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WEB出願システム導入
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、吉田学園卒業者免除制度
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・入学選考日・出願期間・特待生試験について

教育ローン、専門実践教育訓練給付金、奨学貸付制度
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本人確認ができる証明写真のデータやスマートフォンなどで撮影した
データをご用意ください。 

写真データの用意

出願書類郵送用の封筒
市販の角2封筒（A4サイズ）もしくは
レターパックプラスをご用意ください。

出願提出書類の準備
出願提出書類は、入試区分により異なります。出願資格ページ（P９）で確認し、
準備してください。
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3カ月以内に撮影されたもの・カラー写真・上半身・正面・脱帽・
背景無地（望ましい）・ファイルサイズ 8MB以下・拡張子［jpg］

新規登録

仮登録

https://yoshida-entry.jp/?sid=7&did=&eid=

WEB出願システム利用手順

事前準備

受験生の皆さんへ 
WEB出願について

次に上部のマイページボタンをクリックします。

「新規登録」ボタンをクリックします。
ワンタイムパスワードを受け取るメールアドレスで登録をしてください。

仮登録完了の通知メールに記載されたURLにアクセスし、手続きを行います。

出願に必要な個人情報を入力し、顔写真のデータをアップロードしてください。

必要項目の登録完了後、登録確認メールが届きます。

WEB出願サイトを円滑に使用するために、マイページ登録は必須です。

受験申し込み状況や、受験票、出願内容などの確認、

郵送するための願書やその他必要書類のダウンロードが行えます。
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次のアドレス（https://yoshida-entry.jp/?sid=7&did=&eid=）
またはQRコードよりアクセスします。

専門学校北海道福祉・保育大学校
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STEP2 本登録手続き

1

2

3

個人情報入力

STEP1 マイページ登録をしよう

3

登録したメールアドレスに「仮登録完了」の通知メールが届きますので、
メールに記載のURLにアクセスし、本登録手続きを進めてください。

4

本人確認のために必要となります。本人確認が
できる証明写真のデータやスマートフォンなど
で撮影しアップロードを行ってください。

・3カ月以内に撮影されたもの
・カラー写真
・上半身・正面・脱帽

・背景無地（望ましい）
・ファイルサイズ 
 8MB以下・拡張子［jpg］

本登録手続きには証明写真が必要です。！

最大８MBまでのjpgデータの登録が可能です。

※必ず受け取れるメールアドレスを入力してください。受信、ドメイン指定など設定を確認してください。

メールアドレス
マイページ登録
情報控え欄

24時間受付可能

パスワード

STEP4
書類を郵送

STEP5
受験票を印刷

STEP3
出願情報の登録

STEP1 STEP2
本登録手続きマイページ登録
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インターネット・プリンター環境の確認
インターネットに接続されたスマートフォン・タブレット・パソコンとプリンターをご用意ください。
※プリンターをお持ちでない方は、P5をご確認ください。

本校では、2020年度入学試験からすべてWEB(インターネット)出願に変更を致します。
これに伴い、紙媒体(冊子)での出願受付を廃止し、WEB出願による受付のみとなります。
ＷＥＢ出願により書類の取り寄せがなくなり、さらに24時間出願受付が可能となります。
また、入学検定料のカード決済、コンビニ決済が可能になるなどのメリットがあります。

