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2023年度天使大学大学院看護栄養学研究科　入学者選抜要項

【入学者受け入れ方針等】　1

教育理念

看護学専攻修士課程および栄養管理学専攻博士前期課程（共通カリキュラム・ポリシー）のみ抜粋
　天使大学大学院看護栄養学研究科は、学士課程における看護学・栄養学を基礎として、各専門分野における人
間の「健康」と「生活」の支援に共通する「看護」と「栄養」を組み合わせた学習をとおして、地域の保健・医療・
福祉の発展に寄与することのできる高度な専門職業人と研究者・教育者としての基礎的能力を育成する。看護学
専攻並びに栄養管理学専攻のカリキュラムはともに、両専攻共通科目、専門基礎科目、専門科目から構成される。
栄養管理学専攻博士後期課程
 ・保健・医療・福祉に貢献するために、専門的かつ高度な教育と研究方法の学びを通して、栄養管理学の先端的
および実践的な知識を身に付ける科目として研究方法特論を配置した。

 ・栄養管理学に関わる課題においてグローバルな視点を持って主体的に探究し、自立して研究を行う能力を養う
ために、基礎系と実践系に体系化し、基礎系栄養管理学特論、実践系栄養管理学特論を配置した。

 ・栄養学の専門分野における課題について、研究を博士論文としてまとめ、課題解決の方法を提示できる能力を
養うために、基礎系栄養管理学特別研究と実践系栄養管理学特別研究を配置し個別指導体制の充実を図る。加
えて、リサーチ・ルーブリックを導入し、年に２回、学生の自己評価と主任指導教員と副指導教員の評価をす
り合わせることで、改善点や課題を明確にする機会を設ける。

教育課程構成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

看護学専攻修士課程
①　専門分野の基礎的な知識と技術を有する人
②　高度な専門職業人として専門分野の発展や社会に貢献する意欲のある人
③　人間として専門職業人としての倫理観を有する人
④　専門的なコミュニケーション能力の向上を目指す人
⑤　論理的思考と柔軟な発想、グローバルな視点を持って探究できる人
⑥　キリスト教的人間観に基づく人間愛の実践を志す人
栄養管理学専攻博士前期課程
①　栄養学分野の発展に貢献したい人
②　栄養管理を行う高度な専門職業人として社会貢献を志す人
③　栄養管理を行う高度な専門職業人としての高い倫理観を探求したい人
④　栄養管理に関わる専門的なコミュニケーション能力の向上を目指す人
⑤　キリスト教的人間観に基づく人間愛の実践を志す人
栄養管理学専攻博士後期課程
①　栄養学分野の発展に貢献できる基礎的な能力を備えている人
②　栄養管理を行う高度な専門職業人として社会貢献を行う意思のある人
③　栄養管理を行う高度な専門職業人としての高い倫理観を備えている人
④　栄養管理に関わる専門的なコミュニケーション能力を備えている人
⑤　キリスト教的人間観に基づく人間愛の実践を志す人

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

　天使大学大学院看護栄養学研究科は、カトリック教育機関として「愛をとおして真理へ」を建学の精神として
いる。本研究科はこの建学の精神のもと、看護学・栄養学の各専門分野における高度な専門職業人、教育や専門
分野のリーダーとなる人材を育成するとともに、人間の「健康」と「生活」の支援に共通する「看護」と「栄養」
を組み合わせた学修を通して、地域住民の保健・医療・福祉の発展に寄与するものである。

看護学専攻修士課程および栄養管理学専攻博士前期課程（共通ディプロマ・ポリシー）のみ抜粋
 ・キリスト教的人間観を基盤に専門分野の知識と倫理観を保健・医療・福祉に応用できる。
 ・専門分野において主体的に活動し、関係者と連携・調整を図り、課題解決を推進することができる。
 ・専門分野の高度な知識を身に付け、科学的根拠に基づく総合的判断を研究と実践に適用できる。
 ・専門分野の課題について、研究方法を選択し、研究成果をまとめることができる。
栄養管理学専攻博士後期課程
 ・専門的かつ高度な教育及び研究を通して栄養管理学の先端的および実践的な知識を身に付け、保健・医療・福
祉に貢献できる。

 ・栄養管理学に関わる課題においてグローバルな視点を持って主体的に探究し、自立して研究を行うことができ
る。

 ・栄養学の専門分野における課題について、研究をとおして課題解決の方法を提示できる。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
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2　【選抜日程一覧】

