
平成30年度

学生募集要項

日本医科大学看護専門学校
〒270-1613 千葉県印西市鎌苅1955

TEL（0476）99 -1331

会場名：日本医科大学看護専門学校 〒270-1613 千葉県印西市鎌苅1955
TEL（0476）99 -1331

平成30年度試験会場案内

● 北総線印旛日本医大駅から徒歩10分、または無料送迎バス（千葉北総病院行き）にて3分

● 京成線京成佐倉駅から路線バス（印旛日本医大駅行き・有料）にて約20分



募集人員：看護学科80名（男女） 修業年限：3年

本校における個人情報保護に関して

平成17年4月1日から「個人情報保護に関する法律」が施行されたことに伴い、本校においても個人情報
保護に努めています。
入学に関する以下の内容を確認し、同意の上で出願書類を提出してください。

○入学願書で得られた個人情報について
１．入学試験や面接に必要な書類作成に使用いたします。
２．合格された方の情報は、入学手続きに必要な書類作成、入学後に必要な書類作成に使用いたします。
３．推薦入学試験・社会人入学試験に不合格になった方で、一般入学試験を希望する場合にはすでに提出

済みの書類を使用させて頂きます。一般入学試験を希望しない場合には、本校で個人情報の漏洩がな
いように責任をもって処分させて頂きます。

○個人情報の管理について
１．個人情報の紛失、漏洩などを防止するため、適正な管理下で保管いたします。
２．個人情報に関する業務を学外に委託する場合には、委託業者に対して目的以外の利用禁止に関する契

約を義務付け、厳重な管理を行うように指導します。

○個人情報に関する本校の体制
「個人情報管理責任者」を置き、管理体制を整備して個人情報の保護に努めています。

以上

諸　注　意

○受験心得
１．試験会場（学科試験、面接試験）には、必ず受験票を持参すること。
２．受験票を忘れた場合は、事務室に申し出ること。
３．遅刻した場合は、事務室に申し出ること。
４．筆記用具（HBの黒鉛筆、シャープペンシル）以外の下敷き、計算・翻訳機能付時計などの持ち込みは

禁止する。

○注意事項
１．一度提出された書類および入学検定料は返還しない。
２．受験票は入学手続き完了まで保存すること。
３．試験当日の昼食は各自準備すること。
４．入学手続き完了までに納付金を納入すること。
５．入学手続き後の入学辞退に伴う納付金の返還について

１）推薦入学試験、社会人入学試験の入学手続者は、本校の専願者として取り扱うため、納入した納
付金は理由を問わず返還しない。

２）一般入学試験合格者が、平成30年3月30日（金）17時までに入学辞退を文書にて申し出た場合に
限り、入学金10万円を除いた納付金を返還する。なお、この期限を過ぎた場合、納付金は理由を問
わず返還しない。



1

推薦入学試験

出願資格　次の１～３のいずれかの条件を満たし、かつ４の条件を満たすこと
                １．平成29年3月に高等学校を卒業し、卒業校の長の推薦を受けられる者

 ２．平成30年3月に高等学校卒業見込みで、在籍する学校長の推薦を受けられる者
 ３．平成30年3月に短期大学、大学を卒業見込みで、在籍する短期大学または大学の長の推薦

                を受けられる者
 ４．合格した場合、入学を確約できる者（絶対条件）

出願手続　 出願期間　　　　　　　 出願書類

試験会場    日本医科大学看護専門学校

試 験 日    平成29年11月４日（土）

スケジュール    8：00 受付開始
・科目        8：50～9：00 オリエンテーション
                9：20～ 試験開始 ●小論文：30分
                ●筆記試験：国語（古文、漢文を除く）60分

＊マークシート方式
                ●面接

合格発表    平成29年11月９日（木） 本校正面玄関及びホームページに掲示（平成29年11月13日（月）
    正午 17:00まで）。合格者には合格通知を郵送する。

             ＊窓口、電話による合否の問い合わせには応じない

入学手続    平成29年11月10日（金）～11月21日（火）
             ＊指定された期日までに所定の手続きを完了しない者には、入学を許可しない

そ の 他    推薦入学試験に不合格となった者で一般入学試験を希望する場合
                不合格になった場合、案内および申請書を郵送する。申請により一般入学試験を受験できる。
                その際には出願書類一式の提出は不要となる。ただし、検定料として20,000円を要する。