WEB出願の手順については、P4～P6をご参照ください。

※分割納入制度希望者は、分割納入制度申請書（ダウンロード）と奨学金採用候補者決定通知書のコピーが必要です（詳しくはP16）。

入 学 願 書

進学用調査書

推  薦  書

志 望 動 機 書

優遇制度適用推薦書（希望者のみ）

AO特待出願許可証

出願提出書類

出願情報登録後、プリントアウトしてください。

高等学校等で各自申請してください。

必要書類をプリントアウトし、記入してください。
（介護職員初任者研修修了者の方は、修了証明書のコピーをご用意ください）

AO面談後、本校より発行します。

入手方法



学校法人 吉田学園 入学相談室 0120-607033
携帯・PHSからもご利用になれます進学相談ダイヤル

WEB出願の為のインターネット環境が無い方、
不明点、疑問点は右記までご連絡ください。

コンビニエンスストア

ATM
現金支払・キャッシュカード

振込票番号（13ケタ） お客様番号（11ケタ）
確認番号（4ケタ）

お客様番号（11ケタ）
確認番号（4ケタ） オンライン決済番号（11ケタ）

マルチコピー機は
使用しません

入学検定料のお支払い方法

レジにて
「インターネット支払い」と

店員に伝え、
印刷した「払込票」を渡すか、
「払込票番号」を伝えて

お支払いください

お支払い時やお支払い後に発行されたレシート・取扱明細書等は、試験が終了するまで大切に保管してください。
願書に貼付する必要はありません。

店頭端末「ロッピー」へ

各種サービスメニュー

各種代金・インターネット受付

各種代金お支払い

マルチペイメントサービス

「お客様番号」「確認番号」を入力

店頭端末クラブステーションへ

インターネット受付各種代金
お支払い

「オンライン決済番号」を入力

店頭端末「ファミポート」へ

代金支払い

各種代金お支払い

番号入力画面に進む

「お客様番号」「確認番号」を入力

「税金・各種料金（ペイジー）」を選択

収納機関番号を入力

「お客様番号」「確認番号」を入力

「オンライン決済番号」を入力

店頭端末機より出力される「申込券」（受付票）を持って、30分以内にレジでお支払いください レジにてお支払いください

ペイジー対応金融機関

支払方法を選択
（現金またはキャッシュカード）し、

お支払いください

ペイジーマークの
あるATMで

お支払いが可能です

ネットバンキング
口座引落

ネットバンキングにログインし、
「税金・各種料金の払込（ペイジー）」

クリック

収納機関番号を入力

「お客様番号」「確認番号」を入力

画面上で金額を確認し、
お支払いください
（口座引落扱い）

都市銀行・地方銀行・
ゆうちょ銀行などの

ネットバンキングを利用して
お支払いが可能です

ネットバンク
口座引落

払込内容を確認し、
お支払いください
（口座引落扱い）

ペイジー以外の
ネットバンキングを利用して

お支払いが可能です

お申し込み確定画面から
「ネットバンクでの支払い」を

クリック

支払う銀行を選択して、
インターネットバンキングに

ログイン

クレジットカード
出願申込完了時にお支払い完了

全入力内容が表示されますので、
正しければ「確定」を

押してください

お支払いされるカードの名義人は、
受験生本人でなくても構いません。
ただし、「基本情報入力」画面では、

必ず受験生本人の情報を
入力してください

出願登録画面の支払い方法で
「クレジットカード」を選択

カード情報を入力

◆WEB出願サイトから入力しただけでは出願になりません。 

◆入学検定料支払期限・出願書類提出期限にご注意ください。
プリンターをご用意できない方は、学校のプリンターやコンビニ
エンスストアのネットプリントサービスなどをご利用いただき、必
要書類を印刷してください。

試験一覧 試験詳細

STEP4 書類を郵送する

マイページからダウンロードした願書（カラー印刷）とその他の必要書類を郵送してください。
※必要書類は入試区分により異なります。P9をご確認ください。※出願書類提出先はＰ７をご確認ください。

STEP5 受験票を印刷する

決済

必要書類を郵送する際には、市販の封筒（角2・A4サイズ）もしくは
レターパックプラスが必要です。！ 封筒で郵送する場合は簡易書留・速達で送付をして下さい。

印刷した受験票は、試験当日に必ず持参してください。！ 選考方法が「書類審査のみ」の場合、受験票はありません。

STEP3 出願情報の登録を行いましょう

1

この時点では、まだ出願手続きは完了していません。

（特待生試験希望者も印刷が必要です）

！ マイページから願書及びその他の必要な書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、郵送することで出願手続きが完了となります。

2 「出願情報入力確認」画面で入
力・選択した内容を確認します。
間違いが無ければ「出願して受
験料支払い手続きへ」ボタンを
クリックします。

3 「決済」画面で入学検定料の支払
い方法を選択します。
決済は、カード決済とその他のコ
ンビニなどの決済が可能です。
※銀行振込支払い期日にご注意ください。　

印刷ボタンからプリンターを指定し、A４サイズで印刷してください。

本校から受験票の送付は行いません。必ず各自で印刷してください。
入学検定料を支払い、印刷した出願書類を郵送して出願完了となります。 
お支払い・郵送を忘れずに行ってください。 

入学検定料のお支払い期限は出願受付締切日までです。 
出願書類の提出期限はP10を確認してください。 

重要事項！

角2封筒（A4サイズ）
or

レターパックプラス
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出願情報入力確認

「試験一覧」ボタンから「試験詳
細」へ進み、志願する学校・学科・
入試区分を選択します。該当する
試験の「この試験に出願する」を
クリックしてください。

出願手続き完了後、「受験票」を印刷してください。
カード決済以外は、振込確認が完了した後に印刷が可能です。
お支払い後はマイページをご確認ください。
試験日の3日前までに受験票が印刷可能にならない場合は、入学相談室まで
お問い合せください。

