西武学園お得ポイント！専門士の称号+国家試験受験資格+確実に就職！！

就職指導

西武学園の臨床検査技師科は
ここが魅力！

入学
主な進路指導スケジュール
就職アンケート

１．専門士の称号を取得して、
大学３年次に編入！
・編入学可能な大学、学部、学科は年々増加！
・実績多数
北海道大学、新潟大学 など

就職活動基礎講座
２．インターシップ実施！
・２年次にインターンシップで現場を体験
・検査センターなどの見学あり

就職適正検査
一般教養対策
キャリアガイダンス（卒業生）
インターンシップ
履歴書の書き方講座
小論文対策講座
面接対策講座
自己ＰＲ講座

卒業

プロフェッショナルとして
第一歩スタート！

進学希望

西武学園医学技術専門学校（所沢校）へ入学

臨床検査技師科
専門士の称号

修業年月３年
合格！

臨床検査技師（国家資格）受験！

国立・私立大学の３年次編入

３．学園独自のお楽しみ行事がある！
・学園祭
・テーブルマナー研修
・ディズニー研修
・インターンシップ報告会
・臨地実習報告会
など盛りだくさん！

４．グループワークを通して
ホスピタリティ精神を学ぶ！
・授業でグループワークを行い、学習発表開催
・アクティブラーニングを取り入れた授業
・チームワークの大切さで、
ホスピタリティ精神を養う！
５．チーム医療の大切さを実感できる！
・栄養士科と合同でバレーボール大会を開催
・チーム医療の一員として自覚を育成
・東京池袋校の施設を利用した授業を実施
・各施設を利用した模擬試験を実施
・管理栄養士による栄養学の授業や料理教室、
栄養相談を開催
６．様々な認定資格を取得！
・普通救命修了証取得（３年間有効）
・毒物劇物取扱責任者（任意）
・心電図検定４級・３級（任意）
７．抜群の国家試験合格率！
・１年次より各分野の専門家による授業
・学内の教員でマンツーマンのフォロー
・実際に国家試験を解きながら理解度チェック
・少人数での補習授業（ゼミ形式）

西武学園お得ポイント！学費負担の軽さはピカイチ！！

３年間でかかる費用は？

※表示金額は全て税込（１０％）です。

１年次（現１年）
： １，６１６，０２５円 ２０２０年度生
２年次（現２年）
： １，２９５，０８４円 ２０１９年度生
３年生（現３年）
： １，２３６，２００円 ２０１８年度生
※３年間の費用は・・・ ４，１４７，３０９円（約４１５万円）
例）私立大学４年間の学費：６６０万(諸経費は別途）
４年間の学費：６６０万(諸経費は別途）参照元：https://n-carer.net/5295
参照元：https://n-carer.net/5295
例）私立大学
本校 臨床検査技師科の学費：３５１万(諸経費は別途）
本校 臨床検査技師科の学費：３５１万(諸経費は別途）

私立大学 臨床検査学科の学費は本校の約２倍はかかります
私立大学 臨床検査学科の学費は本校の約２倍はかかります
※“３年制の専門や短大”と“４年制の大学”との初任給の差・・・平均５，０００円
大学より１年早く就職するため、１年働けば昇給もある＆その分の年収もある

【詳細】
現１年：２０２０年度生
入学金

授業料

実験実習費

施設費

維持費

計

前期（入学時） 220,000 円

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

806,000 円

後期（8/31 迄）

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

586,000 円

行事費・諸費用
教本・教材費

１１３，３８０円（３月２７日 期限）
１１０，６４５円（４月２４日 期限）

現２年：２０１９度生
入学金

授業料

実験実習費

施設費

維持費

計

前期（3/31 迄）

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

586,000 円

後期（8/31 迄）

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

586,000 円

教本・教材費・諸費用 １２３，０８４円（ワクチン費用等含む：５月８日 期限）

現３年：２０１８年度生
入学金

授業料

実験実習費

施設費

維持費

計

前期（3/31 迄）

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

586,000 円

後期（8/31 迄）

300,000 円

120,000 円

120,000 円

46,000 円

586,000 円

教本・教材費・諸費用

６４，２００円（国家試験対策費用含む：４月２４日 期限）

※ 入学時納付金、その他費用の分納制度はありません。

西武学園お得ポイント！筆記試験無し、面談無しの選べる入学方法も！！

入学試験情報
① 高校 3 年生の方へ
・早く進路を決めたい方は、エントリーシートのみで受験できる AO 入学を
おススメします。
・
「指定校推薦入学」 の最終締め切りは、1 月 21 日（木）必着！
・
「学校推薦入学」の最終締め切りは、

2 月 18 日（木）必着！

※指定校推薦入学：ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ１回参加で 面談免除（評定平均 3.0 以上）
※学校推薦入学：ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ２回参加で 面談免除（評定平均 2.7 以上）
・
「特待生入学」の最終締め切りは、

2 月 18 日（木）必着！

※書類審査・適性試験・面談の総合判定により決まります。

・
「併願入学」の最終締め切りは、

3 月 11 日（木）必着！

※ご出願者で、本学科へ入学される場合は、延納手続金５０,０００円が納付金
より免除となり、入学金の一部として扱われます。
・
「家族・親戚すいせん入学」 、「卒業生・在校生すいせん入学」
最終締め切りは、

4 月 1 日（木）必着！

②既卒者の方へ（２浪まで）
・早く出願できる「AO 入学」と、２浪まで出願可能の「学校推薦入学」での
受験をオススメします。
※学校推薦入学：ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ２回参加で 面談免除（評定平均 2.7 以上）

③社会人の方へ
・
「特待生入学」や「ＡＯ入学」での受験をオススメします。
④大学現役生（今年度卒業）の方へ
「特待生入学」や「一般入学」 、
「ＡＯ入学」の受験をオススメします。
※「特待生入学」と「一般入学」と「併願入学」では、筆記試験がございます。

西武学園お得ポイント！

PCR 検査は臨床検査技師が担う専門職！！

西武医専では、コロナ禍においても徹底した感染対策を実施し、６月から対面の授業を
再開しています。実験実習の授業はクラスを半分に分けて、フェイスシールドとアクリル
板を併用。現在まで感染者も出ず、順調に毎日を過ごしています。
オープンキャンパスでは体験実習・学科説明及び募集説明、学校見学を行っていますの
で、お時間があるときに是非お越しください。また、随時、Zoom を使った学校説明（WEB
相談会）、またお電話での学科説明（もしもしオープンキャンパス）も実施。遠方にお住ま
いで、ご希望の方には、WEB 面談も実施しております。
新型コロナウィルスと闘う医療の最前線を担う臨床検査技師のお仕事は、使命感あふれ
るあなたにピッタリです。ウィルスの取り扱いも臨床検査技師はプロフェッショナル。ぜ
ひ医療の国家資格を取得して、世界中の人々の健康と笑顔を守りませんか？
在校生は今年度も、続々と専門職就職を決めていっています。さあ、次はあなたの番です！

！今年度の内定(一部)！
目指していた国立病院に決まりました！
１年次から国家試験を意識し日々を過ごしたことが内定に繋がりました。勉強は専門的で大変ですが、自分の努力だけでなく、
先生方が親身になり教えて下さる環境が整っているので良かったです。

内定先：独立行政法人 国立病院機構 関東信越グループ

希望の検査センターに決まりました！！
私は実技に苦手意識がありましたが、先生方からの「実習では、失敗を恐れずに積極的に取り組むように」を胸に、頑張って
これました。

内定先：株式会社 秩父臨床医学研究所

