
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2023 年度 入学生 

募集要項 
【指定校推薦】 

【一般推薦】 

【社会人入試】 

【一般入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ】 



 

 

 

 
 

 

◆個人情報保護法上の取り扱い 

入学願書等提出いただく個人情報は、以下の目的のために利用いたします 。他の

目的に利用する事は一切いたしません。 

 
①入学試験実施のため 

②受験者名簿作成のため 

③入学試験実施状況等、 資料作成のため 

④入学予定者名簿作成のため 

⑤入学後の学籍簿作成のため 

 
個人情報につきましては、 万全の管理をいたします。 
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推薦入試 
（指定校・一般） 

(1)   高等学校又は中等教育学 校を卒業した者、 又は当 該年度末に卒業見込みの者で 

本校を志願し専願する者 

(2)   成績評定平均値が指定校制推薦の場合3.5以上、一般推薦の場合3.3以上の者 

(3)   高等学校 の学校長が責任をもって推薦する者 

(4)  高等学校の学校長が責任をもって推薦する者 
 

 

社会人入試 (1) 次の A 又はB のいずれかに該当した後の就業経験 あるいはボランティア活動経験 

 （いずれも週20時間以上のものに限る。）が合わせ て 3 年以上ある者。 

A : 学校教育法に よる高等学校又は中 等教育学校 を卒業 した者。 

B : 高等学校卒業程度認定 試験規則による 高等学校卒業程度認定試験 に合格した者。 

 ( |日規則による大学入学資格検定に合格 した者を含 む。） 

(2)    日本の短期大学を卒業 した者で、 就業経験あるいはボランティア活動経験    

（いずれも週 20 時間以上のものに限る。） を合わせて 1 年以上ある 者。 

※上記(1)(2)の要件 （就業経験あるいはポランティア活動経験年数 ） を 

入学試験実施年度の3 月末に満たす見込みの 者を含む。 

(3)    日本の大学を卒業 した者 （入学試験実施年度の3月に卒業見込みの者 を含む。  

（ただし、 卒業できなかった場合、入学は無効。） 

(4)  前号(1) (2) (3)のいずれかの要件を満たし、学業に専念できる者。 

(5)  強い目的意識 を持ち、本校への入学 を志望し、 専願する者。 

 
 

一般入試 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

看護学科 3 年課
程 

（１）   高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は当該年度末に卒業見込みの者。 

（２）   通常の課程による   12年の学校教育を修了した者、又は当該年度末に修了見込 

みの者。 

（３）   国外において、 学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者。 

（４）  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者。 

（５）   文部科学大臣が指定した者。 

（６）   高等学校卒菜程度認定試験  （昭和26年文部省令第13号） により文部科学大臣が行

う高等学校卒業程度認定試験に合格した者。 

（７）   個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると法人理事

会で認めた者で、 18歳に達している者。 

次の条件のいずれかを満たすことを原則とします。 

 

（１）  次のＡ又はＢのいずれかに該当した後の就業経験あるいはボランティア活動経験 

（いずれも週20時間以上のものに限る。）が合わせて３年以上ある者。 

     Ａ：学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者。 

     Ｂ：高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者。 

（旧規則による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（２）  日本の短期大学・専門学校を卒業した者で、就業経験あるいはボランティア活動経験 

（いずれも週20時間以上のものに限る。）を合わせて１年以上ある者。 

※ 上記⑴⑵の要件（就業経験あるいはボランティア活動経験年数）を 

入学試験実施年度の３月末に満たす見込みの者を含む。 

（３）  日本の大学を卒業した者（入学試験実施年度の３月に卒業見込みの者を含む。 

ただし、卒業できなかった場合、入学は無効。 

（４）  前号⑴⑵⑶のいずれかの要件を満たし、学業に専念できる者。 

（５）   強い目的意識を持ち、本校への入学を志望し、専願する者。 

（１） 高等学校又は中等教育学 校を卒業した者、 又は当 該年度末に卒業見込みの者で 

本校を志願し専願する者 

（２） 成績評定平均値が指定校制推薦の場合3.5以上、一般推薦の場合3.3以上の者 

（３） 高等学校の学校長が責任をもって推薦する者 

3 年 80名（男女） 



 

 