WEB出願完了！



合格後2週間以内

合格後2週間以内

合格後2週間以内200,000円 137,500円

137,500円

325,000円

50,000円

50,000円

100,000円650,000円

275,000円

337,500円

187,500円

325,000円

375,000円

750,000円

325,000円 375,000円

200,000円 100,000円550,000円 850,000円

200,000円 177,500円

177,500円

355,000円

100,000円

100,000円

200,000円710,000円

355,000円

377,500円

277,500円

455,000円

455,000円

910,000円

355,000円 455,000円

200,000円 200,000円710,000円 1,110,000円

200,000円 177,500円

177,500円

355,000円

100,000円

100,000円

200,000円710,000円

355,000円

377,500円

277,500円

455,000円

455,000円

910,000円

355,000円 455,000円

200,000円 200,000円710,000円 1,110,000円

■社会福祉学科　約162,700円
　（教科書代・教材費等 約97,000円／保険料・各種検査等 約7,000円／諸経費 約58,000円／学外実習費等 約700円）
■介護福祉学科　約162,700円
　（教科書代・教材費等 約97,000円／保険料・各種検査等 約7,000円／諸経費 約58,000円／学外実習費等 約700円）
■保育未来学科　約132,200円
　（教科書代・教材費等 約52,000円／保険料・各種検査等 約7,000円／諸経費 約59,000円／学外実習費等 約12,000円／検定料・講習費等 約2,200円）
●保育未来学科で幼稚園教諭二種免許状を取得希望の方は、短期大学の通信教育の学費・諸費用等が2年間で約620,000円必要となります。
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３．合格通知後、事情により入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を提出願います（届出用紙は、当学園入学相談室にご請求願います）。一般入学による合格者には、「入学辞退届」が
2020年3月31日（火）までに入学相談室（Ｐ7をご覧ください）宛に到着した場合に限り、入学検定料・入学金を除く納入金を返還します（郵送の場合当日消印有効）。返還する納
入金は、2020年4月10日（金）に指定銀行口座に振込みます。ただし、推薦入学、社会人・高校卒業者入学、AO特待入学での合格者につきましては、理由のいかんを問わず納入金
の返還はできませんのであらかじめご了承ください。

※参考金額。年度により多少異なります。

P9

※本校への電話等による合否に関するお問い合わせは、一切応じておりませんのでご了承ください。

● 推薦入学については、選考結果を高等学校長宛にも通知します。
選考結果通知

入学手続きに関する書類は、選考結果通知に同封します。送付書類に
記載する指定期日〈通常は合格後2週間以内と入学前2020年
2月5日（水）〉までに指定金額を指定口座にお振り込みください。　

3

3

3

ご覧ください。

保 育 未 来 学 科

特待入学 保

育

未

来

学

科

1-55

40

50,000円

50,000円

100,000円

100,000円

100,000円

100,000円

併修先：姫路大学教育学部こども未来学科通信教育課程・豊岡短期大学通信教育部こども学科

外国人留学生の入学に関しては、出願資格・選考方法・各種制度の適用など別に定めておりますので下記あてにご照会ください。

吉田学園入学相談室 0120-607033

学校法人吉田学園は、個人情報保護法のもと個人情報は重要かつ尊重すべきことと認識し、資料を請求なさった方及び出願者
（以下出願者等）に関する個人情報を以下のとおり厳重に取り扱うとともに適正に管理します。

１．出願者等の個人情報は、当学園各校への出願に関わる目的（ご本人あて進学・出願関連資料の送付を含む）以外には利用しません。
２．出願者等の個人情報の取り扱いを外部に委託する場合がありますが、その際には、個人情報を適正に取り扱っていると
　認められる委託先を選定し、適切な管理・監督を行います。
３．出願者等から得た個人情報は、ご本人の申し出により削除します。

個
人
情
報
の
取
り
扱
い

E-mail：info-jp@yoshida-g.ac.jp  URL：www.yoshida-g.ac.jp/ryugaku

P13・14

P15・16

※AO特待入学1期・2期合格の方の初回お振込み期日は、10月以降になります。

・入学選考日から10日以内（土・日曜・祝祭日は除く）に郵送にて通知します。

※市販の封筒（角2サイズ）の場合は「簡易書留・速達」、またはレターパックプラスで送付してください。
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※教科書代や諸費用については、2020年3月下旬にお支払いいただきます。

出願書類提出先

※学外で行う授業の交通費は実費になります。（保育未来学科では、約10,000円程かかる可能性があります）



■下記に該当する方

●高等学校を卒業した方
（2020年3月卒業見込
みの方を含む）、またはこ
れと同等以上の学力を有
する方

■下記の全てに該当する方

●高等学校校長の推薦を受
けられる方

●高等学校を卒業した方、
または2020年3月卒業
見込みの方

●本校を第一志望とする方

■下記に該当する方

●高等学校を卒業した方、
またはこれと同等以上の
学力を有する方

■下記の全てに該当する方
●高等学校を卒業した方
（2020年3月卒業見込
みの方を含む）、またはこ
れと同等以上の学力を有
する方

●本校を第一志望とする方

●ＡＯ特待出願を許可された方

※1 上記の出願資格に該当しない方、入学資格についてのご相談は入学相談室までお問い合わせください。 
※2 進学用調査書は発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。  
　   大学、短大、専門学校卒業（見込み）の方は、その卒業（見込み）証明書と成績証明書が必要となります。
　   高等学校卒業後、5年を経過している方は高等学校の卒業証明書と単位取得証明書が進学用調査書となります。
　　高等学校卒業程度認定試験（または大検）の合格者は、合格証明書・合格成績証明書が進学用調査書となります。
※3予約採用候補者の結果がまだ出ていない方は、申請が確認できるスカラネット申請時の印刷用画面のプリントアウト、
　   または奨学金予約確認書コピーなどを同封してください。

●入試区分毎の試験を実施します。
●受験票は、WEB出願マイページか
ら自身で印刷し、試験当日持参して
ください。
※試験日の3日前までに受験票が印刷可能となら
ない場合は、入学相談室までお問い合せください。

入学試験・特待生試験

●入学選考日から10日以内（土・日
曜・祝祭日を除く）に郵送で選考結
果を通知します。電話等でのお問
い合わせには応じていませんので、
ご了承ください。

選考結果通知

合格・学費納入手続き

●選考結果と併せて入学手続きに関
する書類を送付します。送付書類
に記載された指定期日〈通常は合
格通知後約2週間以内と入学前
2020年2月5日（水）〉までに指定金
額をお振込みください。

