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修業年限 一学年定員 全学年定員 

3年 80名 240名 

 

 

試験日程 

選考名 

推薦Ａ(指定校制) 

推薦Ｂ(公募制) 

推薦Ｃ(スポーツ) 

社会人 一般Ａ 一般Ｂ 

願書 

受付 

期間 

平成 30年 9月 20日(木) 

～10月 6日(土) 

(当日消印有効)   

平成 30年 9月 20日(木)

～10月 6日(土) 

 (当日消印有効)  

平成 30年 11月 15日(木) 

～12月 1日(土) 

(当日消印有効)   

平成 31年 2月 15日(金) 

 ～3月 1日(金) 

(当日消印有効)  

試験日 平成 30年 10月 20日(土) 平成 30年 10月 20日(土) 平成 30年 12月 15日(土) 平成 31年 3月 9日(土) 

試験場 
本校 

東京 

本校 

東京 

本校 

東京 

仙台 

本校 

 

受験料 15,000 円 （郵便局より振込み、受領証を受験票に貼付する） 
 

 

修学諸経費 
入学金 150,000円 

納入方法 指定期日までに一括納入 

 

校
納
金 

授業料(実習費含) (月額) 35,000円  

施設管理費 (月額) 15,000円 

雑費 (半期) 10,000円 

納入方法 前期･後期に分けて指定期日までに一括納入 

 

・その他、ユニホーム・教科書代等・学生保険代が別途費用となります。（業者へ直接支払い） 

教科書・ユニホーム合わせて 220,000円前後 

学生保険代最高 27,000円(3年間分) 

・実習中の交通費については個人にて実費精算となります。 

・海外研修費用（370,000円程度）が別途かかります。（必須） 

時期：2年次 10月を予定しています。（必須） 

・入学金は合格発表後約 10日以内に納入となります。校納金（前期分）は入学書類発送時に請求、3月中に

納入となります。 

 

※入学金の返金はいたしません。 

※校納金については、平成 31年 3月 31日までに入学を辞退した場合は、所定の手続きをとった 

上で返金いたします。 

看護学科学生募集要項 



入学試験要項 【推薦選考】 

  

 推薦Ａ(指定校制) 推薦Ｂ(公募制) 推薦Ｃ(スポーツ) 

1.受験資格 (1)高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(2)学校長が責任をもって推薦で

きる者 

(3)学業･人物優秀で心身ともに健

康な者 

(4)本校に確実に入学できる者 

(5)指定の評定平均値に達してい

る者 

(6)将来看護職を希望する意志の

明確な者 

※評定基準については別途高等学

校長宛に通知 

(1)高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(2)学校長が責任をもって推薦で

きる者 

(3)学業･人物優秀で心身ともに健

康な者 

(4)本校に確実に入学できる者 

(5)主要 5科目の評定平均値が 3.3

以上である者 

(6)将来看護職を希望する意思の

明確な者 

(1)高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(2)学校長が責任をもって推薦で

きる者 

(3)学業･人物優秀で心身ともに健

康な者 

(4)本校に確実に入学できる者 

(5)スポーツに関して優れている

者  

(6)将来看護職を希望する意志の

明確な者 

 

2.出願書類 (1)入学願書(本校指定○Ａ 用紙) 

(2)高等学校調査書
  

注 1  

(3)受験台紙 (本校指定○Ｂ 用紙)  

(4)写真 2 枚(横 4.5cm 縦 6.0cm)

上半身脱帽正面像 3 ヵ月以内

撮影のもの､スピード写真不

可､入学願書及び受験台紙にそ

れぞれ貼付 

(5)高等学校長の推薦書(学校長宛

送付済推薦書) 

(6)受験票返送用封筒 

(7)同意書 様式○Ｅ   要項内 9ペー

ジ参照 
 

注2 

 

(1)入学願書(本校指定○Ａ 用紙) 

