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募募 集集 要要 項項

年年度度入入学学者者選選抜抜「「入入学学検検定定料料免免除除」」特特別別措措置置

新型コロナウイルス感染症の影響拡大・長期化を踏まえ、特別措置として全入学者選抜 年 月入学生対

象 全てにおいて、受験生が負担している検定料を無条件で「免除」します。

１．対象となる入試・・・ 年度入学者選抜におけるすべての入試

２．対象者・・・・・・・ 年度入学者選抜への出願者

３．内容・・・・・・・・入学検定料をすべて免除

１１．．看看護護学学科科（（入入学学定定員員・・募募集集定定員員・・求求めめるる学学生生像像・・出出願願資資格格））

入入学学定定員員（（男男女女共共学学））

学科 コース 修業年限 定員

看護学科 昼間 ３年 ６０名

募募集集定定員員

特別推薦Ａ

（社会人枠含む）

特別推薦Ｂ

（社会人枠含む）

推薦

（社会人枠含む）

前期

（社会人枠含む）

中期

（社会人枠含む）

後期

（社会人枠含む）

１０名 １５名 １０名 １６名 ６名 ３名 

アアドドミミッッシショョンンポポリリシシーー 求求めめるる学学生生像像

想像力をもち相手の立場に立って考えられる人

自己を振り返り、改善を試みることができる人

常に向上心をもち、学ぶ姿勢を持ち続けることができる人

心身ともに健康で忍耐力のある人

周りの人と助け合うことができる協調性のある人

出出願願資資格格

（１）高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者（２０２３年３月卒業見込みの者を含む。）

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者ならびに通常の課程以外の課程によりこれに相当する

学校教育を修了した者（２０２３年３月末までにこれに該当する見込みの者を含む。）

（３）外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し

た者（２０２３年３月末までにこれに該当する見込みの者を含む。）

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修

了した者（２０２３年３月末までにこれに該当する見込みの者を含む。）

（５）文部科学大臣の指定した者（２０２３年３月末までにこれに該当する見込みの者を含む。）

（６）高等学校卒業程度認定試験規則 平成１７年文部科学省令１号 により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（２０２３年３月合格見込みの者を含む）（大学入学資格検定に合格した者を含む。）

（７）本校の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者で、１８歳に達した

者（なお、この適用を希望される方は、出願開始１ヶ月前までにご相談ください。）

※特別推薦Ａ・Ｂ（社会人枠）、推薦（社会人枠）、前期（社会人枠）、中期（社会人枠）、後期（社会人枠）

入試については、上記の １ から ７ のいずれかの条件と社会人の経験を３年以上有することを満たす者。
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入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日

(締切日必着)

特別推薦A

10名
10月  3日（月）

〜
10月14日（金）

・志願票類※1　・自己推薦書
・推薦書　　　・調査書
・卒業証明書※3 10月23日（日）

〔集合 9：30〕 11月1日（火）
＜一括手続＞
12月1日（木）特別推薦A

（社会人枠）
・志願票類※1　・自己推薦書
・卒業証明書等※4

入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日

(締切日必着)

特別推薦B

15名
11月  1日（火） 

〜
11月11日（金） 

・志願票類※1  　･自己推薦書
･推薦書　　　 ･調査書 
･卒業証明書※3  11月19日（土）

〔集合 9：30〕 12月1日（木） ＜一括手続＞
12月21日（水）

特別推薦B
（社会人枠）

・志願票類※1　・自己推薦書
・卒業証明書等※4

特別推薦A

○書類審査（調査書・自己推薦書）　○科目試験　小論文
○面接（個人面接）
【配点】調査書50点　科目100点の150点満点 
面接は総合判定資料、自己推薦書は参考資料として合否に用いる。

・専願
・現役、既卒は問わない
・全体の評定平均値3.8以上

特別推薦A
（社会人枠）

○書類審査（自己推薦書）　○科目試験　小論文
○面接（個人面接）
【配点】科目100点の100点満点
面接は総合判定資料、自己推薦書は参考資料として合否に用いる。

・専願
・社会人の経験が3年以上

特別推薦B

○書類審査（調査書・自己推薦書）
○科目試験
〈選択科目〉国語総合（近代以降の文章）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
　　　　　英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、 小論文の４つから１科目
○面接（集団面接）
【配点】調査書50点　選択科目100点の150点満点
面接は総合判定資料、自己推薦書は参考資料として合否に用いる

・専願
・現役、既卒は問わない
・全体の評定平均値3.6以上
・選択科目は当日選択

特別推薦B
（社会人枠）

○書類審査（自己推薦書）
○科目試験
〈選択科目〉国語総合（近代以降の文章）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
　　　　   英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、小論文の４つから１科目
○面接（集団面接）
【配点】選択科目100点の100点満点
面接は総合判定資料、自己推薦書は参考資料として合否に用いる。

・専願
・社会人の経験が3年以上
・選択科目は当日選択

選考内容

選考内容

■特別推薦A・特別推薦A（社会人枠）

■特別推薦B・特別推薦B（社会人枠）

２２．．入入試試実実施施要要項項

入試区分 募集定員 願書受付 
(締切日必着) 

出願時 
提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日  

(締切日必着) 

特別推薦Ａ 

１０名 
10 月 3日(月) 

～ 
10 月 14日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 10月23日(日) 
〔集合9:30〕 

11月1日(火) 
＜一括手続＞ 
12 月 1 日(木) 

特別推薦Ａ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

特別推薦Ｂ 

１５名 
11 月 1日(火) 

～ 
11 月 11日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 11月19日(土) 
〔集合9:30〕 

12月1日(木) 
＜一括手続＞ 
12月21日(水) 