出願から
入学までの流れ

本 校 入 学

●教科書代や諸経費については、
2020年3月下旬にお支払いいた
だきます。
●4月上旬に入学式を行います。入学
式の翌日以降に入学ガイダンスを
実施します。詳細は3月上旬に文書
にて案内します。
※P8納入期限・金額をご確認ください。

●P9の出願提出書類を送付又は持参。

※出願締切日は左記の出願期間を確認してください。
※書類に不備がある場合は、受験できない場合があり
ます。出願書類を確認してください。

本校への出願

2019年8月1日（木）より

2019年10月1日（火）より

AO特待入学出願開始

推薦・一般・社会人高校卒業者入学出願開始

【優遇制度希望者】
●優遇制度適用推薦書
　（詳しくはP14をご覧ください）

※介護職員初任者研修修了者
　（旧ホームヘルパー2級以上取得者）
　修了証明書のコピー

【吉田学園授業料分割納入制度、
 母子・寡婦・父子家庭対象学費
 分割納入制度希望者】
●分割納入制度申請書
●奨学生採用候補者決定
　通知書のコピー※3
　（詳しくはP16をご覧ください）

AO特待入学

AO特待出願許可証

入試区分

札幌市中央区南3条西1丁目１５
お問い合わせ：試験前金曜日まで　 0120-607033　試験当日：011-272-6085

専門学校北海道福祉・保育大学校

吉田学園医療歯科専門学校
札幌市中央区南3条西1丁目11-1
お問い合わせ：試験前金曜日まで　 0120-607033　試験当日：011-272-3030

試験会場

試験会場

A O 特 待 入 学
出願期 選考日 出願期間 出願書類提出期限（必着）

1 期

2 期

3 期

4 期

5 期

6 期

7 期

8 期

2020年 1月18日（土）

2019年12月14日（土）

2019年 8月31日（土）

2019年11月　9日（土）
2019年10月19日（土）
2019年 9月28日（土）

2019年11月　5日（火）～2019年12月 6日（金）
2019年12月10日（火）～2020年  1月10日（金）

2020年 2月15日（土） 2020年 1月15日（水）～2020年  2月 7日（金）
2020年 3月14日（土）

2020年 1月14日（火）

2019年12月10日（火）

2019年 8月27日（火）

2019年11月　5日（火）
2019年10月15日（火）
2019年 9月24日（火）

2020年 2月10日（月）
2020年 3月10日（火）2020年 2月12日（水）～2020年  3月 6日（金）

2019年 8月 1日（木）～2019年 8月23日（金）

2019年 9月25日（水）～2019年10月11日（金）
2019年10月16日（水）～2019年11月 1日（金）

2019年 8月27日（火）～2019年 9月20日（金）

出願期 選考日 出願期間

1 期

2 期

3 期

4 期

5 期

6 期 2020年  3月14日（土）

2020年  2月15日（土）

2019年10月19日（土）

2020年  1月18日（土）

2019年12月14日（土）
2019年11月　9日（土）

2020年  1月15日（水）～2020年  2月  7日（金）

2020年  2月12日（水）～2020年  3月  6日（金）

2019年10月  1日（火）～2019年10月11日（金）

2019年11月 5日（火）～2019年12月  6日（金）

2019年12月10日（火）～2020年  1月10日（金）

2019年10月16日（水）～2019年11月  1日（金）

6期終了後は随時受付をします。願書受理後7日以内に試験日をお知らせします。

推薦・一般・社会人高校卒業者入学
出願書類提出期限

（必着）

2020年  3月10日（火）

2020年  2月10日（月）

2019年10月15日（火）

2020年  1月14日（火）

2019年12月10日（火）
2019年11月　5日（火）

【優遇制度希望者】
●優遇制度適用推薦書
　（詳しくはP14をご覧ください）

※介護職員初任者研修修了者
　（旧ホームヘルパー2級以上取得者）
　修了証明書のコピー

【吉田学園授業料分割納入制度、
 母子・寡婦・父子家庭対象学費
 分割納入制度希望者】
●分割納入制度申請書
●奨学生採用候補者決定
　通知書のコピー※3
　（詳しくはP16をご覧ください）

【優遇制度希望者】
●優遇制度適用推薦書
　（詳しくはP14をご覧ください）

※介護職員初任者研修修了者
　（旧ホームヘルパー2級以上取得者）
　修了証明書のコピー

【吉田学園授業料分割納入制度、
 母子・寡婦・父子家庭対象学費
 分割納入制度希望者】
●分割納入制度申請書
●奨学生採用候補者決定
　通知書のコピー※3
　（詳しくはP16をご覧ください）

【優遇制度希望者】
●優遇制度適用推薦書
　（詳しくはP14をご覧ください）

※介護職員初任者研修修了者
　（旧ホームヘルパー2級以上取得者）
　修了証明書のコピー

【吉田学園授業料分割納入制度、
 母子・寡婦・父子家庭対象学費
 分割納入制度希望者】
●分割納入制度申請書
●奨学生採用候補者決定
　通知書のコピー※3
　（詳しくはP16をご覧ください）