(2)高等学校調査書
  

注 1  

(3)受験台紙 (本校指定○Ｂ 用紙)  

(4)写真 2 枚(横 4.5cm 縦 6.0cm)

上半身脱帽正面像 3 ヵ月以内

撮影のもの､スピード写真不

可､入学願書及び受験台紙にそ

れぞれ貼付 

(5)高等学校長の推薦書(本校指定 

○Ｃ用紙) 

(6)受験票返送用封筒 

(7)同意書 様式○Ｅ   要項内 9ペー

ジ参照 
 

注2 

(1)入学願書(本校指定○Ａ 用紙) 

(2)高等学校調査書
  

注 1  

(3)受験台紙 (本校指定○Ｂ 用紙)  

(4)写真 2 枚(横 4.5cm 縦 6.0cm)

上半身脱帽正面像 3 ヵ月以内

撮影のもの､スピード写真不

可､入学願書及び受験台紙にそ

れぞれ貼付 

(5)高等学校長の推薦書(本校指定 

○D 用紙) 

(6)受験票返送用封筒 

(7)同意書 様式○Ｅ   要項内 9ペー

ジ参照 
 

注2  

3.募集人員 30名 15名 若干名 

4.試験場 
(1)本校 

〒296-0041 鴨川市東町 1343番地 4  

(2)東京会場 

 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-10-7 ＫＰＰ八重洲ビル 7階 

5.願書受付 平成 30年 9月 20日(木)～10月 6日(土) (当日消印有効) 

6.試験期日 平成 30年 10月 20日(土) 

7.選考方法 (1)書類選考 

(2)学科試験 

※入学試験問題ガイドライン（P.6）による 

･国語 

 (3)面接試験(個人面接) 

8.合格発表 
平成 30年 10月 26日(金) 

学校長･本人宛文書で発送及び学校玄関に掲示 



注１）高等学校調査書･･･成績・出欠席・内申(行動・性格・特別活動の記録など)が記載されているもの｡ 

注２）同意書･･･要項内 9 ページの｢亀田医療技術専門学校における志願者等に関する個人情報につい

て｣を読み、ご理解の上同意して下さい｡ 

 

 

● 各募集人員はあくまでもひとつの基準です｡ 

 

 

願書記入、出願については、要項内 7ページの『出願上の注意』をよくお読み下さい。 

 

 

入学試験スケジュール 

時 間 内 容 

8:30～ 9:00 受付 

9:05～ 9:15 オリエンテーション 

9:30～10:10 国語 

10:25～ 面接 

 

 

合格後の手続き期間(各詳細は、合格書類、入学書類で通知します)  

項 目 期 日 内 容 

合格手続き 平成 30年 10月 29日(月) ～11月 7日(水) 入学確認書・入学金の納入 

入学手続き 

平成 31年 2月 1日(金）～ 2月 20日(水) 入学書類 

平成 31年 3月 1日(金) ～ 3月 12日(火) 半期分の校納金納入 

 



入学試験要項 【社会人選考・一般選考】 
 社 会 人 一 般 Ａ 一 般 Ｂ 

1.受験資格 (1)高等学校又は中等教育学校を卒

業している者 

(2)学校教育法施行規則第 150条の

規定により高等学校卒業者と同

等以上の学力があると認められ

た者 

(3)通算職歴が 2年以上の者
  

注 1 

(4)心身ともに健康な者 

(5)将来看護職を希望する意志の明

確な者 

(1)高等学校又は中等教育学校を卒業又は､卒業見込みの者 

(2)学校教育法施行規則第 150条の規定により高等学校卒業者と同等

以上の学力があると認められた者 

(3)心身ともに健康な者 

(4)将来看護職を希望する意志の明確な者 

2.出願書類 (1)入学願書(本校指定○Ａ 用紙) 

(2)高等学校調査書
  

注 2   

(3)受験台紙 (本校指定○Ｂ 用紙)  

