
令和 5年度 宇城看護高等専修学校 生徒募集要項 

１．募集定員   30名 

 

２．修業年限   2年 

 

３．受験資格 

 

   

 

４．入学試験日 

  

 願書受付 試験日 合格発表 入学金納入期限 

推薦試験 
令和4年09月 12日（月）～ 

令和 4年 10月 5日（水） 
10月 8日（土） 10月 14日（金） 10月 21日（金） 

一般試験 
令和 4年 10月 24日（月）～ 

令和 4年 11月 30日（水） 
12月 3日（土） 12月 9日（金） １２月 16日（金） 

一般試験 

2次 

令和 4年 12月 12日（月）～ 

令和 5年 01月 11日（水） 
1月 14日（土） 1月 20日（金） 1月 27日（金） 

＊一般試験の 2次以降については、お問い合わせ下さい。 

 

 

５．入学試験科目及び日程について 

推薦試験 一般試験 2次試験 

12：30 受付開始 

12：50 オリエンテーション 

13：00 一般教養問題（50分） 

14：30 面接試験 

12：30 受付開始 

12：50 オリエンテーション 

13：00 一般教養問題（50分） 

14：30 面接試験 

 

12：30 受付開始 

12：50 オリエンテーション 

13：00 一般教養問題（50分） 

14：30 面接試験 

 

 

 

６．願書請求について 

  ・来校の場合：入学願書と学校案内は 1式 200円にて配布します。 

  ・郵送の場合：84円切手 5枚を同封の上、請求して下さい。 

 

 

試験区分 受 験 資 格 

推薦試験 

＊合格した場合は 

必ず入学する者 

１．高等学校長推薦：令和 5年 3月高等学校卒業見込みの者で、成績が評定 

平均値 3.0以上の者であり、学校長が推薦する者 

２．所 属 長 推 薦：上益城・下益城・宇土地区医師会会員の施設で 1年以上（令和

5年 3月末現在）勤務しているもので、所属長が推薦する者 

一般試験 
中学校卒業以上の学歴を有する者（令和 5年 3月卒業見込みの者を含む） 

外国からの受験の場合も同条件 



７．受験申し込み提出書類 

*試験区分・受験資格により違いがありますので確認して準備して下さい。 

推 

 

薦 

 

試 

 

験 

 

中学校卒業 高等学校卒業 短大・大学卒業 

□入学願書（本校指定） 

□中学校の内申書（調査書） 

＊保存期間が過ぎ、提出不能の場合

は、卒業証明書を提出 

□卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違う場合は

戸籍抄本 

□推薦書（所属長） 

□写真２枚：受験票用 

 （入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

  

 

 

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

 

□入学願書（本校指定） 

□高等学校の調査書 

（見込みの場合、見込証明書含む） 

＊保存期間が過ぎ、提出不能 

の場合は、卒業証明書で可 

□卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違う場合は

戸籍抄本 

□推薦書（所属長） 

      （高等学校校新卒の場合は 

高等学校長） 

□写真２枚：受験票用 

（入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

□入学願書（本校指定） 

□高等学校の調査書 

＊保存期間が過ぎ、提出不能の場合

は、短大・大学の卒業証明書で可 

□短大・大学の卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違う場合は

戸籍抄本 

□推薦書（所属長） 

□写真２枚：受験票用 

（入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

 

 

 

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

一 

 

般 

 

試 

 

験 

中学校卒業 高等学校卒業 短大・大学卒業 

□入学願書（本校指定） 

□中学校の内申書（調査書） 

（卒業見込みの場合、見込証明書含む） 

＊保存期間が過ぎ、提出不能の場合

は、卒業証明書を提出 

□卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違う場合は

戸籍抄本 

□写真２枚：受験票用 

 （入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

□入学願書（本校指定） 

□高等学校の調査書 

（卒業見込みの場合、見込証明書含む） 

＊保存期間が過ぎ、提出不能の場合

は、卒業証明書で可 

□卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違 

 う場合は戸籍抄本 

□写真２枚：受験票用 

 （入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

□入学願書（本校指定） 

□高等学校の調査書 

＊保存期間が過ぎ、提出不能の場合

は、短大・大学の卒業証明書で可 

□短大・大学の卒業証明書 

□卒業証明書と現在の姓が違 

 う場合は戸籍抄本 

□写真２枚：受験票用 

（入学願書に貼付した写真と同サイズ） 

□受験料 15,000円 

  

【外国からの受験者】 

□永住権の証明できるもの又は 5 年間

の在留資格証明書 

□卒業証明書については、自国の公的 

証明があるもので日本語訳を添付 

 

※受験票については、願書提出時に発行致します。 

 



８．願書提出先 

宇城看護高等専修学校 

〒869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋３５１   ℡ 0964－33－7474  

  ＊郵送にて願書提出の際の注意 

    ・受験票送付先の住所を記入し、84円切手を貼付した封筒を同封してください。 

    ・受験料は１5,000円の郵便為替を同封してください。（為替には受取人の記入は不要です） 

 

９．就学に必要な経費 

 入学時 1年次 2年次  

 

 

 

2年間合計 

約１,0５0,000円 

入学金 50,000円   

授業料（実習費含む）  30,000円 

×12ケ月 

30,000円 

×12ケ月 

教材費（積立金）  5,000円 

×12ケ月 

5,000円 

×12ケ月 

教科書・参考書・実習衣通学用

ポロシャツ 
約 1５0,000円 

  

傷害保険 4,500円  4,500円 

 計 約２０4,500円 420,000円 424,500円 

 

１０．その他 

 １） 修学金について 

   ・熊本県看護師等修学資金制度  ・熊本県育英会資金制度  ・医療機関独自の修学資金制度 

   ・専門実践教育訓練給付金制度の指定校です（一定の基準があります。ハローワークへお問い合 

わせください） 

 

 ２） 入学後の就業について 

    宇城三郡医師会の医療機関からの求人があります。希望者には、合格発表後に情報提供します。 

 

 ３） 学校見学について 

連絡いただければ、希望に応じて随時行っています。 

  

４） 駐車場について 

   無料駐車場があります。通学・臨地実習とも車で登校できます。 

 

🖋問い合わせ🖋 

宇城看護高等専修学校 

 〒869-0502 熊本県宇城市松橋町松橋３５１ 

   ℡ 0964－33－7474  


