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出願要項出願要項

TOHOKU MEDICAL CARE COLLEGE

※入学の際に高等学校卒業証明書、または卒業証書の写しを提出していただきます。但し、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者を除きます。
※一度納入された選考料は、出願されない場合でも返金されません。納入の際にご注意ください。

［ 理学療法科 ］・［ 作業療法科 ］

①入学願書
②高等学校調査書
●高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明
書と成績証明書
●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調
査書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位
修得証明書）を提出してください。

③カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用します。）

④合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手372円
を貼付のこと。

⑤選考料払込証明書（25,000円） 
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受
付証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも可。）

⑥受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手
342円を貼付のこと。

①入学願書
②高等学校調査書
●高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明
書と成績証明書
●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調
査書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位
修得証明書）を提出してください。

③カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しますので、
高校の制服は避けてください。）

④合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手
372円を貼付のこと。

⑤選考料払込証明書（25,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受
付証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも可。）

⑥受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手
342円を貼付のこと。

①入学願書
②推薦書（巻末とじ込み）
③高等学校調査書
●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調
査書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位
修得証明書）を提出してください。

④カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しますので、
高校の制服は避けてください。）

⑤合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手
372円を貼付のこと。

⑥選考料払込証明書（25,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受
付証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも可。）

⑦受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手
342円を貼付のこと。

推薦入学
下記のすべてを満たしている者 下記のいずれかを満たしている者

選考方法
①書類選考
②筆記試験：国語（現代文）
③個人面接

一般入学 社会人入学

入学試験は、本校にて行います。試験日・試験時間は、受験票でご確認ください。選考結果の通知は、合格発表日にご本人宛に郵送しますので、
翌日以降の配達になります。地域により配達日が異なりますがご了承ください。電話やメール等による合否確認には応じかねます。
特別奨学金制度の選考結果については、11月下旬に通知しますので9頁をご覧ください。

出願書類受理後、受験票を速達にてご本人宛にお送りします。試験時間等の詳細については、受験票に記載します。

出願期間
試験日
合格発表日

体験入学会等
参加特典

合格通知を受け取ってから2週間以内に入学手続金を納入していただきます。入学手続き

試験・
選考結果の
通知

出願書類を本校所定の封筒で郵送または持参提出してください。願書提出先/
受験票の送付 ［ 提出先 ］〒980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目3番1号 学校法人 日本コンピュータ学園 東北保健医療専門学校 事務局宛

出願書類

・高等学校卒業以上の者および平成30年
3月卒業見込みの者
・高等学校卒業程度認定試験合格など高等学校
卒業と同等以上の学力があると認められる者
・外国において12年間の学校教育の課程を
修了した者

・心身ともに健康で、学力、人物ともに優れ、
出身高等学校長が推薦する者
・高等学校卒業以上の者および平成30年
３月卒業見込みの者
・本校に専願の者

出願資格

一般入学の入学資格を満たしている
者で、平成30年4月時点において２年
以上の職歴を有する者、または大学や
短大、２年課程以上の専門学校を卒業
後、１年以上の職歴を有する者。

本校主催の体験入学会、学校見学会、オープンキャンパスに出願前に参加された方は、出願時に選考料が免除されます。
参加時に発行される「選考料免除証明書」を、入学願書裏面の所定欄に貼付して提出してください。（選考料を払込む必要はありません。）
（参加時、高校2年生以上が対象となります。但し学校見学会は高校3年生以上が対象となります。）

①書類選考
②筆記試験：国語（現代文）・小論文
③個人面接

①書類選考
②筆記試験：小論文
③個人面接

第2期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第1期
試  験  日

合格発表日

受付期間 平成29年10月  2日㈪ ～ 
10月17日㈫必着

10月21日㈯　

10月25日㈬　

10月18日㈬ ～ 
11月21日㈫必着

11月25日㈯　

11月29日㈬　

第2期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第1期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第3期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第2期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第1期
試  験  日

合格発表日

受付期間

第3期
試  験  日

合格発表日

受付期間

平成29年10月  2日㈪ ～ 
12月  5日㈫必着

12月  9日㈯　

12月  6日㈬ ～ 
平成30年  1月30日㈫必着

2月  3日㈯　

2月  7日㈬　

 1月31日㈬ ～ 
2月27日㈫必着

3月  3日㈯　

3月12日㈪　

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

12月13日㈬　

平成29年10月  2日㈪ ～ 
12月  5日㈫必着

12月  9日㈯　

12月  6日㈬ ～ 
平成30年  1月30日㈫必着

2月  3日㈯　

2月  7日㈬　

1月 31日㈬ ～ 
2月 27日㈫必着

3月  3日㈯　

3月12日㈪　

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

〃

12月13日㈬　
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［ 介護福祉科 ］

※入学の際に高等学校卒業証明書、または卒業証書の写しを提出していただきます。但し、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者を除きます。
※一度納入された選考料は、出願されない場合でも返金されません。納入の際にご注意ください。

