
 

医療法人樹心会 採用試験のご案内 

 

医療法人樹心会は玉村町にある唯一の病院であり、病院のほか関連施設として老健・特養・介

護施設等を多数有し、地域医療・福祉に力を入れています。 

当院では研修体制、院内保育等勤務環境を整えて、地域の健康増進ならびに医療・福祉の向上

を図るため、患者様とそのご家族のことを第一に考えることのできる、心あたたかなサービスの

提供ができる職員を募集いたします。 

就職を希望される方は、下記要項により必要書類を添えて角田病院へ提出してください。 

採用時期 2022 年 4 月 1 日 

募集職種 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、介護福祉士、介護士 

受験資格 上記職種必要資格保有者または 2022 年資格取得見込みの方 

勤務形態 正職員 

試験会場 角田病院 併設 老健たまむら 

試験日 第一回 2021 年 6 月 26 日(土)   【応募締切： 6 月 16 日(水)】 

第二回 2021 年 8 月 28 日(土)     【応募締切： 8 月 18 日(水)】 

第三回 2021 年 10 月 30 日(土)   【応募締切：10 月 20 日(水)】 

※10 月 30 日(土)以降は随時対応 

第四回 2021 年 12 月 4 日(土)   【応募締切：11 月 24 日(水)】 

※これ以降は随時募集となります。募集定員に達し次第終了となりますのでご了承願います。 

※勤務形態等詳細は職種により異なるため、施設見学またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

◆申し込み方法                                   

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

（１）郵送による申し込み（必ず特定記録または簡易書留で申し込んでください） 

提出書類を同封した封筒の表面に『採用試験受験申込書在中』と朱書きし、裏

面に受験者の住所・氏名を記入してください。 

 【郵送先】〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

      医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 宛 

  指定の郵便方法以外での事故については、一切の責任を負いません。 

 

（２）角田病院 総務課に持参する申し込み 

〔土・日曜日・祝日を除く。午前 8時 30 分～午後 17 時 00 分〕 

 

 

 

 



 

◆提出書類                                       

① 履歴書 

② 卒業見込証明書・成績証明書 

※既卒者は上記を省略し、資格免許証の写しを提出 

※履歴書は本人が記入してください。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。 

※尚、試験当日のご案内を送信させていただきますので、必ず履歴書にメールアドレスを記載 

 いただきますよう、お願いいたします。 

※履歴書に記載された個人情報は、採用に関する事務以外の目的には使用いたしません。 

※提出書類に不備等がありますと、受付できない場合がありますのでご注意ください。 

※受験に際して、日程が合わない等ある場合、不明な点は総務課までご相談ください。 

 

◆選考方法                                       

一次選考：書類 

二次選考：面接・小論文（職種により免除） 

 

◆合格発表                                       

合否にかかわらず受験者全員に試験実施後 1か月程度で文書にて通知いたします。 

 

◆その他                                       

（１）試験当日は、HB の鉛筆数本、またはシャープペンシル、消しゴムを持参して 

ください。 

（２）集合時間までに受付を済ませてください。また、携帯電話等の使用は禁止します。 

   試験中は電源を切るか無音設定にしていただきますようお願いいたします。 

 

◆試験会場                                       

≪所在地≫ 住所：〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

名称：角田病院 併設 老健 たまむら 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

◆書類提出先およびお問い合わせ                                      

医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 

〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

電話 0270-65-1821（総務課直通） 

お問い合わせメールアドレス kyujin@tsunoda.or.jp 

老健入り口よりお入りください。 

受験者駐車場 
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護施設等を多数有し、地域医療・福祉に力を入れています。 

当院では研修体制、院内保育等勤務環境を整えて、地域の健康増進ならびに医療・福祉の向上

を図るため、患者様とそのご家族のことを第一に考えることのできる、心あたたかなサービスの

提供ができる職員を募集いたします。 

就職を希望される方は、下記要項により必要書類を添えて角田病院へ提出してください。 

採用時期 2022 年 4 月 1 日 

募集職種 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、介護福祉士、介護士 

受験資格 上記職種必要資格保有者または 2022 年資格取得見込みの方 

勤務形態 正職員 

試験会場 角田病院 併設 老健たまむら 

試験日 第一回 2021 年 6 月 26 日(土)   【応募締切： 6 月 16 日(水)】 
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第三回 2021 年 10 月 30 日(土)   【応募締切：10 月 20 日(水)】 

※10 月 30 日(土)以降は随時対応 

第四回 2021 年 12 月 4 日(土)   【応募締切：11 月 24 日(水)】 

※これ以降は随時募集となります。募集定員に達し次第終了となりますのでご了承願います。 

※勤務形態等詳細は職種により異なるため、施設見学またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

◆申し込み方法                                   

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

（１）郵送による申し込み（必ず特定記録または簡易書留で申し込んでください） 

提出書類を同封した封筒の表面に『採用試験受験申込書在中』と朱書きし、裏

面に受験者の住所・氏名を記入してください。 

 【郵送先】〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

      医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 宛 

  指定の郵便方法以外での事故については、一切の責任を負いません。 

 