令

ペガサス大阪南看護学校ホームページ「インターネット出願ページ」に アクセスして 

出願期間に入ったら出願登録を行なって下さい。（期間は下記❹を参照） 

 

【出願登録】 

・基本情報の登録（氏名・顔写真の登録他） 

 

 

【入学検定料の納入】 

・入学検定料 20,000 円（下記口座に受験者名で振り込み） 

振り込み先：三井住友銀行 御堂筋支店 普通 517  7834008 

社会医療法人ペガサスペガサス大阪南看護学校     理事長 馬場武彦 

 

 

【書類郵送】 

・高等学校の調査書（厳封） 

・高等学校長の推薦書（厳封） 

・入学検定料の振込控のコピー 

・願書（WEB出願よりダウンロード、必要事項記入必須） 

 

【郵送先】 

大阪府河内長野市木戸東町２番１号 

社会医療法人ペガサス ペガサス大阪南看護学校 宛 簡易書留にて郵送して下さい。 
 

次の条件の全てを満たすことを原則とします。 

⑴ 当該年度（令和５年３月）高等学校（普通科）卒業見込みの者 

⑵ 成績評定平均値が3.5以上の者 

⑶ 強い目的意識をもって本校を志願し、専願する者 

⑷ 高等学校の学校長が責任をもって推薦する者 

⑸ 合格した場合は、入学を確約出来る者 

30名程度 

令和４年１０月７日(金) ～ 令和４年１０月１９日(水) 必着 

令和４年１０月２３日(日)  

小論文・面接 

ペガサス大阪南看護学校にて実施 

令和４年１０月３１日(月) WEBにて通知、本人及び学校長宛に合否通知書を郵送します。 



20名程度 

次の条件の全てを満たすことを原則とします。 

⑴  高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は当該年度末に卒業見込みの者 

で本校を志願し専願する者。 

⑵ 成績評定平均値が3.3以上の者 

⑶ 高等学校の学校長が責任をもって推薦する者 

⑷ 合格した場合は、入学を確約出来る者 

ペガサス大阪南看護学校ホームページ「インターネット出願ページ」に アクセスして 

出願期間に入ったら出願登録を行なって下さい。（期間は下記❹を参照） 

 

 

【出願登録】 

・基本情報の登録（氏名・顔写真の登録他） 

 

 

【入学検定料の納入】 

・入学検定料 20,000 円（下記口座に受験者名で振り込み） 

振り込み先：三井住友銀行 御堂筋支店 普通 517  7834008 

社会医療法人ペガサスペガサス大阪南看護学校    理事長馬場武彦 

 

 

【書類郵送】 

・高等学校の調査書（厳封） 

・高等学校長の推薦書（厳封） 

・入学検定料の振込控のコピー 

・願書（WEB出願よりダウンロード、必要事項記入必須） 

 

 

【郵送先】 

大阪府河内長野市木戸東町２番１号 

社会医療法人ペガサス ペガサス大阪南看護学校 宛簡易書留にて郵送して下さい。 

令和４年１０月２７日(木) ～ 令和４年１１月８日(火) 必着 

一次試験（学科） 令和４年１１月１２日(土) 

二次試験（面接） 同日 

一次試験（学科） 「 国語 」 

「英語」または「数学」から選択 

二次試験（面接） 

ペガサス大阪南看護学校にて実施 

令和４年１１月２１日(月) WEBにて通知、本人及び学校長宛に合否通知書を郵送します。 



10名程度 

次の条件のいずれかを満たすことを原則とします。 

⑴  次のＡ又はＢのいずれかに該当した後の就業経験あるいはボランティア活動経験 

（いずれも週20時間以上のものに限る。）が合わせて３年以上ある者。 

   Ａ：学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者。 

   Ｂ：高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者。 

（旧規則による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

⑵  日本の短期大学・専門学校を卒業した者で、就業経験あるいはボランティア活動経験 

（いずれも週20時間以上のものに限る。）を合わせて１年以上ある者。 

※ 上記⑴⑵の要件（就業経験あるいはボランティア活動経験年数）を 

入学試験実施年度の３月末に満たす見込みの者を含む。 

⑶  日本の大学を卒業した者（入学試験実施年度の３月に卒業見込みの者を含む。 

ただし、卒業できなかった場合、入学は無効。 

⑷  前号⑴⑵⑶のいずれかの要件を満たし、学業に専念できる者。 

⑸  強い目的意識を持ち、本校への入学を志望し、専願する者。 

ペガサス大阪南看護学校ホームページ「インターネット出願ページ」に アクセスして 

出願期間に入ったら出願登録を行なって下さい。（期間は下記❹を参照） 

 

