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2019年度　推薦入学試験　募集要項
（2019年４月入学）

１．募集人員
１学年定員　40名（推薦入学試験、社会人入学試験若干名を含む）

２．受験資格
指定校制
（本校が指定した高等学校長から推薦を受けられる卒業見込みの方を対象に行う入学試験です）
入学を許可された場合、必ず本校に入学する者
※指定校推薦の詳細については、高等学校の進路指導部にお尋ねください。

３．出願書類および書類提出方法
１）出願書類
　＊書類は黒のボールペンを用いて必要事項を楷書で記入してください。

１ 入学願書 本校所定のものに必要事項を楷書で記入する（本人自筆のこと）

２ 写真票 本校所定のものに必要事項を記入し、受験票と同じ写真を貼付する

３ 受験票 本校所定のものに必要事項を記入し、写真票と同じ写真を貼付する

４ 推薦書 本校所定のものに出身高等学校長が発行したもの

５ 調査書 文部科学省規定のものに出身高等学校長が発行したもの（開封無効）

６ 通知等宛名票 本校所定のものに、郵便番号、住所、氏名を明記する

７
受験票送付用
（封筒）

本校所定の様式のもの
（郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手392円分を貼ってください）

８
振込金受取書・
振込受付書
（提出用）

入学検定料20,000円を払込み、振込金受取書・振込受付書（提出用）
を出願書類に同封する

２）書類提出方法
　＊出願書類チェック表で書類を確認して提出してください。
（１）郵送の場合

＊出願書類は、レターパックライト（青色）を使って郵送してください。
①お届け先に「出願書類提出用」宛名シールを貼ってください。
②ご依頼主の欄に必要事項を記入してください。
③品名のところには、「出願書類」と書いてください。
　

（２）直接持参の場合
受付期間の平日  9：00～17：00（但し、最終日は16：00）までに本校へ持参してく
ださい。
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＜出願にあたっての注意事項＞
①提出書類に不備がある場合、受理できません。
②出願書類を受理した後、１週間程度で受験票を返送します。
　受験票が届かない場合は、入学試験係に問い合わせてください。
③提出された書類および入学検定料は返還しません。

４．出願期間および合格発表
出願期間 2018年10月22日（月）～ 11月  1日（木）16：00必着

推薦入学試験 2018年11月16日（金）

合格発表 2018年12月  3日（月）

５．試験科目・時間割・試験会場
内　　　　　容 時　　　　間 試験会場

受　付   8：30～  8：50

独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター附属看護学校

オリエンテーション   8：50～  9：00

小論文   9：00～10：00

面接 10：15～11：45

６．合格発表
１）試験結果は、各学校長を通じて通知します。
２）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
　なお、入学式のご案内・入学等に関するお知らせは一般・社会人入学二次試験発表日以
降に送付します。
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2019年度（2019年4月入学）

一般・社会人入学試験から入学までのスケジュール

WEB上での入学願書提出 応募者は、WEB出願フォームより、入学願書に必要事項
を入力し、送信してください。

入学願書の確認結果の
通知をうける

入学願書の記載事項に不備がないことを確認し、メール
でお知らせします。
注意）まだ、願書受付は完了しません。

出願に必要な書類の提出 レターパックライト（青色）で
送ってください。

受験票の受領 入学願書の受付完了後、返送します。

－　入学試験　（一次試験・二次試験）－

二次試験合格発表 合否結果を発表日当日に発送します。

入学手続き
期日までに入学手続きをしてください。
期日までに手続きに必要な書類の提出、および入学料の
入金確認ができない場合は、入学辞退とみなします。

新入生
オリエンテーション

二次試験合格者にのみ、入学手続きに必要な書類ととも
に通知します。

入学式 二次試験合格者にのみ、入学手続きに必要な書類ととも
に通知します。
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2019年度　一般入学試験　募集要項
（2019年４月入学）

１．募集人員
１学年定員　40名（推薦入学試験、社会人入学試験若干名を含む）

２．受験資格
①2019年３月高等学校卒業見込みの者
②高等学校卒業およびこれと同等の資格を有する者
③修学期間中、勉学、実習に専念できる者

３．出願書類および書類提出方法
１）出願書類
＊書類は黒のボールペンを用いて必要事項を楷書で記入してください。

１ 入学願書
WEB出願となります
本校ホームページにあるWEB出願フォームより応募してください
http://www.nho-kumamoto.jp/school

２ 写真票 本校所定のものに必要事項を記入し、受験票と同じ写真を貼付する

３ 受験票 本校所定のものに必要事項を記入し、写真票と同じ写真を貼付する

４
調査書※１

又は合格証明書

①文部科学省規定のものに出身高等学校長が発行したもの（開封無効）
②高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書および合格成績証明書

