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2020年度天使大学看護栄養学部 学生募集要項

1【入学者受け入れ方針 ・ 募集人員等】

●看護栄養学部の入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

看護学科および栄養学科では、キリスト教的人間観を基本とし、建学の精神「愛をとおして真理へ」のもと、

すべての人々に対して平等に貢献する看護と栄養の専門職業人の育成を目指すために、以下の学生を受け入れ

ます。

１．本学の教育理念に関心をもち、本学での学修に意欲と熱意をもっている人

２．人間、いのち、健康、生活に対して関心をもち、職業を通して、人の役に立ちたいと思っている人

３．他者に関心をもち、あたたかい心でコミュニケーションがとれる人

４．基本的生活習慣が身に付いていて、自分自身の健康管理ができる人

５．入学後の学修に必要な基礎学力としての知識や技能、思考力・判断力・表現力をもっている人

６．自ら考え学修する意欲をもち、問題状況を的確に把握し、その解決に向けて主体的に行動できる人

●入学定員

学　部 学　科 入学定員

看護栄養学部
看護学科 87名（男・女）

栄養学科 85名（男・女）

●募集人員

学　部 学　科
推薦入学試験

（公募制・指定校）
一般入学試験

（社会人入学試験を含む）
大学入試センター試験
利用入学試験

社会人入学試験

看護栄養学部

看護学科
40名

（うち指定校５名程度）
37名 10名 若干名

栄養学科
42名

（うち指定校５名程度）
33名 10名 若干名

●修業年限　４年

●卒業時取得資格および学位

看護学科
看護師国家試験受験資格

学士（看護学）

栄養学科

栄養士免許

管理栄養士国家試験受験資格

栄養教諭一種免許状（選択）

学士（栄養学）

●入学試験について

１．本学看護栄養学部の入学試験には、「推薦入学試験」、「一般入学試験」、「大学入試センター試験利用入学試

験」および ｢社会人入学試験｣ があります。

２． 「推薦入学試験」には、「公募制推薦入学試験」と、本学が高等学校を指定する「指定校推薦入学試験」が
あります。指定校推薦入学試験の詳細は、指定校（高等学校）に直接通知します。

３． 「一般入学試験」と「大学入試センター試験利用入学試験」は、併願することができます。
４． 「推薦入学試験」、｢社会人入学試験｣ の不合格者は、「一般入学試験」および「大学入試センター試験利用入
学試験」を再受験することができます（検定料が10,000円に減額されます）。

５．試験内容、その他の詳細については、それぞれの「入学試験」のページを参照してください。

６． 「2020年度外国人留学生入学試験」は、実施いたしません。
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2 【試験日程一覧】

●試験日程一覧

■推薦入学試験

試　　験　　日 2019年11月16日㈯

出　願　期　間 2019年11月１日㈮～ 11月７日㈭必着

合 否 通 知 日 2019年11月25日㈪

入学手続締切日 2019年12月16日㈪

■一般入学試験

学　科 看護学科 栄養学科

試　　験　　日

学科試験 2020年２月６日㈭
面接試験 2020年２月13日㈭
第一段階選抜通知日

　　　　 2020年２月10日㈪　10：00

学科試験 2020年２月６日㈭
面接試験 2020年２月７日㈮

出　願　期　間 2020年１月14日㈫～１月24日㈮必着

合 格 発 表 日 2020年２月18日㈫　10：00 2020年２月17日㈪　10：00

入学手続締切日
（入学金の納付等） 2020年２月28日㈮ （入学金の納付等） 2020年２月27日㈭

（授業料等の納付） 2020年３月12日㈭

入学辞退締切日 2020年３月31日㈫　17：00

※看護学科は、適切な個人面接試験を実施するために、第一段階選抜を行うことがあります。面接試験

　は、第一段階選抜の合格者に対して行います。

■大学入試センター試験利用入学試験

本　学　個　別
面　接　試　験

2020年２月20日㈭
第一段階選抜通知日
2020年２月18日㈫　10：00

出　願　期　間 2020年１月14日㈫～１月28日㈫必着

合 格 発 表 日 2020年２月27日㈭　10：00

入学手続締切日
（入学金の納付等）2020年３月５日㈭

（授業料等の納付）2020年３月12日㈭

入学辞退締切日 2020年３月31日㈫　17：00

※適切な個人面接試験を実施するために、第一段階選抜を行うことがあります。本学個別面接試験は、

　第一段階選抜の合格者に対して行います。

■社会人入学試験

試　　験　　日 2019年11月16日㈯

出　願　期　間 2019年10月21日㈪～ 11月７日㈭必着

合 否 通 知 日 2019年11月25日㈪

入学手続締切日
（入学金の納付等）2019年12月５日㈭

（授業料等の納付）2020年２月７日㈮

入学辞退締切日 2020年３月31日㈫　17：00
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3【推薦入学試験】

