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入試の種類

卒業後の資格

募集学科

募集学科・入試の種類

※平成 30 年 5 月申請予定。平成 31 年 4 月より 3 年制に移行予定。

※特別入試を実施する場合があります。
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以下の出願資格にすべて該当する者
A．学校教育法による高等学校または高等専修学校（大学入学資格を付与された）を2019年3月に卒業見

込みの者。
B．学業、人物ともに優れ、在籍高等学校長が推薦する者。
C.  全体の評定平均値が本校の通知した成績以上であり、それ以外の事項の基準を満たしている者。 

※2018年度指定校推薦基準は、2018年6月中に当該高等学校に通知します。
D．本校主催のオープンキャンパス等に参加した者。
E ．合格した場合、必ず本校に入学する者。

指定校推薦入試

出願受付期間

出願資格

出願書類

専願制

入試科目

配点

書類審査、個別面接 

書類審査100点、面接100点

2018年9月25日(火)～10月９日(火）〈消印有効・持参可〉

入試日程

本校が指定校推薦を提示した高等学校長が推薦する者を対象とします。
推薦基準は指定する高校別に提示します。

B日程

※入試日当日は 9：50 までに来校してください。



07

出願受付期間

出願資格

全日程
専願・併願

選択制

入試科目

配点

書類審査、作文 、個別面接 

書類審査100点、作文100点、面接100点

入試日程

出願書類

Ⅰ 期（C日程） ： 2018年10月16日(火)～10月30日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅱ 期（D日程） ： 2018年11月12日(月)～11月27日(火）〈消印有効・持参可〉

高等学校長が推薦する者を対象とします。
専願・併願が選択できます。

公募制推薦入試

以下の出願資格にすべて該当する者
A．学校教育法による高等学校または高等専修学校（大学入学資格を付与された）を2019年3月に卒業 

見込みの者。
B．学業、人物ともに優れ、在籍高等学校長が推薦する者。
C．専願を選択した場合、合格したら必ず本校に入学する者。

Ⅱ期 
D日程

Ⅰ期 
C日程

※入試日当日は 9：50 までに来校してください。
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全日程
専願制

Ⅵ期 
H日程

Ⅳ期 
E日程

Ⅱ期 
C日程

Ⅴ期 
F日程

入試科目

配点

書類審査、作文、個別面接 

書類審査100点、作文100点、面接100点

高等学校を卒業した者を対象とします。
現在、大学生・短大生、専門学生の方も対象としています。

出願資格

出願受付期間

Ⅲ期 
D日程

入試日程

出願書類

社会人入試（大学生・短大生、専門学生含む）

2018年4月1日現在20歳以上で、高等学校卒業後、社会人経験2年以上を有する以下のAまたはBと以下の
出願資格にすべてに該当する者。

A．学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者。
B．高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者。 

( 旧規則による大学入学資格検定に合格したものを含む）。
C．合格した場合、必ず本校に入学する者。

Ⅰ 期（S 日程） ： 2018年 4 月23日(月)～2018年 7 月 3 日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅱ 期（C 日程） ： 2018年 7 月 9 日(月)～2018年10月30日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅲ 期（D 日程） ： 2018年11月12日(月)～2018年11月27日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅳ 期（E 日程） ： 2018年12月10日(月)～2019年 1 月15日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅴ 期（F 日程） ： 2019年 1 月21日(月)～2019年 2 月 5 日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅵ 期（H 日程） ： 2019年 2 月12日(火)～2019年 3 月11日(月）〈消印有効・持参可〉

Ⅰ期 
S日程

※入試日当日は 9：50 までに来校してください。
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エントリー時 
併願可 

選考結果発表・エントリー通過後手続

エントリー手続書類

エントリー資格

エントリー期間

Ⅰ 期 ： 2018年 6 月18日(月)～ 9 月18日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅱ 期 ： 2018年 9 月25日(火)～10月30日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅲ 期 ： 2018年11月12日(月)～11月27日(火）〈消印有効・持参可〉

本校の建学の精神・教育理念・アドミッションポリシーを十分に理解し、以下のすべてに該当する者
A． 学校教育法による高等学校を2019 年3 月に卒業見込みの者。または2017 年3 月以降に卒業した者。
B． 本校主催のオープンキャンパス等に参加した者。

● AOエントリー結果は7月20日（金）以降、随時1週間以内に送付します。エントリーを通過された方はAO入試の出願
資格が与えられ、「AO入試出願許可証」を交付します。