特別推薦Ｂ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

推薦 

１０名 
11 月 25日(金) 

～ 
12 月 9日(金) 

･志願票類※1 ･推薦書 
･調査書

･卒業証明書※3 12月17日(土) 
〔集合9:30〕 

12 月24日(土) 

＜一次手続＞ 
1 月 25 日(水) 
＜二次手続＞ 
2 月 24 日(金) 推薦 

（社会人枠） 
･志願票類※1 
･卒業証明書等※4 

前期 

１６名 
1 月 5日(木) 

～ 
1月 20日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月2日(木) 
〔集合9:30〕 

2月13日(月) 

＜一次手続＞ 
2 月 24 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 17 日(金) 前期 

（社会人枠） 

中期 

６名 
1月 23日(月) 

～ 
2月 10日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月18日(土) 
〔集合9:30〕 

2月25日(土) 

＜一次手続＞ 
3 月 10 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 22 日(水) 中期 

（社会人枠） 

後期 

３名 
2月 13日(月) 

～ 
3 月 3日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

3 月11日(土) 
〔集合9:30〕 

3月18日(土) 
＜一括手続＞ 
3 月 24 日(金) 

後期 
（社会人枠） 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。 
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願表(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後 5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。 
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。 

２２．．入入試試実実施施要要項項

入試区分 募集定員 願書受付 
(締切日必着) 

出願時 
提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日  

(締切日必着) 

特別推薦Ａ 

１０名 
10 月 3日(月) 

～ 
10 月 14日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 10月23日(日) 
〔集合9:30〕 

11月1日(火) 
＜一括手続＞ 
12 月 1 日(木) 

特別推薦Ａ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

特別推薦Ｂ 

１５名 
11 月 1日(火) 

～ 
11 月 11日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 11月19日(土) 
〔集合9:30〕 

12月1日(木) 
＜一括手続＞ 
12月21日(水) 

特別推薦Ｂ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

推薦 

１０名 
11 月 25日(金) 

～ 
12 月 9日(金) 

･志願票類※1 ･推薦書 
･調査書

･卒業証明書※3 12月17日(土) 
〔集合9:30〕 

12 月24日(土) 

＜一次手続＞ 
1 月 25 日(水) 
＜二次手続＞ 
2 月 24 日(金) 推薦 

（社会人枠） 
･志願票類※1 
･卒業証明書等※4 

前期 

１６名 
1 月 5日(木) 

～ 
1月 20日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月2日(木) 
〔集合9:30〕 

2月13日(月) 

＜一次手続＞ 
2 月 24 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 17 日(金) 前期 

（社会人枠） 

中期 

６名 
1月 23日(月) 

～ 
2月 10日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月18日(土) 
〔集合9:30〕 

2月25日(土) 

＜一次手続＞ 
3 月 10 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 22 日(水) 中期 

（社会人枠） 

後期 

３名 
2月 13日(月) 

～ 
3 月 3日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

3 月11日(土) 
〔集合9:30〕 

3月18日(土) 
＜一括手続＞ 
3 月 24 日(金) 

後期 
（社会人枠） 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。 
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願表(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後 5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。 
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願票(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。
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入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日

(締切日必着)

推薦

10名
11月25日（金）

〜
12月  9日（金）

・志願票類※1　・推薦書
・調査書　・卒業証明書※3

12月17日（土）
〔集合 9：30〕 12月24日（土）

＜一次手続＞
1月25日（水）

＜二次手続＞
2月24日（金）

推薦
（社会人枠）

・志願票類※1
・卒業証明書等※4

入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日

(締切日必着)

前期

16名
1月  5日（木）

〜
1月20日（金） 

・志願票類※1  
･調査書※2 
・卒業証明書等※4

2月2日（木）
〔集合 9：30〕 2月13日（月）

＜一次手続＞
2月24日（金）

＜二次手続＞
3月17日（金）

前期
（社会人枠）

推薦

〇書類審査（調査書）
○科目試験
〈必須科目〉国語総合（近代以降の文章）
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、
　　　　　小論文の３つから１科目
【配点】調査書50点　必須科目・選択科目各100点の250点満点

・併願可
・現役・既卒は問わない
・国語必須
・選択科目は当日選択

推薦
（社会人枠）

科目試験
〈選択科目〉国語総合（近代以降の文章）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
　　　　　英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A、小論文の４つから１科目
【配点】選択科目100点の100点満点

・併願可
・社会人の経験が3年以上
・選択科目は当日選択

前期

○科目試験
〈必須科目〉国語総合（近代以降の文章）
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 　　　　　  
　　　　　生物基礎・生物、化学基礎の４つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・現役・既卒は問わない
・国語必須
・選択科目は当日選択

前期
（社会人枠）

○科目試験
〈必須科目〉国語総合（近代以降の文章）
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 
　　　  　  生物基礎・生物、化学基礎、小論文の５つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・社会人の経験が3 年以上
・国語必須
・選択科目は当日選択

選考内容

選考内容

■推薦・推薦（社会人枠）

■前期・前期（社会人枠）

２２．．入入試試実実施施要要項項

入試区分 募集定員 願書受付 
(締切日必着) 

出願時 
提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日  

(締切日必着) 

特別推薦Ａ 

１０名 
10 月 3日(月) 

～ 
10 月 14日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 10月23日(日) 
〔集合9:30〕 

11月1日(火) 
＜一括手続＞ 
12 月 1 日(木) 

特別推薦Ａ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

特別推薦Ｂ 

１５名 
11 月 1日(火) 

～ 
11 月 11日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 11月19日(土) 
〔集合9:30〕 

12月1日(木) 
＜一括手続＞ 
12月21日(水) 