公募制推薦入学試験
●出願資格および推薦基準

2020年３月に高等学校または中等教育学校を卒業見込の者のうち、次の条件を満たし学校長が推薦する者
１．本学を第一志望とし、合格後に入学を確約する者

２．卒業後、看護師（将来保健師・助産師になる者も含む）もしくは管理栄養士・栄養教諭を志す者

３．学業成績上位の者（評定平均値3.8以上）

●出願書類

１．入学願書（本学所定用紙）＊写真１枚を貼ってください。

２．受験票（本学所定用紙） 　＊342円分の切手を貼ってください（2019年６月現在の郵便料金に基づくため、
最新の郵便料金を必ず確認の上、必要な金額分の切手を貼ってください）。

３．写真票（本学所定用紙） 　＊「写真１枚」と入学検定料「振替払込受付証明書 （お客さま用）」を貼ってください。
４．推薦書（本学所定用紙）

５．志望理由書（本学所定用紙800字程度）
６．調査書（出身高等学校長発行のもので厳封されたもの）

７．通知用住所ラベル（本学所定用紙４枚） 　＊合否通知書を受け取る住所を記入してください。

●入学検定料

　
30,000円

　 １．本学所定の払込取扱票により郵便局窓口でお支払いください。
　　　　　　２．振替払込受付証明書（お客さま用）を写真票の裏面に貼ってください。

●出願方法　出願書類をまとめ、本学所定の封筒を用いて簡易書留郵便で郵送してください。

　　　　　　受験にあたっては14ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●試験場　本学（天使大学）

●選考方法　出願書類・小論文試験・個人面接試験を総合して選考します。

●試験時間割

時間 内容

８：00 開門

８：40 集合

９：00～10：15 小論文試験

10：45～12：00 個人面接試験（午前の部）

昼食

13：00～17：00 個人面接試験（午後の部）

17：00 終了予定

１．受験番号により「個人面接試験（午前の部）」または「個人面接試験（午後の部）」のどちらかで実施します。

２．「個人面接試験（午後の部）」の受験者は「昼食」を持参してください。

●合格発表

１．受験者および出身高等学校長あてに選考結果を速達郵便で通知します。

２．合格者には、合格通知書および入学手続書類を郵送します。

３．合格者受験番号一覧を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）に合格発表日午前10時過ぎか
ら１週間程度掲載します。インターネットの性質上、合格発表直後はアクセスが集中し、合格発表画面の

表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない場合がありますので、事前にご承知おきください。その場合

は少し時間をおいてから再度アクセスしてください。

４．電話等による合否の問い合わせへの対応は行いません。ただし、２～３日経過後も合否通知書が届かない

時は、入試・広報室にご連絡ください。

５．学内での掲示による合格発表は行いません。
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4

指定校推薦入学試験
　受験資格、選考方法等は、指定校（高等学校）に直接通知します。

【推薦入学試験】

●納入金および奨学金・奨励金　詳細については、13ページを参照してください。

●不合格者の再受験

１．「推薦入学試験」の不合格者は、「一般入学試験」および「大学入試センター試験利用入学試験」を再受験

　　できます。

２．再受験を希望する場合は、次の書類を提出してください。

　　⑴　入学願書・受験票・写真票

　　⑵　通知用住所ラベル

３．再受験時には、志望学科の変更も可能です。この場合は、志望理由書を提出してください。

４．検定料は10,000円です。
５．詳細については、「一般入学試験」および「大学入試センター試験利用入学試験」のページを読んでください。
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5【一般入学試験】

一般入学試験
●出願資格

次の条件のいずれかに該当する者

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2020年３月卒業見込の者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2020年３月修了見込の者
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、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し

た者

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

５．文部科学大臣の指定した者

６．高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合格
した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）によ
る大学入学資格検定に合格した者を含む）

７．相当の年齢に達し、本学が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

●出願書類

１．入学願書（本学所定用紙）＊写真１枚を貼ってください。

２．受験票（本学所定用紙） 　＊342円分の切手を貼ってください（2019年６月現在の郵便料金に基づくため、
最新の郵便料金を必ず確認の上、必要な金額分の切手を貼ってください）。