(4)写真 2枚(横 4.5cm 縦 6.0cm)上

半身脱帽正面像 3ヵ月以内撮影

のもの､スピード写真不可､入学

願書及び受験台紙にそれぞれ貼

付 

(5)受験票返送用封筒 

(6)同意書 様式○Ｅ  要項内 9ペー

ジ参照
  

注 3 

(1)入学願書(本校指定○Ａ 用紙) 

(2)高等学校調査書
  

注 2  

(3)受験台紙 (本校指定○Ｂ 用紙)  

(4)写真 2枚(横 4.5cm 縦 6.0cm)上半身脱帽正面像 3ヵ月以内撮影の

もの､スピード写真不可､入学願書及び受験台紙にそれぞれ貼付 

(5)受験票返送用封筒 

(6)同意書 様式○Ｅ  要項内 9ページ参照
 

注 3 

3.募集人員 10名 20名 5名 

4.試験場 (1)本校 

〒296-0041  

鴨川市東町 1343番地 4 

 

(2)東京会場 

〒104-0031 

東京都中央区京橋 1-10-7 

ＫＰＰ八重洲ビル 7階 

 

(1)本校 

〒296-0041 鴨川市東町 1343番地 4 

 

(2)東京会場 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-10-7 

ＫＰＰ八重洲ビル 7階 

 

(3)仙台会場  

〒980-0811仙台市青葉区一番町 1-4-3 

ベルエア会館 会議室 

本校 

〒296-0041  

鴨川市東町 1343番地 4 

 

5.願書受付 平成 30年 9月 20日(木) 

～10月 6日(土) 

 当日消印有効 

平成 30年 11月 15日(木) 

～12月 1日(土)  

当日消印有効 

平成 31年 2月 15日(金) 

～3月 1日(金)  

当日消印有効 

6.試験期日 平成 30年 10月 20日(土) 平成 30年 12月 15日(土)  平成 31年 3月 9日(土) 

7.選考方法 (1)書類選考 

(2)学科試験 

＊入学試験問題ガイドライン

（P.6）による 

・国語 

(3)面接試験(個人面接) 

 

(1)書類選考 

(2)学科試験 

＊入学試験問題ガイドライン（P.6）による 

・国語 

      ・数学、生物、英語の中から 1科目選択  

(3)面接試験(個人面接) 

8.合格発表 平成 30年 10月 26日(金) 平成 30年 12月 21日(金) 平成 31年 3月 13日(水) 

本人宛文書で発送及び学校玄関に掲示 

 



 

注１）職歴通算 2年以上とは、願書受付時に 2年を経過していること｡ 

注２）高等学校調査書･･･成績・出欠席・内申(行動・性格・特別活動の記録など)が記載されているもの｡ 

卒業高等学校にて発行不可の場合は、その旨が記載された証明書と成績証明書を提出すること｡また

成績証明書も発行不可の場合は、その旨が記載された証明書と卒業証明書を提出すること。 

注３）同意書･･･要項内 9 ページの｢亀田医療技術専門学校における志願者等に関する個人情報について」

を読み、ご理解の上同意して下さい。 

 

 

● 同一年度内に、複数回受験をする場合、2回目以降は出願書類(2)の提出は必要ありません｡ 

● 各募集人員はあくまでもひとつの基準です｡ 

 

（注意） 

外国籍又は海外の学校を卒業された方は、事前に受験資格を確認いたします。願書提出前にお問い 

合わせ下さい。 

 
願書記入、出願については、要項内 7 ページの『出願上の注意』をよくお読み下さい｡ 
 
 

入学試験スケジュール 
社 会 人 

時 間 内 容 

8:30～9:00 受付 

9:05～9:15 オリエンテーション 

9:30～10:10 国語 

10:25～ 面接 

 
 
 
 

合格後の手続き期間(各詳細は、合格書類、入学書類で通知します)  

 

