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募集学科（年限・定員）

募集学科・専攻一覧

学　科 専　攻 修�業�年�限 募�集�定�員

医療情報管理学科 医療情報管理専攻 昼間３年
男女 20名

医療事務学科　★

医療事務専攻

昼間２年
女子 40名医療秘書専攻

調剤薬局事務専攻

医薬情報ビジネス学科

医薬品アドバイザー専攻

昼間２年
男女 20名

ＩＴビジネス専攻

キャリア学科 医療事務専攻 昼間1年
女子 20名

★専攻制対象�出願時には「学科」のみを選択し、2年次進級時に自分の適性や希望に合った「専攻」を選択します。

編入学制度
本校1年課程または2年課程の1年次の所定の単位を修得した者は、2年課程および3年課程の2年次に編入学することができます。
（編入学希望者は、所定の手続きを行い、選考試験を受けていただきます。）

授業日・授業時間

授業日 月曜日～金曜日（週5日制）

休　日 土曜日・日曜日・祝日　夏期・冬期・春期に長期休暇があります。

授業時間

1時限目 開始� 9：15 終了10：45

2時限目 開始11：00 終了12：30

昼休み

3時限目 開始13：30 終了15：00

4時限目 開始15：15 終了16：45
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学費・諸経費について

学費・諸経費一覧

学費以外の諸経費
◆全学科共通
　①専門学校の入学選考料として15,000円必要となります。※入学選考料免除特典制度利用の方は不要です。詳しくはP.7を参照ください。
　②教科書・教材費・レクリエーション費・病院実習費（医療系学科）として、年間50,000円～80,000円程度必要となります。
　③卒業年次には②以外に同窓会入会費・卒業パーティ代・卒業アルバム代など22,000円程度必要となります。
　④資格・検定試験の受験料は実費となります。
　⑤寄付金・学債は一切徴収しません。

入学金・学費の納入
①�入学金・学費の納入は、合格後にお送りする「入学手続き案内」に記載されている指定期日までに指定した方法により納入してください。指定期日までに納
入がない場合、入学許可を取り消す場合があります。

②2020年3月31日（火）までに入学辞退の申し出があった場合、入学選考料、入学金を除く学納金について返還します。
③学費は2期分割納入（前期3月・後期9月）です。
④入学金・学費の納入期日の変更を希望される方は、総合事務局（　�0120-04-6622）までお問い合せください。

学費分納制度
厳しい社会情勢の折、進学を希望しながら経済的な理由により進学を断念されている方が少なくありません。本校では、そのような方を少しでも救済できれば
と、前期・後期の2期納入に対して、前期6回、後期6回の計12回の分割納入を可能としています。
分納金額　毎月　70,000円以上の納入
分納日　毎月15日または末日のどちらかを選択
詳しくは総合事務局（　�0120-04-6622）までお問い合せください。

学　科 専　攻 入学金
Ⓐ

前期学費（3月）
Ⓑ

後期学費（9月）
Ⓒ

初年度納入額
Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ

2年次以降
納入額（年額）

卒業までの
総学費

3年制 医療情報管理学科 医療情報管理専攻 150,000円 431,000円 431,000円 1,012,000円 862,000円 2,736,000円

2年制

医療事務学科

医療事務専攻

150,000円 431,000円 431,000円 1,012,000円 862,000円 1,874,000円

医療秘書専攻

調剤薬局事務専攻

医薬情報ビジネス学科

医薬品アドバイザー専攻

ＩＴビジネス専攻

1年制 キャリア学科 医療事務専攻 100,000円 406,000円 406,000円 912,000円 － 912,000円
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出願・選考について

出願区分一覧

出願区分
出願資格

特典※3 選考方法
出願期間

対象※1 資格 調査書
評定

併願
受験※2 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

ＡＯ

前期ＡＯ

新卒者
既卒者

「ＡＯ入学出
願許可証」を
取得された方

不問

不可
奨学金
10万円
（1年制課程は
5万円）

書類審査

後期ＡＯ 可 -

指定校推薦 新卒者
高等学校より
指定校推薦
を受けた方

平均
3.0以上 不可

奨学金
10万円
（1年制課程は
5万円）
入学選考料
免除
（15,000円）

書類審査

推薦 新卒者
高等学校より
推薦を
受けた方

平均
2.7以上 可 - 書類審査

面接試験

一般 新卒者
既卒者 不問 不問 可 -

書類審査
面接試験
筆記試験

※4

→P.5

→P.6

→P.6

→P.6

2019年6月1日（土）～10月20日（日）

2019年8月1日（木）～10月20日（日）

出願期間

前期ＡＯエントリー受付期間

2019年11月1日（金）～2020年2月23日（日）

2019年11月1日（金）～2020年2月29日（土）

後期ＡＯエントリー受付期間

出願期間

2019年10月1日（火）～10月31日（木）

出願期間

2019年10月1日（火）～2020年2月29日（土）

出願期間

2019年11月1日（金）～2020年3月31日（火）

出願期間

※1�対　　象

◦新卒者　2020年3月に高等学校もしくは高等専門学校、高等専修学校卒業見込みの方
◦既卒者　以下のいずれかに該当される方
　①2019年3月以前に高等学校卒業もしくは同等以上の方
　②高等学校卒業程度認定試験（旧：大検含む）に合格した方

※２�併願受験 本校と大学・短期大学との併願受験の可否です。

※3�特　　典 奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

※4�筆記試験 高等学校調査書の評定平均値が2.6以下の方のみ行います。但し、大学・短期大学卒業（見込み含む）の方は、筆記試験を課しません。

入学選考日程
選　考　日

第 1 回� 2019年�10月� 6日㈰
第 2 回� 2019年�10月13日㈰
第 3 回� 2019年�10月27日㈰
第 4 回� 2019年�11月10日㈰

