令和 ５ 年度入学生

学生募集要項

公益社団法人 滋賀県私立病院協会立

滋賀県堅田看護専門学校

❧ 看護師の道をめざしているあなたへ

✴✴✴✴✴

✿ 「看護師」は･････
人々の心身の健康を守ることを通じて社会に貢献するとともに、あなたご自
身の人生をより豊かにするやりがいのある職業です。

✿ 滋賀県堅田看護専門学校は･････
県内の民間病院で構成する公益社団法人滋賀県私立病院協会が、厚
生労働大臣ならびに滋賀県知事の認可を受けて、平成３年４月に開校し
た「３年課程・全日制」の看護師養成校です。

✿ 滋賀県堅田看護専門学校は･････
会員病院から運営協力病院を募り、資金や人材をかけて運営協力病院
にとって重要なスタッフである優秀な看護師を養成することを目的に、運営
しています。

✿ 滋賀県堅田看護専門学校の運営協力病院は･････
看護師国家資格取得のため学業に専念できるよう、充実した実習施設な
らびに独自の奨学金制度による学生への支援を積極的に行っています。

✿ 公益社団法人滋賀県私立病院協会
ならびに滋賀県堅田看護専門学校の願いは･････
看護の知識と技術を修得し、看護師国家資格を得ることはもちろんのこと、
人間としてより大きく成長し、社会に貢献してほしいと願っております。

✿ 看護師の道をめざしているあなたへ･････
ぜひ、30年を超える伝統と実績のある本校で“あなたの夢”を実現してください。
お待ちしております。

募集学科・修業年限・定員・卒業後の資格
学 科

修業年限

定 員

看護学科

３年

50名

卒業後の資格

❑看護師国家試験受験資格
❑保健師・助産師学校受験資格

入学試験日程
試験区分

出願期間

入学試験日

合格発表日

入学手続締切

指定校推薦
入学試験
推

公募推薦
入学試験

薦

令和４年
令和４年
令和４年
令和４年
11月１日（火）～11月８日（火）
11月14日（月） 11月22日（火） 11月29日（火）
-当日消印有効-

社会人推薦
入学試験
一般入学試験
令和５年
（前期）
令和４年
１月６日（金）
12月１日(木)～12月15日(木)
社会人
-当日消印有効- 令和５年
一
１月７日（土）
入学試験

般
一般入学試験
（後期）

令和５年
令和５年
１月17日（火）
１月24日（火）

令和５年
令和５年
令和５年
２月２日（木）～２月14日（火）
２月25日（土）
３月８日（水）
-当日消印有効-

令和５年
３月15日（水）

出願にあたっての注意事項
① 願書および受験票の氏名・生年月日は、戸籍抄本通りに楷書で記入してください。
② 写真（ﾀﾃ6.0cm×ﾖｺ4.0cm）は、脱帽上半身正面像で出願日前3ヵ月以内に撮影したものを願
書および受験票に貼り付けて下さい。（３枚必要）
③ 改姓により調査書等の氏名が異なる場合は、戸籍抄本を必ず添付して下さい。
（返却致します。）
④ 高校卒業後数年経過のため、調査書が発行されない場合はその旨を記載した書類を提出して
ください。
⑤ 出願書類は、「簡易書留」郵便にて送付してください。
⑥ 出願内容に不備があった場合は、受理できないことがあります。送付前に再度ご確認ください。
⑦ 出願手続きを完了した人には、受験票を交付（送付）します。
⑧ 受付した書類および入学検定料は返還しません。

試 験 会 場 滋賀県堅田看護専門学校 /JR湖西線堅田駅

下車 徒歩5分

入学検定料 10,000円（試験区分ごと・出願期間中に振込）
出願先

滋賀県堅田看護専門学校 入試事務局
〒520-0232 滋賀県大津市真野1-12-30
TEL： 077-573-8545
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入学金、授業料等
入