（２）角田病院 総務課に持参する申し込み 

〔土・日曜日・祝日を除く。午前 8時 30 分～午後 17 時 00 分〕 

 

 

 

 



 

◆提出書類                                       

① 履歴書 

② 卒業見込証明書・成績証明書 

※既卒者は上記を省略し、資格免許証の写しを提出 

※履歴書は本人が記入してください。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。 

※尚、試験当日のご案内を送信させていただきますので、必ず履歴書にメールアドレスを記載 
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（２）集合時間までに受付を済ませてください。また、携帯電話等の使用は禁止します。 

   試験中は電源を切るか無音設定にしていただきますようお願いいたします。 
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≪所在地≫ 住所：〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 
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医療法人樹心会は玉村町にある唯一の病院であり、病院のほか関連施設として老健・特養・介

護施設等を多数有し、地域医療・福祉に力を入れています。 

当院では研修体制、院内保育等勤務環境を整えて、地域の健康増進ならびに医療・福祉の向上

を図るため、患者様とそのご家族のことを第一に考えることのできる、心あたたかなサービスの

提供ができる職員を募集いたします。 

就職を希望される方は、下記要項により必要書類を添えて角田病院へ提出してください。 

採用時期 2022 年 4 月 1 日 

募集職種 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、介護福祉士、介護士 

受験資格 上記職種必要資格保有者または 2022 年資格取得見込みの方 

勤務形態 正職員 

試験会場 角田病院 併設 老健たまむら 

試験日 第一回 2021 年 6 月 26 日(土)   【応募締切： 6 月 16 日(水)】 
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第三回 2021 年 10 月 30 日(土)   【応募締切：10 月 20 日(水)】 

※10 月 30 日(土)以降は随時対応 

第四回 2021 年 12 月 4 日(土)   【応募締切：11 月 24 日(水)】 

※これ以降は随時募集となります。募集定員に達し次第終了となりますのでご了承願います。 

※勤務形態等詳細は職種により異なるため、施設見学またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

◆申し込み方法                                   

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

（１）郵送による申し込み（必ず特定記録または簡易書留で申し込んでください） 

提出書類を同封した封筒の表面に『採用試験受験申込書在中』と朱書きし、裏

面に受験者の住所・氏名を記入してください。 

 【郵送先】〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

      医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 宛 

  指定の郵便方法以外での事故については、一切の責任を負いません。 

 

（２）角田病院 総務課に持参する申し込み 

〔土・日曜日・祝日を除く。午前 8時 30 分～午後 17 時 00 分〕 

 

 

 

 



 

◆提出書類                                       

① 履歴書 

② 卒業見込証明書・成績証明書 

※既卒者は上記を省略し、資格免許証の写しを提出 

※履歴書は本人が記入してください。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。 
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ください。 

（２）集合時間までに受付を済ませてください。また、携帯電話等の使用は禁止します。 

   試験中は電源を切るか無音設定にしていただきますようお願いいたします。 
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≪所在地≫ 住所：〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

名称：角田病院 併設 老健 たまむら 
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医療法人樹心会 採用試験のご案内 

 

医療法人樹心会は玉村町にある唯一の病院であり、病院のほか関連施設として老健・特養・介

護施設等を多数有し、地域医療・福祉に力を入れています。 

当院では研修体制、院内保育等勤務環境を整えて、地域の健康増進ならびに医療・福祉の向上

を図るため、患者様とそのご家族のことを第一に考えることのできる、心あたたかなサービスの

提供ができる職員を募集いたします。 

就職を希望される方は、下記要項により必要書類を添えて角田病院へ提出してください。 

採用時期 2022 年 4 月 1 日 

募集職種 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、介護福祉士、介護士 

受験資格 上記職種必要資格保有者または 2022 年資格取得見込みの方 

勤務形態 正職員 

試験会場 角田病院 併設 老健たまむら 

試験日 第一回 2021 年 6 月 26 日(土)   【応募締切： 6 月 16 日(水)】 

第二回 2021 年 8 月 28 日(土)     【応募締切： 8 月 18 日(水)】 

第三回 2021 年 10 月 30 日(土)   【応募締切：10 月 20 日(水)】 

※10 月 30 日(土)以降は随時対応 

第四回 2021 年 12 月 4 日(土)   【応募締切：11 月 24 日(水)】 

※これ以降は随時募集となります。募集定員に達し次第終了となりますのでご了承願います。 

※勤務形態等詳細は職種により異なるため、施設見学またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

◆申し込み方法                                   

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

（１）郵送による申し込み（必ず特定記録または簡易書留で申し込んでください） 

提出書類を同封した封筒の表面に『採用試験受験申込書在中』と朱書きし、裏

面に受験者の住所・氏名を記入してください。 

 【郵送先】〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

      医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 宛 

  指定の郵便方法以外での事故については、一切の責任を負いません。 

 