第13回� 2020年�� 3月15日㈰
第14回� 2020年�� 3月22日㈰

第９回� 2020年�� 1月26日㈰
第10回� 2020年�� 2月� 9日㈰

第12回� 2020年�� 3月� 8日㈰

第 6 回� 2019年�12月15日㈰

※入学選考日は、出願書類受付直後の日程となります。
※�入学選考内容が書類審査のみの方は、受付後随時
書類選考を行いますので、来校不要となります。

出願書類の提出方法
出願書類一式を巻末とじ込みの指定封筒で郵送または直接持参してください。
◦郵送の場合
　必ず「簡易書留」としてください。出願書類一式は希望する入学選考日の3日前までに届くように郵送してください。
　受験票は出願書類受付後、受験票に記入された住所へ返送します。入学選考日の直前に受付した場合、受験票は選考日当日に受付窓口にてお渡しします。
◦直接持参の場合
　本校または総合事務局へ持参してください。入学選考日当日も受付します。受験票は、受付窓口でお渡ししますので、受験票への切手貼付は不要です。
　入学選考日当日の受付は午前9時15分～午前11時30分です。入学選考日以外の受付は、月曜日～金曜日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時30分です。
※出願書類についてはP.5～6の各入学方法を参照ください。

入学選考結果の通知
入学選考後、10日以内に本人宛に通知します。電話による合否の問い合せには一切応じません。
10日以上経過しても通知がない場合は、総合事務局までお問合せください。（　�0120-04-6622）

第15回� 2020年�� 3月31日㈫

第 5 回� 2019年�11月17日㈰

第 7 回� 2019年�12月22日㈰
第 8 回� 2020年�� 1月12日㈰

第11回� 2020年�� 2月23日㈰
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出願から入学まで（各種手続き）

出願から入学までの流れ

●ＡＯ入学� 2019年� 8月1日（木）～
●指定校推薦・推薦入学� 2019年10月1日（火）～
●一般入学� 2019年11月1日（金）～

受験票の送付
※願書受付の証明となります

入学選考

選考結果の通知
入学金納入の案内

※選考後、10日以内に本人宛に通知します。

入学金の納入
※納入案内通知後1ヶ月以内です

入学事務手続きの案内

手続き書類・写真等の送付

学費（前期）納入の案内

教科書購入手続き・入学式の案内

学費（前期）・教科書代等の納入

入学式
（2020年4月2日（木））

出　　願

2月中旬

3月中旬

※寮・アパートの紹介については、出願後、随時対応します。
【凡例】 志願者事項 本校事項
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入学詳細

ＡＯ入学� ●新卒者　●既卒者

本制度は、本校のオープンキャンパスまたはハーフdayオープンキャンパスに参加して、教育方針・内容等について理解し、面談をとおして、ＡＯ
エントリー者と本校との相互理解を深めることを目的とした入学方法です。

エントリー

2019年6月1日（土）より受付を開始します。次のどちらかの方法でエントリーしてください。
　①�巻末とじ込みのＡＯエントリーシートに必要事項を記入し、オープンキャンパスかハーフday
オープンキャンパスに参加して提出

　②本校ホームページのＡＯエントリーフォームに必要事項を入力して送信

オープンキャンパスか
ハーフdayオープンキャンパスに参加 参加当日にエントリーすることもできます。

面　談 オープンキャンパスかハーフdayオープンキャンパスの参加当日、または希望日に行います。

「ＡＯ入学出願許可証」受理 面談の結果、適性・意欲・熱意があると認められ、本校を十分に理解した方に対し、
2019年7月20日（土）以降に「ＡＯ入学出願許可証」を発行します。

出　願 新卒者は2019年8月1日（木）より、受付を開始します。
「ＡＯ入学出願許可証」で指定された期限内に出願してください。

項　目 内　容

アドミッションポリシー
（本校が求める学生像）

本校は、時代の要請に応える人材教育を使命としています。「情報」を核にその応用範囲を広げていく「情
報の総合学園」としてＩＴ社会の発展に寄与することを目標とします。
医療情報・医療事務・医療秘書・薬局事務・登録販売者・ITビジネスなどの仕事に興味を持ち、地域や社会に
貢献したい人、何事にも自ら新しいことにチャレンジしてみたい人を求めます。

特　典

前期ＡＯ 後期ＡＯ

◦奨学金�100,000円（1年制課程は50,000円）

※奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

エントリー
及び
面談期間

Ａ日程 2019年� 6月1日（土）～� 6月30日（日） Ａ日程 2019年11月� 1日（金）～11月24日（日）

Ｂ日程 2019年� 7月1日（月）～� 7月28日（日） Ｂ日程 2019年12月� 1日（日）～12月22日（日）

Ｃ日程 2019年� 8月1日（木）～� 8月25日（日） Ｃ日程 2020年� 1月� 7日（火）～� 1月26日（日）

Ｄ日程 2019年� 9月1日（日）～� 9月29日（日） Ｄ日程 2020年� 2月� 1日（土）～� 2月23日（日）

Ｅ日程 2019年10月1日（火）～10月20日（日）

出願期間 ・2019年8月1日（木）より受付開始
・2019年10月20日（日）までに必着

・2019年11月1日（金）より受付開始
・ＡＯ入学出願許可証で指定された期限内必着
※後期ＡＯは、定員の充足状況により実施しない場合があります。
　詳しくはお問い合せください。

出願資格
下記の要件を全て満たしている方
　①「ＡＯ入学出願許可証」がある方
　②本校専願の方

「ＡＯ入学出願許可証」がある方

出願書類

◦入学願書
◦ＡＯ入学出願許可証
◦高等学校調査書

◦ゆうちょ銀行発行の普通為替証書（入学選考料15,000円）
※入学選考料免除特典制度を利用の方は不要です。※証書には何も記入しないでください。

◦資格・検定・経歴の合格証明書のコピー
※資格・検定・経歴特典制度を利用される方のみ提出してください。

選考内容 ◦書類審査

大学・短期大学卒業（見込み含む）の方は、大学・短期大学の卒業証明書または卒業見込み証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験（旧：大検含む）合格の方は、合格成績証明書と合格証明書を提出してください。（ ）
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指定校推薦入学� ●新卒者