一 般 Ａ・Ｂ 

時 間 内 容 

8:30～ 9:00 受付 

9:05～ 9:15 オリエンテーション 

9:30～10:10 国語 

10:25～11:05 数学･生物･英語から 1科目選択 

11:20～12:00 昼食 

12:00～ 面接 

項 目 社会人  一般Ａ  一般Ｂ  内 容 

合格手続き 
平成 30年 10月 29日(月) 

～11月 7日(水) 

平成 30年 12月 25日(火) 

～平成 31年 1月 10日(木) 

平成 31年 3月 14日(木) 

～3月 22日(金) 

 

入学確認書 

入学金の納入 

入学手続き 

平成 31年 2月 1日(金) 

     ～2月 20日(水) 

平成 31年 2月 1日(金) 

    ～2月 20日(水) 
入学書類 

平成 31年 3月 1日(金) 

～3月 12日(火) 

平成 31年 3月１日(金) 

～3月 12日(火) 

半期分の校納

金納入 



入学試験問題ガイドライン 

 

 科目 内 容 参 考 書 

国語 

 

 

 

 

 

① 漢字・知識 

漢検準 2級レベルまで(ただし「部首」は除く) 

漢字の書き・読み/対義語・類義語/四字熟語 

/送りがな/同音・同訓異字から出題する 

その他・ことわざなどの一般的知識 

② 読解･･･新聞の「社説」レベルの文章を出題する 

『漢検 準 2級  

漢字学習ステップ』 

  （日本漢字能力検定協会） 

ISBN 978-4-89096-217-4 

 

『漢検 準 2 級 分野別問題集』 

  （日本漢字能力検定協会） 

ISBN 978-4-89096-227-3 

数学 ① 中学３年生までの数学の基礎（公立高校入試程度） 

約数・倍数の基礎知識／因数分解／ 

二元連立一次方程式を使って解く文章題／ 

二次方程式を解く／単位の換算／ 

場合の数（順列・組み合わせ）／ 

平面図形・立体図形の求積 など 

② 数学Ⅰ 

『高校数学Ⅰをひとつひとつわかりやすく。』 

（小島秀男著／学研） 

範囲･･･P6～P41 P58～P101 

この範囲内の内容と同じレベルの問題を出題 

（19章～24章および 46章～54章は出題しない） 

 

 

 

 

 

 

 

 

『高校数学Ⅰをひとつひとつ 

わかりやすく。』 

（小島秀男著／学研） 

ISBN 978-4-05-303738-1 

 

 

 

英語 『速読英単語 入門編』（増進会出版社） 

 と同じレベルの単語、英文、英文法の知識 

について出題 

 ＊ヒアリングは実施しない 

 ＊自由英作文は出題しない 

『速読英単語 入門編』 

〔改訂第 2版〕 （増進会出版社） 

ISBN 978-4-86066-760-3 

 

 通称＝「速単」 

 ＊類似名の参考書に注意 

生物 新課程チャート式シリーズ 

 『新生物基礎 新課程版』（数研出版） 

  第 1編 生物と遺伝子 

  第 2編 生物の体内環境の維持 

   この範囲と同じレベルの問題を出題 

   ただし、「発展」の内容は出題しない 

 

 ＊第 3編 生物の多様性と生態系は出題しない 

 

 

新課程チャート式シリーズ 

『新生物基礎 新課程版』 

(数研出版) 

ISBN 978-4-410-11873-9 

 

特に「チャート」「重要」とある

項目から必ず何題か出題する 

2018.4 

※本校のホームページにも掲載しております 



１ 出 願 上 の 注 意 
１） 入学願書は学科毎に、用紙が異なるので注意すること。 
２） 出願書類の氏名は戸籍のとおり記入すること。 
３） 入学願書の第1連絡先は現住所の電話番号を記入。第2連絡先は本人に連絡がつく番号で