選考方法

入学試験は、本校にて行います。試験日・試験時間は、受験票でご確認ください。発表は、合格発表日にご本人宛に郵送しますので、翌日以降
の配達になります。地域により配達日が異なりますがご了承ください。電話やメール等による合否確認には応じかねます。
特別奨学金制度の選考結果については、11月下旬に通知しますので9頁をご覧ください。

出願書類受理後、受験票を速達にてご本人宛にお送りします。試験時間等の詳細については、受験票に記載します。

出願期間
試験日
合格発表日

体験入学会等
参加特典

合格通知を受け取ってから2週間以内に入学手続金を納入していただきます。入学手続き

試験・
選考結果の
通知

出願書類を本校所定の封筒で郵送または持参提出してください。願書提出先/
受験票の送付 ［ 提出先 ］〒980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目3番1号 学校法人 日本コンピュータ学園 東北保健医療専門学校 事務局宛

出願書類

出願資格

本校主催の体験入学会、学校見学会、オープンキャンパスに出願前に参加された方は、出願時に選考料が免除されます。
参加時に発行される「選考料免除証明書」を、入学願書裏面の所定欄に貼付して提出してください。（選考料を払込む必要はありません。）
（参加時、高校2年生以上が対象となります。但し学校見学会は高校3年生以上が対象となります。）

①入学願書
②高等学校調査書
●高等学校卒業程度認定試験合格者
は、合格証明書と成績証明書
●高等学校卒業後5年以上経過して
いる方で、調査書の提出が難しい
場合は、成績証明書（単位修得証明
書）を提出してください。

③カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の
表面と裏面の所定位置に各1枚を貼
付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用
しますので、高校の制服は避けてくだ
さい。）
④合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手372円を貼付のこと。
⑤選考料払込証明書（25,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しく
は下記をご覧ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名
を明記の上、郵便局窓口で払込し、受
領した「郵便振替払込受付証明書」を
入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも
可。）

⑥受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手342円を貼付のこと。

下記のいずれかを満たしている者

一般入学

・高等学校卒業以上の者および平成
30年3月卒業見込みの者
・高等学校卒業程度認定試験合格など
高等学校卒業と同等以上の学力があ
ると認められる者
・外国において12年間の学校教育の
課程を修了した者

①書類選考
②個人面接

①入学願書
②高等学校調査書
●高等学校卒業程度認定試験合格者
は、 合格証明書と成績証明書
●高等学校卒業後5年以上経過して
いる方で、調査書の提出が難しい
場合は、成績証明書（単位修得証明
書）を提出してください。

③カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の
表面と裏面の所定位置に各1枚を貼
付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しま
す。）
④合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手372円を貼付のこと。
⑤選考料払込証明書（25,000円） 
（体験入学会等参加者は免除。詳しく
は下記をご覧ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名
を明記の上、郵便局窓口で払込し、受
領した「郵便振替払込受付証明書」を
入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも
可。）

⑥受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手342円を貼付のこと。

社会人入学
一般入学の入学資格を満たして
いる者で、平成30年4月時点に
おいて２年以上の職歴を有する
者、または大学や短大、２年課程
以上の専門学校を卒業後、１年
以上の職歴を有する者。

①書類選考
②個人面接

①入学願書
②推薦書（巻末とじ込み）
③高等学校調査書
●高等学校卒業後5年以上経過して
いる方で、調査書の提出が難しい
場合は、成績証明書（単位修得証
明書）を提出してください。

④カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の
表面と裏面の所定位置に各1枚を貼
付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用
しますので、高校の制服は避けてくだ
さい。）
⑤合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手372円を貼付のこと。
⑥選考料払込証明書（25,000円） 
（体験入学会等参加者は免除。詳しく
は下記をご覧ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名
を明記の上、郵便局窓口で払込し、受
領した「郵便振替払込受付証明書」を
入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも
可。）

⑦受験票
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手342円を貼付のこと。

推薦入学
下記のすべてを満たしている者

①書類選考
②個人面接

・心身ともに健康で、学力、人物ともに
優れ、出身高等学校長が推薦する者

・高等学校卒業以上の者および平成
30年３月卒業見込みの者

・本校に専願の者

①入学内定通知書
②入学願書
③高等学校調査書
●高等学校卒業程度認定試験合格者
は、合格証明書と成績証明書
●高等学校卒業後5年以上経過して
る方で、調査書の提出が難しい場
合は、成績証明書（単位修得証明
書）を提出してください。

④カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の
表面と裏面の所定位置に各1枚を貼
付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用
しますので、高校の制服は避けてくだ
さい。）
⑤合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入
の上、切手372円を貼付のこと。
⑥選考料払込証明書（25,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しく
は下記をご覧ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名
を明記の上、郵便局窓口で払込し、受
領した「郵便振替払込受付証明書」を
入学願書裏面の所定位置に必ず貼付
のこと。（来校の場合は現金納入でも
可。）

AO入学

書類選考

・高等学校卒業以上の者および平成30
年3月卒業見込みの者
・高等学校卒業程度認定試験合格など高
等学校卒業と同等以上の学力があると
認められる者
・外国において12年間の学校教育の課
程を修了した者

〃
平成29年　9月15日（金）～

10月31日（火）

第2期

第1期

試 験 日 合格発表日受付期間区分受付期間

第3期

第4期

第5期

第6期

平成29年10月  2日㈪ ～ 
10月17日㈫必着 平成29年10月25日㈬

10月18日㈬ ～ 
11月21日㈫必着 11月29日㈬

〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃

〃

11月22日㈬ ～ 
12月  5日㈫必着 12月13日㈬〃

  12月  6日㈬ ～ 
平成30年  1月  9日㈫必着 平成30年  1月17日㈬

1月10日㈬ ～ 
1月30日㈫必着 2月  7日㈬〃

〃 〃

1月31日㈬ ～ 
2月27日㈫必着

3月  7日㈬〃

平成29年10月21日㈯

11月25日㈯〃

12月  9日㈯〃

平成30年  1月13日㈯

2月  3日㈯〃

3月  3日㈯〃

第7期 〃
〃 2月28日㈬ ～ 

3月23日㈮必着
3月30日㈮〃3月28日㈬〃

TOHOKU MEDICAL CARE COLLEGETOHOKU MEDICAL CARE COLLEGE

※入学の際に高等学校卒業証明書、または卒業証書の写しを提出していただきます。但し、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者を除きます。
※一度納入された選考料は、出願されない場合でも返金されません。納入の際にご注意ください。

［ 医療秘書科 ］・［ 医療情報管理科 ］

本校主催の体験入学会、学校見学会、オープンキャンパスに出願前に参加された方は、出願時に選考料が免除されます。
参加時に発行される「選考料免除証明書」を、入学願書裏面の所定欄に貼付して提出してください。（選考料を払込む必要はありません。）
（参加時、高校2年生以上が対象となります。但し学校見学会は高校3年生以上が対象となります。）

出願資格

選考方法

出願期間

出願書類を本校所定の封筒で郵送または持参提出してください。

出願書類受理後10日以内に本人宛に選考結果を通知します。
（特別奨学金制度・試験特待生制度の申込者については、9頁をご覧ください。）

合格通知を受け取ってから2週間以内に入学手続金を納入していただきます。

願書提出先

選考結果の
通知

入学手続き

体験入学会等
参加特典

［ 提出先 ］〒980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目3番1号  学校法人 日本コンピュータ学園 東北保健医療専門学校 事務局宛

下記のいずれかを満たしている者
・高等学校卒業以上の者および平成30年
 3月卒業見込みの者

・外国において12年間の学校教育の課程を
 修了した者

・高等学校卒業程度認定試験合格など高等
 学校卒業と同等以上の学力があると認めら
 れる者

書類選考（面接を行う場合があります）

一般入学

①入学願書

②高等学校調査書

③カラー写真2枚（4㎝×3㎝）

●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調査
書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位修得
証明書）を提出してください。

●高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明
書と成績証明書

裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しますので、
  高校の制服は避けてください。）

④合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手372円
を貼付のこと。

⑤選考料払込証明書（20,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受付
証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付の
こと。（来校の場合は現金納入でも可。）

推薦入学
下記のすべてを満たしている者
・出身高等学校長が推薦する者

・高等学校卒業以上の者および平成30年
 3月卒業見込みの者

・本校に専願の者
・高校評定値が3.0以上の者

書類選考

①入学願書

②推薦書（巻末とじ込み）

③高等学校調査書

④カラー写真2枚（4㎝×3㎝）

●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調査
書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位修得
証明書）を提出してください。

裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しますので、
  高校の制服は避けてください。）

⑤合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手372円
を貼付のこと。

⑥選考料払込証明書（20,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受付
証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付の
こと。（来校の場合は現金納入でも可。）

