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仙台市医師会看護専門学校 
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          TEL 022-772-3193 
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仙台市医師会看護専門学校 教育方針・受験資格 
 

【教育理念】   
本校は、地域住民の命と健康を守るという仙台市医師会の使命に基づき、保健・ 

医療・福祉に携わる人としての倫理観を持ち、人間性豊かな専門職業人の育成を 

目指す。 

【教育目的】 

人権を尊重し、多様な価値観を理解できる感性豊かな人間性を育む。さらに科学的 

思考を備え、看護を追求する態度を持ち、地域社会に貢献できる看護師を育成する。 

【教育目標】 

１）人間を、身体的・精神的・社会的に統合された生活者として幅広く理解できる。 

２）看護師としての責務を自覚し、人間及び生命の尊厳と人権を擁護できる倫理的判断

力を身につける。      

３）看護に必要な豊かな感性と深い洞察力を備え、人間関係を形成する共感的態度とコ

ミュニケーション能力を身につける。 

４）科学的根拠に基づいた看護の実践に必要な、問題解決能力や臨床判断を行うための 

基礎的能力を身につける。 

５）多様な場で生活している人々のあらゆる健康状態やその変化に応じて、安全安楽に

看護を実践する基礎的能力を身につける。 

６）保健・医療・福祉システムにおける自らの役割を理解し、多職種と連携・協働・マネ

ジメントできる基礎的能力を身につける。 

７）専門職業人として、最新知識・技術を自ら学び続け、看護の質の向上を図る基礎的能

力を身につける。 

 

【アドミッションポリシー（期待する入学生像）】 
   本校では下記のような資質を備えた人の入学を期待します。 

１．人間の命に関心があり、看護師を目指す人 

２．基礎的学力を有し、主体的に学ぶ姿勢のある人 

３．人への思いやりがあり、素直な人 

４．自分の思いや考えを表現でき、他者と協調できる人 

５．生活・健康の自己管理ができ、責任ある行動がとれる人 

 

【受験資格】 
①学校教育法第 90 条の規定により大学に入学することのできる者 

 ②学校教育法施行規則第 150 条の規定により、高等学校を卒業したものと同等以上の学力

があると認められる者 
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入学試験区分Ⅰ 指定校推薦入試

募集人員　　20名程度

出願資格 本校指定の高等学校を令和５年３月卒業見込みで、人物に優れ成績優秀かつ学校長が

推薦し、合格した場合には必ず本校に入学する者

　　＊指定校に該当するかは、本校より直接各高等学校にご連絡いたします。

試験日時 令和４年10月22日（土）午後1時 受付開始　　　

会場 仙台市医師会看護専門学校

選考内容 書類選考、個別面接

合格発表 令和４年11月2日（水）午前10時

　学校長へ文書で通知（合格者への文書も同封）、本校のホームページで受験番号のみ発表

出願期間 令和４年９月27日（火）～　令和４年10月７日（金）

受付時間　午前９時～午後５時

出願方法 持参する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、本校事務窓口へ

郵送する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、簡易書留で郵送

　　　　　　　　令和４年10月7日（金）午後５時必着

提出書類等 ①【指定様式】入学願書（受験手数料振込済証明書を裏面に貼付）

　　　　＊写真（タテ4.5㎝ヨコ３㎝で、無帽、正面で撮影）の裏面に氏名を記載

②高等学校卒業見込み証明書

③高等学校成績証明書

④【指定様式】高等学校長の推薦書

⑤【指定様式】エントリーシート

⑥受験票（入学願書に貼付した写真と同じものを貼付）

⑦【返信用封筒  受験票在中】（244円分の切手貼付・返信先の住所と氏名を記載）

⑧受験手数料30,000円を指定口座へ振り込み（振り込み期間９月20日（火）～10月７日（金））

１．指定校推薦用の入学願書は、本校より直接各高等学校に送付いたします。

　　指定校推薦で出願する学生は、各高等学校にお問い合わせください。

２．記載内容に不備があった場合、受験できないことがありますのでご注意ください。

３．受験票が試験日の３日前になっても届かない場合には、本校に連絡してください。

４．一旦振り込まれた受験手数料は返還いたしません。

　　　＊電話による問い合わせには一切応じられません。

その他の

注意
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入学試験区分Ⅱ 公募推薦入試・社会人入試（仙台市医師会推薦含む）