●結果通知は「通過」または「不通過」となります。
● AO エントリー通過者は、出願資格を取得しますが、AO 入試に合格したことにはなりません。
●エントリー通過者は、結果を高等学校にも通知します。
● エントリーを通過された方は「AO入試出願許可証」を取得後、「AO入試」に出願できます。（調査書等の準備・受験料の納付）
● AO入試出願期間に出願しない場合、「AO入試出願許可証」は無効となります。

AOエントリーをしてAOトライを行います。
エントリー判定で通過すればAO入試に出願できます。

高校新卒者および高校卒業後2年以内の者が対象です。

AO エントリー

AOトライ（面接）日程　※AOトライは、個別面接（30分程度）を実施。

※AOエントリー料はかかりません。

※AOエントリーⅠ期 8月24日（金）は介護福祉学科の実施はありません。
　● AOエントリーは、AOトライ日程希望日の4日前までに郵送またはご持参ください。
　● 希望日が集中した場合、変更をお願いすることがあります。
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入試日程

専願制Ⅲ期 
E日程

Ⅰ 期（B 日程） ： 2018年 8 月 1 日(水)～2018年10月 9 日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅱ 期（D 日程） ： 2018年11月12日(月)～2018年11月27日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅲ 期（E 日程） ： 2018年12月10日(月)～2019年 1 月15日(火）〈消印有効・持参可〉

出願資格

出願受付期間

入試科目
書類審査
■出願者は、入試日当日に学校に来る必要はありません。

出願書類

以下の出願資格に該当する者
A．AO エントリーを通過している者。
B．合格した場合、必ず本校に入学する者。

AOエントリー通過者のみ出願できます。
選考は書類のみで行います。

A O 入 試 Ⅱ期 
D日程

Ⅰ期 
B日程
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介護福祉士特別入試
［介護福祉学科］

出願期間

専願制B日程

2018年9月25日(火)～10月9日(火）〈消印有効・持参可〉

本校が指定する施設の介護福祉士施設奨学金制度を希望する者を
対象にした選考を行います。

出願資格

出願書類

入試科目

配点

書類審査、個別面接 

書類審査100点、面接100点

入試日程

介護福祉学科を志望する以下の出願資格にすべて該当する者
A．学校教育法による高等学校を2019 年3 月に卒業見込みの者。
B．本校が指定する施設の介護福祉士施設奨学金制度を希望する者。→P12 介護福祉士施設奨学金制度 参照
C．学業、人物ともに優れ、在籍高等学校長が推薦する者。
D．全体の評定平均値が本校の通知した成績以上であり、それ以外の事項の基準を満たしている者。 

※推薦基準は 2018 年 6 月中に当該高等学校に通知します。
E ．本校主催のオープンキャンパス等に参加した者。
F ．合格した場合、必ず本校に入学する者。

上記の資格者は、この入試を受験することで介護福祉士施設奨学金制度の選抜対象者になります。 
採用人数を超える希望者がいた場合で、介護福祉士奨学金制度に選抜されなくても、成績が合格基準であれば、入学の
権利が与えられます。

※入試日当日は 9：50 までに来校してください。
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介護福祉士施設奨学金制度

介護福祉士施設奨学金制度（介護福祉学科）

介護福祉士施設奨学金制度の流れ

介護福祉士施設奨学金制度とは、ユマニテク医療福祉大学校の関係施設へ将来就職を希望する者に関係施設が奨学金を
貸与し、条件を満たせば返済義務を免除される制度です。

1. 施設奨学金は、本校を卒業後、介護福祉士国家資格を取得し、引き続き奨学金支給施設に一定期間（2年程度）就業する
ことにより返済義務を免除されます。

2. 奨学金支給施設に就業後、給料が減らされたり、天引きされることはありません。また、本校在学中は施設業務に就業する
など、施設の拘束を受けることは一切ありません。

3. 次のような場合は、受給した奨学金を返済しなければなりません。「本校を途中退学した」「卒業できなかった」「介護福祉士
資格を取得できなかった」「施設が定めた一定期間の就業ができなかった」

4. 奨学金返還の条件及び施設との取り決めにつきましては、施設と入学生との間で直接取り交わされることとなります。
それらの条件及び責任に関して本校は関与いたしません。

※上記の 1～ 4については施設奨学金の基本事項となります。詳しい奨学金規定に関しましては、施設ごとに設けております
ので、詳細は本校発行の資料「施設奨学金の手引き」をご覧いただくか、本校までお問合せください。