 

【出願登録】 

・基本情報の登録（氏名・顔写真の登録他） 

 

【入学検定料の納入】 

・入学検定料 20,000 円（下記口座に受験者名で振り込み） 

振り込み先：三井住友銀行 御堂筋支店 普通 517 7834008 

社会医療法人ペガサスペガサス大阪南看護学校     理事長馬場武彦 

 

【書類郵送】 

・高等学校卒業証明書(前項⑴のA に該当する者) 

・高等学校卒業程度認定試験の証明書（前項⑴の B に該当する者） 

・短期大学また専門学校卒業証明書（前項⑵に該当する者） 

・大学卒業証明書（前項⑶に該当する者） 

・入学検定料の振込控のコピー 

・願書（WEB出願よりダウンロード、必要事項記入必須） 

 

【郵送先】 

大阪府河内長野市木戸東町２番１号 

社会医療法人ペガサス ペガサス大阪南看護学校 宛簡易書留にて郵送して下さい。 

令和４年１１月１１日(金) ～ 令和４年１１月２３日(水) 必着 

一次試験（学科） 令和４年１１月２７日(日) 

二次試験（面接） 同日 

一次試験（学科） 「 国語 」 

「英語」または「数学」から選択 

二次試験（面接） 

 

ペガサス大阪南看護学校にて実施 

令和４年１２月５日(月) WEBにて通知と合否通知書を郵送します。 



  

令和４年 １月 ７日㈮

令和４年 １月２８日㈮

令和４年 ２月１１日㈮ 

から 令和３年 1２月１日㈬  

から 令和３年 1２月 1５日㈬ 必着 

から 令和４年１月１９日㈬ 

から 令和４年２月９日㈬か

ら 令和４年２月２２日㈫ 

 

必着

 

80名 (指定校推薦入学試験・一般推薦入学試験・社会人入学試験含む) 

次の条件のいずれかを満たすことを原則とします。 

⑴  高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は当該年度末に卒業見込みの者。 

⑵  通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又は当該年度末に修了見込みの者。 

⑶  国外において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文 

部科学大臣の指定した者。 

⑷  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育 

施設の当該課程を修了した者。 

⑸  文部科学大臣が指定した者。 

⑹  高等学校卒業程度認定試験（昭和26年文部省令第13号）により文部科学大臣が行う 

高等学校卒業程度認定試験に合格した者。 

⑺  個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると法 

人理事会で認めた者で、18歳に達している者。 

Ⅰ. 令和４年１１月２４日（木） から  令和４年１２月６日（火） 必着 

Ⅱ. 令和４年１２月８日（木） から  令和４年１２月２０日（火） 必着 

Ⅲ. 令和５年１月６日（金） から  令和５年１月１８日（水） 必着 

Ⅳ. 令和５年１月２６日（木） から  令和５年２月７日（火） 必着 

Ⅴ. 令和５年２月１０日（金） から  令和５年２月２２日（水） 必着 

Ⅰ.一次試験（学科）令和４年１２月１０日（土）    Ⅳ.一次試験（学科）令和５年２月１１日（土） 

二次試験（面接）  同日                    二次試験（面接）同日 

Ⅱ.一次試験（学科）令和４年１２月２４日（土）       Ⅴ.一次試験（学科）令和５年２月２６日（日） 

二次試験（面接）  同日                                         二次試験（面接）同日 

Ⅲ.一次試験（学科）令和５年１月２２日（日） 

二次試験（面接） 同日 

一次試験（学科） 「 国語 」 

「英語」または「数学」から選択 

二次試験（面接） 

ペガサス大阪南看護学校にて実施 

Ⅰ.令和４年１２月１９日(月)      Ⅳ.令和５年２月２０日(月)  

Ⅱ.令和５年１月１０日(火)         Ⅴ.令和５年３月３日(金)  