（２）角田病院 総務課に持参する申し込み 

〔土・日曜日・祝日を除く。午前 8時 30 分～午後 17 時 00 分〕 

 

 

 

 



 

◆提出書類                                       

① 履歴書 

② 卒業見込証明書・成績証明書 

※既卒者は上記を省略し、資格免許証の写しを提出 

※履歴書は本人が記入してください。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。 

※尚、試験当日のご案内を送信させていただきますので、必ず履歴書にメールアドレスを記載 

 いただきますよう、お願いいたします。 

※履歴書に記載された個人情報は、採用に関する事務以外の目的には使用いたしません。 

※提出書類に不備等がありますと、受付できない場合がありますのでご注意ください。 

※受験に際して、日程が合わない等ある場合、不明な点は総務課までご相談ください。 

 

◆選考方法                                       

一次選考：書類 

二次選考：面接・小論文（職種により免除） 

 

◆合格発表                                       

合否にかかわらず受験者全員に試験実施後 1か月程度で文書にて通知いたします。 

 

◆その他                                       

（１）試験当日は、HB の鉛筆数本、またはシャープペンシル、消しゴムを持参して 

ください。 

（２）集合時間までに受付を済ませてください。また、携帯電話等の使用は禁止します。 

   試験中は電源を切るか無音設定にしていただきますようお願いいたします。 

 

◆試験会場                                       

≪所在地≫ 住所：〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

名称：角田病院 併設 老健 たまむら 
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お問い合わせメールアドレス kyujin@tsunoda.or.jp 

老健入り口よりお入りください。 

受験者駐車場 



 

医療法人樹心会 採用試験のご案内 

 

医療法人樹心会は玉村町にある唯一の病院であり、病院のほか関連施設として老健・特養・介

護施設等を多数有し、地域医療・福祉に力を入れています。 

当院では研修体制、院内保育等勤務環境を整えて、地域の健康増進ならびに医療・福祉の向上

を図るため、患者様とそのご家族のことを第一に考えることのできる、心あたたかなサービスの

提供ができる職員を募集いたします。 

就職を希望される方は、下記要項により必要書類を添えて角田病院へ提出してください。 

採用時期 2022 年 4 月 1 日 

募集職種 薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

社会福祉士、介護福祉士、介護士 

受験資格 上記職種必要資格保有者または 2022 年資格取得見込みの方 

勤務形態 正職員 

試験会場 角田病院 併設 老健たまむら 

試験日 第一回 2021 年 6 月 26 日(土)   【応募締切： 6 月 16 日(水)】 

第二回 2021 年 8 月 28 日(土)     【応募締切： 8 月 18 日(水)】 

第三回 2021 年 10 月 30 日(土)   【応募締切：10 月 20 日(水)】 

※10 月 30 日(土)以降は随時対応 

第四回 2021 年 12 月 4 日(土)   【応募締切：11 月 24 日(水)】 

※これ以降は随時募集となります。募集定員に達し次第終了となりますのでご了承願います。 

※勤務形態等詳細は職種により異なるため、施設見学またはお電話でお問い合わせください。 

 

 

◆申し込み方法                                   

次のいずれかの方法でお申し込みください。 

 

（１）郵送による申し込み（必ず特定記録または簡易書留で申し込んでください） 

提出書類を同封した封筒の表面に『採用試験受験申込書在中』と朱書きし、裏

面に受験者の住所・氏名を記入してください。 

 【郵送先】〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

      医療法人樹心会 角田病院 総務課採用担当 宛 

  指定の郵便方法以外での事故については、一切の責任を負いません。 

 

（２）角田病院 総務課に持参する申し込み 

〔土・日曜日・祝日を除く。午前 8時 30 分～午後 17 時 00 分〕 

 

 

 

 



 

◆提出書類                                       

① 履歴書 

② 卒業見込証明書・成績証明書 

※既卒者は上記を省略し、資格免許証の写しを提出 

※履歴書は本人が記入してください。また、提出書類は一切返却しませんのでご了承ください。 

※尚、試験当日のご案内を送信させていただきますので、必ず履歴書にメールアドレスを記載 

 いただきますよう、お願いいたします。 

※履歴書に記載された個人情報は、採用に関する事務以外の目的には使用いたしません。 

※提出書類に不備等がありますと、受付できない場合がありますのでご注意ください。 

※受験に際して、日程が合わない等ある場合、不明な点は総務課までご相談ください。 
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（２）集合時間までに受付を済ませてください。また、携帯電話等の使用は禁止します。 

   試験中は電源を切るか無音設定にしていただきますようお願いいたします。 
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≪所在地≫ 住所：〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町上新田 675-4 

名称：角田病院 併設 老健 たまむら 
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