（詳しくはP11をご覧ください）

●P4を確認し、マイページ登録をしてください。
●出願情報登録後、出願提出書類一式を郵送してください。

入学選考日・出願期間・特待生試験について出願資格・選考方法・出願書類・

・出願書類提出期限
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出 願 方 法

第1回

第2回

受験期 試験日 出願期間

2019年 10月26日 （土）

2019年 11月30日 （土）

2019年 10月22日 （火）

2019年 11月26日 （火）

2019年　8月  1日（木）～2019年10月18日（金）

2019年10月22日（火）～2019年11月22日（金）
※特待生試験日は、入学選考の出願期間によって決定します。

出願書類提出期限
（必着）

特待生試験日・出願期間・出願書類提出期限



AO特待入学希望者は、「AO特待入学エント
リーシート」に記入し、在籍高等学校の担
任または進路指導の先生から承認・押印の
上、郵送もしくは持参ください（すでに高
等学校を卒業されている方は、承認・押印
は必要ありません）。
■エントリー期間／

2019年6月　3日（月）～
2020年2月28日（金）

○高等学校を卒業した方（2020年3月卒業見込みの方）、またはこれと同等以上の学力を有する方 
○本校を第一志望とする方
○AO特待出願を許可された方
※1  該当する出願資格については、入学相談室までお問い合わせください。

※1

入学手続きに関する書類は、選考結果通知に同
封します。送付書類に記載された指定期日〈通
常は合格通知後2週間以内と入学前2020年
2月5日（水）〉までに指定金額を指定口座にお
振り込みください。
※P8納入期限・金額をご確認ください。
※教科書代や諸経費については、2020年3
月下旬にお支払いいただきます。

ＷＥＢ出願サイトより出願情報を登録後、
入学願書・進学用調査書・AO特待出願許
可証を提出してください。
■出願期間／
　2019年8月1日（木）～
　2020年3月6日（金）

入学願書・進学用調査書・AO特待出願許可証

2019年6月3日（月）～2020年2月28日（金）ます。
ならびに、アドミッションポリシーの理解について

AO特待入学とは

AO特待入学について

初年度授業料から50,000円が免除

保育未来

AO特待入学の流れ

AO特待入学出願許可者
AO特待出願許可証

「AO特待出願許可証」の提出により、面接
試験と初年度授業料から50,000円が
免除されます。

出願書類

8月上旬の面談対象者は8月下旬の
郵送となります。

※募集定員となり次第エントリーを締切る場合があります。

免　　除

本校指定のエントリーシートに必要事項を記入し、入学相談室へ郵送もしくは持参してください。
本校
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同時にAO特待・各種優遇制度を申込む場合は必要手続き（出願情報登録など）を行うことにより、
特待生認定ランクの免除額と比較し、免除額の高い方を適用します。

●特待生の認定の有無 ・ 認定ランク通知は、特待生試験終了後（又は入学試験終了後）10日以内
　（土・日曜・祝祭日を除く）に郵送にて通知。
●試験の詳細及び受験票をWEB出願マイページから自身で印刷してください。

目

S

適 応 数 S 全体

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

※大学卒業（または見込み）
　以外は50,000円

免 除 額 適 応 条 件

大短専
卒業者優遇

制 度 名

学業成績
優秀者優遇

スポーツ系クラブ活動
文化系クラブ活動優遇

ボランティア
活動優遇

生徒会活動
優遇

子弟入学者
優遇

介護職員初任者
研修修了者

（旧ホームヘルパー
2級以上取得者）優遇

※各学科修業年限に応じ毎年免除となります。

大学・短大・専門学校（2年課程以上）・高等
専門学校を卒業、または卒業見込みの方

高校3年間、スポーツ系クラブ活動・文化
系クラブ活動を継続し、累積欠席日数が
原則15日以内、かつ部活動顧問または
担任の推薦が受けられる方

高校在学中、授業以外で積極的にボラン
ティア活動を行い、かつ担任の推薦が受
けられる方

高校生活において「生徒会役員」として
活動し、かつ担任の推薦が受けられる方

親または兄弟・姉妹が吉田学園の専門
課程卒業あるいは在学中である方

介護職員初任者研修修了者（または旧ホ
ームヘルパー2級以上取得者）で取得を
証明できる方

●優遇制度適用推薦書※

●優遇制度適用推薦書※

●優遇制度適用推薦書※

社会福祉学科・
介護福祉学科のみ

必 要 書 類

●修了証明書のコピー

結果は
下記の選考方法 S

方

試験前金曜日 試験当日：011-272-3030

吉田学園医療歯科専門学校

●優遇制度適用推薦書※

●優遇制度適用推薦書※

150,000

100,000

学業成績S

学業成績A

下記のいずれかに該当する方で累積欠席日数が
原則15日以内、かつ担任の推薦が受けられる方
①高校3年間の学習評定4.3以上
②ベネッセ進路マップ実力判定テスト（3年
次実施）「国英」・「数英」・「国数英」のGTZ
（学習到達ゾーン）が「C3」以上

下記のいずれかに該当する方で累積欠席日数が
原則15日以内、かつ担任の推薦が受けられる方
①高校3年間の学習評定4.0以上
②ベネッセ進路マップ実力判定テスト（3年
次実施）「国英」・「数英」・「国数英」のGTZ
（学習到達ゾーン）が「D1」以上