平成29年9月25日（月）
～10月20日（金）

＊期間内必着のこと

出願書類は、一括して本校
所定の封筒を使用して、簡
易書留で郵送すること
＊窓口での出願は受け付
けない

１．入学願書Ⅰ・Ⅱ
２．調査書

文部科学省規定の高等学校調査書で学校長が証明し、厳封し
たもの

３．推薦書
本校所定の用紙で在籍高等学校長または短期大学、大学の長
が作成したもの
＊短期大学、大学卒業見込みの者は成績証明書も提出すること

４．写真
出願時3か月以内に撮影した写真3枚（上半身、脱帽、正面）
＊入学願書Ⅰ・受験票・受験者写真カードに貼付すること

５．入学検定料
20,000円　＊本校所定の振込用紙使用
入金後、「③学校納入金振込証明書」を「学校納入金振込証
明書貼付欄」に貼付すること

６．受験票返信用封筒
住所、氏名を明記の上、速達料を含む362円切手を貼付する
こと

７．宛名ラベル
郵便番号、住所、氏名を明記すること

８．受験票・受験者写真カード・学校納入金振込証明書貼付欄
受験票、受験者写真カードに氏名、生年月日を記入すること
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社会人入学試験

出願資格　次の１～２のいずれかの条件を満たし、かつ３の条件を満たすこと
                １．短期大学または大学を卒業し、就業経験が通算して1年以上ある者

 ２．大学受験資格（取得見込みを含む）を有し、就業経験が通算して3年以上ある者
                ＊願書出願時点とする

 ３．合格した場合、入学を確約できる者（絶対条件）

出願手続　 出願期間　　　　　　　 出願書類

試験会場    日本医科大学看護専門学校

試 験 日    平成29年11月４日（土）

スケジュール    8：00 受付開始
・科目        8：50～9：00 オリエンテーション
                9：20～ 試験開始 ●小論文：30分
                ●筆記試験：国語（古文、漢文を除く）60分

＊マークシート方式
                ●面接

合格発表    平成29年11月９日（木） 本校正面玄関及びホームページに掲示（平成29年11月13日（月）
    正午 17:00まで）。合格者には合格通知を郵送する。

             ＊窓口、電話による合否の問い合わせには応じない

入学手続    平成29年11月10日（金）～11月21日（火）
             ＊指定された期日までに所定の手続きを完了しない者には、入学を許可しない

そ の 他    社会人入学試験に不合格となった者で一般入学試験を希望する場合
                不合格になった場合、案内および申請書を郵送する。申請により一般入学試験を受験できる。
                その際には出願書類一式の提出は不要となる。ただし、検定料として20,000円を要する。

平成29年9月25日（月）
～10月20日（金）

＊期間内必着のこと

出願書類は、一括して本校
所定の封筒を使用して、簡
易書留で郵送すること
＊窓口での出願は受け付
けない

１．入学願書Ⅰ・Ⅱ
入学願書Ⅰに職歴を記載すること

２．卒業証明書
大学・短期大学卒業の場合････････大学長が作成のもの
専門学校・高等学校卒業の場合････高等学校長が作成のもの

３．成績証明書
大学・短期大学卒業の場合････････大学長が作成のもの
専門学校・高等学校卒業の場合････高等学校長が作成のもの
＊卒業後5年経過して発行できない場合は、その旨を記載した
書面を出身校に発行してもらい、提出すること

４．写真   
出願時3か月以内に撮影した写真3枚（上半身、脱帽、正面）
＊入学願書Ⅰ・受験票・受験者写真カードに貼付すること

５．入学検定料
20,000円　＊本校所定の振込用紙使用
入金後、「③学校納入金振込証明書」を「学校納入金振込証
明書貼付欄」に貼付すること

６．受験票返信用封筒
住所、氏名を明記の上、速達料を含む362円切手を貼付する
こと

７．宛名ラベル
郵便番号、住所、氏名を明記すること

８．受験票・受験者写真カード・学校納入金振込証明書貼付欄
受験票、受験者写真カードに氏名、生年月日を記入すること
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出願資格　次の１～６のいずれかの条件を満たすこと
                １．高等学校あるいは中等教育学校を卒業した者、または平成30年3月卒業見込みの者