学

350,000円

金

350,000円

教育充実費
授

業

初年度のみ

月額30,000円/6ヶ月分180,000円を前期と後期に納付していただきます。

料

施設整備費

初年度のみ

入学手続締切日までに所定の「振込依頼書」にて納付してください。

年間36万円

*在学中に授業料が改定された場合、改定時から新授業料が適用されます。

月額30,000円/6ヶ月分180,000円を前期と後期に納付していただきます。

年間36万円

＊本校運営協力病院奨学生の場合は、運営協力病院が負担します。

＊前期：４月～９月 後期：10月～３月

入学後の必要経費
教 科 書 代 １年次/約110,000円 ・ 2年次/約80,000円 ・ 3年次/約40,000円 （令和４年度実績）
実習衣代・体操服代等： 約40,000円（入学時）

そ

の

損害保険料： 約5,000円（年間）

他

国試対策費、学生行事費（スポーツ大会など）、実習にかかる交通費、感染対策費などが
別途必要です

入学願書等請求について
■郵送の場合
下記様式例を参考に、送付希望者の住所、氏名、希望する書類を記載した依頼書と、
必要な料金分の郵便小為替を同封して請求してください。

（様式例）

入学願書等の送付依頼書
下記の送付を希望します。
送付先

〒

住所

氏名
電話
□入学願書

無 料

□過去問題集（送料不要）

500円

■来校の場合
平日の午前9時から午後5時の間にお越しください。
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指定校推薦入学試験
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 本校を専願志望する者
③ 高等学校もしくは中等教育学校を令和5年3月に卒業見込の者
④ 本校が指定した高等学校長もしくは中等教育学校長が推薦する者
⑤ 評定平均値が3．2以上の者（男女を問わない）

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書 開封無効
5 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕
6

高等学校長もしくは中等教育学校長の
推薦書 〔様式第３号〕

□

出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

本校の指定校に限る。

□

入学試験日程等
■出願期間

令和４年11月１日（火）～11月８日（火）
<郵送の場合> 当日消印有効

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで

■入学試験日

令和４年11月14日（月）

■試験科目

面接試験

■選抜方法

面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

■合格発表

令和４年11月22日(火） 午前10時～午後５時

午前９時までに受付を終了すること

本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊推薦者には、後日結果を郵送いたします。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和４年１１月29日（火） -当日消印有効■
■
■
■

必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、合格を取消します。
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公募推薦入学試験
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 本校を専願志望する者
③ 高等学校もしくは中等教育学校を令和5年3月に卒業見込の者
④ 高等学校長もしくは中等教育学校長が推薦する者
⑤ 評定平均値が3．4以上の者

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書

開封無効

□

5 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕

出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

6

高等学校長もしくは中等教育学校長の
推薦書 〔様式第３号〕

□

入学試験日程等
■出願期間

令和４年11月１日（火）～11月８日（火）
<郵送の場合> 当日消印有効

■入学試験日

令和４年11月14日（月）

■試験科目

国語総合（古文・漢文除く）

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで
午前９時までに受付を終了すること

面接試験
■選抜方法

学科試験、面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

■合格発表

令和４年11月22日(火) 午前10時～午後５時
本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊推薦者には、後日結果を郵送いたします。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和４年11月29日（火） -当日消印有効■ 必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
■ 郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
■ 持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
■ 上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、合格を取消します。
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社会人推薦入学試験
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 本校を専願志望する者
③ 本校の運営協力病院長が推薦する者
④ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している者、およびそれらと同等の資格を有する者
⑤ 入学時に３年以上の社会人経験がある者
（短期大学または大学に在籍した期間は社会人経験に含む）
受験資格を満たすかどうか不明な方は、ご相談ください。
個別の入学資格審査が必要な方は、申請書を出願期間締切日の１か月前までに提出してください。