あればいずれの番号でも良い。 
４） 出願書類の保証人(保護者)に関する事項は、成人または社会人であっても記載すること。 
５） 学歴・職歴は西暦で記入すること。 
６） 願書に記入した内容を訂正する場合は、誤った部分に２本線を引き訂正印を押し、その

上段または下段に正しい事項を記入すること。 
７） 学歴、職歴の行数が足りない場合は、別紙（出願者が用意）に記入し願書に添付するこ

と。 
８） 写真は裏面に氏名・生年月日を記入し願書・受験台紙に貼付すること。 
９） 受験料振込みの際には以下のことに注意すること。 

＊ 受験料振込と願書送付は同時期にすること。 
＊ 受験料は本学所定の払込票により郵便局（ATM可）より払い込むこと。 
＊ 払込票は一枚につき一名に限る。また金額を訂正したものは無効とする。 
＊ 「受領証」又は「ご利用明細書」を必ず受験票の裏に貼付すること。 

１０） 受験票返送用封筒（本校の名前が入っているもの）に郵便番号、住所、氏名（氏名の

後には様を記入）を記入し、８２円切手を貼付すること。 
１１） 出願書類を受理した場合、受験票を送付するが、試験前一週間を過ぎても届かない時

は問い合わせること。 
１２） 一度納入した受験料の払い戻し、提出書類の返還はしない。 
１３） 出願書類等に不備のある場合は受理しないので充分注意すること。 
１４） 同一年度内に複数回の受験をする場合は、願書下段欄外の該当を○で囲むこと。 

以下の書類は再提出する必要は無い。 
看護学科－高等学校調査書 

 
個人情報保護に関しては、9 ページをご参照下さい。 
 
 

年 号 西 暦 年 号 西 暦 年 号 西 暦 年 号 西 暦 
昭和４７ 1972 昭和５９ 1984 平成 ８ 1996 平成２０ 2008 
  ４８ 1973   ６０ 1985    ９ 1997   ２１ 2009 
  ４９ 1974   ６１ 1986   １０ 1998   ２２ 2010 
  ５０ 1975   ６２ 1987   １１ 1999   ２３ 2011 
  ５１ 1976   ６３ 1988   １２ 2000   ２４ 2012 
  ５２ 1977 平成 １ 1989   １３ 2001   ２５ 2013 
  ５３ 1978  ２ 1990   １４ 2002    ２６ 2014 
  ５４ 1979  ３ 1991 １５    2003    ２７ 2015 
  ５５ 1980    ４ 1992 １６ 2004    ２８ 2016 
  ５６ 1981    ５ 1993 １７ 2005   ２９ 2017 
  ５７ 1982    ６ 1994   １８ 2006 ３０ 2018 

５８ 1983    ７ 1995 １９ 2007 ３１ 2019 
 



入学願書照会・お問合せ等 
 

亀田医療技術専門学校 事務室 

9:00～17:00  (月～金) 
※土、日及び時間外の問い合わせには応じられません。 

℡ 04(7099)1205 E-Mail school@kameda-i.ac.jp 

 

試験会場案内 
□本校会場（千葉県鴨川市東町 1343-4）亀田メディカルセンター敷地内 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ＪＲ外房線 安房鴨川駅下車 路線バス・タ

クシー利用 １０分 

・高速バス アクシー号（東京～安房鴨川線） 

カピーナ号（千葉～安房鴨川線）がメディカ

ルセンター内 バスターミナルまで乗り入

れをしています。 
※曜日、時間帯により安房鴨川駅までとなります。詳細は、

各自でお調べ下さい。 

 

・駐車場はございませんので、公共交通機関に

て来校して下さい。 

・ＪＲ「仙台駅」西口中央出口・市営地下鉄「仙

台駅」２番出口 徒歩１５分。タクシーで

約５分 

高速バス 
ターミナル 

□仙台会場 ベルエア会館 会議室 

宮城県仙台市青葉区１-1-4-3 
□東京会場 ＫＰＰ八重洲ビル 

東京都中央区京橋 1-10-7 

・ＪＲ「東京駅」八重洲中央口 徒歩６分 

・東京メトロ銀座線「京橋駅」「日本橋駅」 

               徒歩４分 

仙
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駅
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ホテル
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志願者及びその保護者の皆さまへ 
 

