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【推薦・一般入学試験】全てに共通

募集人数　30名（推薦を含む）

《推薦入学試験出願資格要件》
１．千葉県内所在の高等学校を2023年３月卒業見込みの者
２．在籍高等学校の校長が責任をもって推薦する者
３．合格した場合、入学を確約できる者
４．調査書の全教科評定平均値が３.２以上である者
５．目的意識を持ち、心身ともに健康で学業に専念する意欲の強い者
６．本校を卒業後、看護職として従事する意志を有する者

　　以上すべての要件を満たす者

《一般入学試験出願資格要件　一次募集・二次募集》
１．高等学校を2023年３月卒業見込みの者、または卒業した者、文部科学大臣が高等学校を卒業した
　　者と同等以上の学力を有すると認定した者のいずれかに該当する者
２．目的意識を持ち、心身ともに健康で学業に専念する意欲の強い者

出願期間及び試験日一覧

受験場所　本校

注意事項

１．試験当日は、受験票、筆記用具（鉛筆HB・消しゴム）を必ず持参して下さい。

２．試験開始後20分経過した場合受験できません。

３．入学試験の合否についての問い合わせには一切応じません。

４．学校周辺において電報・電話による合格発表の連絡を請け負う者がいることがありますが、

　　本校とは一切関係ありません。　

５．災害のため受験日程等に変更が予想される場合、本校ホームページ（http://www.sannou-nc.org/）

　　を確認して下さい。

６．駐車場は使用不可のため、公共交通機関をご利用下さい。

７．推薦入学試験・一般入学試験【二次募集】の受験者は昼食を持参する。

本校では過去問などの販売・公開はしておりません。

同様に、入学試験問題の傾向と対策問題集などの販売・公開もしておりません。

本校の名を使用し市販されている入試問題の傾向と対策問題集などは、本校とは一切関係ありません。

選　考　名 推　　　　薦 一般一次募集 一般二次募集

願書受付期間

2022年９月28日（水）〜
2022年10月７日（金）

10時〜16時
土・日曜日、祝日を除く

郵送の場合は10/７ 必着

2022年11月29日（火）〜
2022年12月13日（火）

10時〜16時
土・日曜日、祝日を除く

郵送の場合は12/13 必着

2023年１月13日（金）〜
2023年１月24日（火）

10時〜16時
土・日曜日、祝日を除く

郵送の場合は1/24 必着

試 験 日 2022年10月14日（金）
2022年12月26日（月）

2022年12月28日（水）
2023年２月１日（水）



試験内容
１．学力試験　科目：国語総合（古文・漢文を除く）　コミュニケーション英語Ⅰ　小論文
２．面接試験

試験日程　2022年10月14日（金）

合格発表　2022年10月19日（水）以降に、在籍高等学校の校長を通じて本人に通知する。

時　　間 内　　容

８：４５〜　９：００ 受　　　付

９：００〜　９：１０ オリエンテーション

９：１５〜１０：００ 英　　　語

１０：１５〜１１：００ 国　　　語

１１：１５〜１２：０５ 小　論　文

１２：０５〜１２：４５ 昼　　　食 　※昼食持参

１２：５０〜　　　　　 面　　　接

【推薦入学試験】

出願手続き

１．出願書類　本校所定の入学願書在中用の封筒を用い出願すること

　１）入 学 願 書 本校所定の用紙（本人記入のこと）

　２）受験票・受験写真票

本校所定の用紙

写真３枚（サイズ縦４cm×横3cm）貼付

出願３ヶ月以内に撮影（正面・上半身・無帽・無背景）

　３）振込金受取書等貼付 振込金受取書又はATM領収書（コピー可）を貼付

　４）推 薦 書 本校所定の用紙

　５）高 等 学 校 調 査 書 高等学校所定の様式で封をされたもの

　６）受験票返送用封筒
受験者住所・氏名を記入、

料金分：84円貼付（料金は最新の情報を郵便局にご確認ください）

２．入学検定料

出願期間内（９／28 〜 10／７）に出願者氏名で振り込む

15,000円（振込手数料は受験者負担）

下記の振込先へ同封の振込用紙を用いて窓口振込、またはATM振込。

振込先：千葉興業銀行稲毛支店　普通口座６１１２８０２

口座名：医療法人 社団 翠明会　山王看護専門学校　学校長　谷嶋俊雄

３．受験票が届かない場合

試験日の３日前までに手元に届かない場合は、

本校（☎043― 424― 7877）に問い合わせて、指示を受けること。

切手不足の場合は送付いたしませんので、ご確認下さい。

※注　受理した書類・納入された入学検定料は返還しない。



【一般入学試験】一次・二次に共通

出願手続き

１．出願書類　本校所定の入学願書在中用の封筒を用い出願すること 卒　業
見込者

既卒者

　１）入 学 願 書 本校所定の用紙（本人記入のこと） ○ ○