特別推薦Ｂ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

推薦 

１０名 
11 月 25日(金) 

～ 
12 月 9日(金) 

･志願票類※1 ･推薦書 
･調査書

･卒業証明書※3 12月17日(土) 
〔集合9:30〕 

12 月24日(土) 

＜一次手続＞ 
1 月 25 日(水) 
＜二次手続＞ 
2 月 24 日(金) 推薦 

（社会人枠） 
･志願票類※1 
･卒業証明書等※4 

前期 

１６名 
1 月 5日(木) 

～ 
1月 20日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月2日(木) 
〔集合9:30〕 

2月13日(月) 

＜一次手続＞ 
2 月 24 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 17 日(金) 前期 

（社会人枠） 

中期 

６名 
1月 23日(月) 

～ 
2月 10日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月18日(土) 
〔集合9:30〕 

2月25日(土) 

＜一次手続＞ 
3 月 10 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 22 日(水) 中期 

（社会人枠） 

後期 

３名 
2月 13日(月) 

～ 
3 月 3日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

3 月11日(土) 
〔集合9:30〕 

3月18日(土) 
＜一括手続＞ 
3 月 24 日(金) 

後期 
（社会人枠） 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。 
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願表(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後 5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。 
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願票(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。
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入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 合格発表日

(締切日必着)

中期

6名
1月23日（月）

〜
2月10日（金）

・志願票類※1  
･調査書※2
・卒業証明書等※4

2月18日（土）
〔集合 9：30〕 2月25日（土）

＜一次手続＞
3月10日（金）

＜二次手続＞
3月22日（水）

中期
（社会人枠）

入試区分 募集定員 願書受付
（締切日必着） 出願時提出書類 入試日 合格発表日 合格発表日

(締切日必着)

後期

3名
2月13日（月）

〜
3月  3日（金）

・志願票類※1  
･調査書※2 
・卒業証明書等※4

3月11日（土）
〔集合 9：30〕 3月18日（土）

＜一括手続＞
3月24日（金）後期

（社会人枠）

中期

○科目試験
〈必須科目〉国語総合(近代以降の文章)
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 　　　　　  
　　　　　生物基礎・生物、化学基礎の４つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・現役・既卒は問わない
・国語必須
・選択科目は当日選択

中期
（社会人枠）

○科目試験
〈必須科目〉国語総合(近代以降の文章)
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 
　　　　　生物基礎・生物、化学基礎、小論文の５つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・社会人の経験が3年以上
・国語必須
・選択科目は当日選択

後期

○科目試験
〈必須科目〉国語総合(近代以降の文章)
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 　　　　　
　　　　　生物基礎・生物の３つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・現役・既卒は問わない
・国語必須
・選択科目は当日選択

後期
（社会人枠）

○科目試験
〈必須科目〉国語総合(近代以降の文章)
〈選択科目〉コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、数学Ⅰ・数学A 
　　　　　生物基礎・生物、小論文の４つから１科目
【配点】必須科目・選択科目各100点の200点満点

・併願可
・社会人の経験が3 年以上
・国語必須
・選択科目は当日選択

選考内容

選考内容

■中期・中期（社会人枠）

■後期・後期（社会人枠）

２２．．入入試試実実施施要要項項

入試区分 募集定員 願書受付 
(締切日必着) 

出願時 
提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日  

(締切日必着) 

特別推薦Ａ 

１０名 
10 月 3日(月) 

～ 
10 月 14日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 10月23日(日) 
〔集合9:30〕 

11月1日(火) 
＜一括手続＞ 
12 月 1 日(木) 

特別推薦Ａ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

特別推薦Ｂ 

１５名 
11 月 1日(火) 

～ 
11 月 11日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 11月19日(土) 
〔集合9:30〕 

12月1日(木) 
＜一括手続＞ 
12月21日(水) 

特別推薦Ｂ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

推薦 

１０名 
11 月 25日(金) 

～ 
12 月 9日(金) 

･志願票類※1 ･推薦書 
･調査書

･卒業証明書※3 12月17日(土) 
〔集合9:30〕 

12 月24日(土) 

＜一次手続＞ 
1 月 25 日(水) 
＜二次手続＞ 
2 月 24 日(金) 推薦 

（社会人枠） 
･志願票類※1 
･卒業証明書等※4 

前期 

１６名 
1 月 5日(木) 

～ 
1月 20日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月2日(木) 
〔集合9:30〕 

2月13日(月) 

＜一次手続＞ 
2 月 24 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 17 日(金) 前期 

（社会人枠） 

中期 

６名 
1月 23日(月) 

～ 
2月 10日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月18日(土) 
〔集合9:30〕 

2月25日(土) 

＜一次手続＞ 
3 月 10 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 22 日(水) 中期 

（社会人枠） 

後期 

３名 
2月 13日(月) 

～ 
3 月 3日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

3 月11日(土) 
〔集合9:30〕 

3月18日(土) 
＜一括手続＞ 
3 月 24 日(金) 

後期 
（社会人枠） 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。 
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願表(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後 5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。 
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願票(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。２２．．入入試試実実施施要要項項

入試区分 募集定員 願書受付 
(締切日必着) 

出願時 
提出書類 入試日 合格発表日 入学手続締切日  

(締切日必着) 

特別推薦Ａ 

１０名 
10 月 3日(月) 

～ 
10 月 14日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 10月23日(日) 
〔集合9:30〕 

11月1日(火) 
＜一括手続＞ 
12 月 1 日(木) 

特別推薦Ａ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

特別推薦Ｂ 

１５名 
11 月 1日(火) 

～ 
11 月 11日(金) 