       ＊「中等教育学校」とは、中高一貫教育を行う修業年限6年の学校
                ２．通常の課程による12年の学校教育を修了、または平成30年3月修了見込みの者
                ３．外国において学校教育における12年の課程を修了、または平成30年3月修了見込みの者、
                もしく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、または平成30年3月修了見込みの者
                ５．高等専修学校のうち、修業年限が3年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定
                した学科の修了者
                ６．高等学校卒業程度認定試験（旧　大検）合格（見込）者または大学入学資格検定合格者

出願手続　 出願期間　　　　　　　 出願書類

試験会場    日本医科大学看護専門学校

試 験 日    平成30年1月13日（土）

スケジュール    8：00 受付開始
・科目        8：50～9：00 オリエンテーション
                9：30～ 試験開始 ●筆記試験：国語（古文、漢文を除く）数学ⅠA
                90分　　＊マークシート方式
                ●面接

合格発表    平成30年1月18日（木） 本校正面玄関及びホームページに掲示（平成30年1月22日（月）
    正午 17:00まで）。合格者には合格通知を郵送する。

             ＊窓口、電話による合否の問い合わせには応じない

入学手続    平成30年1月19日（金）～1月30日（火）
             ＊指定された期日までに所定の手続きを完了しない者には、入学を許可しない

平成29年11月27日（月）
～12月19日（火）

＊期間内必着のこと

出願書類は、一括して本校
所定の封筒を使用して、簡
易書留で郵送すること
＊窓口での出願は受け付
けない

１．入学願書Ⅰ・Ⅱ
職歴がある者は入学願書Ⅰに職歴を記載すること

２．調査書
文部科学省規定の高等学校調査書で学校長が証明し、厳封し
たもの
ただし、卒業後5年経過して発行できない場合は、卒業証明
書、成績証明書を提出すること
また、成績証明書が発行できない場合は、発行できない旨の
書かれた証明書を提出すること
＊専門学校、短期大学、大学を卒業または卒業見込みの者は、

その学校の成績証明書も併せて提出すること
＊出願資格６）該当者は合格証と成績証明書を提出すること

３．写真   
出願時3か月以内に撮影した写真3枚（上半身、脱帽、正面）
＊入学願書Ⅰ・受験票・受験者写真カードに貼付すること

４．入学検定料
20,000円　＊本校所定の振込用紙使用
入金後、「③学校納入金振込証明書」を「学校納入金振込証
明書貼付欄」に貼付すること

５．受験票返信用封筒
住所、氏名を明記の上、速達料を含む362円切手を貼付する
こと

６．宛名ラベル
郵便番号、住所、氏名を明記すること

７．受験票・受験者写真カード・学校納入金振込証明書貼付欄
受験票、受験者写真カードに氏名、生年月日を記入すること

一般入学試験



１．納付金

金　　額  備　考
入学金   100,000円 入学時のみ
授業料   300,000円 毎年次徴収（年額）
実習費 80,000円 毎年次徴収（年額）
合　計   480,000円

＊一括納入とする

２．諸経費（概算）

概　算 内　　　　　訳
1年次 約180,000円 テキスト、ユニフォーム、演習物品、校外学習費、傷害・賠償保険料など
2年次 約120,000円 テキスト、模擬試験料、傷害・賠償保険料など
3年次 約40,000円 テキスト、模擬試験料、傷害・賠償保険料など

＊その他、施設見学・実習時の交通費などがかかります。

３．奨学金制度について
下記の奨学金制度があります。
１）日本医科大学看護専門学校奨学資金（償還制）

月額　30,000円、40,000円、50,000円
２）千葉県看護師等修学資金（選考あり）
３）独立行政法人日本学生支援機構奨学金（選考あり）

第一種、第二種

４．単位認定について
専門学校、短期大学および大学で修得した単位については、本人申請後、審議を経て単位が認定される

場合があります。
なお、本校所定の申請書とシラバス（講義概要）の写しが必要となります。

５．学生寮について
遠隔地などの事情で通学が困難な者には、学生寮があります。本人申請後、審議を経て入寮が許可と

なります。
なお、男子は入寮ができません。

寮　　　費        1人部屋        250,000円（年額）
                      2人部屋        150,000円（年額）

施設利用料        1人部屋        25,000円（年額）
                      2人部屋        20,000円（年額）
入　寮　費                           50,000円（入寮時）

＊原則、2年次より1人部屋となります。
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そ　の　他
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● 北総線印旛日本医大駅から徒歩10分、または無料送迎バス（千葉北総病院行き）にて3分
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