本制度は、本校が指定校としている高等学校を2020年3月卒業見込みの方で、在籍している学校より推薦を受けられた方の入学方法です。

項　目 内　容

特　典 ◦奨学金�100,000円（1年制課程は50,000円）
◦入学選考料�15,000円免除��※奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

出願期間 2019年10月1日（火）～2019年10月31日（木）

出願資格
下記の要件を全て満たしている方
　①2020年3月に高等学校もしくは高等専門学校、高等専修学校卒業見込みの方� ③本校専願の方
　②高等学校調査書の評定平均値が3.0以上の方� ④学校より指定校推薦を受けた方

出願書類
◦入学願書� ◦指定校推薦書（高等学校に配付している本校所定のもの）
◦高等学校調査書� ◦資格・検定・経歴の合格証明書のコピー
� 　※資格・検定・経歴特典制度を利用される方のみ提出してください。

選考内容 ◦書類審査
※在籍する高等学校が指定校か否か不明な場合は総合事務局（　�0120-04-6622）に問い合せてください。

推薦入学� ●新卒者

本制度は、高等学校を2020年3月卒業見込みの方で、在籍している学校より推薦を受けられた方の入学方法です。

項　目 内　容
出願期間 2019年10月1日（火）～2020年2月29日（土）

出願資格
下記の要件を全て満たしている方
　①2020年3月に高等学校もしくは高等専門学校、高等専修学校卒業見込みの方
　②高等学校調査書の評定平均値が2.7以上の方　③学校より推薦を受けた方

出願書類
◦入学願書　◦高等学校調査書　◦推薦書（巻末とじ込み）
◦ゆうちょ銀行発行の普通為替証書（入学選考料15,000円）��※入学選考料免除特典制度を利用の方は不要です。※証書には何も記入しないでください。
◦資格・検定・経歴の合格証明書のコピー��※資格・検定・経歴特典制度を利用される方のみ提出してください。

選考内容 ◦書類審査　◦面接試験

備考 大学・短期大学との併願受験が可能です。

一般入学� ●新卒者　●既卒者

項　目 内　容
出願期間 2019年11月1日（金）～2020年3月31日（火）

出願資格
下記の要件のいずれかを満たす方
　①2020年3月に高等学校もしくは高等専門学校、高等専修学校卒業見込の方
　②2019年3月以前に高等学校卒業もしくは同等以上の方　③高等学校卒業程度認定試験（旧：大検含む）に合格した方

出願書類

◦入学願書
◦高等学校調査書

◦ゆうちょ銀行発行の普通為替証書（入学選考料15,000円）��※入学選考料免除特典制度を利用の方は不要です。※証書には何も記入しないでください。
◦資格・検定・経歴の合格証明書のコピー��※資格・検定・経歴特典制度を利用される方のみ提出してください。

選考内容 ◦書類審査　◦面接試験　◦筆記試験
※筆記試験は高等学校調査書の評定平均値が2.6以下の方のみ行います。但し、大学・短期大学卒業（見込み含む）の方は、筆記試験を課しません。

備考 大学・短期大学との併願受験が可能です。

大学・短期大学卒業（見込み含む）の方は、大学・短期大学の卒業証明書または卒業見込み証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験（旧：大検含む）合格の方は、合格成績証明書と合格証明書を提出してください。（ ）

併願受験（大学・短期大学）について
本制度は、本校と他の大学・短期大学の併願を希望される方が利用できる制度です。本校合格後に大学・短期大学を受験し、その合否が判明するまで本校への
入学手続き（入学金や学費の納入）を延期することができます。この併願受験制度を利用することによる、入学の合否への影響は一切ありません。

項　目 内　容

特　典 ◦入学手続き（入学金や学費の納入など）の期限を延長できます。
◦併願登録料は不要です。�◦本校入学選考時に得られた各種特典は入学手続きまで有効とします。

対象出願区分 ◦後期ＡＯ入学　◦推薦入学　◦一般入学

対象資格 大学・短期大学との併願受験を希望される方。
※2020年3月22日（日）までに、合格発表の行われる大学・短期大学に限ります。なお、海外の大学及び他の専修学校、各種学校は除きます。

届出手続 本校所定の入学願書の裏面「併願受験届」に必要事項を記入してください。
※併願校が複数ある場合は、合格発表日が最も遅いものを記入してください。受付後、併願校の追加・変更等はできません。

入学手続
併願受験校の合否結果を届出日の3日以内に必ず総合事務局（　�0120-04-6622）まで連絡してください。
入学手続き等は、必ず指定期日までに行ってください。
併願受験校に補欠合格等で最終合否が判明しない場合でも入学手続きの指定期日を延期することはできません。
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本校独自の学費支援制度（各制度併用可）

電子開発学園　奨学生資格者制度
本制度は、本学園での修学に熱意があり、人物・適性ともに優秀な方を奨学生として認定し、その能力を十分に発揮できるように入学時の学費
を支援する制度です。
なお、この制度は奨学生資格者を認定するための制度であり、入学選考試験ではありません。

項　目 内　　　　容

特　典
◦奨学金
奨学生Ｓ認定30万円、奨学生Ａ認定20万円、奨学生Ｂ認定10万円、奨学生Ｃ認定5万円
※奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

定　員 50名

応募資格

下記の要件のいずれかを満たす方
　①2020年3月に高等学校もしくは高等専門学校、高等専修学校卒業見込の方
　②2019年3月以前に高等学校卒業もしくは同等以上の方
　③高等学校卒業程度認定試験（旧：大検含む）に合格した方

応募方法
次のいずれかの方法で応募してください。
　①巻末の電子開発学園　奨学生資格者試験申込書（ハガキ）に必要事項を記入して郵送
　②本校ホームページの電子開発学園　奨学生資格者試験の申込フォームに必要事項を入力して送信

応募期間

第1期：2019年� 8月� 1日（木）～2019年� 9月� 4日（水）
第2期：2019年� 9月16日（月）～2019年10月23日（水）
第3期：2019年10月28日（月）～2019年12月18日（水）
第4期：2020年� 1月� 6日（月）～2020年� 2月� 5日（水）