･志願票類※1 ･自己推薦書 
･推薦書 ･調査書 

･卒業証明書※3 11月19日(土) 
〔集合9:30〕 

12月1日(木) 
＜一括手続＞ 
12月21日(水) 

特別推薦Ｂ 
（社会人枠） 

･志願票類※1

･自己推薦書 
･卒業証明書等※4 

推薦 

１０名 
11 月 25日(金) 

～ 
12 月 9日(金) 

･志願票類※1 ･推薦書 
･調査書

･卒業証明書※3 12月17日(土) 
〔集合9:30〕 

12 月24日(土) 

＜一次手続＞ 
1 月 25 日(水) 
＜二次手続＞ 
2 月 24 日(金) 推薦 

（社会人枠） 
･志願票類※1 
･卒業証明書等※4 

前期 

１６名 
1 月 5日(木) 

～ 
1月 20日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月2日(木) 
〔集合9:30〕 

2月13日(月) 

＜一次手続＞ 
2 月 24 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 17 日(金) 前期 

（社会人枠） 

中期 

６名 
1月 23日(月) 

～ 
2月 10日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

2 月18日(土) 
〔集合9:30〕 

2月25日(土) 

＜一次手続＞ 
3 月 10 日(金) 
＜二次手続＞ 
3 月 22 日(水) 中期 

（社会人枠） 

後期 

３名 
2月 13日(月) 

～ 
3 月 3日(金) 

･志願票類※1 
･調査書等※2 

･卒業証明書等※4 

3 月11日(土) 
〔集合9:30〕 

3月18日(土) 
＜一括手続＞ 
3 月 24 日(金) 

後期 
（社会人枠） 

(注)高等学校卒業程度認定試験と大学入学資格検定合格者は、「調査書」「卒業証明書」に代えて「成績証明書」「合格証明書」を提出。 
※1 志願票類：志願票(A)・受験票(B)・写真（志願表(A)に貼付）。 
※2 調査書は、高等学校を卒業後 5年以上経過し、発行が不可能な場合は提出不要。 
※3 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。 
※4 出願時に高等学校等を卒業見込の場合は提出不要。高等学校卒業程度認定試験合格見込者は出願時に見込証明書の提出が必要。 
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３３--１１．．特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  
学科 募集定員 出願時提出書類 

（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、自己推薦書、推薦書、調査書、卒業証明書※1 

※1卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 

※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
出身高等学校若しくは中等教育学校での全全体体のの評評定定平平均均値値がが３３..８８以以上上のの者者で、人物に優れ、適性を有する

者として高等学校長もしくは中等教育学校長より推薦を受けた者。現役・既卒は問いません。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 10月 3日(月) 

～ 
2022年 10月 14日(金) 

2022年 10月 23日(日) 2022年 11月 1 日(火) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 1日(木) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

小論文 60 分 100 点 

調査書  50 点 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 10 分 総合判定
資料 

個人面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 
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３３--２２．．特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試（（社社会会人人枠枠））

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  
学科 募集定員 出願時提出書類 

（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、自己推薦書、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 10月 3日(月) 

～ 
2022年 10月 14日(金) 

2022年 10月 23日(日) 2022年 11月 1 日(火) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 1日(木) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

小論文 60 分 100 点 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 10 分 総合判定
資料 

個人面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 
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３３--２２．．特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試（（社社会会人人枠枠））

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  
学科 募集定員 出願時提出書類 

（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、自己推薦書、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＡＡ入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 10月 3日(月) 

～ 
2022年 10月 14日(金) 

2022年 10月 23日(日) 2022年 11月 1 日(火) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 1日(木) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

小論文 60 分 100 点 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 10 分 総合判定
資料 

個人面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 

４４--１１．．特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  
学科 募集定員 出願時提出書類 

（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １５名 
志願票類、自己推薦書、推薦書、調査書、卒業証明書※1 

※1卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 

※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
出身高等学校若しくは中等教育学校での全全体体のの評評定定平平均均値値がが３３..６６以以上上のの者者で、人物に優れ、適性を有する

者として高等学校長もしくは中等教育学校長より推薦を受けた者。現役・既卒は問いません。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 11月 1 日(火) 

～ 
2022年 11月 11日(金) 

2022年 11月 19 日(土) 2021年 12月 1日(木) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 21日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

国語総合（近代以降の文章） 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

60 分 100 点 選択科目は当日選択 

調査書 50 点 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 15 分 総合判定
資料 

集団面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 

（1科目選択） 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 

－ 7－



４４--２２．．特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試（（社社会会人人枠枠））  
（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １５名 
志願票類、自己推薦書、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 11月 1 日(火) 

～ 
2022年 11月 11日(金) 

2022年 11月 19 日(土) 2021年 12月 1日(木) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 21日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

国語総合（近代以降の文章） 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

60 分 100 点 選択科目は当日選択 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 15 分 総合判定
資料 

集団面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 

（1科目選択） 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 

－ 8－



４４--２２．．特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試（（社社会会人人枠枠））  
（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １５名 
志願票類、自己推薦書、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは特特別別推推薦薦ＢＢ入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。専専願願。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 入学手続締切日 

(締切日必着) 
2022年 11月 1 日(火) 

～ 
2022年 11月 11日(金) 

2022年 11月 19 日(土) 2021年 12月 1日(木) ＜一括手続＞ 
2022年 12月 21日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

国語総合（近代以降の文章） 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

60 分 100 点 選択科目は当日選択 

自己推薦書 参考資料 

志望理由・自己PR で 
併せて 600 字程度 
面接時に資料として使用 
出願時に願書等と併せて提出 

面接 約 15 分 総合判定
資料 

集団面接 
総合判定資料として合否に使用 

（（５５））試試験験時時間間割割  
集合 受験上の注意 学力試験 

（1科目選択） 面接 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 11：00 ～ 

５５--１１．．推推薦薦入入試試  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、推薦書、調査書、卒業証明書※1 

