？…□

・ 選考料￥30,000は振込済みですか？ …□

・ ￥374分切手は貼ってありますか？……□

・￥384分切手は貼ってありますか？……□

・ 封は閉じてあり、開封していませんか？
（※調査書に該当記載があれば不要。）

…□

・ 所定のものを使っていますか？
（入試区分によって異なるので注意。）

………□

・ 所定のものを使っていますか？
（※希望者のみ提出）

………□

・ 所定のものを使っていますか？
（※希望者のみ提出）

………□

・ 所定のものを使っていますか？………□

チ ェ ッ ク 項 目 AO入試
（エントリー時）

AO入試
（内定後）

高校生
自己推薦

高校
推薦

大学/社会人
自己推薦

社会人
一般推薦

一般入試
Ⅰ期～Ⅳ期
（郵送・持参）

指定校
推薦

願書のみ
１枚

（厳封） （厳封） （厳封）

□
一般入試
Ⅰ期～Ⅳ期
（インターネット出願）

（Ⅰ・Ⅱ期のみ） （Ⅰ・Ⅱ期のみ）

注１. 婚姻等の理由で上記２・３・４・５の証明書類と現在の氏名が異なる場合、 戸籍抄本を添付してください。
注２. 消せるボールペンは使用しないでください。
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出願に関する個人情報の取り扱いについて

横浜リハビリテーション専門学校では、入学願書に記載いただく出願者の氏名、住所、電話番号、高校名などの

個人情報について、別に定める「学校法人岩崎学園個人情報保護方針」に従って厳格に管理いたします。

これらの情報は、入学選考の判定および入学後の学生指導等に利用させていただきます。
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学校法人 岩崎学園 横浜リハビリテーション専門学校
〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町550-1　TEL. 045-826-7550（代表） ycr.iwasaki.ac.jp

横浜リハビリテーション専門学校
入試事務局

（直通）

（代表）

■ホームページ http://ycr.iwasaki.ac.jp
■入学相談メール infoycr@iwasaki.ac.jp

0800-800-4508
045-826-7550

入試に関する問い合わせ先

ハレ

☎

バレ ヨコリハ
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