選抜日程一覧

■推薦型選抜

　看護学専攻（修士課程保健師コースのみ）

■一般選抜（Ⅰ期）

　看護学専攻（修士課程（修士論文コース、高度実践看護師コース、保健師コース））

　栄養管理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

■一般選抜（Ⅱ期）

　看護学専攻（修士課程（修士論文コース、高度実践看護師コース、保健師コース））

　栄養管理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

■看護学専攻（修士課程）【がん看護専門看護師養成特別選抜】

出　　願　　期　　間 2022年８月22日（月）～９月２日（金）必着

選　　　 抜 　　　日 2022年９月17日（土）

合 格 発 表 日 2022年９月27日（火）10：00

入 学 手 続 締 切 日
（入学金の納付等）2022年10月14日（金）

（授業料等の納付）2023年３月１日（水）

入 学 辞 退 締 切 日 2023年３月31日（金）15：00

出　　願　　期　　間 2022年９月27日（火）～10月７日（金）必着

選　　　 抜 　　　日 2022年10月15日（土）

合 格 発 表 日 2022年10月21日（金）10：00

入 学 手 続 締 切 日
（入学金の納付等）2022年11月４日（金）

（授業料等の納付）2023年３月１日（水）

入 学 辞 退 締 切 日 2023年３月31日（金）15：00

出　　願　　期　　間 2023年１月10日（火）～１月13日（金）必着

選　　　 抜 　　　日 2023年１月21日（土）

合 格 発 表 日 2023年１月27日（金）10：00

入 学 手 続 締 切 日
（入学金の納付等）2023年２月10日（金）

（授業料等の納付）2023年３月１日（水）

入 学 辞 退 締 切 日 2023年３月31日（金）15：00

出　　願　　期　　間 2023年１月10日（火）～１月13日（金）必着

選　　　 抜 　　　日 2023年１月21日（土）

合 格 発 表 日 2023年１月27日（金）10：00

入 学 手 続 締 切 日
（入学金の納付等）2023年２月10日（金）

（授業料等の納付）2023年３月１日（水）

入 学 辞 退 締 切 日 2023年３月31日（金）15：00
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【看護学専攻（保健師コース）推薦型選抜】　3

看護学専攻（保健師コース） 推薦型選抜
●募集人員　　14名（看護学専攻全体の募集人員、うち保健師コース６名）

●修業年限　　２年

●修了時取得学位および資格

　修士（看護学）

　保健師国家試験受験資格

●出願資格

2023年３月に天使大学を卒業見込の者で、看護師国家試験受験資格を有し、次の条件を満たし、学科長が推薦

する者。ただし、看護師国家試験に合格していることを入学の条件とし、不合格の場合は入学許可を取り消す

ものとする。

　１．本研究科を第一志望とし、合格後に入学を確約する者

　２．修了後、保健師として就業することを希望する者

　３．学業成績の優秀な者（専門科目の成績評価に「Ｄ」評定がない者）

●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）　 ＊通常ハガキの料金分と速達料金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）

５．推薦書（本学所定用紙）　 ＊学科長が作成し厳封したもの

６．卒業見込証明書、成績証明書（本学で手配するため、提出は不要）

７．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。

●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。

　＊詳細については、21ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●選抜会場　本学（天使大学大学院）

●選抜方法

　小論文試験、個人面接試験を総合して選抜します。

　なお、出願書類については、個人面接試験の資料として活用します。
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4　【看護学専攻（保健師コース）推薦型選抜】

●時間割

●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レターパックライトで郵送します。

２．合格者受験番号一覧を公式ホームページ（https://www.tenshi.ac.jp）に、合格発表日の所定の時刻（２ペー

ジ参照）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

　詳細については、８ページの「納入金」、「奨学金」を参照してください。

●推薦型選抜不合格者の再受験

１．「推薦型選抜」の不合格者は、「一般選抜（Ⅰ期）」および「一般選抜（Ⅱ期）」を再受験することができます。

２．再受験する場合は、次の書類を提出してください。

　　⑴　受験する入学者選抜の入学願書・受験票・写真票

　　⑵　通知用住所ラベル４枚

３．検定料は10,000円です。

４．詳細については、５ページの「看護学専攻（修士課程）一般選抜」を読んでください。

時　刻 内　容

 ９：00 開門

 ９：15 集合

 ９：30

 ～ 11：00
小論文試験

 11：15～ 個人面接試験
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【看護学専攻（修士課程）一般選抜】　5

●募集人員　14名

●募集するコース
　○修士論文コース
　　基礎看護学コース
　　成人看護学コース
　　老年看護学コース
　　小児看護学コース
　　精神看護学コース
　　公衆衛生看護学コース
　○高度実践看護師コース
　　ホスピス緩和ケア看護学コース
　　老年看護 CNS コース
　　精神看護 CNS コース
　○保健師コース

●修業年限　２年
　長期履修学生制度（詳細は19ページ）があります。

●学位および修了時取得資格等

●出願資格
【基礎看護学コース、成人看護学コース、老年看護学コース、小児看護学コース、精神看護学コース、保健師コース】
　看護師免許を有する者、または看護師国家試験受験資格を有する者で、次の１～６のいずれかに該当する者
１．大学を卒業した者または2023年３月までに卒業見込の者
２．学士の学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者
３．専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
　　限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
４．外国において学校教育における16年の課程を修了した者または2023年３月までに修了見込の者
５．文部科学大臣の指定した者
６．その他、本研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた22歳以上の者（2023年４月
　　１日現在）
　※出願資格６に該当する者は、出願資格審査を行うことがあります。出願期間前に、必ず入試・広報室に連絡
をとってください。