亀田医療技術専門学校における志願者等に関する個人情報について 
 

亀田医療技術専門学校 
 
亀田医療技術専門学校（以下「学校」と言います）は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人

情報の保護に関する法律その他の関連法令を遵守するとともに、学内において個人情報保護規則を
定め、その保護の徹底を図っております。 

つきましては、入学願書及びその付属書類（以下あわせて「出願書類」と言います）に記載され
た志願者及びその保護者の皆さまの個人情報の取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。 
 
１ 利用目的について 

学校は、出願書類に記載された志願者及びその保護者の皆さまの個人情報を以下の目的のため
に利用いたします。 
① 出願書類の記載に不備があった場合や付属書類に欠落があった場合の連絡 
② 入学試験の実施、その合否の判定及びその結果の通知（推薦選考のみ学校長へ結果の通知） 
③ 入学手続に関する書類の作成・送付 
④ 学級編成、学級名簿・住所録の作成 
⑤ その他、入学手続に必要な事務 

 
２ 第三者提供について 

学校は、入学試験合格者に限り出願書類に記載された個人情報を下記の目的のために第三者に
提供します。 
① 教科書・ユニホーム購入についての資料・案内文の発送 
② 教科書・ユニホーム購入の入金確認資料作成及び未収入金者への連絡 
提供先：亀田産業㈱ 業務課 
提供する個人情報の項目：氏名・性別・現住所・連絡先電話番号 
提供の手段又は方法：宛名ラベル及び提供項目の一覧表を手渡し 
③ 奨学金、修学資金の手続き及び選考資料作成 
提供先：医療法人鉄蕉会 人事課 
提供する個人情報の項目：出願データ及び入学試験データ全て 
提供の手段又は方法：提供項目の一覧表を手渡し 
 提供データは、上記利用目的のみに利用し、その後適切な時期に適切な方法で廃棄処理する
旨、提供先より書面にて誓約書を取得いたします。 

 
３ ご同意のお願い 

出願書類の提出に際し、以下の各事項にご同意の上、別添の同意書をご提出下さいますようお
願いいたします。 
なお、ご同意頂けない場合は、下記お問合せ先までご連絡をお願い致します。 

① 学校は、志願者が提出した出願書類の記載に不備があった場合や付属書類に欠落があった場
合に、志願者の所属学校に対し、その旨の連絡を行うことがあります。 

② 学校は、志願者の所属学校から、志願者が本学校を受験した事実の有無又は入学試験の合否
の結果について照会をうけた場合に、同校に対しその通知を行うことがあります。 

③ 学校は、入学試験合格者に限り出願書類に記載された個人情報を第三者に提供することがあ
ります。 

④ 出願書類による個人情報の提供は本人の任意とするが、当該情報の提供を拒否した場合に起
こりうる不利益については学校として関与いたしません。 

 
４ 個人情報の開示等の手続について 

学校は、志願者又はその保護者の皆さまから、出願書類に記載された個人情報の開示、訂正、
削除等のご請求がありました場合、本学校個人情報保護規則に基づいて適切に対応いたします。 

ただし、学校においては、志願者の個人情報のうち、入学試験の成績、選考、面接の評価に関
するものについては、開示等のご請求に応じない取扱いとなっております。 

 
５ お問合せ先 

学校における個人情報の取扱いについてご不明の点等がありましたら、下記連絡先までお問い
合わせ下さい。 
 
 

亀田医療技術専門学校    
   電話番号 ０４－７０９９－１２０５ 

ＦＡＸ ０４－７０９３－４３９９ 
E-mail school@kameda-i.ac.jp 