●AO特待・特待生試験を申し込まれた方は、優遇制度の免除額と比較し、免除額の高い方を適用します。
●優遇制度は重複しての申請はできません。

第1回試験日／2019年 10月26日 （土）

吉田学園卒業者免除制度
吉田学園の卒業者が専門課程に再入学する場合、入学金を免除します。 ※入学相談室にお問い合わせください。

●不要
（WEB出願時に登録）

●不要
（WEB出願時に登録）

各種優遇制度、吉田学園卒業者免除制度］学費免除制度［特待生試験制度、

13 14

※必要書類は本校ＷＥＢサイト又はＷＥＢ出願システム　マイページよりダウンロードしてください。

11-1

出願期間／2019年　8月　1日（木）～2019年10月18日（金）
出願書類提出期限（必着）／2019年 10月22日 （火）

第2回試験日／2019年 11月30日 （土）
出願期間／2019年10月22日（火）～2019年11月22日（金）
出願書類提出期限（必着）／2019年 11月26日 （火）
※特待生試験日は、入学選考の出願期間によって決定します。



学費サポート制度
吉田学園授業料分割納入制度

申込条件
日本学生支援機構奨学金の予約採用候補決定者または予約採用申請中の方。

適用金額 在学中の「授業料の総額」と奨学金の総額のいずれか低い方となります。

※不採用の場合、本制度の適用を受けることはできません。

●分割納入制度申請書
●予約採用候補決定者→採用候補者決定通知のコピー
●予約採用申請中の方→スカラネット申請時の印刷用画面のプリントアウト
　お手元に採用候補者決定通知が届き次第、コピーを入学相談室まで郵送ください。

（奨学生採用候補決定者として確認できる書類）
（申請が確認できる書類）

出 願 時
提出書類

※入学手続時に連帯保証人（親権者）並びに保証人（連帯保証人と別の方）の印鑑証明書（発行後3カ月以内、コピー不可）が必要です。

制度 1

母子・寡婦・父子家庭対象学費分割納入制度

※不採用の場合、本制度の適用を受けることはできません。申込条件
母子・寡婦・父子家庭の子女。 日本学生支援機構奨学金の予約採用候補決定者または予約採用申請中の方。

適用金額 在学中の「授業料および教育充実費の総額」と奨学金の総額のいずれか低い方となります。

●分割納入制度申請書
●予約採用候補決定者→採用候補者決定通知のコピー
●予約採用申請中の方→スカラネット申請時の印刷用画面のプリントアウト
　お手元に採用候補者決定通知が届き次第、コピーを入学相談室まで郵送ください。

（奨学生採用候補決定者として確認できる書類）
（申請が確認できる書類）

出 願 時
提出書類

※入学手続時に連帯保証人（親権者）並びに保証人（連帯保証人と別の方）の印鑑証明書（発行後3カ月以内、コピー不可）が必要です。

制度 2

■入学後の修学資金を一部サポートしてもらえます。
■高等学校在学中に進学後の奨学金を予約することができます。（予約採用申込）

特徴

日本学生支援機構 奨学生制度

※入学後の奨学金の早期支給には予約採用が有利です。

■本校入学後の申込み【在学採用】
高等学校卒業後、2年以内の方。大学・短大・専修学校に入学したことのない方。
■高等学校在学中の予約申込み【予約採用】

奨学金支給  6月～奨学金支給 5月～

出 　 願

合 格・入 学

採 　 用

入学後に申し込み出 　 願

合 格・入 学

高等学校に申し込み 奨学金予約採用候補決定

申
込
み
（
奨
学
金
手
続
き
の
流
れ
）

社会福祉学科

介護福祉学科

保育未来学科

学科名 授業料（1年次）

710,000円

分割納入額 奨学金推奨額

円60,000 以上

550,000円

59,200円月々 引落額 約

円50,000 以上45,900円月々 引落額 約

※入学金、教育充実費の納入時期及び金額についてはP8を参照ください。

社会福祉学科

介護福祉学科

保育未来学科

学科名

※入学金の納入時期及び金額についてはP8を参照ください。

授業料（1年次） 教育充実費（1年次） 分割対象適用金額 分割納入額 奨学金推奨額

710,000円 円80,000 以上

550,000円

200,000円円

100,000円円

910,000円

650,000円

75,900円月々 引落額 約

円60,000 以上54,200円月々 引落額 約

高等学校で4～6月下旬に募集（給付奨学金、第一種及び第二種）
学校により申し込み時期が異なります。

●修業年限1年以上の専門課程の学校・学科に在籍している方
●日本学生支援機構の定める収入基準額内であること　
●その他 学力基準など

●2019年３月末に高等学校等を卒業予定の方
●高等学校等を卒業後2年以内の方（大学などへ入学したことのある方は除く）など

※給付奨学金のお申込みは「予約採用」のみ申込
予約採用申込の方は、右記の方法による「分割納入制度」がご利用になれます。

本校入学後の申込み「在学採用」と高等学校在学中の申込み「予約採用」があります。

2019年度
　募集実績 第一種奨学金 第二種奨学金給付奨学金

貸与型給付型

申込資格

貸  与  月  額

利        　　率

返還方法・期間

●出身学校（1年から申込時まで）の
　成績の平均評定が３．5以上

●日本学生支援機構の基準に該当し、高等
　学校等の学校長の推薦を受けられる方

●出身学校の成績が平均水準以上

卒業後割賦方法で最長20年以内に返還

お問い合わせ

その他の
奨学金

３．０％を上限とする利息（在学中は無利息）

※給付奨学金及び貸与型第二種奨学金との併用も可能

※貸与型奨学金（第一種及び第二種）との併用も可能

自宅通学者 20，000円・30，000円・40，000円・
　　　　　　 53，000円より希望額選択
自宅外通学者 20，000円・30，000円・40，000円・
　　　　　　 50，000円・60，000円より希望額選択