３．写真票（本学所定用紙）＊「写真１枚」と入学検定料「振替払込受付証明書（お客さま用）」を貼ってく

ださい。

４．志望理由書（本学所定用紙800字程度）
５．調査書(出身高等学校長等発行で厳封された出願前３カ月以内のもの)
　　＊出願資格６に該当する者は、「合格証明書」と「成績証明書」を提出してください。

　　⑴　 「推薦入学試験」受験者が再受験する場合、調査書の提出は不要です。
　　⑵　高等学校等の保管年限を経過し、発行されない場合は「卒業証明書」を提出してください。

６．通知用住所ラベル（本学所定用紙　看護学科志願者は４枚、栄養学科志願者は３枚）

　　＊合格通知書を受け取る住所を記入してください。

【一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験を併願する場合の出願書類】

下表の書類をひとつの封筒に入れて、一般入学試験の出願期間に郵送してください。封筒の出願区分欄は両方

に○をつけてください。

一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験の出願書類を、別々の封筒に入れて郵送しても構いません。

その場合、それぞれの出願期限までに郵送してください。

一般入学試験
大学入試センター試験
利用入学試験

入 学 願 書 １通 １通

受 験 票 １通 １通

写 真 票 １通 １通

志 望 理 由 書 １通 ※１

調 査 書 １通

通知用住所ラベル
看護学科４枚
栄養学科３枚

４枚

※１：一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験で志望学科が異なる場合は、それぞれの学科の志望

理由書を提出してください。

●入学検定料　30,000円
※「推薦入学試験」または「社会人入学試験」の不合格者が再受験する場合の入学検定料は10,000円です。
１．本学所定の払込取扱票により郵便局窓口でお支払いください。

２．振替払込受付証明書（お客さま用）を写真票の裏面に貼ってください。

＋
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6 【一般入学試験】

●出願方法

出願書類をまとめ、本学所定の封筒を用いて簡易書留郵便で郵送してください。

受験にあたっては14ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●試験場　本学（天使大学）

●選考方法

出願書類・学科試験・個人面接試験を総合して選考します。

※看護学科は、適切な個人面接試験を実施するために、学科試験において第一段階選抜を行う予定です。

●学科試験科目

教科 試験科目 科目の選択方法 配点

英　語

「英語」

※英語の出題範囲は「コミュニケーション英語Ⅰ」、

　「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」

必　修 100点

国　語
「国語」（近代以降の文章）

※国語の出題範囲は「国語総合（古文・漢文を除く）」 ２教科２科目より１科目選択 100点
数　学 「数学Ⅰ・数学Ａ」

理　科 「生物基礎」、「化学基礎」 ２科目より１科目選択 100点

●学科試験時間割

試験日 時　間

2020年

２月６日㈭

８：00 開門

９：00 集合

９：30～10：30 「英語」

11：15～12：15 「国語」または「数学Ⅰ・数学Ａ」

昼食　※昼食を持参してください。

13：30～14：30 「生物基礎」または「化学基礎」

●個人面接試験時間割

学科 試験日 午前の部 午後の部

看護 2020年２月13日㈭ ８：30　　　　　　開　門
９：10　　　　　　集　合
９：30～12：00　　個人面接試験

12：00　　　　　　　開　門
13：00　　　　　　　集　合
13：30～17：00（予定）個人面接試験栄養 2020年２月７日㈮

１．個人面接試験は、受験番号により「午前の部」または「午後の部」のどちらかで実施します。

２．栄養学科の受験者は受験票で確認してください。

３．看護学科の受験者は第一段階選抜結果と集合時刻を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）
に掲載し、受験者全員に速達郵便で通知しますので、受験票に記載されている受験番号で確認してくださ

い（ウェブサイト掲載期間は、通知日午前10時過ぎから１週間程度です）。インターネットの性質上、発
表直後はアクセスが集中し、発表画面の表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない場合がありますので、

事前にご承知おきください。その場合は少し時間をおいてから再度アクセスしてください。

●学科試験の得点調整について

一般入学試験学科試験において各科目間（「国語」「数学Ⅰ・ 数学Ａ」の間、「生物基礎」「化学基礎」の間）で、
原則として20点以上の平均点差が生じ、これが試験問題の難易差に基づくものと認められる場合に、「標準得
点方式」によって得点調整を行います。

※「標準得点方式」とは、個々の受験者の素点と全体の平均点との差を、標準偏差（全受験者の得点のばらつ

き）によって補正し、科目間における問題の難易度を調整する方法です。
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7【一般入学試験】