◆施設奨学金の基本事項

◆入学試験前に決定する場合 〈例〉
施設奨学金制度は、入学試験前に決定する場合と入学試験合格後に決定する場合の2通りがあります。
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入試日程

全日程
専願併願
選択制

Ⅳ期
H日程

入試科目

配点

書類審査、作文 、個別面接 、
基礎学力テスト（数学、国語の総合問題）  マークシート4択　※介護福祉学科は基礎学力テストを実施しません。 
※国語は古典、漢文を除く。数学は数Ⅰまでの範囲とする。

書類審査100点、作文100点、基礎学力テスト100点、面接100点

作文、基礎学力テストと面接で評価する試験です。
専願・併願が選択できます。

Ⅱ期 
E日程

Ⅲ期 
F日程

Ⅰ期 
D日程

出願資格

出願受付期間

出願書類

Ⅰ 期（D 日程） ： 2018年11月12日(月)～2018年11月27日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅱ 期（E 日程） ： 2018年12月10日(月)～2019年 1 月15日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅲ 期（F 日程） ： 2019年 1 月21日(月)～2019年 2 月 5 日(火）〈消印有効・持参可〉
Ⅳ 期（H 日程） ： 2019年 2 月12日(火)～2019年 3 月11日(月）〈消印有効・持参可〉

以下の A または B 及び C に該当する者
A． 学校教育法による高等学校を卒業した者。または2019年3月に卒業見込みの者。
B． 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規則による大学

入学資格検定に合格した者を含む）。または2019年3月31日までに合格見込みの者で、同年4月1日
までに満18歳に達する者。

C. 専願を選択した場合、合格したら、必ず本校に入学する者。

一 般 入 試

※入試日当日は 9：50 までに来校してください。
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合格発表～入学までの流れ

合格発表

入学金納付

入学手続
（学費納入）

入学書類送付

入学前教育

入　　学

入学までの流れ

発表当日、本校ホームページにてお知らせします（P.15 参照） 
合否通知書、入学手続書類を発表当日に送付します。手続期間、手続方法などは、
必ず手続書類をご確認ください。 
なお、別途送付する合格者課題は、期限までに提出してください。

所定の期日までに入学金のみを納付してください。これで一次手続きは完了です。
※納入された入学金はいかなる理由があっても返還いたしません。
※銀行振込みの際に収納印の押された振込金領収書は大切に保管してください。

所定の期日までに前期納入金を納付してください。
これで入学手続きは完了です。
※銀行振込みの際に収納印の押された振込金領収書は大切に保管してください。

入学手続（学費納入）された方に 2019 年 2 月中に入学書類（諸費等）を送付
します。所定の期日までにお手続きください。
※銀行振込みの際に収納印の押された振込金領収書は大切に保管してください。

必要書類を持参し、来校ください。
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本校ホームページによる合否結果閲覧について

合格発表

合格者課題

１. 合格発表は、発表当日の午前 11 時より合否結果を本校ホームページでお知らせいたします。 
２. 合格者には、発表当日、合否通知書を速達簡易書留郵便で発送いたします。 

手元に到着するのは合格発表の翌日以降になります。 
３. 正式な合否結果の確認は、書留送付される合否通知書で行ってください。 
４. 高等学校を 2019 年 3 月卒業見込みの方の場合、高等学校に合否発表を行います。 
５. 学内での掲示による合否発表は行いません。 
６. 電話による合否のお問い合わせは、一切対応いたしません。 
７. 合格発表後に、出願書類の虚偽や出願資格を満たしていないなどの事実が発覚した場合は、合格発表

以降であっても合格を取り消すことがあります。  

本校では、入試合格者で手続完了者に対して「合格者課題」を課しています。
これは、合格者が入学前の期間を有意義に過ごしてもらうことと少しでも早く医療福祉従事者を目指すものと
しての自覚を持ってもらうことを目的としています。
実施方法は以下のとおりです。説明をよく読んでしっかり取り組んでください。

発　表 各入試日程 合格発表日 11：00

①本校ホームページの「合格発表」のバナーをクリック
② IDとパスワードを入力（IDとパスワードは、各入試の試験日にお渡しします）
③合否発表をダウンロード
④入試日程・入試区分ごとに記された受験番号を確認