選考日
◦第1期：2019年� 9月� 8日（日）� ◦第2期：2019年10月27日（日）
◦第3期：2019年12月22日（日）� ◦第4期：2020年� 2月� 9日（日）
※受験は1回に限ります。
※定員の充足状況により実施しない場合があります。

選考方法 ①面接　②筆記試験（問題例は、P.13を参照してください。）

選考料 無料

選考結果 選考後、10日以内に本人宛に通知します。

同窓子弟特典制度
本制度は、受験者の父母もしくは兄弟姉妹が本校あるいは姉妹校名古屋情報メディア専門学校の卒業生または在校生である方に入学を優遇し
て学費を支援する制度です。

項　目 内　　　　容

特　典 ◦奨学金100,000円
※奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

対象資格 受験者の父母もしくは兄弟姉妹が本校（旧�名古屋情報経理専門学校）または姉妹校名古屋情報メディア専門学校
（旧�名古屋電子計算機専門学校）の卒業生または在校生である方

受付期間 2019年8月1日（木）～2020年3月31日（火）

手続方法 入学願書の裏面「同窓子弟特典利用届」に必要事項を記入してください。

入学選考料免除特典制度
本制度は、本校の学校行事に2回以上参加した方に対して、積極的な進路研究を行っていることを評価し、入学選考料を免除する制度です。

項　目 内　　　　容

特　典 ◦入学選考料15,000円免除

対象資格
本校の学校行事に2回以上参加された方
◦期間：2019年4月1日（月）～2019年11月30日（土）
◦行事：「オープンキャンパス」もしくは「ハーフdayオープンキャンパス」※1回は「会場進学相談会・説明会」の参加でも構いません。

受付期間 2019年6月1日（土）～2019年11月30日（土）

手続方法 本校の学校行事に参加されると、参加1回につき1枚「行事参加証」を発行しますので、出願書類提出時に「行事参
加証」を2枚同封してください。
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資格・検定・経歴特典制度
本制度は、本校が定める資格・検定を取得された方、または経歴を持つ方に特典を与える制度です。

項　目 内　容

特　典
◦特典資格一覧に示す奨学金
※特典Ａ～Jの重複利用が可能です。但し、同じ特典区分内での重複利用はできません。
※奨学金は初年度前期学費より減額します。返済は不要です。

対象資格 特典資格一覧に示す資格を取得された方。
但し、高校既卒者の方については、特典F～Jに限ります。また、特典もこれに限ります。

受付期間 2019年8月1日（木）～2019年11月30日（土）
※出願後も受付期間内であれば申請できます。

手続方法
入学願書の裏面「資格・検定・経歴特典利用届」の該当の欄にチェックをつけ、その合格証明書のコピーを出願書類
と一緒に提出してください。
出願後に届け出る場合は、合格証明書のコピーのみを提出してください。

特典資格一覧
対象 特典区分 奨学金 資格・検定・経歴

新
卒
者

特典Ａ 1万円

全国商業高等学校協会
情報処理検定（ビジネス情報部門、プログラミング部門）2級以上、
ワープロ実務検定2級以上、ビジネス文書実務検定2級以上、
珠算・電卓実務検定試験第1級以上

全国経理教育協会 電卓計算能力検定1級以上

日本情報処理検定協会 情報処理技能検定（表計算、データベース）2級以上、日本語ワープロ検定2級以上

全国工業高等学校長協会 情報技術検定2級以上、計算技術検定2級以上

特典Ｂ 1万円

経済産業省 第二種電気工事士

総務省 工事担任者（アナログまたは、ＡＩ・デジタルまたはＤＤ）第3種以上、危険物取扱者

画像情報教育振興協会
ＣＧ-ＡＲＴＳ検定ベーシック（旧3級）以上
・ＣＧクリエイター検定� ・ＣＧエンジニア検定� ・Webデザイナー検定
・画像処理エンジニア検定� ・マルチメディア検定

色彩検定協会 色彩検定3級以上

日本情報処理検定協会 文書デザイン検定2級以上

特典Ｃ 1万円

マイクロソフト社 マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）（Word、Excelなど）

全国経理教育協会 簿記能力検定1級科目合格（工業簿記または会計）、
文書処理能力検定1級（ワープロまたは表計算）

日本商工会議所 簿記検定3級、日本語文書処理技能検定2級以上、
日商ＰＣ検定（文書作成）2級以上

全国商業高等学校協会 簿記実務検定商業簿記2級以上

特典Ｄ 1万円
日本英語検定協会 実用英語検定準2級以上

日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定3級以上

特典Ｅ 1万円 経歴
高等学校在学中皆勤（出願時において）、
スポーツ・文化部活動において県大会入賞（8位以内）以上、
武道（柔道・剣道・弓道等）の有段、コンテスト等入賞以上、生徒会役員

新
卒
者・既
卒
者

特典Ｆ 10万円

日本商工会議所 簿記検定2級以上

全国経理教育協会 簿記能力検定1級�※科目合格は対象外とする。

経済産業省 ＩＴパスポート試験、第一種電気工事士

全国工業高等学校長協会 ジュニアマイスターシルバー、ゴールド

特典Ｇ 10万円 経済産業省 情報セキュリティマネジメント試験

特典H 15万円 経済産業省 基本情報技術者試験

特典 I 15万円 経済産業省 応用情報技術者試験

特典J 20万円 経済産業省 情報処理安全確保支援士試験、情報処理技術者試験（高度試験）
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提携教育ローン

オリコ学費サポートプラン
本校では、保護者さまの一時的な経済的負担を軽減するため、簡単な手続きで利用いただける学費の分納制度を、株式会社オリエントコーポ
レーション（以下、オリコ）と提携し、「学費サポートプラン」として案内しております。