●合格発表

１．合格者には合格通知書および入学手続書類を速達郵便で郵送します。

２．合格者受験番号一覧を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）に合格発表日午前10時過ぎか
ら１週間程度掲載します。インターネットの性質上、合格発表直後はアクセスが集中し、合格発表画面の

表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない場合がありますので、事前にご承知おきください。その場合

は少し時間をおいてから再度アクセスしてください。

３．電話等による合否の問い合わせへの対応は行いません。

４．学内での掲示による合格発表は行いません。

●納入金および奨学金・奨励金

　詳細については、13ページを参照してください。

●追加合格

合格発表後、募集人員に欠員が生じた場合等に、合格者の追加を行うことがあります。

追加合格者の手続きについては、本学から原則下記期間内に電話で直接連絡します。

連絡期間 2020年３月13日㈮～３月31日㈫

●入学辞退

入学を辞退する場合は、2020年３月31日㈫17時までに入試・広報室あてに連絡し、入学許可通知に同封される「入
学辞退届」と「入学許可書」を提出してください。入学金以外の、授業料・施設設備費・実験実習費・委託徴

収費を、 振込手数料等を差し引いて返還します。なお、入学辞退の連絡は速やかに行うようお願いします。
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8 【大学入試センター試験利用入学試験】

大学入試センター試験利用入学試験
●出願資格

次の条件のいずれかに該当する者

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者および2020年３月卒業見込の者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2020年３月修了見込の者
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、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し

た者

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

５．文部科学大臣の指定した者

６．高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合格
した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）によ
る大学入学資格検定に合格した者を含む）

７．相当の年齢に達し、本学が高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

●出願書類

１．入学願書（本学所定用紙）　＊「写真１枚」と大学入試センターから交付される「大学入試センター試験

成績請求票（私立大学用）」を貼ってください。

２．受験票（本学所定用紙） 　＊342円分の切手を貼ってください（2019年６月現在の郵便料金に基づくため、
最新の郵便料金を必ず確認の上、必要な金額分の切手を貼ってください）。

３．写真票（本学所定用紙）　＊「写真１枚」と入学検定料「振替払込受付証明書（お客さま用）」を貼ってく

ださい。

４．志望理由書（本学所定用紙800字程度）
５．調査書（出身高等学校長等発行で厳封された出願前３カ月以内のもの）

　　＊出願資格６に該当する者は「合格証明書」と「成績証明書」を提出してください。

　　⑴　 「推薦入学試験」受験者が再受験する場合、調査書の提出は不要です。
　　⑵　高等学校等の保管年限を経過し、発行されない場合は「卒業証明書」を提出してください。

６．通知用住所ラベル（本学所定用紙４枚）　＊合格通知書を受け取る住所を記入してください。

【大学入試センター試験利用入学試験と一般入学試験を併願する場合の出願書類】

下表の書類をひとつの封筒に入れて、一般入学試験の出願期間に郵送してください。封筒の出願区分欄は両方

に○をつけてください。

一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験の出願書類を、別々の封筒に入れて郵送しても構いません。

その場合、それぞれの出願期限までに郵送してください。

一般入学試験
大学入試センター試験
利用入学試験

入 学 願 書 １通 １通

受 験 票 １通 １通

写 真 票 １通 １通

志 望 理 由 書 １通 ※１

調 査 書 １通

通知用住所ラベル
看護学科４枚
栄養学科３枚

４枚

※１：一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験で志望学科が異なる場合は、それぞれの学科の志望

理由書を提出してください。

●入学検定料　15,000円
※「推薦入学試験」または「社会人入学試験」の不合格者が再受験する場合の入学検定料は10,000円です。
１．本学所定の払込取扱票により郵便局窓口でお支払いください。

２．振替払込受付証明書（お客さま用）を写真票の裏面に貼ってください。

＋
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9【大学入試センター試験利用入学試験】

●出願方法

出願書類をまとめ、本学所定の封筒を用いて簡易書留郵便で郵送してください。

受験にあたっては14ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●試験場　本学（天使大学）

●選考方法

出願書類・大学入試センター試験・本学個別試験（個人面接試験）を総合して選考します。

※適切な個人面接試験を実施するために、第一段階選抜を行う予定です。

●試験科目

教科 試験科目 科目の選択方法 配点

英　語 「英語」（リスニングテスト含む） 必　修 100点

国　語 「国語」（近代以降の文章）
２教科２科目より１科目選択 100点

数　学 「数学Ⅰ・数学Ａ」

理　科

「生物基礎・化学基礎」

「生物」

「化学」

「生物基礎・化学基礎」、「生

物」、「化学」より１つを選択
100点

※「英語」については、大学入試センター試験の得点を100点に圧縮し、合否判定に用います。
※「国語」、｢数学｣ について２教科２科目を受験した場合は、高得点の科目を合否判定に用います。