（開封無効）
③大学・短期大学を卒業した者は、①と文部科学省規定のものに
出身大学長、出身短期大学長が発行した卒業証明書を同封する

（開封無効）

５ 通知等宛名票 本校所定のものに、郵便番号、住所、氏名を明記する

６
受験票送付用
（封筒）

本校所定の様式のもの
（郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手392円分を貼ってください）

７
振込金受取書・
振込受付書
（提出用）

入学検定料20,000円を払込み、振込金受取書・振込受付書（提出用）
を出願書類に同封する

※１ 高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合、「単位取得証明書」を提出してください。

２）書類提出方法
　＊出願書類チェック表で書類を確認して提出してください。
　　（１）郵送の場合

＊出願書類は、レターパックライト（青色）を使って郵送してください。
①お届け先に「出願書類提出用」宛名シールを貼り、WEB出願時に通知された［確認番号］
を書いてください。
②ご依頼主の欄に必要事項を記入してください。
③品名のところには、「出願書類」と書いてください。

　　（２）直接持参の場合
受付期間の平日  9：00～17：00（但し、最終日は16：00）までに本校へ持参してください。
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＜出願にあたっての注意事項＞
①提出書類に不備がある場合、受理できません。
②出願書類を受理した後、１週間程度で受験票を返送します。
　受験票が届かない場合は、入学試験係に問い合わせてください。
③提出された書類および入学検定料は返還しません。

４．出願期間および合格発表

出願期間

入学願書（WEB出願）
2018年11月19日（月）～ 12月28日（金）12：00まで
出願に必要な書類
2018年12月11日（火）～ 2019年  1月10日（木）16：00必着

一般入学試験（一次試験） 2019年  1月22日（火）

一次合格発表 2019年  2月  4日（月）

一般入学試験（二次試験） 2019年  2月  8日（金）

二次合格発表 2019年  2月19日（火）

＊二次試験は、一次試験に合格した方のみ実施します。

５．試験科目・時間割・試験会場
１）一次試験　　2019年  1月22日（火）

内　　　　　容 時　　　　間 試験会場

受　付   7：50 ～   8：20

独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター附属看護学校

オリエンテーション   8：30 ～   8：40

国語総合（古文・漢文を除く）・
現代文Ｂ

  9：00 ～   9：50

コミュニケーション英語Ⅰ・
コミュニケーション英語Ⅱ

10：15 ～ 11：05

数学Ⅰ 11：30 ～ 12：20

２）二次試験　　2019年  2月  8日（金）

内　　　　　容 時　　　　間 試験会場

受　付   8：30 ～   8：50
独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター附属看護学校

オリエンテーション   9：00 ～   9：10

面　接   9：20 ～ 12：00

６．合格発表
１）一次・二次試験合格発表当日９：00に、合格者の受験番号を学校玄関に掲示します。また、
試験結果は受験者全員に本人宛に通知します（合格発表日に発送します）。

２）独立行政法人国立病院機構熊本医療センター附属看護学校ホームページにおいても、合格者
の受験番号を掲示します。なお、ホームページに受験番号が掲載されているにも関わらず、
合格通知書が届かない場合はお問い合わせくださいますようお願いします。

３）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
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2019年度　社会人入学試験　募集要項
（2019年４月入学）

１．募集人員
１学年定員　40名（推薦入学試験、社会人入学試験若干名を含む）

２．受験資格
①高等学校卒業以上またはこれと同等の資格を有する者で、出願時に２年以上継続（見込み
含む）して就業した経験のある者
②心身ともに健康で将来看護師としてふさわしい資質を備えている者
③修学期間中、勉学、実習に専念できる者
④入学を許可された場合、必ず本校に入学する者

３．出願書類および書類提出方法
１）出願書類
＊書類は黒のボールペンを用いて必要事項を楷書で記入してください。

１ 入学願書
WEB出願となります
本校ホームページにあるWEB出願フォームより応募してください
http://www.nho-kumamoto.jp/school