これは、入学金・授業料・教材費・研修費などの学納金をオリコが立て替え、保護者さまより毎月分割で口座振替により返済いただく制度です。

学費サポートプランのご利用条件

契約対象者

次の①～③全ての条件をみたしている方
①本校に進学または在学する学生の保護者（法定代理人）
②安定した収入のある方
③オリエントコーポレーションの審査に通った方

利用可能費用 入学金・授業料・教材費・実習費・研修費等、本校への納付が必要な学納金
※入学時だけでなく、入学後または在学中の方も利用可能です。

利用限度額 10万円以上500万円以内（利用累計合計額）
※利用１回あたりの上限は、納付書の記載金額となります。

返済期間 最長12年（据置期間を含む）
※毎月の最低返済額については下記の表を参照

入金方式 オリコから本校への一括入金

返済方法

●通常返済
　�在学中から元金と分割払手数料（利子）をお支払いいただく方式です。毎月のお支払い金額はご指定いた
だけます。ご利用金額の50％以内でボーナス月に増額して納付することもできます。
●ステップアップ返済
　在学中の分納額を少なくし、卒業後の分納額を多くする方式です。
　在学中は、利用累計額の元金を据え置き、分割払手数料（利子）のみ納付いただきます。
※卒業後は上記の「通常返済」に準じた方式となります。
※在学期間中の据置払いを卒業後最大1年間延長することも可能です。

●親子リレー返済
　卒業後、お子様がお支払いを引き継ぐ方式です。

分割払手数料（金利） 実質年率3.5％（固定）
※ご成約から完済まで、金利は変動いたしません。

返済手段 民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）
※引落口座の金融機関届け印を必ず確認の上捺印ください。

そ　の　他 連帯保証人は原則不要

必要書類 ●在学が証明できる書類（例）学生証または入学許可証のコピー
●納付額が証明できるもの（例）授業料明細・教材費明細・実習費明細　等

※�卒業時点の残高に応じて卒業後の
お支払額を最低返済金額まで減額
することが可能です。

（利用残高の合計に対する最低返済金額
は下記表をご参照ください）

［ステップアップ返済について］
◇ステップアップ返済利用時の支払イメージ

［毎月の最低返済額について］
◇利用残高の合計に対する最低返済金額一覧

ステップアップ返済の場合、在学中は分割払手数料（利子）の
みの支払いとなり、元金は据え置きになります。最長据え置き
期間は卒業予定年月の次月となりますので、在学中から元金
をお支払いいただくことも可能です。

利用金額合計 毎月の最低返済金額 利用金額合計 毎月の最低返済金額
10万円以上� ～50万円以下 � 6,000円 250万円超～300万円以下 36,000円

50万円超� ～100万円以下 12,000円 300万円超～350万円以下 42,000円

100万円超～150万円以下 18,000円 350万円超～400万円以下 48,000円

150万円超～200万円以下 24,000円 400万円超～450万円以下 54,000円

200万円超～250万円以下 30,000円 450万円超～500万円以下 60,000円

利用金額の合計に応じて、上記のように月々の最低支払い金額が決まっています。また、毎月
の返済額は上記の最低金額以上であれば、千円単位で指定いただけます。

元金

分割払手数料（利子）
在学中

支払い開始 支払い完了

卒業後
分割払手数料（利子）のみの支払い 分割払手数料（利子）＋元金の支払い

［利子補給制度について］
学費サポートプラン利用者の在学期間中の分割払手数料（利子）を学校が負担する制度です。
在学期間中は、分割払手数料（利子）の負担もなく就職してからの返還が可能です。
詳しくは、総合事務局（　�0120-04-6622）までお問い合せてください。
※（株）オリエントコーポレーションに対する支払が遅延している場合は、利子補給制度をご利用いただけません。

お問合せ
株式会社オリエント
コーポレーション 学費サポートデスク 0120-517-325 【受付時間】9：30～17：30

� （土曜、日曜、祝日は除く）
http://www.orico.tv/gakuhi/�※借入・返済のシミュレーションを行えます。

インターネット申込は、下記ホームページにアクセス！

http://orico.jp/gakusapo　 名古屋医療情報専門学校�学校コード：12319588　申込コード：0324
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ジャックス教育ローン悠裕プラン
本校では、保護者さまの一時的な経済的負担を軽減するため、簡単な手続きで利用いただける学費の分納制度を、株式会社ジャックス（以下、
ジャックス）と提携し『悠裕プラン』として案内しております。

これは、入学金・授業料・教材費・研修費などの学納金をジャックスが立て替え、保護者さまより毎月分割で口座振替より返済いただく制度です。

悠裕プランのご利用条件

契約対象者

次の①～③全ての条件をみたしている方
①本校に進学または在学する学生の保護者（法定代理人）
②安定した収入のある方
③ジャックスの審査に通った方

利用可能費用 入学金・授業料・教材費・実習費・研修費等、本校への納付が必要な学納金
※入学時だけでなく、入学後または在学中の方も利用可能です。

利用限度額 3万円以上500万円以内（利用累計合計額）
※利用１回あたりの上限は、納付書の記載金額となります。

返済期間 最長15年（据置期間を含む）

入金方式 ジャックスから本校への一括入金

返済方法

●均等分割払い
　�在学中から元金と分割手数料（利子）をお支払いいただく方式です。毎月のお支払い（金額・回数）を選択
いただけます。
●元金据置返済
　在学中の分納額を少なくし、卒業後の分納額を多くする方式です。
　在学中は、利用累計額の元金を据え置き、分割手数料（利子）のみ納付いただきます。
※卒業後は上記の「均等分割払い」に準じた方式となります。

分割手数料（金利） 実質年率3.5％（期間中固定）≪返済回数6回～180回の場合≫
※ご成約から完済まで、金利は変動いたしません。

返済手段 民間金融機関（ゆうちょ銀行含む）
※引落口座の金融機関届け印を必ず確認のうえ捺印ください。

そ　の　他 連帯保証人は原則不要

必要書類 ●在学が証明できる書類（例）学生証または入学許可証のコピー
●納付額が証明できるもの（例）授業料明細・教材費明細・実習費明細等

［利子補給制度について］
悠裕プラン利用者の在学期間中の分割手数料（利子）を学校が負担する制度です。
在学期間中は、分割手数料（利子）の負担もなく就職してからの返還が可能です。
詳しくは総合事務局（　�0120-04-6222）までお問合せてださい。
※（株）ジャックスに対する支払が遅延している場合は、利子補給制度をご利用いただけません。