※「理科」について、理科②（基礎を付さない科目）から２科目（本学が課する科目は「生物」、「化学」から

いずれか１科目）受験した場合は、「第１解答科目」を合否判定に用います。理科①（基礎を付した科目）

から２科目（本学が課するのは「生物基礎、化学基礎」）、理科②から１科目（本学が課する科目は「生物」、

「化学」からいずれか１科目）受験した場合は、いずれか高得点の科目を合否判定に用います。

●本学個別試験（個人面接試験）

試験日 午前の部 午後の部

2020年
２月20日㈭

８：30　　　　　　　開　門
９：10　　　　　　　集　合
９：40～12：00（予定）個人面接試験

12：00　　　　　　　開　門
13：00　　　　　　　集　合
13：30～17：00（予定）個人面接試験

１．個人面接試験は、受験番号により「午前の部」または「午後の部」のどちらかで実施します。

２．第一段階選抜結果と面接時間を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）に掲載し、受験者全
員に速達郵便で通知します。本学発行の受験票に記載されている受験番号で確認してください。インター

ネットの性質上、発表直後はアクセスが集中し、発表画面の表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない

場合がありますので、事前にご承知おきください。その場合は少し時間をおいてから再度アクセスしてく

ださい。

３．「本学発行の受験票」と「大学入試センター試験受験票」を忘れずに持参してください。
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10【大学入試センター試験利用入学試験】

●合格発表

１．合格者には合格通知書および入学手続書類を速達郵便で郵送します。

２．合格者受験番号一覧を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）に合格発表日午前10時過ぎか
ら１週間程度掲載します。インターネットの性質上、合格発表直後はアクセスが集中し、合格発表画面の

表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない場合がありますので、事前にご承知おきください。その場合

は少し時間をおいてから再度アクセスしてください。

３．電話等による合否の問い合わせへの対応は行いません。

４．学内での掲示による合格発表は行いません。

●納入金および奨学金・奨励金

　詳細については、13ページを参照してください。

●追加合格

合格発表後、募集人員に欠員が生じた場合等に合格者の追加を行うことがあります。

追加合格者の手続きについては、本学から原則下記期間内に電話で直接連絡します。

連絡期間 2020年３月13日㈮～３月31日㈫

●入学辞退

入学を辞退する場合は、2020年３月31日㈫17時までに入試・広報室あてに連絡し、入学許可通知に同封される「入
学辞退届」と「入学許可書」を提出してください。入学金以外の授業料・施設設備費・実験実習費・委託徴収

費を、 振込手数料等を差し引いて返還します。なお、入学辞退の連絡は速やかに行うようお願いします。
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社会人入学試験
●出願資格

次の条件を満たす者

１．大学入学資格を取得している者(「一般入学試験」出願資格１～７のいずれかに該当する者)
２．年齢が25歳以上の者（2020年４月１日現在）

●出願書類

１．入学願書（本学所定用紙）　＊写真１枚を貼ってください。

２．受験票（本学所定用紙） 　＊342円分の切手を貼ってください（2019年６月現在の郵便料金に基づくため、
最新の郵便料金を必ず確認の上、必要な金額分の切手を貼ってください）。