　※電話による問合せには対応しておりません。
　※合否発表のダウンロード可能期間は発表日から一週間です。
　　それ以降は、消去されますので、ご注意ください。

閲覧方法

入学辞退
併願入試は「入学辞退届」を提出した場合に限り、入学金を除く納付金を返還いたします。

「入学辞退届」は、2019 年 3 月 29 日（金）16：00（必着）までに提出してください。
それ以降は受理いたしません。

「入学辞退届」は連絡確認後に用紙を送付いたします。
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初年度学費等納入金

1 年次諸費用・預り金（実費徴収）予定額（2018 年度入学生実績）

1 年次教材教具（業者販売）予定額（2018 年度入学生実績）

学 費 等

※上記の金額以外に教材費・諸費が別途必要になります。
※2年目以降につきましては、上記金額より入学金を除いた金額となります。
※学費の納入は、通常、前期／後期の2分割納入です。2分割納入が困難な場合は、ご相談ください。
※寄付金は一切徴収いたしません。
※年度によって変更することがあります。

※2018年度入学生実績です。年度によっては変動することがあります。

※理学療法学科・作業療法学科につきましては、電子辞書版（約 45,000 ～ 80,000 円）か書籍版（約 20,000 円）のどちらかが別途
必要となります。
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日本学生支援機構奨学金（28 年度例）

その他奨学金

独立行政法人日本学生支援機構は、我が国の専門学校等において学ぶ学生等に対する適切な就学の環境を整備し時代の
社会を担う豊かな人間性を備えた独創的な人材の育成に資するとともに国際相互理解の増進に寄与することを目的とし
ています。詳しくは入学後にユマニテク医療福祉大学校統合事務局にお尋ねください。

○ 県市町村所轄奨学金制度（各県市町村へ直接お問い合わせください。）
○ 日本政策金融公庫（国の教育ローン）コールセンター　TEL.0570-00-8656 または TEL.03-5321-8656 

 までお問い合わせください。

家計の基準額は、世帯人員、就学者の有無等によって異なります。家計支持者（父母、父母がいない場合は代わって家計を支え 
ている人）の収入金額が選考の対象となりますが、4人世帯の収入・所得の上限額（目安）は下表の通りです。（H27年度採用者）

※学力と家計の基準を満たしていても、その年度の予算の範囲内で採用を行うため、採用されないことがあります。

〈学力基準〉

※説明会は4月下旬、受付締切は5月下旬となります。また貸与期間については、採用時から修業年限となります。

〈募集予定〉

〈家計基準〉

〈予約採用者・返還猶予希望者〉

奨 学 金 制 度

減 免 制 度
単位認定減免制度
単位認定減免制度は、本校が定める科目単位と入学生の既修得単位の互換性を審議し、既修得単位を認定して学費を減免
する制度です。介護福祉学科を除く、すべての学科が対象となります。
減免額は1単位につき、5,000円です。応募資格は大学・短大・専門学校の卒業及び見込み者です。
詳細は、本校入試係までお問合せください。



18

本町寮〈女性専用〉

入寮について
〈2019 年度 学生寮 新規入寮について〉 

○ 募集人数（予定）／女子：若干名
○ 入寮申込方法／合格後、希望者に案内
※寮見学、入寮申込、その他学生寮に関するお問い合わせは、 
　統合事務局 （TEL：059-349-6033） までお願いいたします。

学 生 寮

ユマニテクの学生寮は、女子のみあります。寮はワンルームマンションタイプですので管理人はおらず、寮生の自主性を重ん
じています。募集人員が限られていますので、入寮者は書類選考によって決定しますが、その際、経済的事情や通学距離等を
考慮して審査します。入寮を検討している方、見学を希望される方は、統合事務局までお問い合わせください。

近鉄塩浜駅より徒歩 5 分
ユマニテク塩浜キャンパス内に立地します。 
オートロックなどセキュリティもバッチリで安心・快適です。
※詳細は統合事務局までお願いいたします。

学生寮以外のお問い合わせは下記にお願いします。

本校指定紹介業者
ミニミニ四日市店（近鉄四日市駅東口徒歩 1 分）
〒510-0067 四日市市浜田町5-12 第2加藤ビル 1F
TEL.059-354-4132　FAX.059-354-5132
営業時間／ 10：00 ～ 19：00　年中無休 
宅建番号／国土交通大臣（3）第 6524 号
本校だけの特典がつく仲介業者による案内もあります。 
詳細は、株式会社ミニミニ近畿　三重法人（TEL.059-
356-8041）にお問合せください。