　※母性看護学コースは、2023年度入学生の募集はいたしません。

【公衆衛生看護学コース】
　看護師および保健師免許を有する者、または看護師および保健師国家試験受験資格を有する者で、次の１～６の
いずれかに該当する者
１．大学を卒業した者または2023年３月までに卒業見込の者
２．学士の学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者
３．専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
　　限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
４．外国において学校教育における16年の課程を修了した者または2023年３月までに修了見込の者
５．文部科学大臣の指定した者
６．その他、本研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた22歳以上の者（2023年４月
　　１日現在）
　※出願資格６に該当する者は、出願資格審査を行うことがあります。出願期間前に、必ず入試・広報室に連絡
をとってください。

看護学専攻（修士課程）一般選抜

学位 修士（看護学）

取得資格等

ホスピス緩和ケア看護学コース：がん看護専門看護師教育課程修了

老年看護 CNS コース：老人看護専門看護師教育課程修了

精神看護 CNS コース：精神看護専門看護師教育課程修了

保健師コース：保健師国家試験受験資格
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6　【看護学専攻（修士課程）一般選抜】

【ホスピス緩和ケア看護学コース、老年看護 CNS コース、精神看護 CNS コース】
　看護師免許を有し、３年以上の看護実務経験を有する者（2023年３月31日現在）で、次の１～６のいずれかに
該当する者
１．大学を卒業した者または2023年３月までに卒業見込の者
２．学士の学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者
３．専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
　　限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
４．外国において学校教育における16年の課程を修了した者または2023年３月までに修了見込の者
５．文部科学大臣の指定した者
６．その他、本研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
　※出願資格６に該当する者は、出願資格審査を行うことがあります。出願期間前に、必ず入試・広報室に連絡

をとってください。

●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）　 ＊通常ハガキの料金分と速達料金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）

５．研究計画書（本学所定用紙）または課題研究計画書

【基礎看護学コース】、【成人看護学コース】、【老年看護学コース】、【小児看護学コース】、【精神看護学コース】、

【公衆衛生看護学コース】、志願者は、「研究計画書」を提出してください。

　【ホスピス緩和ケア看護学コース】、【老年看護 CNS コース】、【精神看護 CNS コース】志願者は、「課題研究
　計画書」を提出してください。

　※計画書は、下記の希望するコースの教員と必ず連絡をとった上で作成してください。

　※【保健師コース】志願者は、計画書を提出する必要はありませんが、事前にコースの教員（吉田 礼維子 教
授）と必ず連絡をとってください。

６．出身大学の「卒業（見込）証明書」および「成績証明書」

　⑴　大学以外の教育機関で看護教育を受けた者は、当該校の「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」を提出

　　　すること。

　　　※公衆衛生看護学コースの受験者は、看護師・保健師両方の教育機関の「卒業（見込）証明書」と「成績

　　　　証明書」を提出すること。

　⑵　大学評価・学位授与機構により学位を授与された者は、「学位授与証明書」ならびに学位授与の対象とな

　　　る専攻にかかわる授業科目の単位認定を行った機関の「単位修得証明書」を提出すること。

　⑶　大学評価・学位授与機構に認定修了を申請している者は、「学位授与申請受理証明書」ならびに学位授与

　　　の対象となる専攻にかかわる授業単位の単位認定を行った機関の「単位修得証明書」を提出すること。

　※本学看護学科卒業見込者は、卒業見込証明書、成績証明書を提出する必要はありません。

コース名 教員名

基礎看護学コース 服部　容子　　教授

成人看護学コース 大野　和美　　教授

老年看護学コース 小澤　芳子　　教授

母性看護学コース 2023年度は募集しません。
小児看護学コース 日沼　千尋　　教授

精神看護学コース 山本　勝則　　教授

公衆衛生看護学コース 吉田　礼維子　教授

ホスピス緩和ケア看護学コース 菅原　邦子　　教授

老年看護 CNSコース 小澤　芳子　　教授

精神看護 CNSコース 山本　勝則　　教授

連絡先電話番号：０１１－７４１－１０５１
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７．免許証の写し　　＊免許取得者は次のとおり提出してください（卒業見込者で免許を取得していない者は、
　　　　　　　　　　　提出する必要はありません）。

８．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。

●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。
　※詳細については、21ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●選抜会場　本学（天使大学大学院）

●選抜方法　学力試験「専門科目」、小論文試験、個人面接試験を総合して選抜します。
　　　　　　なお、出願書類については、個人面接試験の資料として活用します。

●時間割

●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レターパックライトで郵送します。
２．合格者受験番号一覧を公式ホームページ（https://www.tenshi.ac.jp）に、合格発表日の所定の時刻（２ペー
ジ参照）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。

●一般選抜（Ⅰ期）不合格者の再受験
１．「一般選抜（Ⅰ期）」の不合格者は、「一般選抜（Ⅱ期）」を再受験することができます。
２．再受験する場合は次の書類を提出してください。
　⑴　「一般選抜（Ⅱ期）」の入学願書・受験票・写真票
　⑵　通知用住所ラベル４枚
３．検定料は10,000円です。

●入学辞退
入学を辞退する場合は、 2023年３月31日㈮15時までに入試・広報室あてに連絡してください。後日、入学辞退
届を郵送いたしますので必要事項記入のうえ、入学許可書と共に返送してください。入学金以外の授業料・施
設設備費・実験実習費、同窓会費を、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。