　２）受験票・受験写真票

本校所定の用紙

写真３枚（サイズ縦４cm×横3cm）貼付

出願３ヶ月以内に撮影（正面・上半身・無帽・無背景）

○ ○

　３）振込金受取書等貼付 振込金受取書又はATM領収書（コピー可）を貼付 ○ ○

　４）高等学校卒業証明書 出願前３ヶ月以内に発行されたもの × ○

　５）高 等 学 校 の 調 査 書

高等学校所定の様式で封をされたもの

☆大学入学資格検定又は高等学校卒業程度認定試験合格

　の方は「合格証明書」を提出

☆年数経過により出身校で発行が困難な方は、

　「発行不可であること」を記入した証明書を提出

○ ○
☆

　６）受 験 票 返 送 用 封 筒

受験者住所・氏名を記入、

料金分：84円貼付

（料金は最新の情報を郵便局にご確認ください）

○ ○

２．入学検定料

出願期間内（一次2022. 11／29〜12／13、二次2023.１／13〜１／24）に

出願者氏名で振り込む

15,000円（振込手数料は受験者負担）

下記の振込先へ同封の振込用紙を用いて窓口振込、またはATM振込。

振込先：千葉興業銀行稲毛支店　普通口座６１１２８０２

口座名：医療法人 社団 翠明会　山王看護専門学校　学校長　谷嶋俊雄

３．受験票が届かない場合

試験日の３日前までに手元に届かない場合は、

本校（☎043― 424― 7877）に問い合わせて、指示を受ける。

二次：返送期日に間に合わない場合、試験日当日に受付渡しになります。

切手不足の場合は送付いたしませんので、ご確認下さい。

※注・受理した書類・納入された入学検定料は返還しない。



【一般入学試験】【一次】

試験内容
１．学力試験《午前》　科目：国語総合（古文・漢文を除く）　コミュニケーション英語Ⅰ　数学Ⅰ

２．面接試験《午後》　学力試験合格者のみ

試験日程　2023年２月１日（水）

合格発表　2023年２月７日（火）12時

本校玄関前に掲示【２月 13 日（月）12 時まで】するとともに、本校のホームページにも掲載し、合格

者のみ、文書で本人に通知する。２月 10 日までに合格通知が届かない場合は☎ 043 −424 −7877 に

ご確認ください。

試験内容及び日程
≪学力試験≫

１．科目：国語総合（古文・漢文を除く）　コミュニケーション英語Ⅰ　 数学Ⅰ

２．試験日程　2022年12月26日（月）

３．合格発表　2022年12月27日（火）12時
　　本校玄関前に掲示【12月28日（水）12時まで】するとともに、本校のホームページにも掲載する。

≪面接試験≫　

　　１．学力試験合格者のみ

２．試験日程　2022年12月28日（水）
 

※面接試験受験者の人数により、受付時間の変更があります。

合格発表　2023年１月10日（火）12時
　本校玄関前に掲示【１月17日（火）12時まで】するとともに、本校のホームページにも掲載し、合

格者のみ、文書で本人に通知する。

１月13日までに合格通知が届かない場合は☎043−424−7877にご確認ください。

時　　間 内　　容

８：３０〜　８：５０ 受　　付（開場は８：３０）
８：５０〜　９：００ オリエンテーション
９：１０〜１０：００ 英　　　語

１０：２０〜１１：１０ 国　　　語
１１：３０〜１２：２０ 数　　　学
１２：２０〜１２：３０ オリエンテーション

時　　間 内　　容

午　前
９：００〜　９：１０ 受　　　付
９：１５〜　９：２５ オリエンテーション
９：３０〜　　　　　 面　　　接

午　後
１３：００〜１３：１０ 受　　　付
１３：１５〜１３：２５ オリエンテーション
１３：３０〜　　　　　 面　　　接

時　　間 内　　容

８：３０〜　８：５０ 受　　付（開場は８：３０）
８：５０〜　９：００ オリエンテーション
９：１０〜１０：００ 英　　　語

１０：２０〜１１：１０ 国　　　語
１１：３０〜１２：２０ 数　　　学
１２：２０〜１２：３０ オリエンテーション

午　　後 学力試験合格発表・面接 　※昼食持参

【一般入学試験】【二次】



※入学手続き等
１．手続きは、指定された期日までに完了すること。（期日は合格者のみに通知する）

２．手続時納入金：入学金300,000円（受理した書類・納入された入学金は返還しない）

※入学後の諸経費
１．授　業　料：年額600,000円【４月（前期分30万円）、10月（後期分30万円）に一括納入】

　　　　病院実習費及び施設管理費含む

２．その他費用：教科書代（電子書籍代）、iPad代、ユニフォーム代、保険代、抗体検査代、

　　　　予防接種代金等

※奨学金・修学資金制度
１．医療法人 社団 翠明会　山王病院奨学金（月額30,000円または月額50,000円）

２．千葉県修学資金（人数制限あり）貸与者は千葉県が決定する

【推薦・一般入学試験】全てに共通