レオパレスセンター 四日市
〒510-0074 四日市市鵜の森1-3-19 レイアホテル四日市 1F
TEL.059-353-7330　FAX.059-352-0920
営業時間／ 10：00 ～ 19：00（水曜は 18：00 閉店） 
宅建番号／国土交通大臣（10）第 2846 号
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受験生本人への開示
本校を受験された方の入学試験成績を受験生ご本人から請求があった場合に限り開示いたします。
開示を希望する方は、以下の要領でお申し込みください。

1. 開示の対象となる試験区分と開示内容
開示する入学試験成績の範囲は受験された入学試験の区分により以下のようになります。

（１）公募制推薦入試 
書類選考、作文、面接、志望理由書評価の総合得点および合格最低点

（２）社会人入試（大学生・短大生、専門学生含む） 
書類選考、作文、面接の総合得点および合格最低点

（３）一般入試 
書類選考、作文、面接、基礎学力テストの総合得点および合格最低点

２. 開示請求期間 
2019年４月19日（金）～5月10日（金）　<当日消印有効>

３. 開示方法
開示請求があったものについて、処理後、送付された連絡先に「入学試験成績開示書」を簡易書留郵
便で親展にて送付します。（2019 年 6 月中旬予定）

４. 申請者
受験生本人に限ります。本人確認のため入学試験時の受験票と住民票の写しを提出いただきます。

5. 申込み方法
以下の書類を封筒に入れて表面に「入試成績開示請求」と朱書きして「簡易書留郵便」で下記の送付
先までお送りください。

（１）入学試験成績開示請求書 
（A4 用紙に「入学試験成績開示希望」と明記し、入試区分、受験番号、氏名、フリガナ、郵便番号、
住所、電話番号を記入し押印する）

（２）開示を希望する入試の受験票（コピー不可、入学試験成績開示書と一緒に返送します）
（３）開示手数料 

1,000 円（定額小為替を郵便局で購入してください。複数受験の場合も手数料は 1,000 円です）
（４）住民票の写し（送付先確認のため）

6. 書類の送付および問合せ先
〒510-0854　三重県四日市市塩浜本町2-34 
ユマニテク医療福祉大学校 統合事務局　TEL:059-349-6033

入学試験の成績開示
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本校へのお問い合せ、資料請求、出願等でお知らせいただいた個人情報は、以下に使用します。

1. 資料請求書類の発送

2. 入学試験の実施（出願書類の処理、受験票の発送、試験の実施など）

3. 合否通知書の発送

4. 入学手続

以上の場合と法令、条例、その他関係当局の要請等に基づき開示する場合を除き、本人の同意を得ること
なく、個人情報を第三者に提供することはありません。
※個人情報の取扱いについては、本校が定める「個人情報の取扱いに関する規程」によって管理しています。

本校では入試区分により、高等学校から提出いただく推薦書・調査書等を他の試験科目などと総合して判定
し合否選考を行っていることから、合否の結果について出身の高等学校長に通知させていただいています。
また、合否の結果は各高等学校の進路指導の重要な資料となり、今後の受験生の参考になると考えていま
す。あらかじめご了解の上で出願してください。

1. 出身高等学校への開示の対象者は 2019 年 3 月卒業見込みの方となります。

2. 開示内容の個人情報の通知は、出身高等学校に限定し、学外の何者にも通知、報告をすることは一切
ありません。

3. 何らかの理由で出身高等学校への通知を希望されない方は、出願時に A4 用紙に本人自筆で「出身高
等学校への通知を希望しない」旨の一文と郵便番号、住所、氏名、フリガナ、電話番号、出身高等学
校名を記入し押印の上、入学願書に同封してください。

1. 身体に障がいのある方は、各入試日程の出願開始の２週間前までに、必ず本校までお申し出ください。
基本的に受験に際して特別措置を講じます。障がいの状況によっては就学が不可能な場合もあります
ので併せてお問い合わせください。

2. 出願後に不慮の事故などによる負傷や疾病があり、受験時に特別措置が必要な場合には、速やかに本
校までお申し出ください。

個人情報の取扱いについて

出身高等学校への合否結果の開示

身体に障がいのある方への就学相談 
および受験特別措置について

〒510-0854　三重県四日市市塩浜本町2-34
ユマニテク医療福祉大学校  統合事務局　TEL.059-349-6033

問合せ先
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持参するもの

試験会場への案内

受験上の注意

試験当日の注意事項

○ 受 験 票　　受験票がないと試験会場に入場できません。
○ 筆記用具　　HB の黒鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム。
○ 時　　計　　時計機能だけのもの以外認めません。携帯電話、スマートフォンを時計代わりに使うことはできません。