インターネット申込は、下記ホームページにアクセス！

https://www.jaccs.co.jp/yuyu/　 �名古屋医療情報専門学校�ID/パスワード：Ｄ068/08267979

［元金据置返済について］
◇元金据置払いの支払いイメージ

［毎月の最低返済額について］
◇お支払いの一例

在学中は、仕送りや家賃などで何かと支出が多くなります。そこで、在学中のお支払額を分割手数
料（利子）のみの小額にして、ご卒業後に分割手数料（利子）に据置いた元金を加算してお支払い
いただくプランです。保護者さまのご都合に合わせて、在学中の支払額を抑えることが可能です。

在学中 在学期間中は分割手数料
のみをお支払い 卒業後 卒業後は据置いた元金を

加算してお支払い

￥
分割手数料（利子）

￥

分割手数料（利子）
元　金

卒業

現金提供価格（学費納付金）

100万円の場合
均等分割払

お支払回数�������������� 120回
� （支払期間120ヶ月）
月々分割支払額����������� 9,888円
最終月分割支払額���������� 9,896円
お支払総額���������� 1,186,568円

お問合せ 株式会社ジャックス  コンシュマーデスク 0120-338-817 【受付時間】平日土日祝日　10：00～19：00https://www.jaccs.co.jp/yuyu/�※借入/返済のシミュレーションを行えます。
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公共の学費支援制度

独立行政法人　日本学生支援機構制度

国の教育ローン　株式会社日本政策金融公庫の制度（旧�国民生活金融公庫）

日本学生支援機構は、教育の機会均等に寄与するため学資の貸与、その他学生等の修学援助を行うこと等により、次代の社会を担う豊かな人間性
を備えた創造的な人材の教育に資することを目的としています。

この制度は、進学に関する家族の経済的負担の軽減と、教育の機会均等を図る政策の一環として、入学や在学中の費用を融資する「国の教育ロー
ン」として、毎年多くの方が利用されています。

◆融資資格� 本校に入学・在学される方の保護者で、年間収入が790万円（事業所得者は590万円）以内の方
� ※扶養されているお子様が二人以上の場合は上限が上がります。

◆融資金額� 学生一人につき350万円以内
◆返済期限� 15年以内　※交通遺児家族または母子家庭、父子家庭の方については、3年の延長が可能です。
◆貸付利率� 年1.78％（母子家庭、父子家庭または世帯年収（所得）200万円（122万円）以内の方は1.38％
� （2018年11月12日現在）
◆保　　証� （公財）教育資金融資保証基金の保証（保証料が必要）または連帯保証人（1名以上）

◆資　　格� ・高等学校または、本校に在籍している方。
� ・人物、学業とも優れ、かつ健康で、経済的理由により修学困難な方。
◆貸与月額� ・第一種奨学金（無利子）
� � 自宅通学者：20,000円、30,000円、40,000円、53,000円から選択　　
� � 自宅外通学者：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：年3％を上限とする変動金利または固定金利）
� � 2万円～12万円の中から選択できます。（1万円単位）
� ・入学時特別増額貸与奨学金　10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択（有利子）
◆貸与期間� ・原則として修業年限（1年間、2年間、3年間、4年間）
◆返還期間� ・最長20年
◆申込方法� ・進学前の申込み（予約採用方式）進学の前年に在学している高等学校を通じて行います。（3年次4月頃）
� ・進学後の申込（在学採用方式）本校にて、入学後に行います。（4月頃）
� � 日本学生支援機構のホームページ　https://www.jasso.go.jp/ でご確認ください。

（第一種奨学金の場合（2年課程、貸与月数24ヶ月））

区分 貸与月額 貸与総額 返還月額 返還回数（年数）

自　宅 53,000円 1,272,000円 8,833円 144回（12年）

自宅外 60,000円 1,440,000円 9,230円 156回（13年）

（注）2019年度入学者の場合です。

（第二種奨学金の場合（2年課程、貸与月数24ヶ月））

貸与月数 貸与総額 返還総額 返還月額 返還回数（年数）

� 30,000円 720,000円 738,184円 6,835円 108回（� 9年）

� 50,000円 1,200,000円 1,239,482円 8,607円 144回（12年）

� 80,000円 1,920,000円 1,988,116円 12,744円 156回（13年）

100,000円 2,400,000円 2,497,419円 13,874円 180回（15年）

120,000円 2,880,000円 3,004,293円 15,647円 192回（16年）
（注）年利率は0.50％で計算しています。年利率は公式ホームページでご確認下さい。

日本学生支援機構 奨学金返還相談センター 0570-666-301【受付時間】月～金（土曜、日曜、祝日、年末年始は除く）　　　　　8：30～20：00https://www.jasso.go.jp�※借入・返済のシミュレーションを行えます。
お問合せ

（元利均等返済の場合）

融資額 返済期間 毎月の返済額 保証料総額 返済総額

200万円
5年（� 59回払い） 35,500円 36,364円 2,090,300円

10年（119回払い） 18,400円 71,970円 2,183,200円

※年利率1.78％で計算しています。
※交通遺児家族・母子家庭または父子家庭の方の保証料は、上記の2／3となります。
※連帯保証人による保証をご利用の場合は、保証料は必要ありません。

お問合せ 国の教育ローン 教育ローンコールセンター 0570-00-8656【受付時間】月～金�9：00～21：00
　　　　　土　曜�9：00～17：00

https://www.jfc.go.jp/�※借入・返済のシミュレーションを行えます。

日曜、祝日、
年末年始は除く（ ）

※ご利用いただけない場合（公衆電話、ＰＨＳ、ＣＡＴＶ電話など）は、03（5321）8656までおかけ直しください。
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学生寮・アパート・マンションの紹介