３．写真票（本学所定用紙）　＊「写真１枚」と入学検定料「振替払込受付証明書（お客さま用）」を貼ってく

ださい。

４．志望理由書（本学所定用紙800字程度）
５．高等学校等の卒業証明書（出身高等学校長等発行で出願前３カ月以内のもの）または高等学校卒業程度認

定試験（旧大学入学資格検定含む）合格証明書

　　＊「大学」ではなく、「高等学校」等の卒業証明書を提出してください。

６．通知用住所ラベル（本学所定用紙４枚）　＊合否通知書を受け取る住所を記入してください。

　　※改姓等で調査書等と氏名が異なる場合は、戸籍抄本等を提出してください。

●入学検定料

　30,000円　 １．本学所定の払込取扱票により郵便局窓口でお支払いください。
　　　　　　２．振替払込受付証明書（お客さま用）を写真票の裏面に貼ってください。

●出願方法

出願書類をまとめ、本学所定の封筒を用いて簡易書留郵便で郵送してください。

受験にあたっては14ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●試験場　本学（天使大学）

●選考方法　出願書類・小論文試験・個人面接試験を総合して選考します。

●試験時間割

時間 内容

８：00 開門

８：40 集合

９：00～10：15 小論文試験

10：45～12：00 個人面接試験（午前の部）

昼食

13：00～17：00 個人面接試験（午後の部）

17：00 終了予定

１．受験番号により「個人面接試験（午前の部）」または「個人面接試験（午後の部）」のどちらかで実施します。

２．「個人面接試験（午後の部）」の受験者は「昼食」を持参してください。

【社会人入学試験】
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●合格発表

１．受験者に選考結果を速達郵便で通知します。

２．合格者には、合格通知書および入学手続書類を郵送します。

３．合格者受験番号一覧を天使大学ウェブサイト（http:／／www.tenshi.ac.jp）に合格発表日午前10時過ぎか
ら１週間程度掲載します。インターネットの性質上、合格発表直後はアクセスが集中し、合格発表画面の

表示に時間がかかる、あるいは閲覧できない場合がありますので、事前にご承知おきください。その場合

は少し時間をおいてから再度アクセスしてください。

４．電話等による合否の問い合わせへの対応は行いません。ただし、２～３日経過後も合否通知書が届かない

時は、入試・広報室にご連絡ください。

５．学内での掲示による合格発表は行いません。

●納入金および奨学金・奨励金

　詳細については、13ページを参照してください。

●不合格者の再受験

１．「社会人入学試験」の不合格者は、「一般入学試験」および「大学入試センター試験利用入学試験」を再受

験できます。

２．再受験を希望する場合は、次の書類を提出してください。

　　⑴　入学願書・受験票・写真票

　　⑵　通知用住所ラベル

３．再受験時には、志望学科の変更も可能です。この場合は、志望理由書を提出してください。

４．検定料は10,000円です。
５．詳細については、「一般入学試験」および「大学入試センター試験利用入学試験」のページを読んでください。

●入学辞退

入学を辞退する場合は、2020年３月31日㈫17時までに入試・広報室あてに連絡し、入学許可通知に同封される「入
学辞退届」と「入学許可書」を提出してください。入学金以外の授業料・施設設備費・実験実習費・委託徴収

費を、 振込手数料等を差し引いて返還します。なお、入学辞退の連絡は速やかに行うようお願いします。

【社会人入学試験】
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13【納入金、奨学金・奨励金】

納入金

奨学金・奨励金

2020年度入学者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

種　別
看　護　学　科 栄　養　学　科

入学手続時 後　　期 年額合計 入学手続時 後　　期 年額合計

校
　
納
　
金

＊入　　 学 　　金 300,000 　 ―― 300,000 300,000 　 ―― 300,000
　授　　 業 　　料 600,000 600,000 1,200,000 390,000 390,000 780,000
　施  設  設  備  費 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000
　実  験  実  習  費 50,000 50,000 100,000 90,000 90,000 180,000

小　　計 1,050,000 750,000 1,800,000 880,000 580,000 1,460,000

委
託
徴
収
費

＊葦の会費（入会金） 1,000 　 ―― 1,000 1,000 　 ―― 1,000
　葦の会費（年会費） 5,000 　 ―― 5,000 5,000 　 ―― 5,000
＊学生教育研究災害傷害保険料 4,720 　 ―― 4,720 4,720 　 ―― 4,720
　後　 援　 会　 費 20,000 　 ―― 20,000 20,000 　 ―― 20,000
＊同　 窓　 会　 費 　 ―― 50,000 50,000 　 ―― 50,000 50,000

小　　計 30,720 50,000 80,720 30,720 50,000 80,720

合　　　計 1,080,720 800,000 1,880,720 910,720 630,000 1,540,720

１．＊印は初年度のみの納入です（２年次以降は看護学科1,525,000円、栄養学科1,185,000円）。
２．年額を一括納入することができます。
３．兄弟姉妹が同時に在学した場合、下位学年の学生の後期授業料から300,000円を免除します。
４．栄養学科入学者で栄養教諭教職課程の履修を希望する方は、教職課程履修費（１～３年次はそれぞれ

20,000円、４年次は30,000円）が必要となります（入学後に納入します）。
５．北海道胆振東部地震、平成30年７月豪雨および熊本地震の被災者で本学を受験される方は、事前に入試・
広報室に問い合わせてください。　　tel．011－741－1052

2020年度（予定）

※１　上記の金額は2020年度の予定額ですので、変更になる場合があります。
※２　上記の他にも、地方自治体、病院、各種団体等の奨学金があります。各自で出身地の都道府県、市町村の教育委員会、