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書 開封無効
5

□

高等学校もしくは中等教育学校の
卒業証明書

□

6 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕

出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

本校の運営協力病院長の推薦状
7 〔様式第４号〕

本校の運営協力病院：11頁に掲載しています。

□

入学試験日程等
■出願期間

令和４年11月１日（火）～11月８日（火）
<郵送の場合> 当日消印有効

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで

■入学試験日

令和４年11月14日（月）

■試験科目

国語総合（古文・漢文除く）
数学Ⅰ・A（小数・分数の計算を含む）
面接試験
学科試験、面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

■選抜方法
■合格発表

午前９時までに受付を終了すること

令和４年11月22日(火） 午前10時～午後５時
本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊推薦者には、後日結果を郵送いたします。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和４年11月29日（火） -当日消印有効■
■
■
■

必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、合格を取消します。
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一般入学試験（前期）
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している者、または令和5年3月に卒業見込の者、およ
びそれらと同等の資格を有する者
（社会人の方も受験可）
受験資格を満たすかどうか不明な方は、ご相談ください。
個別の入学資格審査が必要な方は、申請書を出願期間締切日の１か月前までに提出してください。

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書 開封無効
5

高等学校もしくは中等教育学校の
卒業証明書

6 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕

□

令和5年３月卒業見込以外の方

□

出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

入学試験日程等
■出願期間

令和４年12月１日（木）～12月15日（木）
<郵送の場合> 当日消印有効

■入学試験日

令和５年１月６日（金）

■試験科目

国語総合（古文・漢文除く）

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで

午前９時までに受付を終了すること

数学Ⅰ・Ａ（小数・分数の計算を含む）
面接試験
■選抜方法
■合格発表

学科試験、面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

令和５年１月17日(火） 午前10時～午後５時
本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和５年１月24日（火） -当日消印有効■
■
■
■

必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、入学を辞退され
たものとして取り扱います。
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社会人入学試験
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している者、およびそれらと同等の資格を有する者
③ 入学時に３年以上の社会人経験がある者
（短期大学または大学に在籍した期間は社会人経験に含む）
受験資格を満たすかどうか不明な方は、ご相談ください。
個別の入学資格審査が必要な方は、申請書を出願期間締切日の１か月前までに提出してください。

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□
□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書 開封無効
5

高等学校もしくは中等教育学校の
卒業証明書

6 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕

□
出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

入学試験日程等
■出願期間

令和４年12月１日（木）～12月15日（木）
<郵送の場合> 当日消印有効

■入学試験日

令和５年１月７日（土）

■試験科目

一般教養

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで

午前９時までに受付を終了すること

面接試験
■選抜方法
■合格発表

学科試験、面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

令和５年１月17日(火） 午前10時～午後５時
本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和５年１月24日（火） -当日消印有効■
■
■
■

必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、入学を辞退され
たものとして取り扱います。
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一般入学試験（後期）
受験資格
① 看護師への志望が明確である者
② 高等学校もしくは中等教育学校を卒業している者、または令和5年3月に卒業見込の者、およ
びそれらと同等の資格を有する者
（社会人の方も受験可）
受験資格を満たすかどうか不明な方は、ご相談ください。
個別の入学資格審査が必要な方は、申請書を出願期間締切日の１か月前までに提出してください。