指定学生寮
本校では、学生寮の円滑な管理運営のために、寮に関する業務全般を専門業者（（株）共立メンテナンス）に委託しています。指定学生寮は、名古屋
市内及びその近郊の閑静な住宅地に立地し、交通の便など生活に便利な環境にあります。

［入寮要項］

◆入寮資格� ドーミーちくさ2は女子学生、ドーミー名古屋港・ドーミ―川名・ドーミー上社学生寮・ドーミー吹上公園は男子学生に限ります。
� ドーミーちくさ・ドーミー大須観音は男子女子混合寮です。
◆入寮手続� 入寮申込を学校宛に提出してください。（合格通知後でも可能です。）

［費用の詳細］
◆�入 寮 費� 既納の入寮費は返却されません。契約年数により異なります。
◆�保 証 金� 退寮後に返金。なお途中退寮者には返金されません。
◆�年間管理費� 共用の水道・光熱費・諸雑費、一般管理費の1年分となります。
◆�寮 費� 食事形態ごとの費用（指定口座からの自動引落しとなります）
　　　　　　　　�【食事込】朝夕の食事料金を含んだ合計費用です。
　　　　　　　　�【食事別】食事がセットされない形式です。食事別で契約された方が食事を申込む場合は、
� 　　　　朝食350円（税別）・夕食650円（税別）×喫食数分が別途かかります。
◆�食 事� 月曜日から土曜日までの食事提供です。
� 休食日は、日曜日、祝祭日、年末年始5日間、夏季5日間、年度末7日間、第5土曜日となります。
◆�冷 暖 房 費� 一年分の使用料金となり、上記の費用となります。
� ただし、ドーミーちくさ・ドーミーちくさ2・ドーミー大須観音は毎月の基本料金780円（税別）と使用料金の実費となります。
◆�通信施設利用料� 基本料金（3,600円(税別)／月）＋ＩＰ電話通話料金（インターネット料金は不要です。）＋ユニバーサルサービス料2円（変動あり）
◆�水 道 代� ドーミーちくさは月額2,000円（税別）・ドーミー大須観音は月額1,905円（税別）が必要となります。
※1年契約・2年契約にかかわらず、在学期間中の継続は可能です。契約更新の場合は、契約更新料が必要です。
※退寮時に居室クリーニング代を申し受けます。
※複数年契約の場合、2年目以降の年間費用は年間管理費、寮費、冷暖房費となります。

［入寮費用］� ［単位：円］

会館名

項　目

ドーミー名古屋港 ドーミ―川名 ドーミー
上社学生寮 ドーミー吹上公園 ドーミーちくさ2 ドーミーちくさ ドーミー大須観音

男　子 女　子 男・女
個　室 個　室 個　室 個　室 個　室 個　室 個　室

入
寮
手
続
に
か
か
る
費
用

入
寮
費

1年契約 132,000
2年契約 168,000
3年契約 216,000
4年契約 240,000
保証金 � 50,000
年間管理費 214,000 234,000 214,000 234,000

合
　
　
計

1年契約 396,000 416,000 396,000 416,000
2年契約 432,000 452,000 432,000 452,000
3年契約 480,000 500,000 480,000 500,000
4年契約 504,000 524,000 504,000 524,000

寮
　
費

支
払
方
法

食事 食事込 食事別 食事込 食事別 食事込 食事込 食事別 食事込 食事込 食事別 食事込 食事別
月払い 76,700 59,900 73,900 57,100 57,000 66,800 50,000 69,800 90,500 73,700 91,500 74,700
半年払い 458,000 358,000 441,500 341,000 340,500 399,000 298,500 417,000 540,500 440,000 546,500 446,000
年払い 911,500 712,000 878,000 678,500 677,500 794,000 594,000 829,500 1,075,500 876,000 1,087,500 887,500

他 冷暖房費 58,200（1年分税別） 実費

学校へ 学校へ学校より 学校より 共立より 共立より共立へ

入
寮
者

1 2 3 4 5

入学願書
入寮申込書

合格通知受取
▼

入学手続金納入
入学許可証受取

入寮手続契約書
▼

入寮手続費用納入
入　寮

提　出

学
校・共
立

▶ ※�左記の手続以外でも入寮手続
は受け付けています。
※�入寮申込みは先着順です。満室
になり次第受付を締切ります。

入学選考
（合格者） 入学許可

入寮申込書受付
▼2～3週間
入寮契約書発送

入寮許可証発送

学　校 学　校 （株）共立メンテナンス （株）共立メンテナンス

詳しい案内については「指定寮ガイド2020」をご覧ください。

アパート・マンション
本校では、指定学生寮のほかにアパート・マンションの紹介を行っており、専門の業者と情報交換のうえ、入居希望者の条件に合う物件を紹介できる
よう、体制を整えています。
ご希望の方は、総合事務局（　�0120-04-6622）までお問い合せください。
◆学校付近の相場　アパート・マンション40,000円～65,000円
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電子開発学園　奨学生資格者制度　筆記試験例題

� 〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕
� 5� 8� 12� 15
� 〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕
� 17� 18� 32� 36
� 〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕
� D� E� F� G
� 〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕
� F� H� I� J
� 〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕

�〔ａ〕� 〔ｂ〕� 〔ｃ〕� 〔ｄ〕

1.� 2� 4� 6� 8� 10

2.� 1� 2� 4� 8� 16

3.� A� B� C� D� E

4.� A� B� D� E� G

5.

6.