募集人員 公募推薦入試15名程度、社会人入試10名程度（仙台市医師会推薦5名程度含む）

出願資格 公募推薦入試：

社会人入試：

試験日時 令和４年11月26日（土）午後１時 受付開始   

会場 仙台市医師会看護専門学校

選考内容 書類選考、国語（古文、漢文を除く）、グループディスカッション、個別面接

合格発表 令和４年12月６日（火）午前10時

公募推薦・仙台市医師会推薦：推薦者へ文書で通知（合格者への文書も同封）

社会人入試：合格者へ文書で通知

本校のホームページで受験番号のみ発表

出願期間 令和４年11月１日（火）～令和４年11月11日（金）

受付時間 午前９時～午後５時

出願方法 持参する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、本校事務窓口へ

郵送する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、簡易書留で郵送

        令和４年11月11日（金）午後５時必着

提出書類等 ①【指定様式】入学願書（受験手数料振込済証明書を裏面に貼付）

    ＊写真（タテ4.5㎝ヨコ３㎝で、無帽、正面で撮影）の裏面に氏名を記載

②高等学校卒業証明書又は高等学校卒業見込み証明書

③高等学校成績証明書又は成績証明書を発行できない旨の文書

④【指定様式】高等学校⾧の推薦書（公募推薦のみ）

⑤【指定様式】仙台市医師会員の施設⾧の推薦書（仙台市医師会推薦のみ）

⑥【指定様式】エントリーシート

⑦受験票（入学願書に貼付した写真と同じものを貼付）

⑧【返信用封筒  受験票在中】（244円分の切手貼付・返信先の住所と氏名を記載）

⑨受験手数料30,000円を指定口座へ振り込み（振り込み期間10月25日（火）～11月11日（金））

１．入学願書の販売は令和４年８月１日から事務窓口で販売いたします（１部500円）。

  郵送希望の場合は、返信料込の710円を現金書留で本校までお送りください。

２．記載内容に不備があった場合、受験できないことがありますのでご注意ください。

３．受験票が試験日の３日前になっても届かない場合には、本校に連絡してください。

４．一旦振り込まれた受験手数料は返還いたしません。

５．入学試験区分Ⅰで、不合格となった場合でも受験は可能です。改めて受験手続を

  してください。

仙台市医師会

推薦   ：

その他の

注意

県内の高等学校を令和５年３月卒業見込みで、成績評定平均が3.8以上で、学

校⾧が推薦し、合格した場合には必ず本校に入学する者

受験資格（2ぺージ参照）を満たし、高等学校を令和３年３月までに卒業した

者で、看護を学ぶ強い意思がある者

受験資格（2ぺージ参照）を満たし、高等学校を令和３年３月までに卒業した

者で、看護を学ぶ強い意思があり、仙台市医師会員の施設に勤務経験があり、

当該医療機関の⾧が責任をもって推薦書を提出できる者

   ＊電話による問い合わせには一切応じられません。
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提出をお願いします。
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入学試験区分Ⅲ 一般入試

募集人員  35名程度

出願資格

試験日時 一次試験 令和４年12月24日（土）午後1時 受付開始 

二次試験 令和５年１月21日（土）午後1時 受付開始 （一次試験に合格した者）

会場 仙台市医師会看護専門学校

選考内容 一次：国語（古文漢文除く）、数学（Ⅰ・A） 、英語（英語表現Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）