〃

受付期間

書類選考

AO入学

平成29年　9月15日（金）～
10月31日（火）

下記のいずれかを満たしている者で、
AO入学にエントリーし、入学内定通知
書を発行された者（本校専願者に限る）
・高等学校卒業以上の者および平成30年
 3月卒業見込みの者
・高等学校卒業程度認定試験合格など高等
 学校卒業と同等以上の学力があると認めら
 れる者
・外国において12年間の学校教育の課程を
 修了した者

●高等学校卒業後5年以上経過している方で、調査
書の提出が難しい場合は、成績証明書（単位修得
証明書）を提出してください。

●高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明
書と成績証明書

①入学内定通知書

②入学願書

③高等学校調査書

④カラー写真2枚（4㎝×3㎝）
裏面に氏名を明記の上、入学願書の表面と裏面の
所定位置に各1枚を貼付のこと。
（内、1枚は学生証用写真として使用しますので、
高校の制服は避けてください。）

⑤合否通知用封筒
本校所定のものに、住所・氏名を記入の上、切手372円
を貼付のこと。

⑥選考料払込証明書（20,000円）
（体験入学会等参加者は免除。詳しくは下記をご覧
 ください。）
本校所定の用紙に出願者本人の氏名を明記の上、
郵便局窓口で払込し、受領した「郵便振替払込受付
証明書」を入学願書裏面の所定位置に必ず貼付の
こと。（来校の場合は現金納入でも可。）

出願書類

区分 受付期間 区分 受付期間

平成29年10月 2日㈪～
10月31日㈫  

11月 1日㈬～
11月30日㈭

12月 1日㈮～
12月15日㈮

12月18日㈪～
1月19日㈮

1月22日㈪～
2月16日㈮

２月19日㈪～
3月30日㈮

平成29年10月 2日㈪～
10月31日㈫  

11月 1日㈬～
11月30日㈭

12月 １日㈮～
12月15日㈮

12月18日㈪～
平成30年 1月19日㈮

1月22日㈪～
2月16日㈮

第6期

第5期

第4期

第3期

第2期

第1期

第6期

第5期

第4期

第3期

第2期

第1期

2月19日㈪～
4月 6日㈮

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

平成30年

下記のいずれかを満たしている
者で、AO入学にエントリーし、
入学内定通知書を発行された者
（本校専願者に限る）

出願要項出願要項
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本校AO入学制度は、将来の目的が明確であり、向学心、意欲、熱意を重視した選考方法です。
エントリーシートと面談により審査します。

介護福祉科・医療秘書科・医療情報管理科

AO入学制度にエントリーする

平成29年7月1日（土）～平成29年9月29日（金）

巻末とじ込みのエントリーシート（またはホームページよりダウンロードも可）
に必要事項を記入し、郵送または持参(平日のみ／休日除く）で提出してください。
※体験入学会・オープンキャンパス開催日は休日でも持参可。

本校以外での面談
青森市・秋田市・盛岡市・山形市・郡山市でも面談を行います。（詳しくは、巻末とじ
込みのエントリーシートをご覧ください）

募集学科

エントリーシート受付期間

エントリーから出願まで

STEP1

入学願書提出
9月15日（金）以降、10月31日（火）までに出願書類と入学内定通知書を同封して
出願してください。出願に当たっては、3・4頁をご覧ください。

STEP4

入学内定通知書発行後、定期的に課題を提出していただきます。詳しくは
事務局担当者にお問い合せください。課題提出 面  談

AO入学審査
エントリーシート提出後、指定日に面談を行います。
なお、オープンキャンパス・体験入学会参加時に面談することもできます。

STEP2

入学内定通知書発行
本校で学びたいという意欲、適性が確認できれば随時、入学内定通知書を
郵送いたします。

STEP3

AO入学制度についてAO入学制度について

留学生の皆さんが安心して学校生活を送ることができるように、奨学金をはじめ様々なサポート制度があります。
日本での暮らしや日常生活に対するサポートから日本企業への就職および労働査証の取得まで、積極的にバックアップします。

◎詳しくは、別冊「2018留学生募集要項」を合わせてご覧ください。

外国人留学生の出願について外国人留学生の出願について

選考の結果により、第1志望学科が不合格の場合でも第2志望学科が合格になる場合があります。
志望される方は、入学願書の第2志望学科名をご記入下さい。なお、第1志望学科の選考には影響しません。
第2志望学科で合格した場合は、他学科を再度受験する事はできません。

第2志望学科について第2志望学科について

選考の結果により、不合格になった場合は、再受験する事が可能です。
再受験を希望される場合は、入学願書の出願種別の再出願に□し、再度、入学願書（写真貼付）のみ提出下さい。
高等学校調査書、選考料などは不要です。
再受験は、学科を変更しての出願も可能となりますが、推薦入学不合格者は一般入学での出願となります。

再受験について再受験について