第1部

　左側の各数列、文字列、図形は一定の規則に従って並んでいる。次にくるものを右側にある〔a〕～〔d〕の
中から選び、記号を○で囲みなさい。

第2部

　次の①～④の事がらが条件として与えられた場合、一番可能性のある内容は〔a〕～〔ｄ〕のうちどれか。

1.� ①Ａは弟Ｃより背が高い。� �〔 a〕4人は背の低い順にA,B,C,Dとなっている。
� ②Ｂは妹Ｄより背が高い。� 〔 b〕Ｄはもっとも背が低い。
� ③ＣはＤより背が高い。� 〔 c〕Ｃが最も背が低い。
� ④ＢはＡより背が低い。� 〔 d〕ＡとＤの身長は同じである。

2.� ①A,B,C,Dの4人がベンチに腰かけている。� �〔 a〕ＡはＣとＢの真ん中にいる。
� ②Ａの1人おいて隣にＢがいる。� 〔 b〕ＤはＣと並んでいる。
� ③Ｄの1人おいて隣にＣがいる。� 〔 c〕ＢはＣとＡの真ん中にいる。
� ④Ｂの隣にＣがいる。� 〔 d〕Ｄは端にいる。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

第3部

　次の問題を解いて正しいと思う答えを〔a〕～〔d〕の中から選び出し、○で囲みなさい。

1.� あるヒモを32cmずつ7本に切り分けたところ、
� 18cm残った。ヒモのもとの長さは何cmか。

2.� 6人でやると8時間かかる仕事を2時間で終わら
� せるのには何人を必要とするか？

〔a〕185cm� 〔 b〕242cm
〔c〕285cm� 〔 d〕356cm

〔a〕8人� 〔b〕24人
〔c〕36人� 〔 d〕48人

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

● 解　答

第1部
1.〔c〕2ずつ大きくなっているので、次は“12”となります。�4.〔b〕A,Bの次は1つとばしてD,Eと2つ並んで、また1つとばしてＧになっているので、次はＨとなります。
2.〔c〕2倍ずつ大きくなっているので、次は“32”となります。�5.〔a〕1つおきに太い矢印と細い矢印になっています。また、2つずつ同じ方向を指していますので、次は“←”となります。
3.〔c〕単純なアルファベット順なので、次に“Ｆ”がきます。�6.〔c〕○が右回りに動いていて、次に●がきています。○と同じように動くと次にくるのは●の“c”になります。

第2部
1.〔b〕�①～④の関係を表してみると、　　（〔例〕高い＞低いで表現）�

①Ａ＞Ｃ　�，　②Ｂ＞Ｄ　�，　③Ｃ＞Ｄ　�，　④Ｂ＜Ａ　となります。�
さらに、①と③から　Ａ＞Ｃ＞Ｄ　②と④から　Ａ＞Ｂ＞Ｄとなります。�
この関係から【・Ａが最も背が高い。��・Ｄが最も背が低い　・ＢとＣの関係は不明】�
であることがわかります。このことから“b”を正解とします。

2.〔d〕�①～④の関係をみると、�
ア、ＡＤＢＣ　イ、ＡＣＢＤ　ウ、ＢＣＡＤ�
の3パターン（対象形は省略）の並び方が考えられます。�
この並びから回答群のdがイとウのパターンにあてはまりますので、�
“ｄ”を正解とします。

第3部1.〔b〕式にすると、“32×7＋18＝242”となる。�2.〔b〕式にすると、“6×8÷2＝24”となる。
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個人情報

出身高等学校への開示
本校の入学選考において、高等学校から合否選考に必要な書類（調査書・推薦書等）を提出いただくことから、合否結果を出身高等学校長に親展
にて通知する場合があります。予め御了承の上、御出願ください。
ただし、対象者は新卒（2020年3月高等学校卒業見込み）の方に限ります。何らかの理由で高等学校への通知を了承されない方は、その理由を
別紙に御本人の直筆にて御記入いただき、住所・氏名・高等学校名を添え、御捺印の上、入学願書に同封してください。
また、合否結果の通知先は出身高等学校に限定し、それ以外の第三者に通知・報告等することは一切ございません。

個人情報保護について
名古屋医療情報専門学校は、出願時、入学選考時及びＡＯエントリー時に御提出いただく個人情報を厳重に保管し、適正に利用します。

1．利用対象の個人情報
①�出願時、入学選考時及びＡＯエントリー時に提出していただく書類に記載された個人情報。
②�出願時、入学選考時及びＡＯ面談時に口頭で御回答いただいた内容。

2．利用目的
①�入学選考、合否通知とこれらに付随する事項を行うため。
②�入学後の学習指導・生活指導を行う上での参考資料とするため。
③�ＡＯ入学認定のため。

3．個人情報提供の任意性
個人情報の提供は任意です。ただし、御提供いただけない個人情報がある場合、上記2の利用目的に支障が生じる場合があります。御了承くだ
さい。

4．個人情報の訂正・削除
個人情報の訂正・削除を御希望の場合はお申し出ください。速やかに必要な手続きをお取りします。

5．個人情報の第三者への提供
新卒（2020年3月高等学校卒業見込み）の方に限り、御提供いただいた個人情報を以下の目的で提供します。
●入学選考に必要な書類（調査書・推薦書等）を提出いただいた高等学校に合否結果を通知するため。
　（氏名・合否結果のみを通知いたします）

6．個人情報の取り扱いの委託
個人情報の取り扱いの一部又は全部を、外部に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、個人情報の取
り扱いに関する契約を取り交わすとともに、委託先を適切に監督します。

7．出願時、入学選考時及びＡＯエントリー時に提出していただく書類一式
入学選考の合否結果にかかわらず返却いたしません。なお、未受験者、未手続き者、不合格者の書類一式については1年間保管した後、適切に
廃棄します。

8．個人情報保護管理者
名古屋医療情報専門学校校長

9．個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先

名古屋医療情報専門学校　名古屋情報メディア専門学校
総合事務局「個人情報ご相談窓口」

〒456-0062�名古屋市熱田区大宝4丁目19番14号
ＴＥＬ 052-681-9500
ＦＡＸ 052-671-6867
受付時間　9：00～12：20、13：30～17：20（平日）

株式会社エスシーシー「個人情報お問い合わせ窓口」

〒164-8505　東京都中野区中野5丁目62番1号
ＴＥＬ 03-3319-4301
ＦＡＸ 03-3319-6999
受付時間　9：00～12：00、13：00～17：30（平日）

※名古屋医療情報専門学校および名古屋情報メディア専門学校は、株式会社エスシーシーが設置した学校です。
※株式会社エスシーシーは、個人情報を適正に取り扱っている法人として認定され、一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）から「プライバシーマーク」の使用を認められています。
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