時　刻 内　容
９：00 開門
９：15 集合
９：30～10：30 学力試験「専門科目」
10：45～11：45 小論文試験

昼食
13：00～ 個人面接試験

コース名 看護師免許 保健師免許

基礎看護学コース、成人看護学コース、老年看護学コース、
小児看護学コース、精神看護学コース

●

公衆衛生看護学コース ● ●

ホスピス緩和ケア看護学コース、老年看護 CNSコース、
精神看護 CNSコース

●

保健師コース ●
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●納入金

　2023年度　看護学専攻入学者　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．＊印は初年度のみの納入です。

　３．年額を一括納入することができます。

　４．天使大学・天使女子短期大学卒業生は、入学金免除になります。

　５．保健師コース、CNS コース以外は、実験実習費の徴収はありません。

　６．長期履修学生制度の適用を希望する方は19ページを参照してください。

●奨学金

　

　１．現在、本学の奨学金制度を見直しており、上記の内容・金額は変更になる場合があります。

　２．上記の他にも、地方自治体や各種団体等の奨学金があります。必要な場合には、各自で出身地の都道府県

や市町村の教育委員会等にお問い合わせください。

　３．奨学金に関する詳細は、本学学務課学生担当（tel．011－792－9204（直通））までお問い合わせください。

奨学金の種類 月額／年額 金額（円） 備考

日本学生支援
機構奨学金

第一種 月額 50,000または 88,000 無利子貸与

第二種 月額

50,000 80,000
有利子貸与
利率は0.040％（2022年３月現在）

100,000 130,000

150,000

天使大学同窓会給付奨学金 年額 100,000
経済的に非常に困窮し、成績優秀な者に対し給付。
在学中１回限り。

天使大学貸与奨学金 月額 30,000または 50,000 無利子貸与。経済的に修学困難な者に対し貸与

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
480,000） 
（340,000）

480,000）
（340,000）

960,000）
（680,000）

施 設 設 備 費
0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

実 験 実 習 費
保健師・CNS コースのみ

25,000）
（25,000）

25,000）
（25,000）

50,000）
（50,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
655,000）
（365,000）

555,000）
（365,000）

1,210,000）
（730,000）
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●募集人員　　【ホスピス緩和ケア看護学コース】

　　　　　　　がん看護専門看護師養成コース　　　　　
若干名

●修業年限　１年

●学位および修了時取得資格等　

●出願資格

　修士（看護学）の学位を授与された者または2023年３月までに同学位を授与される見込の者

●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）　 ＊通常ハガキの料金分と速達料金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）

５．課題研究計画書（本学所定用紙）

　※計画書は、下記の指導教員と必ず連絡をとった上で作成してください。

６．大学院修士課程または博士前期課程の「修了（見込）証明書」および「成績証明書」

７．看護師免許証の写し

８．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。

●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。

　※詳細については、21ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●選抜会場　本学（天使大学大学院）

●選抜方法　個人面接試験によって選抜します。

　　　　　　なお、出願書類については、個人面接試験の資料として活用します。

●時間割

看護学専攻（修士課程）【がん看護専門看護師養成特別選抜】

コース名 指導教員名

ホスピス緩和ケア看護学コース 菅原　邦子　教授

連絡先電話番号：０１１－７４１－１０５１

時　刻 内　容

９：00 開門

９：15 集合

９：30～ 個人面接試験

学位 修士（看護学）

取得資格等 がん看護専門看護師教育課程修了
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●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レターパックライトで郵送します。

２．合格者受験番号一覧を公式ホームページ（https://www.tenshi.ac.jp）に、合格発表日の所定の時刻（２ペー

ジ参照）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。

●入学辞退

入学を辞退する場合は、 2023年３月31日㈮15時までに入試・広報室あてに連絡してください。後日、入学辞退

届を郵送いたしますので必要事項記入のうえ、入学許可書と共に返送してください。入学金以外の授業料・施

設設備費・実験実習費、同窓会費を、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。

●納入金

　2023年度　看護学専攻（修士課程）入学者　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．＊印は初年度のみの納入です。

　３．年額を一括納入することができます。

　４．天使大学・天使女子短期大学卒業生は、入学金免除になります。

　５．保健師コース、CNS コース以外は、実験実習費の徴収はありません。

　６．長期履修学生制度の適用を希望する方は19ページを参照してください。

●奨学金

　１．現在、本学の奨学金制度を見直しており、上記の内容・金額は変更になる場合があります。

　２．上記の他にも、地方自治体や各種団体等の奨学金があります。必要な場合には、各自で出身地の都道府県

や市町村の教育委員会等にお問い合わせください。

　３．奨学金に関する詳細は、本学学務課学生担当（tel．011－792－9204（直通））までお問い合わせください。

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
480,000） 
（340,000）

480,000）
（340,000）

960,000）
（680,000）

施 設 設 備 費
0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

実 験 実 習 費
保健師・CNS コースのみ

25,000）
（25,000）

25,000）
（25,000）

50,000）
（50,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
655,000）
（365,000）