※1卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 

※※募募集集定定員員はは推推薦薦入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
人物に優れ、適性を有する者として高等学校長若しくは中等教育学校長より推薦を受けた者。 

現役・既卒は問いません。併併願願可可。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2022年 11月 25 日(金) 
～ 

2022年 12月 9日(金) 
2022年 12月 17日(土) 2022年 12月 24日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 1月 25日(水) 

二次手続(前期分) 
2023年 2月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 3 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

調査書 50 点 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 
学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

－ 9－



５５--２２．．推推薦薦入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは推推薦薦入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 

入試日 合格発表日 入学手続締切日 
(締切日必着) 

2022年 11月 25 日(金) 
～ 

2022年 12月 9日(金) 
2022年 12月 17日(土) 2022年 12月 24日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 1月 25日(水) 

二次手続(前期分) 
2023年 2月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【選択科目】 
国語総合（近代以降の文章） 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

60 分 100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（1科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 

－ 10－



５５--２２．．推推薦薦入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １０名 
志願票類、卒業証明書 

(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、卒業証明書の代わりに

成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
※※募募集集定定員員はは推推薦薦入入試試をを含含みみまますす。。

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 

入試日 合格発表日 入学手続締切日 
(締切日必着) 

2022年 11月 25 日(金) 
～ 

2022年 12月 9日(金) 
2022年 12月 17日(土) 2022年 12月 24日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 1月 25日(水) 

二次手続(前期分) 
2023年 2月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【選択科目】 
国語総合（近代以降の文章） 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

60 分 100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（1科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 10：45 

６６--１１．．前前期期入入試試  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書※2 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
※2卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書の

代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
募募集集定定員員はは前前期期入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
現役・既卒は問いません。併併願願可可。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 

入試日 合格発表日 入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 5日(木) 
～ 

2023年 1月 20日(金) 
2023年 2月 2日(木) 2023年 2月 13日(月) 

一次手続(入学金) 
2023年 2月 24日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 17日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 

以上の 4 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

－ 11－



６６--２２．．前前期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは前前期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 

入試日 合格発表日 入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 5日(木) 
～ 

2023年 1月 20日(金) 
2023年 2月 2日(木) 2023年 2月 13日(月) 

一次手続(入学金) 
2023年 2月 24日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 17日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 
小論文 

以上の 5 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

－ 12－



６６--２２．．前前期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 １６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは前前期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 

入試日 合格発表日 入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 5日(木) 
～ 

2023年 1月 20日(金) 
2023年 2月 2日(木) 2023年 2月 13日(月) 

一次手続(入学金) 
2023年 2月 24日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 17日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 
小論文 

以上の 5 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

７７--１１．．中中期期入入試試  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書※2 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
※2卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書の

代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
募募集集定定員員はは中中期期入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
現役・既卒は問いません。併併願願可可。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 23日(月) 
～ 

2023年 2月 10日(金) 
2023年 2月 18日(土) 2023年 2月 25日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 3月 10日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 22日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 

以上の 4 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 
学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 
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７７--２２．．中中期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは中中期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 23日(月) 
～ 

2023年 2月 10日(金) 
2023年 2月 18日(土) 2023年 2月 25日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 3月 10日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 22日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 
小論文 

以上の 5 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 
学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 
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７７--２２．．中中期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ６名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは中中期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 1月 23日(月) 
～ 

2023年 2月 10日(金) 
2023年 2月 18日(土) 2023年 2月 25日(土) 

一次手続(入学金) 
2023年 3月 10日(金) 

二次手続(前期分) 
2023年 3月 22日(水) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
化学基礎 
小論文 

以上の 5 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 
学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

８８--１１．．後後期期入入試試  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ３名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書※2 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
※2卒業がまだ(卒業見込)の場合は提出不要。入学手続時に提出要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書の

代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 
募募集集定定員員はは後後期期入入試試（（社社会会人人枠枠））をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
現役・既卒は問いません。併併願願可可。。 

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 2月 13日(月) 
～ 

2023年 3月 3日(金) 
2023年 3月 11 日(土) 2023年 3月 18日(土) 

＜一括手続＞ 
2023年 3月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 

以上の 3 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 
学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 
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８８--２２．．後後期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ３名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは後後期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 2月 13日(月) 
～ 

2023年 3月 3日(金) 
2023年 3月 11 日(土) 2023年 3月 18日(土) 

＜一括手続＞ 
2023年 3月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 
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８８--２２．．後後期期入入試試（（社社会会人人枠枠））  

（（１１））募募集集定定員員・・出出願願時時提提出出書書類類  

学科 募集定員 
出願時提出書類 
（※詳細はP.17参照） 

看護学科 ３名 

志願票類、調査書※1、卒業証明書 

※1高校卒業後5年以上経過で、調査書が発行不能な場合は提出不要。 
(注)高等学校卒業程度認定試験(大学入学資格検定含む)合格者は、調査書と卒業証明書

の代わりに成績証明書と合格証明書を提出。合格がまだの場合、見込証明書を提出。 

募募集集定定員員はは後後期期入入試試をを含含みみまますす。。  

（（２２））出出願願資資格格  
社会人経験を３年以上有する者。併併願願可可。。

（（３３））募募集集日日程程  
願書受付期間 
(締切日必着) 入試日 合格発表日 

入学手続締切日 
(締切日必着) 

2023年 2月 13日(月) 
～ 

2023年 3月 3日(金) 
2023年 3月 11 日(土) 2023年 3月 18日(土) 