二次：面接

合格発表 一次：一次試験合格者へ文書で通知

二次：令和５年２月１日（水）午前10時

   二次試験合格者へ文書で通知、本校のホームページで受験番号のみ発表

出願期間 令和４年12月１日（木）～ 令和4年12月13日（火）

受付時間 午前９時～午後５時

出願方法 持参する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、本校事務窓口へ

郵送する場合：提出書類を専用の「入学願書在中」封筒に入れて、簡易書留で郵送

        令和４年12月13日（火）午後５時必着

提出書類等 ①【指定様式】入学願書（受験手数料振込済証明書を裏面に貼付）

    ＊写真（タテ4.5㎝ヨコ３㎝で、無帽、正面で撮影）の裏面に氏名を記載

②高等学校卒業証明書又は高等学校卒業見込み証明書

③高等学校成績証明書又は成績証明書を発行できない旨の文書

④【指定様式】エントリーシート

⑤受験票（入学願書に貼付した写真と同じものを貼付）

⑥【返信用封筒  受験票在中】（244円分の切手貼付・返信先の住所と氏名を記載）

⑦受験手数料30,000円を指定口座へ振り込み（振り込み期間11月28日（月）～12月13日（火））

１．入学願書の販売は令和４年８月１日から事務窓口で販売いたします（１部500円）。

  郵送希望の場合は、返信料込の710円を現金書留で本校までお送りください。

２．記載内容に不備があった場合、受験できないことがありますのでご注意ください。

３．受験票が試験日の３日前になっても届かない場合には、本校に連絡してください。

４．一旦振り込まれた受験手数料は返還いたしません。

５．入学試験区分Ⅰ・Ⅱで、不合格となった場合でも受験は可能です。改めて受験手続

  をしてください。
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   ＊電話による問い合わせには一切応じられません。

その他の

注意

学校教育法第90条の規定により大学に入学できる者、又は学校教育法施行規則第150条

の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者

文部科学省所定様式の

「調査書」でも可
※基本的に「調査書」にて

提出をお願いします。

R4.10.17修正



【入学手続き】 

１．手続き期間 

入試区分 入学試験区分Ⅰ 入学試験区分Ⅱ 入学試験区分Ⅲ 

持参 
（ 郵 送 の 場 合

は最終日必着） 

11 月 4 日（金）～ 

11 月 16 日（水） 

午後５時まで 

12 月 8 日（木）～ 

12 月 21 日（水） 

午後５時まで 

２月２日（木）～ 

２月 15 日（水） 

午後５時まで 

２．提出書類 

１）手続き期間内に提出 

①誓約書（入学金振込済証明書を裏面に貼付） 

②入学金 250,000 円を指定口座へ振り込み 

③戸籍抄本 

２）3 月下旬までに提出 

④高等学校等卒業証明書（卒業見込みで受験した者） 

⑤納付金 

１年次前期授業料 360,000 円と施設維持費 150,000 円を３月 31 日まで、 

指定口座へ振り込みしてください。（※詳細は１）の手続き完了後に連絡いたします） 

３．留意点 

１）合格者は、所定の期日までに入学手続きを完了してください。手続きを完了

しない場合、合格取消になりますので、ご注意ください。 

２）一旦受理した入学金は返金いたしません。 

３）入学を辞退される方は、速やかに本校にご連絡ください。 

 【入学後の納付金】 

項目 授業料 施設維持費 合計 納入期限 

１年次 後期 360,000 ― 360,000 9 月 30 日 

２年次 
前期 360,000 150,000 510,000 3 月 31 日 

後期 360,000 ― 360,000 9 月 30 日 

３年次 
前期 360,000 150,000 510,000 3 月 31 日 

後期 360,000 ― 360,000 9 月 30 日 

計 1,800,000 300,000 2,100,000  

【諸経費等】３年間で約 35 万円 

（教科書、ユニホーム、靴、実習用教材、抗体価検査、 

       日本看護学校協議会共済会費、模擬試験代、国家試験受験手数料ほか）  

４．その他 

入学式等の詳細は、入学手続き後（各入学手続き期間終了後）に送付いたします。 

(別途徴収) 
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【学費支援制度】 

  １）入学試験の成績優秀者対象特待生制度  

２）仙台市医師会看護学生奨学生制度 

  ３）宮城県看護学生修学支援金貸付制度 

４）日本学生支援機構奨学金制度 

  ５）国の教育ローン 

 

【他校の単位認定】 

他の大学若しくは高等専門学校や指定された専修学校等で履修した単位を、  

入学者の申請に基づき本校の教育内容に照らし合わせ、認定することができます。

詳細は本校にお問い合わせください。 

 

【個人情報の取り扱い】 

   出願書類による受験生の情報は、入学試験の実施に係る業務、入学後の諸手続

き以外の用途には使用いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先、入学願書及び入学手続き書類提出先 

＊ご不明な点はお問い合わせください 

 〒981-3112  

宮城県仙台市泉区八乙女３丁目 1 番 1 号 

   仙台市医師会看護専門学校 

          事務部 

   TEL 022-772-3193 

   FAX 022-776-3020 

■受付時間■ 

平日 午前 9 時～午後５時 

 

以下はお休みとなります 

土曜日・日曜日・祝日 

年末年始期間（令和４年 12 月 28 日～ 

令和５年 1 月 3 日） 
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