出願書類

※１ページの「出願にあたっての注意事項」をよくお読みください。
出願書類

注意事項

チェック欄

1 入学願書 〔様式第１号〕

出願者の写真を貼り付けてください。

□

2 受験票（正・副）

出願者の写真を貼り付けてください。

□

3 振込金領収書のコピー

所定の振込用紙にて納付し、振込金領収書の
コピーを同封してください。

□

4 高等学校もしくは中等教育学校の調査書 開封無効
5

高等学校もしくは中等教育学校の
卒業証明書

6 受験票送付用封筒 〔本校所定封筒〕

□

令和５年３月卒業見込以外の方

□

出願者の住所、氏名を記入し、簡易書留相当
額の切手を貼ってください。（簡易書留）

□

入学試験日程等
■出願期間

令和５年２月２日（木）～２月14日（火）
<郵送の場合> 当日消印有効

■入学試験日

令和５年２月25日（土）

■試験科目

国語総合（古文・漢文除く）

<持参の場合> 平日午前９時～午後５時まで

午前９時までに受付を終了すること

面接試験
■選抜方法
■合格発表

学科試験、面接試験および提出された書類の結果等を総合して判定します。

令和５年３月８日(水） 午前10時～午後５時
本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示いたします。
＊合否通知書を合格発表日に、本人宛に発送します。
＊電話でのお問い合わせには一切お答えできませんのでご了承ください。

■入学手続

締切日

令和５年３月15日（水） -当日消印有効■
■
■
■

必要な手続きは、合格者に別途ご案内します。
郵送の場合、「簡易書留」にて送付してください。
持参の場合、平日午前９時～午後５時の間に本校までご持参ください。
上記期限内に必要書類が本校に届いていない場合は、入学を辞退され
たものとして取り扱います。
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公益社団法人滋賀県私立病院協会立

滋賀県堅田看護専門学校

運営協力病院奨学金制度
学生全員を対象とした奨学金制度です

✲

✲
✲
✲

✲

運営協力病院奨学金制度とは･････
滋賀県堅田看護専門学校 に在学する学生で、卒業後運営協力病院（次頁）
の看護職員として就業したいと考えている方に、勉学を続けるのに必要な資金を運
営協力病院が貸与する制度です。
貸与を受けた運営協力病院に就業されたときは、返還猶予の後、一定の条件を
満たした場合は返還が免除されます。

貸与の条件は･････
滋賀県堅田看護専門学校卒業後、運営協力病院の看護職員として就業する
意志をお持ちの方なら貸与を受けられます。

奨学金制度貸与の手続きは･････

それぞれの運営協力病院では、独自の奨学金制度に関する規定を設けていま
す。この規定に基づき、看護奨学生として運営協力病院と契約することとなります。

看護奨学生になる運営協力病院の選択は･････
学生ご自身で選択、決定していただきます。
希望する病院に直接ご連絡していただき、病院訪問・面談等により制度や施設
の内容をご確認いただき、ご家族ともご相談の上、決めてください。

本制度に関するお問い合わせは･･･

滋賀県私立病院協会 〔TEL:077-572-3825〕
滋賀県堅田看護専門学校 〔TEL:077-573-8545〕 まで

公益社団法人

または



➣ その他の奨学金
一定の条件を満たした場合に限り、次の奨学金も併せて貸与を受けることができます。
①滋賀県看護職員修学資金

卒業後、滋賀県内の医療施設のうち、県が定める特定施設に看護職員として
業務に従事する意志を持っている方が対象です。
詳しくは、入学後に滋賀県主催の説明会が開催されます。
②日本学生支援機構奨学金

一定の基準を満たしている方の中から学校が推薦し、機構で決定されます。
詳しくは、入学後に説明します。
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公益社団法人滋賀県私立病院協会立