555,000）
（365,000）

1,210,000）
（730,000）

奨学金の種類 月額／年額 金額（円） 備考

日本学生支援
機構奨学金

第一種 月額 50,000または 88,000 無利子貸与

第二種 月額

50,000 80,000
有利子貸与
利率は0.040％（2022年３月現在）

100,000 130,000

150,000

天使大学同窓会給付奨学金 年額 100,000
経済的に非常に困窮し、成績優秀な者に対し給付。
在学中に１回限り。

天使大学貸与奨学金 月額 30,000または 50,000 無利子貸与。経済的に修学困難な者に対し貸与
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●募集人員　３名

●修業年限　２年

　「長期履修学生制度（19ページ参照）」があります。

●学位および修了時取得資格　

　　　※「栄養教諭専修免許状」を選択により取得できるのは、「栄養教諭一種免許状」取得者のみです。

●出願資格

　栄養士免許を取得した者または取得見込の者で、次の１～６のいずれかに該当する者

１．大学を卒業した者または2023年３月までに卒業見込の者

２．学士の学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者

３．専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

　　限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

４．外国において学校教育における16年の課程を修了した者または2023年３月までに修了見込の者

５．文部科学大臣の指定した者

６．その他、本研究科において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた22歳以上の者（2023年４月

１日現在）

　※出願資格６に該当する者は、出願資格審査を行うことがあります。出願期間前に、必ず入試・広報室に連絡

をとってください。

栄養管理学専攻（博士前期課程）一般選抜

学位 修士（栄養学）

取得資格 栄養教諭専修免許状（選択）
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●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）　 ＊通常ハガキの料金分と速達料金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）

５．研究計画書（本学所定用紙）

　※研究計画書は、指導を希望する教員と必ず連絡をとった上で、作成してください。

　※教員の研究テーマと業績は、公式ホームページ（看護栄養学研究科　栄養管理学専攻博士前期課程「教員の

紹介」）でご確認ください。

※ご不明な点は、入試・広報室または専攻主任（連絡先電話番号：011－741－1051）にご相談ください。

６．出身大学の「卒業（見込）証明書」および「成績証明書」

　⑴　大学以外の栄養士養成施設の卒業者は、当該校の「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」を提出すること。

　⑵　大学評価・学位授与機構により学位を授与された者は、「学位授与証明書」ならびに学位授与の対象とな

　　　る専攻にかかわる授業科目の単位認定を行った機関の「単位修得証明書」を提出すること。

　⑶　大学評価・学位授与機構に認定修了を申請している者は、「学位授与申請受理証明書」ならびに学位授与

　　　の対象となる専攻にかかわる授業単位の単位認定を行った機関の「単位修得証明書」を提出すること。

　※本学栄養学科卒業見込者は、卒業見込証明書、成績証明書を提出する必要はありません。

７．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。

●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。

　※詳細については、21ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●選抜会場　本学（天使大学大学院）

●選抜方法　学力試験「英語」・「専門科目（基礎栄養学、臨床栄養学）」、小論文試験、個人面接試験を総合して

　選抜します。なお、出願書類については、個人面接試験の資料として活用します。

●時間割

時　刻 内　容

９：00 開門

９：15 集合

９：30～10：30 学力試験「英語」※受験者全員に英和辞書を貸与します。

10：45～11：45 学力試験「専門科目（基礎栄養学、臨床栄養学）」

昼食

13：00～14：00 小論文試験

14：15～ 個人面接試験
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【栄養管理学専攻（博士前期課程）一般選抜】　13

●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レターパックライトで郵送します。

２．合格者受験番号一覧を公式ホームページ（https://www.tenshi.ac.jp）に、合格発表日の所定の時刻

（２ページ参照）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。

●一般選抜（Ⅰ期）不合格者の再受験

１．「一般選抜（Ⅰ期）」の不合格者は、「一般選抜（Ⅱ期）」を再受験することができます。

２．再受験する場合は次の書類を提出してください。

　⑴　「一般選抜（Ⅱ期）」の入学願書・受験票・写真票

　⑵　通知用住所ラベル４枚

３．検定料は10,000円です。

●入学辞退

入学を辞退する場合は、 2023年３月31日㈮15時までに入試・広報室あてに連絡してください。後日、入学辞退

届を郵送いたしますので必要事項記入のうえ、入学許可書と共に返送してください。入学金以外の授業料・施

設設備費・実験実習費、同窓会費を、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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●納入金

　2023年度　栄養管理学専攻（博士前期課程）入学者　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．＊印は初年度のみの納入です。

　３．年額を一括納入することができます。

　４．天使大学・天使女子短期大学卒業生は、入学金免除になります。

　５．長期履修学生制度の適用を希望する方は19ページを参照してください。

●在学期間の短縮について

　本専攻では、優れた業績をあげた方について、在学期間を最短１年まで短縮することができます。

●奨学金

　１．現在、本学の奨学金制度を見直しており、上記の内容・金額は変更になる場合があります。

　２．上記の他にも、地方自治体や各種団体等の奨学金があります。必要な場合には、各自で出身地の都道府県

や市町村の教育委員会等にお問い合わせください。

　３．奨学金に関する詳細は、本学学務課学生担当（tel．011－792－9204（直通））までお問い合わせください。

14　【栄養管理学専攻（博士前期課程）一般選抜】

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
300,000） 
（300,000）

300,000）
（300,000）

600,000）
（600,000）

施 設 設 備 費
100,000）
（50,000）

100,000）
（50,000）

200,000）
（100,000）

実 験 実 習 費
90,000）
（90,000）

90,000）
（90,000）

180,000）
（180,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
640,000）
（440,000）