＜一括手続＞ 
2023年 3月 24日(金) 

（（４４））選選考考方方法法  
選考方法 試験時間 配点 備考 

【必須科目】 
国語総合（近代以降の文章） 

120 分 

100 点 

【選択科目】 
コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ 
数学Ⅰ・数学Ａ 
生物基礎・生物 
小論文 

以上の 4 科目から 1科目選択 

100 点 選択科目は当日選択 

（（５５））試試験験時時間間割割  

集合 受験上の注意 学力試験 
（2科目） 

9：30 9：30 ～ 9：40 9：45 ～ 11：45 

－ 17 － 

９９．．出出願願手手続続・・そそのの他他ににつついいてて  

〔〔１１〕〕出出願願時時提提出出書書類類  
次の書類を揃えて、書留郵便で送付してください。 

太字の書類は、全志願者が提出する必要があります。  
提出書類等 注意事項 対象 

入入
学学
志志
願願
票票

入入学学志志願願票票

・本校所定様式［志願票(A)･受験票(B)］ 
※高等学校より後の学歴・職歴がある方は、志願票(A)裏面の履歴書

に必ず記入してください。 
※志願票(A)には写真を貼付、受験票(B)には 323 円分の切手を貼付

してください。 

全全志志願願者者

写写真真

・志願票(A)に１枚貼付してください。(※裏面に氏名、生年月日を記入) 
・上半身、正面、無帽、無背景で最近 3 ヶ月以内に撮影したもの。

（たて 4㎝×よこ 3㎝、モノクロ・カラーのどちらでも可） 
全全志志願願者者

出
願
資
格
確
認
書
類 

調査書 

・出身高等学校長若しくは中等教育学校長が作成し、厳封したもの。 
・高等学校を卒業後 5 年以上が経過しており、調査書の発行が不可

能な場合は、提出不要です。 
※特別推薦Ａ入試、特別推薦Ｂ入試、推薦入試で受験される場合は必要です。

※社会人枠で受験される場合は、提出不要です。

※一般入試を複数回受験される場合は、2回目以降は提出不要です。 

高等学校卒業者及び

卒業見込者  

中等教育学校卒業者

及び卒業見込者 

卒業証明書 

・出身高等学校長若しくは中等教育学校長が作成したもの。 
・2023 年 3 月卒業見込者は見込証明書の提出は不要です。卒業式

後、入学手続時に卒業証明書を提出してください。 
※一般入試を複数回受験される場合は、2回目以降は提出不要です。 

高等学校卒業者  

中等教育学校卒業者 

合格証明書 
成績証明書 

・高等学校卒業程度認定試験合格者及び大学入学資格検定合格者

は、合格証明書と成績証明書を提出してください。 
・2023 年 3 月合格見込者は見込証明書を提出してください。合格

後、入学手続時に合格証明書と成績証明書を提出してください。 
※一般入試を複数回受験される場合は、2回目以降は提出不要です。 

高等学校卒業程度認

定試験合格者及び合

格見込者 

大学入学資格検定 
合格者 

推
薦
書
類 

推薦書 
・本校所定様式 
・出身高等学校長若しくは中等教育学校長が作成し、厳封した 
もの。 

特別推薦Ａ入試受験者 
特別推薦Ｂ入試受験者 

推薦入試受験者 

自己推薦書 
・本校所定様式 
記入欄が不足する場合は、資料を添付してください。 

特別推薦Ａ入試受験者 
特別推薦Ｂ入試受験者 
特別推薦Ａ入試 
（社会人枠） 
受験者 
特別推薦Ｂ入試 
（社会人枠） 
受験者 

そ
の
他 

本人確認書類 

・各種証明書に記載されている氏名と現在の氏名が異なる方は、姓

名変更を証明する書類（戸籍抄本／個人事項証明書）が必要です。

提出書類と併せてご提出ください。 
※一般入試を複数回受験される場合は、2回目以降は提出不要です。 

高等学校卒業後に姓

名の変更があった者 
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〔〔２２〕〕出出願願手手続続上上のの諸諸注注意意  
（１）郵送する場合は、所定の封筒に出願書類を封入し、書留で送付してください。 
（２）郵送、持込に関わらず、締締切切日日必必着着です。 

（持込時の受付時間は、土曜・日曜・祝日を除き、9時～17時です。） 
（３）書類に不備があるものは、受理できませんので、提出前によく確認してください。 
（４）複数回受験する場合は、その都度、出願書類を提出してください。 

ただし、「前期と中期と後期のうち 2つ以上」を受験される場合、出願資格確認書類・本人確認書類（P.17
参照）については、2 度目以降の提出は不要です。 

（５）出願等に関する電話での問い合わせは、土曜・日曜・祝日を除き、9 時～17 時です。 
（注）いったん提出された出願書類の返還は行いません。 
「「受受験験上上のの配配慮慮等等のの申申請請ににつついいてて」」  

障がい、急な事故、疾病等により、受験上の配慮を希望する場合、受験生は以下の手順で事前に相

談してください。 
（１）障がい等があり、受験および入学後の就学において特別な配慮を希望する場合 

①願書受付開始日の 1 ヶ月前までに事務室に連絡してください。期限を過ぎると対応できな

い場合があります。 
②事前相談では、試験当日の配慮だけでなく、志望学科と入学後の就学・生活環境に支障が

ないか相談を行います。 
③相談時には、以下の書類等を提出していただく場合があります。 
ア）受験上の配慮等申請書(様式は問わない) 
イ）健康診断書(病院様式で可) 
ウ）障がい者手帳または療育手帳の写し 