Ⅲ.令和５年１月３０日(月)      WEBにて通知と合否通知書を郵送します。 

ペガサス大阪南看護学校ホームページ「インターネット出願ページ」に アクセスして 

出願期間に入ったら出願登録を行なって下さい。（期間は下記❹を参照） 

【出願登録】 

・基本情報の登録（氏名・顔写真の登録他） 

【入学検定料の納入】 

・入学検定料 20,000 円（下記口座に受験者名で振り込み） 

振り込み先：三井住友銀行 御堂筋支店 普通 517  7834008 

社会医療法人ペガサスペガサス大阪南看護学校     理事長馬場武彦 

【書類郵送】 

・入学検定料の振込控のコピー 

・高等学校の調査書（厳封） 

（既卒者で、卒業年数経過で高等学校が調査書を発行出来ない場合、 

成績証明書または発行出来ない旨の証明書を提出） 

・高等学校卒業証明書 

・願書（WEB出願よりダウンロード、必要事項記入必須） 

次の条件のいずれかを満たす事を原則とします。 

（１）   高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は当該年度末に卒業見込みの者。 

（２）   通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又は当該年度末に修了見込 

みの者。 

（３）   国外において、 学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者。 

（４）  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者。 

（５）   文部科学大臣が指定した者。 

（６）   高等学校卒業程度認定試験  （昭和26年文部省令第13号） により文部科学大臣が行う高等学校

卒業程度認定試験に合格した者。 

（７）   個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると法人理事会で認めた

者で、 18歳に達している者。 

高等学校又は中等教育学校を卒業した者、又は当該年度末に卒業見込みの者。 



  

(1) 入学金：250,000円 

(2) 授業料：年額500,000円(2期に分けて、毎年4月、10月に支払い) 

(3) 総合補償保険加入、3,000円～ 9,000 円 (加入タイプによります )※実習受入 に際し、加入をお勧めします。 

(4)  テキスト(教科書等教材費)、実習衣、実習用カバン、メディカルシューズ、ジャージ、Wi-Fi通信料、学内の消耗

品等の諸経費（３年間分）で約30万円 

(5)  実習費、国家試験対策用教材、授業で使用する講義資料、演習授業で使用する物品は別途費用がかかりま

す。 

    

(1) 全室個室（96室） 

(2) 設備 ： 洗面台設置・レンタル家具設置（ベッド、学習机、椅子、冷蔵庫、エアコン、カーテン） 

(3) 宿舎経費    

  ①宿舎使用料 ： 年額 36,000円（２期に分けて毎年４月、10月に支払い） 

  ②家具レンタル料 ： 約200,000円（３年間） 

  ③その他 ： 管理維持費・光熱水料（共用部分）、自室の電気使用料、食費 

は自己負担となります。 

(1) 奨学金の額と貸与期間 

  ①奨学金の額  月額30,000円 

  ②貸与の期間  ３年以内    

(2) 奨学金返還の免除条件 

   貸与された奨学金については、当学校を卒業後本法人が開設する各施設に資格取得後 

満５年以上勤務したとき返還を一部もしくは全額を免除する。 

  ＊ その他詳細は「社会医療法人ペガサス大阪南看護学校学生奨学金貸与規程」による 

(1) 提出された書類および検定料は一切返却いたしません。 

 

 

(2)  本校は 2021 年 4 月開校、設置後 3 年以内の新設校の為、 

「専修学校」及び「高等教育の修学支援制度」の対象校ではありません。 

（以下につきましては、高等学校で申請及び予約されていても無効となります。） 

 

日本学生支援機構(JASSO) 「貸与型」奨学金 

日本学生支援機構(JASSO) 「給付型」奨学金 

（日本学生支援機構 奨学金とはhttps://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html） 

 

授業料・入学金の減免・減額 

勤労学生所得税控除の適用 

学割証明書 

通学定期券の適用 

（文部科学省 高等教育の修学支援新制度 https://www.mext.go.jp/kyufu/index.html）  

一部国・銀行・クレジット会社の教育ローン 

 

 

(3) その他ご不明な点は下記にお問い合わせください 

電話番号    0721-26-8270 

電話受付時間 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日は除く） 



 

 

電話番号    0721-26-8270 

電話受付時間 9：00 ～ 17：00（土・日・祝日は除く） 