２ 写真票 本校所定のものに必要事項を記入し、受験票と同じ写真を貼付する

３ 受験票 本校所定のものに必要事項を記入し、写真票と同じ写真を貼付する

４
調査書※１

又は合格証明書

①文部科学省規定のものに出身高等学校長が発行したもの（開封無効）
②高等学校卒業程度認定試験合格者は合格証明書および合格成績証明書

（開封無効）
③大学・短期大学を卒業した者は、①と文部科学省規定のものに
出身大学長、出身短期大学長が発行した卒業証明書を同封する

（開封無効）

５ 就業証明書 本校所定のものに事業主が発行したもの

６ 通知等宛名票 本校所定のものに、郵便番号、住所、氏名を明記する

７
受験票送付用
（封筒）

本校所定の様式のもの
（郵便番号、住所、氏名を記入し、郵便切手392円分を貼ってください）

８
振込金受取書・
振込受付書
（提出用）

入学検定料20,000円を払込み、振込金受取書・振込受付書（提出用）
を出願書類に同封する

※１ 高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合、「単位取得証明書」を提出してください。

２）書類提出方法
　＊出願書類チェック表で書類を確認して提出してください。
　　（１）郵送の場合

＊出願書類は、レターパックライト（青色）を使って郵送してください。
①お届け先に「出願書類提出用」宛名シールを貼り、WEB出願時に通知された［確認番号］
を書いてください。
②ご依頼主の欄に必要事項を記入してください。
③品名のところには、「出願書類」と書いてください。　
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　　（２）直接持参の場合
受付期間の平日９：00～17：00（但し、最終日は16：00）までに本校へ持参してくだ
さい。

＜出願にあたっての注意事項＞
①提出書類に不備がある場合、受理できません。
②出願書類を受理した後、１週間程度で受験票を返送します。
　受験票が届かない場合は、入学試験係に問い合わせてください。
③提出された書類および入学検定料は返還しません。

４．出願期間および合格発表

出願期間

入学願書（WEB出願）
2018年11月19日（月）～ 12月28日（金）12：00まで
出願に必要な書類
2018年12月11日（火）～ 2019年  1月10日（木）16：00必着

社会人入学試験（一次試験） 2019年  1月22日（火）

一次合格発表 2019年  2月  4日（月）

社会人入学試験（二次試験） 2019年  2月  8日（金）

二次合格発表 2019年  2月19日（火）

＊二次試験は、一次試験に合格した方のみ実施します。

５．試験科目・時間割・試験会場
１）一次試験　　2019年  1月22日（火）

内　　　　　容 時　　　　間 試験会場

受　付   7：50 ～   8：20

独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター附属看護学校

オリエンテーション   8：30 ～   8：40

国語総合（古文・漢文を除く）・
現代文Ｂ

  9：00 ～   9：50

コミュニケーション英語Ⅰ・
コミュニケーション英語Ⅱ

10：15 ～ 11：05

２）二次試験　　2019年  2月  8日（金）

内　　　　　容 時　　　　間 試験会場

受　付   8：30 ～   8：50
独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター附属看護学校

オリエンテーション   9：00 ～   9：10

面　接   9：20 ～ 12：00

６．合格発表
１）一次・二次試験合格発表当日９：00に、合格者の受験番号を学校玄関に掲示します。また、
試験結果は受験者全員に本人宛に通知します（合格発表日に発送します）。

２）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。
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入学手続き・欠員の補充

入学手続き

　推薦入試ならびに一般・社会人入試の二次試験の合格通知書を受け取られた方は、入学手続き

期間内に入学手続きを行ってください。

　入学期間内に入学手続きを完了しない場合、本校への入学の意思がなく入学を辞退したものと

して取り扱います。

　なお、入学手続きの詳細は合格通知書と同時に送付します。

＜注意事項＞

○入学料および授業料の免除などを希望される方は、入学手続きに先立って申し出てください。

　問い合わせ：入学試験係　TEL096-352-5691
○納入していただいた入学料は、入学手続き後はいかなる理由があっても返還いたしませんので、

ご了承ください。

欠員の補充

　合格者の入学辞退等により、募集人員に欠員が生じた場合は追加合格を行うことがあります。

　追加合格者には、2019年３月末までに入学願書の連絡先へ電話により連絡します。

　なお、追加合格について電話での問い合わせには応じません。
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諸経費・その他

＜学費等＞

「入学料」200,000円

入学手続き期間内に納付をお願いします。

入学手続き期間は試験結果通知の際、該当者にのみお知らせいたします。

なお、お振込みいただいた入学料は返還しません。

「授業料」500,000円

入学後「納入通知書」を準備し、４月・10月の２期に分けて徴収いたします。

＜学習に必要な経費＞　　

　約300,000円：前年度実績ですので、目安にしてください。

　１年次　約180,000円：テキスト、ユニフォーム、実習準備物品等

　２年次　約  60,000円：テキスト、模擬試験

　３年次　約  60,000円：テキスト、模擬試験、国家試験関連

　＊授業などで院外施設を使用する際の移動費用なども自己負担になります。

＜奨学金・修学資金制度＞

　日本学生支援機構、独立行政法人国立病院機構奨学金、熊本県修学資金などがあります。

　詳しくは、入学後、担当職員にお尋ねください。

＜学生宿舎＞

　本校には学生宿舎はございません。

＜通学＞

　公共機関あるいはバイク・自転車での通学をお願いします。ＪＲ・市電・バスを利用する場合、

学生割引が適用されます。原則、自家用車での通学は許可しておりません。

問い合わせ先
　独立行政法人国立病院機構
　熊本医療センター附属看護学校　入学試験係　TEL 096-352-5691

（平日9：00 ～ 17：00）　　　
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