540,000）
（440,000）

1,180,000）
（880,000）

奨学金の種類 月額／年額 金額（円） 備考

日本学生支援
機構奨学金

第一種 月額 50,000または 88,000 無利子貸与

第二種 月額

50,000 80,000
有利子貸与
利率は0.040％（2022年３月現在）

100,000 130,000

150,000

天使大学同窓会給付奨学金 年額 100,000
経済的に非常に困窮し、成績優秀な者に対し給付。
在学中に１回限り。

天使大学貸与奨学金 月額 30,000または 50,000 無利子貸与。経済的に修学困難な者に対し貸与
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【栄養管理学専攻（博士後期課程）一般選抜】　15

●募集人員　２名

●修業年限　３年

　「長期履修学生制度（19ページ参照）」があります。

●修了要件　

　博士後期課程に３年以上在籍し、所定の単位（必修・選択18単位以上）を修得し、かつ必要な研究指導を受け

　たうえで、博士論文を提出してその審査および最終試験に合格した者に学位を授与する。

●修了時取得学位　博士（栄養学）

●出願資格

　次の１～４のいずれかに該当する者

１．修士の学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者

２．外国において修士の学位に相当する学位を授与された者または2023年３月までに授与見込の者

３．文部科学大臣の指定した者

４．その他、本研究科において修士の学位と同等以上の学力があると認めた24歳以上の者（2023年４月１日現

　　在）

　※出願資格４に該当する者は、出願資格審査を行うことがあります。出願期間前に、必ず入試・広報室に連絡

をとってください。

栄養管理学専攻（博士後期課程）一般選抜
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16　【栄養管理学専攻（博士後期課程）一般選抜】

●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）　 ＊通常ハガキの料金分と速達料金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．修士課程または博士前期課程の「修了（見込）証明書」および「成績証明書」

　※ただし、本研究科栄養管理学専攻（博士前期課程）修了見込者は、修了見込証明書、成績証明書を提出する

必要はありません。

５．研究計画書（本学所定用紙）

　※研究計画書は、指導を希望する教員と事前に連絡をとり、修士課程における研究の概要と博士課程における

研究計画の概要についての希望を伝え、あらかじめ相談の上、作成してください。

　※教員の研究テーマと業績は、公式ホームページ（看護栄養学研究科　栄養管理学専攻博士後期課程「教員の

紹介」）でご確認ください。

※ご不明な点は、入試・広報室または専攻主任（連絡先電話番号：011－741－1051）にご相談ください。

６．修士論文要旨

　⑴　Ａ４版で書式自由、2,000字程度で記述してください。学術雑誌等に発表した論文がある場合には、その

写しを添付してください。

　⑵　出願資格４に該当する者は、研究活動の内容が把握できるものを提出してください。

７．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。

●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。

　※詳細については、21ページの「受験者への注意事項」を必ず読んでください。

●選抜会場　本学（天使大学大学院）

●選抜方法　学力試験「英語」、小論文試験、口答試験を総合して選抜します。なお、出願書類については、口

　答試験の資料として活用します。

●時間割

　※本研究科栄養管理学専攻（博士前期課程）修了者または修了見込者は、学力試験「英語」を免除しますので、

小論文試験から受験してください。集合時刻は10時35分です。

時　刻 内　容

９：00 開門

９：15 集合

９：30～10：30 学力試験「英語」※受験者全員に英和辞書を貸与します。

10：45～11：45 小論文試験

昼食

13：00～ 口答試験
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【栄養管理学専攻（博士後期課程）一般選抜】　17

●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レターパックライトで郵送します。

２．合格者受験番号一覧を公式ホームページ（https://www.tenshi.ac.jp）に、合格発表日の所定の時刻

（２ページ参照）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。

●一般選抜（Ⅰ期）不合格者の再受験

１．「一般選抜（Ⅰ期）」の不合格者は、「一般選抜（Ⅱ期）」を再受験することができます。

２．再受験する場合は次の書類を提出してください。

　⑴　「一般選抜（Ⅱ期）」の入学願書・受験票・写真票

　⑵　通知用住所ラベル４枚

３．検定料は10,000円です。

●入学辞退

入学を辞退する場合は、 2023年３月31日㈮15時までに入試・広報室あてに連絡してください。後日、入学辞退

届を郵送いたしますので必要事項記入のうえ、入学許可書と共に返送してください。入学金以外の授業料・施

設設備費・実験実習費、同窓会費を、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。

●納入金

　2023年度　栄養管理学専攻（博士後期課程）入学者　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．＊印は初年度のみの納入です。