※給付奨学金及び貸与型第一種奨学金との併用も可能

無利息

緊急・応急採用

●2019年3月末に高等学校等を卒業予定の方
●高等学校等を卒業後2年以内の方
  （大学などに入学したことのある方は除く）など
●住民税非課税世帯
●社会的養護を必要とする方

ー

自宅通学者 30，000円
自宅外通学者 40,000円

在
学
採
用

予
約
採
用

ー

「予約採用」申込希望者は在学されている高等学校事務へ、本校入学後「在学採用」の申込希望者は吉田学園入学相談室へお問い合わせください。

一時金

「社会的養護を必要とする方」が、給付奨学金とあ
わせて、入学時の一時金として給付を受けられる奨
学金です。●給付額：24万円
【注意】※振込開始月に上乗せして振り込まれます。
入学前の給付ではありません。

入学時特別増額貸与奨学金（利息付）

第一種奨学金（無利息）または第二種奨学金（利息付）とあわせて、入学時の一時金として貸与す
る奨学金です。入学前の貸与ではありませんので、ご注意ください。貸与額：10万円、20万円、30
万円、40万円、50万円から一つ選択
【注意】※この奨学金は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだが利用できなかった世帯の学
生・生徒を対象とする制度です。※振込開始月に上乗せして振り込まれます。

家計の急変により修学困難になった学生への第一種奨学金緊急採用（無利息奨学金）、第二種奨学金応急採用（利息付奨学金）があります。※在学採用

分割納入支払い額と奨学金推奨額例

分割納入支払い額と奨学金推奨額例

ー
※条件に関する詳細は、日本学生支援機構ホームページ参照

※条件に関する詳細は、日本学生支援機構ホームページ参照

20，000円～120，000円より（１万円刻み）
希望額を選択

日本学生支援機構の奨学金を利用し在学中の「授業料」を分割納入する事ができます。

日本学生支援機構の奨学金を利用し在学中の「授業料・教育充実費」を分割納入する事ができます。

15 16
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借入

プラン

●10万円～500万円

借入

分割手数料率
（2018年12月現在） ●実質年率3．5％

●10万円～500万円

●実質年率3．3％

お問い合わせ

●元利均等分割払いプラン

●親子リレー返済プラン

払い

払い

●当学園の入学予定者又は在校生の保護者

●入学金、授業料、教育充実費、教材費などの学校納付金

●４万円～１年間の学校納付金費用を上限

●実質年率３.３％

●通常分割プラン
●据置分割プラン
　（在学期間内で1ヶ月から最長4年まで
　　元金据置期間を設定、分割手数料のみ納付）

●在学期間内（1ヶ月～最長4年まで）で
　据置期間を1ヶ月単位で設定

株式会社セディナ
Tel.0120-686-909

セディナ

当学園

日本政策金融公庫
（国の教育ローン）

10万円～500万円以内

借入 借入 借入

10万円～1,000万円 学生・生徒一人につき350万円以内

利 　 　 　 率
（2019年1月現在）

当学園 当学園

対象要件 給付総額（上限）対 象 学 科

専門実践教育訓練給付金（教育訓練給付制度）
中長期的なキャリアアップ支援として、社会人の皆様が専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定した
講座を受講した場合、給付金の支給や追加支給を受けることができます。

（受講終了後、1年以内に資格取得等し雇用された方）

※1 本制度の対象学科は事前に入学相談室までご確認ください。
※2 本制度の対象要件、給付総額等が変更される場合があります。詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。