滋賀県堅田看護専門学校 運営協力病院名簿

大津・高島地区
施設名

〒

住所

電話番号

FAX番号

医療法人明和会 琵琶湖病院

520-0113 滋賀県大津市坂本1-8-5

077-578-2023 077-579-5487

医療法人藤樹会 滋賀里病院

520-0006 滋賀県大津市滋賀里1-18-41

077-522-5426 077-522-8291

医療法人弘英会 琵琶湖大橋病院

520-0232 滋賀県大津市真野5-1-29

077-573-4321 077-572-2858

山田整形外科病院

520-0242 滋賀県大津市本堅田5-22-27

077-573-0058 077-573-4688

医療法人良善会 ひかり病院

520-0002 滋賀県大津市際川3-35-1

077-522-5411 077-522-5419

520-0834 滋賀県大津市御殿浜22-33

077-526-2131 077-521-0676

520-2142 滋賀県大津市玉野浦4-21

077-543-1441 077-543-1445

520-1605 滋賀県高島市今津町南新保87-1

0740-22-2238 0740-22-5125

520-1822 滋賀県高島市マキノ町新保1097

0740-27-0099 0740-27-1840

525-0059 滋賀県草津市野路5-2-39

077-562-0724 077-562-4153

525-8585 滋賀県草津市矢橋町1660

077-563-8866 077-565-9313

520-2433 滋賀県野洲市八夫2077

077-589-5155 077-589-5585

一般社団法人 水口病院

528-0031 滋賀県甲賀市水口町本町2-2-43

0748-62-1212 0748-62-1215

医療法人社団仁生会 甲南病院

520-3321 滋賀県甲賀市甲南町葛木958

0748-86-3131 0748-86-4131

医療法人社団美松会 生田病院

520-3242 滋賀県湖南市菩提寺104-13

0748-74-8577 0748-74-3311

523-8503 滋賀県近江八幡市鷹飼町744

0748-33-7101 0748-32-7725

523-8523 滋賀県近江八幡市北之庄町492

0748-32-5211 0748-32-2152

529-1642 滋賀県蒲生郡日野町上野田200-1

0748-53-1201 0748-53-1455

医療法人幸生会

琵琶湖中央リハビリテーション病院
医療法人社団 瀬田川病院
一般社団法人近江愛隣園

今津病院

医療法人 マキノ病院

草津・野洲地区
医療法人芙蓉会 南草津病院
社会医療法人誠光会

淡海医療センター

（本年度の奨学生募集は停止しています。）

医療法人周行会 湖南病院

甲賀地区

近江八幡・蒲生・東近江地区
公益財団法人青樹会 滋賀八幡病院
ｳﾞｫｰﾘｽﾞ記念病院

公益財団法人近江兄弟社

医療法人社団昴会 日野記念病院
特定医療法人敬愛会

東近江敬愛病院

527-0025 滋賀県東近江市八日市東本町8-16 0748-22-2222 0748-22-2221

医療法人社団幸信会

青葉病院

527-0039 滋賀県東近江市青葉町1-36

0748-20-1110 0748-23-6261

公益財団法人 豊郷病院

529-1168 滋賀県犬上郡豊郷町八目12

0749-35-3001 0749-35-2159

医療法人恭昭会 彦根中央病院

522-0054 滋賀県彦根市西今町421

0749-23-1211 0749-24-5405

医療法人友仁会 友仁山崎病院

522-0044 滋賀県彦根市竹ヶ鼻80

0749-23-1800 0749-23-1928

社会福祉法人青祥会 セフィロト病院

526-0045 滋賀県長浜市寺田町257

0749-62-1652 0749-65-0870

彦根・長浜地区

― 11 ―

MEMO

イメージキャラクター“カタピョン”

― 12 ―

ACCESS
JR湖西線

京都駅

山科駅経由湖西線にて

近江今津駅

堅
田
駅

約19分（新快速）

約29分（新快速）

草津駅
山科駅にて湖西線に乗換
約45分（新快速）

●JR湖西線堅田駅より徒歩５分
至 近江舞子
至 琵琶湖大橋

賀

︶

滋

真野 IC

★

琵琶湖大橋

堅田

湖西
線

JR

湖西
道路
R

JR琵琶湖線

津

1

558

大津
京

16

琵琶湖

草

至 山科

滋賀県
堅田看護
専門学校

558 161

堅田駅

★

県 道

︵旧国道

湖西線

JR

地下鉄東西線
山科

京都

大津

京都東 IC

大津 IC

東海道新幹線
名神高速道路

近江大橋
草津 JCT

石山

新名神高速道路
瀬田東 JCT

京滋バイパス

イメージキャラクター“カタピョン”

〒520-0232

滋賀県大津市真野1-12-30

TEL.077-573-8545

FAX.077-573-8726

httpｓ://www.katata-kango.ac.jp