　３．年額を一括納入することができます。

　４．天使大学・天使女子短期大学卒業生は、入学金免除になります。

　５．長期履修学生制度の適用を希望する方は19ページを参照してください。

●在学期間の短縮について

　本専攻では、優れた業績をあげた方について、在学期間を最短１年まで短縮することができます。

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
300,000） 
（300,000）

300,000）
（300,000）

600,000）
（600,000）

施 設 設 備 費
100,000）
（50,000）

100,000）
（50,000）

200,000）
（100,000）

実 験 実 習 費
90,000）
（90,000）

90,000）
（90,000）

180,000）
（180,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
640,000）
（440,000）

540,000）
（440,000）

1,180,000）
（880,000）
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18　【栄養管理学専攻（博士後期課程）一般選抜】

●奨学金

　１．現在、本学の奨学金制度を見直しており、上記の内容・金額は変更になる場合があります。

　２．上記の他にも、地方自治体や各種団体等の奨学金があります。必要な場合には、各自で出身地の都道府県

や市町村の教育委員会等にお問い合わせください。

　３．奨学金に関する詳細は、本学学務課学生担当（tel．011－792－9204（直通））までお問い合わせください。

奨学金の種類 月額／年額 金額（円） 備考

日本学生支援
機構奨学金

第一種 月額 80,000または 122,000 無利子貸与

第二種 月額

50,000 80,000
有利子貸与
利率は0.040％（2022年３月現在）

100,000 130,000

150,000

天使大学同窓会給付奨学金 年額 100,000
経済的に非常に困窮し、成績優秀な者に対し給付。
在学中に１回限り。

天使大学貸与奨学金 月額 30,000または 50,000 無利子貸与。経済的に修学困難な者に対し貸与
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●「長期履修学生制度」とは
「長期履修学生制度」とは、職業を有する等の事情により、標準の修業年限での大学院教育課程の修了が困難
な場合、標準の修業年限を超えて計画的に教育課程を履修し修了するための制度です。

●「長期履修学生制度」の対象者
職業を有する等の事情により、標準の修業年限での大学院の教育課程の修了が困難な者が対象です。ここで言
う「職業を有する等」とは、有職者（正規雇用、非正規雇用を問わない）・家事・育児・介護などの事情により、
フルタイム学生としての修学が困難な事情にあることを言います。
看護学専攻・栄養管理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）いずれも対象となります（ただし、保健師コー
スは対象となりません）。

●「長期履修学生制度」を利用した場合の修業年限

●「長期履修学生制度」を利用した場合の授業料

　「長期履修学生制度」を利用した納入例
　【納入ケース１】
看護学専攻（ホスピス緩和ケア看護学コース、老年看護 CNS コースまたは精神看護 CNS コース）の合格者で、
長期履修学生制度を利用し、「３年」の履修期間が認められた場合（カッコ内の金額は、天使大学・天使女子
短期大学卒業生の場合）

　　修了までに必要な授業料等
　　　1,010,000円／年（730,000円／年）×２年間＝2,020,000円（1,460,000円）
　　長期履修学生制度を利用した場合の年間授業料等
　　　2,020,000円（1,460,000円）÷３年間＝初年度680,000円／年（500,000円／年）
　　　※２年目以降については、下表を確認してください。

　１年目の納入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。
　２．＊印は初年度のみの納入です。
　３．年額を一括納入することができます。

　２～３年目の納入金　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。
　２．年額を一括納入することができます。

長期履修学生制度

修士課程および博士前期課程 ３年または４年
博士後期課程 ４年または５年または６年

修士課程および博士前期課程 規定の年間授業料等（授業料・施設設備費・実験実習費）の２倍
の額を、許可された修業年限で除した額を年度ごとに納入する。

博士後期課程 規定の年間授業料等（授業料・施設設備費・実験実習費）の３倍
の額を、許可された修業年限で除した額を年度ごとに納入する。

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
320,000） 
（230,000）

320,000）
（230,000）

640,000）
（460,000）

施 設 設 備 費 0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

実 験 実 習 費 20,000）
（20,000）

20,000）
（20,000）

40,000）
（40,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
490,000）
（250,000）

390,000）
（250,000）

880,000）
（500,000）

種　別 前　期 後　期 年額合計

授　　業　　料
320,000） 
（225,000）

320,000）
（225,000）

640,000）
（450,000）

施 設 設 備 費 0）
（0）

0）
（0）

0）
（0）

実 験 実 習 費 15,000）
（15,000）

15,000）
（15,000）

30,000）
（30,000）

合　計
335,000）
（240,000）

335,000）
（240,000）

670,000）
（480,000）



2023年度天使大学大学院看護栄養学研究科　入学者選抜要項

20　【長期履修学生制度】

　【納入ケース２】

　栄養管理学専攻（博士前期課程）の合格者で、長期履修学生制度を利用し、「４年」の履修期間が認められた

　場合（カッコ内の金額は、天使大学・天使女子短期大学卒業生の場合）

　　修了までに必要な授業料等

　　　980,000円／年（880,000円／年）×２年間＝1,960,000円（1,760,000円）

　　長期履修学生制度を利用した場合の年間授業料等

　　　1,960,000円（1,760,000円）÷４年間＝490,000円／年（440,000円／年）

　１年目の納入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．＊印は初年度のみの納入です。

　３．年額を一括納入することができます。

　２～４年目の納入金　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　１．カッコ内は天使大学・天使女子短期大学卒業生の納入額です。