④事前相談後、本校から受験および入学後の就学等の対応について連絡します。 
（２）急な事故、疾病等により受験時に配慮を希望する場合 

至急事務室に申し出てください。 
【問い合わせ先】九州保健福祉大学総合医療専門学校 事務室 

〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭 2-1-10 TEL：0985-29-5300 

〔〔３３〕〕受受験験上上のの諸諸注注意意  
（１）入学試験当日は、受験票を持参し、定刻までに試験会場へ集合してください。 
（２）試験会場に入室した後は、受験番号に従って所定の席につき、受験票を机の通路側に置いてください。 

なお、携帯電話等の所持者は、電源を切ってかばん等に入れ、身に着けないでください。 
（３）受験生の試験会場への入室は、試験開始後 30 分を経過した場合は認めません。 
（４）受験票が届かない場合は、試験日前日までに事務室へ連絡してください。 
（５）試験中は、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、定規以外は使用できません。 
（６）試験中の質問は、原則として受け付けません。 
（７）配付した問題は各自で持ち帰ってください。 
（８）面接を実施する試験で、面接時間が受験者数により延びた場合は、休憩時間を設ける場合があります。
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〔〔２２〕〕出出願願手手続続上上のの諸諸注注意意  
（１）郵送する場合は、所定の封筒に出願書類を封入し、書留で送付してください。 
（２）郵送、持込に関わらず、締締切切日日必必着着です。 
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談してください。 
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③相談時には、以下の書類等を提出していただく場合があります。 
ア）受験上の配慮等申請書(様式は問わない) 
イ）健康診断書(病院様式で可) 
ウ）障がい者手帳または療育手帳の写し 

④事前相談後、本校から受験および入学後の就学等の対応について連絡します。 
（２）急な事故、疾病等により受験時に配慮を希望する場合 

至急事務室に申し出てください。 
【問い合わせ先】九州保健福祉大学総合医療専門学校 事務室 

〒880-0867 宮崎県宮崎市瀬頭 2-1-10 TEL：0985-29-5300 

〔〔３３〕〕受受験験上上のの諸諸注注意意  
（１）入学試験当日は、受験票を持参し、定刻までに試験会場へ集合してください。 
（２）試験会場に入室した後は、受験番号に従って所定の席につき、受験票を机の通路側に置いてください。 

なお、携帯電話等の所持者は、電源を切ってかばん等に入れ、身に着けないでください。 
（３）受験生の試験会場への入室は、試験開始後 30 分を経過した場合は認めません。 
（４）受験票が届かない場合は、試験日前日までに事務室へ連絡してください。 
（５）試験中は、鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴム、定規以外は使用できません。 
（６）試験中の質問は、原則として受け付けません。 
（７）配付した問題は各自で持ち帰ってください。 
（８）面接を実施する試験で、面接時間が受験者数により延びた場合は、休憩時間を設ける場合があります。

〔〔４４〕〕合合格格発発表表ににつついいてて  
合格発表については、以下の 2 通りの方法で行いますので、受験票は発表日まで大切に保管してください。 

なお、本校への直接の電話等による合否の問い合わせには一切応じません。 

１１．．合合格格通通知知書書のの発発送送  
入試結果については、合格・不合格にかかわらず、各試験の合格発表日に、本人宛に郵送で通知するため、

到着は翌日以降です。※地域の郵便事情によっては、到着まで ～ 日かかる場合もあります。

合格は、合格通知書をもって正式なものとします。 
合格者には、合格通知書及び入学手続書類を郵送します。 
特別推薦入試A・特別推薦入試B・推薦入試については、各出身高等学校にも合否結果を通知します。(既卒

者は除く) 

２２．．イインンタターーネネッットトにによよるる合合否否照照会会シシスステテムム  
合格発表の補助手段として、インターネットにより合否結果を確認するサービスを行っています。 
利用方法は次のとおりです。よく読んでから正確にアクセスしてください。 
①このサービスは、合格発表日当日の 9時から翌日 17 時まで利用できます。 
②インターネットに接続されたパソコン、携帯電話で合否結果を確認することができます。 
③サービス開始直後は、画面の表示が遅くなることがあります。その場合は、少し時間をずらして、アクセ

スしてください。 
④操作方法や受験した学科、受験番号等に関する問い合わせには応じられませんので、受験生以外の方が利

用する場合は、必要事項をあらかじめ本人に確認しておいてください。 
⑤本システムの「誤操作」「見間違い」等を理由とした、入学手続期間終了後の入学手続は認めません。 
⑥インターネットアドレス（携帯電話・パソコン共通） 

  

〔〔５５〕〕個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
2005 年 4 月 1 日から「個人情報保護に関する法律」が施行されました。本校では、資料請求や出願書類の

受付などにより収集した「個人情報」を、入学試験の合否決定の資料として利用することは当然ですが、合格

者への入学手続及び入学に関連した案内発送などにも利用させていただきます。 
また、不合格者ならびに入学辞退者の「個人情報」は、一定期間保管・管理した後に適切に削除いたします。

本校を運営する順正学園では、各設置校が保有する「個人情報」の適正な収集、利用、管理、保護を目的とす

る「順正学園個人情報保護規程」を法律施行と同時に制定し、個人情報の保護に努めております。 

パパソソココンン・・携携帯帯電電話話等等にによよるる合合否否確確認認方方法法（（画画面面操操作作手手順順））
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〔〔６６〕〕成成績績のの開開示示ににつついいてて  
2023年度入学試験における個別学力試験等による選抜の個人成績について、下記のとおり開示を行います。 
①2023年 4月 3 日(月) ～ 2023 年 4月 10日(月) 10：00 ～ 16：30（土曜・日曜・祝日を除く） 
②開示方法 