介護福祉学科
保育未来学科

社会人対象

受講開始日までに通算して
3年以上の「雇用保険の被
保険者期間」を有している方

（学費の５0％）
（学費の70％）

または年40万円
年56万円 × 修業年限

× 修業年限

（※2）

●月額5万円
●入学・就職準備金各20万円
●国家試験対策費用1年あたり4万円

TEL.011-211-3851 TEL.011-211-2988

内容は変更になる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

教育支援

40

学校教育部
教育推進課

お問い合わせ

北海道社会福祉協議会
介護福祉士修学資金貸付金 金

●卒業後に北海道内の社会福
祉施設等で業務に従事しよ
うと考えている人

北海道社会福祉協議会
生活支援部 TEL.011-241-3765

●札幌市のホームページで
ご確認ください

●月額2万円（期間1年）●就学支度資金
●修学資金

TEL.011-272-6085
専門学校北海道福祉・保育大学校お問い合わせ

母子父子寡婦福祉資金貸付金 介護施設修学資金貸付制度

●母子家庭・父子家庭の児童、
父母のいない児童、寡婦が
扶養している子など

道の各総合振興局 社会福祉課
または市役所

●予約募集：2019年4月～翌年1月頃
●在学募集：入学後4月～10月頃

貸付

制度

●年2.175％（変動金利） ●年3.0％（固定金利）●年2.30%～4.0％（変動金利） ●年1.78％（固定金利） 

北洋銀行コンタクトセンター

札幌市保育士修学資金貸付金

●将来、介護福祉士を目指し、
北海道福祉大学校などの介
護福祉士養成施設等に在学
する学生

〈お問い合わせ先〉 
社団法人 生命保険協会

生命保険協会 
介護福祉養成奨学金制度

（介護福祉学科）

（介護福祉学科・社会福祉学科）
（保育未来学科）

（介護福祉学科）

●施設により異なります。

●本校の介護福祉学科に出
願し、合格通知を受けた方
●在学中、真摯に学業に取り
組める方

介護施設より入学時に奨学金の
貸付けを受ける制度

●月額1万5千円～10万円
　施設により異なります。

●学業が優秀で、貸付が必要
と思われる者

●返済義務なし
但し、卒業後札幌市内の認可
保育所等において5年間従
事することが必要。

●月額5万円
●入学・就職準備金各20万円

札幌市子ども未来局子育て支援部

●返済義務なし
但し、卒業後北海道内の社会
福祉施設等において、5年間
従事することが必要。

その他「教育訓練支援給付金制度」も併
用できます。（上記給付対象者のうち、一定
要件をみたす方（※2））

離職直前6ヶ月間の賃金から算出
した日額の80％相当額を給付

●返済義務なし

Tel.0120-517-325 Tel.0120-338-817

※母子、父子家庭の方は
　条件により年1.38%

（※2）（※1）

2019年1月時点の対象学科

150
100

※2018年度実績

※2018年度実績

17 18

学費サポート制度［ 教育ローン、　 専門実践教育訓練給付金、奨学貸付制度］

●月額6万円以内
●就学支度費50万円以内

●月額9千円
●入学支度資金2万1千円
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対象入試区分：一般、社会人・高校卒業者

①出願情報登録の際に併願制度欄に必要事項を入力してください。
②入試区分毎の試験を行い、選考結果を通知します。本校に合格した場合は、入学金の一部として20,000円を指定口座に入金してください。
※上記入学金の一部は入学の有無にかかわらず返金しません。

③併願先に合格した場合は、併願先の発表日から10日以内に合格を証明する書類の写し（コピー）を入学相談室に提出してください。その
後入学相談室から送付します「入学辞退届」に必要事項を記入・押印し、本校合格通知書とともに入学相談室に提出してください。
④本校に入学する場合は、併願先の発表日から10日以内に本校の合格通知時に送付した「学費納入案内」の指定金額を指定口座に
入金してください。その後、必要書類の提出等の手続きを「学費納入案内」の記載内容のとおり行ってください。

併願手続き

本校合格の場合

大学・短大の合格発表後10日以内に
●大学・短大の合格証の写し（コピー）を提出
●入学辞退届を提出
●本校合格通知書の返送
※入学検定料と入学金の一部20,000円は返金しません。

併願先合格

「大学・短大進学」の場合

「本校進学」の場合

併願先合否発表まで入学手続きを延期する制度です。

選
考
結
果
通
知

併
願
先（
大
学
・
短
大
）の
合
否
結
果
発
表

※合格通知後約２週間以内に入学金の
　一部20,000円を入金してください。

大学・短大の合格発表後10日以内に
●本校合格時に送付した「学費納入案内」の
指定金額を指定口座にお振込みください。

※入学金は差額（180,000円）の納入となります。

学科により選考方法が異なりますので、
志望する学科によっては追加選考、
また当学園が指定する日程で試験を実施します。

併願を希望する方は、入学願書の第2志望欄に
ご入力ください。第1志望の結果に伴い、
第2志望の受験案内をお送りします。

［4年制］

［4年制］［4年制］

［4年制］ ［2年制］ ・保育未来学科［2年制］

・二級自動車整備学科［2年制］

［2年制］ ・トリマー学科［2年制］ ［1年制］

［2年制］［3年制］北 海 道 ス ポ ー ツ 専 門 学 校

［3年制］
［3年制］［3年制］

［3年制］ 臨床検査学科［3年制］
事務クラーク

・言語聴覚学科［3年制］

［2年制］

・コンピュータグラフィックス学科［2年制］
・情報システム学科［2年制］
・ゲームスペシャリスト学科［3年制］

・AIシステム学科［2年制］
・ゲーム学科［2年制］

専門学校北海道福祉・保育大学校

※AO特待入学エントリー承諾書は、2020年3月卒業見込みの高校生のみ必要となります。

社会福祉学科　　・　　介護福祉学科　　・　　保育未来学科

希望する学科名を○で囲んでください。

※ペンで記入してください。

AO特待入学エントリーシート

AO特待入学 エントリー承諾書

【 担任または進路指導の先生へのお願い 】

本校AO特待入学希望者としてエントリーすることをご承諾いただいた場合は、下記に署名・押印をお願いいたします。

年　　月　　日

（西暦）

・公務員学科［2年制］ ・公務員学科（1年制）［1年制］
吉 田 学 園 公 務 員 法 科 専 門 学 校
吉田学園情報ビジネス専門学校　公務員系学科分離独立
2020年4月開校予定（計画承認後　認可申請予定）

専門学校北海道福祉・保育大学校



AO特待エントリー志望書
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