病院等にお問い合わせください。
※３　奨学金・奨励金についての詳細は、学務課（学生担当）にお問い合わせください。tel．011－792－9204

対象 奨学金・奨励金の種類 月額／年額 金額（円） 備考

看護栄養
学部生

日本学生
支援機構
奨学金

貸与型

第一種 月額

［自宅］54,000円
［自宅外］64,000円
上記以外に月額 20,000円
～50,000円 ま で、1万 円
単位で選択することがで
きます（自宅通学の方は
50,000円選択不可）

無利子貸与

第二種 月額
月額 20,000円～120,000円
まで、1万円単位で選択
することができます

有利子貸与＜利率３％以内＞

給付型 月額
[自宅] 30,000
[自宅外] 40,000

住民税非課税世帯で、一定の学力・資
質要件を満たす学生等が対象。 申込
は高等学校の最終学年で行います。

天使大学シスター川原ユキエ
記念奨学金

年額
[看護] 600,000
[栄養] 500,000

２年次生以上対象
経済的に非常に困窮し、修学が困難
な者に対し給付

天使大学給付奨学金 年額 200,000
２年次生以上対象
経済的に非常に困窮し、成績優秀な
者に対し給付

天使大学同窓会給付奨学金 年額 100,000
２年次生以上対象
経済的に非常に困窮し、成績優秀な
者に対し給付

天使大学貸与奨学金 月額 30,000
無利子貸与
経済的に修学が困難な者に対し貸与

学業成績優秀者奨励金 年額 50,000
看護・栄養各学科の各学年（２～４年次）で、
前年度学業成績が最も優秀な者に給付
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受験者への注意事項
●出願時の注意

１．出願書類は学生募集要項をよく読んで、志願者本人が黒ボールペンで正確に記入し、記入もれがないか確

認してください。

２．改姓等で調査書等と氏名が異なる場合は、戸籍抄本等を提出してください。

３．入学願書と写真票に同じ写真(４㎝×３㎝ )を貼ってください。写真は出願前３カ月以内に撮影した単身
上半身正面脱帽のもので、写真の裏面には氏名を記入してください（写真はカラー、白黒を問いません）。

４．受験票裏面の宛名欄に、本人の住所・氏名を記入し、速達郵便料金分の切手を貼ってください。

５．入学検定料は郵便局へ払い込み、振替払込受付証明書（お客さま用）を写真票裏面に貼ってください。

６．高等学校等の調査書、卒業証明書、成績証明書、高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定含む）

合格証明書は、出願前３カ月以内に証明されたものにしてください。

７．出願書類に不備がある場合は、受理できないことがあります。書類がそろっているか十分に確認し、本学

所定の出願用封筒を使用し、簡易書留郵便で郵送してください。本学窓口では受け付けません。

８．記入した文字を訂正する場合は、二重線を引いて訂正印を押してください。

９．提出された書類・入学検定料は、原則返還しません。

10．出願後の志望学科の変更は認めません。
11．入学願書を封筒に入れる時、２つ折りにして構いません。

●併願受験

 「一般入学試験」と「大学入試センター試験利用入学試験」を併願する場合は、志望理由書と調査書は試験ご
とに提出する必要はありません。一般入学試験の出願書類と大学入試センター利用入学試験の出願書類を同じ

封筒に入れて、一般入学試験の出願期間に出願してください。検定料は、「一般入学試験」（30,000円）、「大学
入試センター試験利用入学試験」（15,000円）の払込取扱票を使用してお支払いください。
一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験の出願書類を、別々の封筒に入れて郵送しても構いません。

その場合、それぞれの出願期限までに郵送してください。

●再受験

 「推薦入学試験」または「社会人入学試験」の不合格者が、「一般入学試験」、「大学入試センター試験利用入
学試験」に再出願する場合は、「一般入学試験」、「大学入試センター試験利用入学試験」用の入学願書等を提

出してください。入学検定料は再受験用の払込取扱票(10,000円)を使用してお支払いください。

●受験票の発送

受験票は、出願締切日以降に一斉に速達郵便で発送します。出願締切日４日経過しても受験票が届かない場合

は、入試・広報室に問い合わせてください。

●受験上の注意

１．試験当日は掲示に従って、該当する試験室に入室してください。

２．試験開始20分以後は入室できません。
３．受験票は必ず持参し、試験室では常に机上に置いてください。

４．受験票を忘れた場合は、試験実施本部の指示を受けてください。

５．受験票は、入学手続き完了まで保管してください。

６．大学入試センター試験利用入学試験の本学個別試験受験者は、「本学発行の受験票」と「大学入試センター

試験の受験票」の両方を持参してください。

７．試験中、机上に置けるものは、受験票・鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り（電動式、大型の