● 試験教室への案内は、掲示、係員の誘導などで行います。　※事前の下見などはできません。

◆ 作文および学科試験について
1. 遅刻入室については試験開始後30分以内まで認めます。公共交通機関の遅れは「遅延証明書」を持参してください。

遅刻による時間延長などの措置はありません。
2. 教室では自分の受験番号の席に着き、机の右上に受験票を置いてください。
3. 必要な筆記用具のみを机の上に出して、筆箱等はカバンにしまっておいてください。
4. 携帯電話、スマートフォンを時計代わりに使うことはできません。必ずカバンにしまっておいてください。
5. 試験が終了するまで、携帯電話等の電源は必ず切ってください。
6. 手荷物については、机の横に掛けるか置いてください。
7. 解答用紙について

• HBの黒鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。
• 折り曲げたり破ったりしないでください。
• 解答欄以外には記入しないでください。

8. 解答用紙、問題用紙を裏向けで配布しますので、開始の合図で書き始めてください。
9. 問題用紙の印刷が不明瞭な部分があれば申し出てください。

10. 書き終えたら、必ず受験番号と氏名の確認をしてください。受験番号の無記入、誤記入は無効となります。
11. 試験中は原則として途中退室は認めません。また早く終わっても終了時間が来るまでは退室できません。
12. 試験途中で体調が悪くなった場合は、すぐに試験監督に申し出てください。

◆ 面接試験について
1. 面接会場及び予定時間は、受付でお渡しした案内に記載がありますので、自分の受験番号で確認してください。
2. 面接会場には係員が誘導しますので、受験番号を呼ばれるまで、決められた待機教室でお待ちください。
3. 待機中、トイレなどの入退室は可能ですが予定時刻の10分前には席に戻るようにしてください。
4. 面接時間は前後する場合がありますので時間に余裕を持って着席してください。
5. 面接終了後は解散となり、教室には戻りませんので持ち物を持って移動してください。
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AO エントリー受付票 記載例
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AO エントリーシート 記載例



入学検定料 振込方法
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入学願書　記載例



27



28

AO エントリーについて
1. エントリー期間は、以下の通りです。 

Ⅰ期 ： 2018年 6 月18日(月)～ 9 月18日(火）〈消印有効・持参可〉 
Ⅱ期 ： 2018年 9 月25日(火)～10月30日(火）〈消印有効・持参可〉 
Ⅲ期 ： 2018年11月12日(月)～11月27日(火）〈消印有効・持参可〉

2. 選考内容は「事前課題」と「面接」があります。

3. 選考日は以下の通りです。
Ⅰ期 ： ① 7 月 7 日(土)　　② 7 月22日(日)　　③8月 7 日(火) 
 ④ 8 月24日(金)　　⑤ 9 月22日(土)

Ⅱ期 ： ①10月21日(日)　　②11月 3 日（土）

Ⅲ期 ：    12月 2 日(日)　 

※詳しくはP9「AOエントリー」を参照ください。



入試当日は、この「学生募集要項」を携行してください。

試験会場への交通案内

各地からの所要時間

〒510-0854　三重県四日市市塩浜本町2-34　ユマニテク医療福祉大学校  入試係
TEL.059-349-6033 （月～金 9：00～17：00）

オープンキャンパス・学校見学・入試相談
www.humanitec-re.jp/

E-mail : info-re@humanitec.ac.jp

問合せ先

名古屋から
近鉄急行で塩浜まで41分
津から
近鉄急行で塩浜まで25分
伊勢から
近鉄急行で塩浜まで62分
豊橋から
名鉄特急で名古屋まで54分
近鉄急行で塩浜まで41分
岐阜から
JR快速で名古屋まで20分
近鉄急行で塩浜まで41分
養老から
養老鉄道で桑名まで50分
近鉄急行で塩浜まで19分
高山から
JR特急で名古屋まで140分
近鉄急行で塩浜まで41分
尾鷲から
JR特急で四日市まで120分
近鉄急行で塩浜まで3分

近鉄塩浜駅より徒歩3分