上記の期間内に電話または書面により申請した者で、受験者本人が身分証明書及び受験票を持参し、本

人であることを確認したうえで開示を行います。 
 

〔〔７７〕〕入入学学手手続続ににつついいてて  
合格者は、合格通知の際に同封する「入学手続きの手引き」をよく読んで、指定の期日までに手続を完了し

てください。期日までに手続を完了しない場合は、入学辞退として取り扱います。 
 
（１）入学金及び学費の納入 

入学金と前期分の学費を入学手続期間内に納入してください。ただし、入学手続期限が一次手続と二

次手続に分かれている場合は、それぞれの期限内に納入してください。 
一次手続時に二次手続分を同時に納入していただいてもかまいません。 
 

一次手続 入学金のみ 
※納入金額は、P.20 の「〔８〕学費（2023 年度）に

ついて」を参照して下さい。 
二次手続 学納金（前期分） 

 
（２）提出書類 

手続完了後、下記の書類を提出してください。（後日送付の「入学の案内」を参照） 
① 誓誓約約書書（全員）  
本校所定用紙を「入学の案内」送付時に同封しています。必ず全員提出してください。 

② 出願資格確認書類 
卒業見込及び合格見込で受験した場合は、必ず該当する書類を各 1通提出してください。 
・卒卒業業証証明明書書（高等学校若しくは中等教育学校卒業者） 
・合合格格証証明明書書、成成績績証証明明書書（高等学校卒業程度認定試験合格者） 
※※出出願願時時にに提提出出ししてていいるる場場合合はは、、再再度度のの提提出出はは不不要要でですす。。

※※入入学学手手続続期期限限内内にに卒卒業業式式等等がが終終了了ししてていいなないい場場合合はは、、終終了了後後直直ちちにに提提出出ししててくくだだささいい。。  

〔〔８８〕〕学学費費（（22002233 年年度度））ににつついいてて  
○入学金 200,000 円 （単位：円） 

種 別 前 期 後 期 合 計 
授 業 料 350,000 350,000 700,000 
施設設備費 100,000 100,000 200,000 

合 計 450,000 450,000 900,000 

※前期分は入学手続として各期限内に納入してください。後期分は 10 月に納入してください。 
詳しくは財務課より連絡します。 

※入学金は入学年度のみです。 
※２年次および３年次に、実験実習費（２年次 75,000 円・３年次 75,000 円）を徴収します。 
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手続完了後、下記の書類を提出してください。（後日送付の「入学の案内」を参照） 
① 誓誓約約書書（全員）  
本校所定用紙を「入学の案内」送付時に同封しています。必ず全員提出してください。 

② 出願資格確認書類 
卒業見込及び合格見込で受験した場合は、必ず該当する書類を各 1通提出してください。 
・卒卒業業証証明明書書（高等学校若しくは中等教育学校卒業者） 
・合合格格証証明明書書、成成績績証証明明書書（高等学校卒業程度認定試験合格者） 
※※出出願願時時にに提提出出ししてていいるる場場合合はは、、再再度度のの提提出出はは不不要要でですす。。

※※入入学学手手続続期期限限内内にに卒卒業業式式等等がが終終了了ししてていいなないい場場合合はは、、終終了了後後直直ちちにに提提出出ししててくくだだささいい。。  

〔〔８８〕〕学学費費（（22002233 年年度度））ににつついいてて  
○入学金 200,000 円 （単位：円） 
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授 業 料 350,000 350,000 700,000 
施設設備費 100,000 100,000 200,000 

合 計 450,000 450,000 900,000 

※前期分は入学手続として各期限内に納入してください。後期分は 10 月に納入してください。 
詳しくは財務課より連絡します。 
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※２年次および３年次に、実験実習費（２年次 75,000 円・３年次 75,000 円）を徴収します。 

〔〔９９〕〕入入学学辞辞退退ににつついいてて  
合格後に入学辞退をする場合は、必ず以下の手続を行ってください。 

（１）入学を辞退する場合、学費納入などの入学手続に関係なく、本校所定の入学辞退届（合格通知書類に同

封のハガキ）に必要事項を記入し、事務室宛に必ず郵送してください。 
（２）専願入試（特別推薦Ａ入試・特別推薦Ａ入試(社会人枠)／特別推薦Ｂ入試・特別推薦Ｂ入試(社会人枠)）

を除く入試で合格した者で、入学手続完了後に入学を辞退し、納付金（前期授業料のみ）の返還を希望

する場合は、下記の期日までに所定の申請書により願い出てください。返還申請書を確認の後、入学金

以外の前期分納付金を返還する処置をとります。 

入試区分 返還申請書提出締切日（締切日必着） 

推薦入試・推薦入試(社会人枠) 
前期入試・前期入試(社会人枠) 
中期入試・中期入試(社会人枠) 
後期入試・後期入試(社会人枠) 

2023年 3月 31日(金) 16時まで 

※特別推薦Ａ入試・特別推薦Ａ入試(社会人枠) ／ 特別推薦Ｂ入試・特別推薦Ｂ入試(社会人枠)は
返還対象外とします。

※上記の日時までに返還申請書の提出がなかった場合、返還できませんのでご注意ください。

返還につきましては、返還申請書受理後、１ヶ月前後かかります。

※返還申請書は、合格者に送付する「入学手続きの手引き」に同封されています。

※入学辞退届（ハガキ）だけでは返還に応じられませんので、必ず返還申請書も提出してください。

※返還申請書をいったん提出された後は、いかなる理由があっても取り消しはできません。

〔〔1100〕〕寄寄付付金金ににつついいてて  
本学園では、入学前に寄付金の募集は行っておりません。寄付金については、入学後に任意で募集する予定

です。 
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