もの、ナイフ類を除く）・眼鏡・時計(辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判
別しづらいもの、秒針音のするもの、キッチンタイマー、大型のものを除く)・ハンカチ・ティッシュペー
パー（袋から中身を取り出したもの）・目薬です。

８．試験時間中に監督者が、受験者の顔の確認を行います。「マスク」を着用している場合、不正行為防止のため、

一時的に外すよう指示することがあります。

９．英文字、漢字等のプリントされている上着等は、着用しないでください。

10．携帯電話等の電子機器類は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し、電源を切っておいてください。
試験時間中に、これらをかばん等にしまわず、身につけていたり手に持っていると不正行為となることが

あります。
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11．駐車場がありませんので公共の交通機関を利用してください。
12．受験者以外は、試験場に入れません。
13．試験室の下見はできません。
14．学内は外靴で入校できます。

●入学志願者が感染症（インフルエンザ等）に罹患した場合の対応

入学志願者が学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ、はしか等※１）

に罹患した場合、担当医師が「感染のおそれがない」と認めない限り、原則として入学試験を受験することは

できません。

この場合、当該入学試験にかかる入学検定料を返還することがありますので、下記に従って入試・広報室に電

話連絡の上、必要な手続き等を確認してください※２。なお、学科試験、個人面接試験、いずれも追試験等の

特別な措置は行いません。

①受付期間：入学試験当日の15時まで
②連絡先：入試・広報室

※１：詳細は本学ウェブサイトで確認するか、直接、本学にお問い合わせください。

※２：いずれの入学試験においても、試験の一部を受験した場合は入学検定料の返還はできません。

●身体に障害を有する入学志願者との事前相談

入学志願者で身体に障害があり、受験上および修学上配慮を必要とする場合には、出願に先立って本学と相談

してください。

１．相談の期間

推薦入学試験・社会人入学試験
2019年10月１日㈫～10月11日㈮　9：00～17：00
ただし、土日祝日を除く

一般入学試験・

大学入試センター試験利用入学試験

2019年12月２日㈪～12月13日㈮　9：00～17：00
ただし、土日、12月８日（本学創立記念日）を除く

２．相談の方法

相談は、入学志願者またはその立場を代弁し得る保護者、出身学校関係者等と行います。入試・広報室に

事前に電話連絡のうえ、相談時には診断書等必要な書類を持参してください。

●合格通知等の氏名表記について
氏名の漢字は原則として「JIS 漢字コード第１・第２水準」の文字を使用します。規格にない文字については、合
格通知等に印字される文字は JIS 準拠のものに置き換えるか、カタカナで表記する場合があります。

●個人情報の保護

本学では、個人情報の保護に関する諸法令、文部科学大臣が定める指針等を遵守し、個人情報を保護します。

出願書類および入学試験から取得した個人情報は、入学試験及び入学後の教育に必要な場合に利用します。取

得した個人情報は、第三者に提供することはありません。

●問い合わせ先

〒065－0013　札幌市東区北13条東３丁目1－30
　　天使大学 入試・広報室
　　tel．011－741－1052
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入学試験成績の開示
本学では、受験者からの請求に基づき、2020年度一般入学試験にかかわる試験成績について、次の要領により開
示します。

●開示方法

　１．郵便による請求に基づき書面で回答します。

　２．窓口（入試・広報室）での請求に基づき書面で回答します。

●開示内容

　１．一般入学試験成績の総合点（ランク区分表示）

　２．一般入学試験成績の各科目の得点（ランク区分表示）

●請求権者

　受験者本人

●請求方法

　１．郵便による請求の場合

長形３号（12㎝×23.5㎝）の返信用封筒および受験票を同封の上、郵便で請求してください。返信用封筒
には、簡易書留郵便料金分の切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を明記してください。また、請求用封筒

の表
おもて

（左下）に、朱書きで「成績請求」と明記してください。

　２．窓口での請求の場合

窓口に来る３日前までに、事前に電話で日時を予約してください。電話で予約した日時に受け取る場合は

必ず受験票を持参してください。入学試験成績を受け取ることができる時間帯は、平日の９時から17時ま
でです。

※受験票を持参しない場合は回答できませんので、注意してください。

●請求期間

　2020年５月７日㈭～６月30日㈫

●請求連絡先

〒065－0013　札幌市東区北13条東３丁目1－30
天使大学　入試・広報室

tel．011－741－1052
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