　２．年額を一括納入することができます。

●「長期履修学生制度」の利用を希望する場合の手続きについて

　①申請手続は合格後に行います。希望者は指導教員の指導のもと、自分の現況を鑑みながら長期履修計画を立

て、希望する修了予定年数を決めます。

　②合格通知書に同封されている「長期履修学生申請書」、「長期履修計画書」を、提出期限までに学務課に提出

します。長期履修を希望する場合、その審査結果の連絡を受けるまでは「入学手続時納入金」を納入しない

でください（「入学金」は期日までに納入してください）。

　③本学での審査完了後、本学から長期履修学生制度利用の可否、入学手続時納入金の金額、その納入期日等に

ついて連絡があります。

種　別 入学手続時 後　期 年額合計

　入　　学　　金＊
150,000）
（0）

―
―

150,000）
（0）

授　　業　　料
150,000） 
（150,000）

150,000）
（150,000）

300,000）
（300,000）

施 設 設 備 費
50,000）
（25,000）

50,000）
（25,000）

100,000）
（50,000）

実 験 実 習 費
45,000）
（45,000）

45,000）
（45,000）

90,000）
（90,000）

　同　窓　会　費＊
―
―

50,000）
（0）

50,000）
（0）

合　計
395,000）
（220,000）

295,000）
（220,000）

690,000）
（440,000）

種　別 前　期 後　期 年額合計

授　　業　　料
150,000） 
（150,000）

150,000）
（150,000）

300,000）
（300,000）

施 設 設 備 費
50,000）
（25,000）

50,000）
（25,000）

100,000）
（50,000）

実 験 実 習 費
45,000）
（45,000）

45,000）
（45,000）

90,000）
（90,000）

合　計
245,000）
（220,000）

245,000）
（220,000）

490,000）
（440,000）
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【受験者への注意事項】　21

●出願時の注意

１．出願書類は入学者選抜要項をよく読んで、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．改姓等で成績証明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、通常ハガキの料金分と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．卒業（見込）証明書または修了（見込）証明書、成績証明書は、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．入学願書を封筒に入れる時、２つ折にしてかまいません。

●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。出願締切日から５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（追試験を含む）

１．入学者選抜要項等における記載内容の変更・訂正や、選抜当日の開始時刻繰り下げ等に関する緊急連絡を行

う場合があります。また、災害や感染症等の影響により、やむを得ず入学者選抜の中止又は日程・科目等を変

更する場合があります。こうした事態が発生した場合には、詳細を公式ホームページでお知らせしますので、

細めにご確認ください。

２．選抜当日が悪天候の場合等は十分余裕をもって早めに会場へお越しください。

３．選抜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。

４．試験開始20分以後は入室できません。

５．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。

６．受験票を忘れた場合は、実施本部の指示を受けてください。

７．受験票は入学手続き完了まで保管してください。

８．受験者は必要な場合は昼食を持参してください。

９．試験中、机上に置けるものは受験票・鉛筆・鉛筆キャップ・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。「英語」の試験時間のみ、「本学が貸与した英和辞書」を机上に置

くことができます。

10．試験時間中に監督者が、受験者の本人確認を行います。「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。また、感染症等の流行時期にマスクの着用を指示する場合があり

ます。

11．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。

12．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。

13．受験者以外は、試験場に入れません。

14．試験室の下見はできません。

15．学内は外靴で入校できます。

受験者への注意事項



2023年度天使大学大学院看護栄養学研究科　入学者選抜要項

22　【受験者への注意事項】

●入学志願者が感染症（新型コロナウイルス・インフルエンザ等）に罹患した場合の対応（予定）

入学志願者が学校保健安全法施行規則等で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルスやインフル

エンザ等）に罹患またはその疑いがある場合は、下記の通り特例追試験を行いますので直ちに天使大学入試・

広報室までご連絡ください。なお、詳細は、公式ホームページでお知らせいたします。

　推薦型選抜：　　　 　2022年10月15日㈯

　一般選抜（Ⅰ期）： 　2022年10月29日㈯

　一般選抜（Ⅱ期）： 

　がん看護専門看護師：

　受付期間：入学者選抜当日の15時まで

　連 絡 先：天使大学入試・広報室

●障がいを有する入学志願者との事前相談

　入学志願者で身体等に障がいがあり、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。

⑴　相談の期間

　　　※土・日曜、祝日、12月８日（本学創立記念日）を除く

⑵　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。

●合格通知書等の氏名表記

　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、

　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。

　なお、合格通知書等の記載に誤りがある場合は、ご連絡お願いします。

●個人情報の保護

　本学が保有する個人情報は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、本学における学生の個人情

報の保護に関する規程に基づき、保護に万全を期します。

　取得した個人情報については、受験生への広報活動、入学者選抜の運営及び成績等管理、合格通知、入学手続、

入学前教育のほか、入学後の教育・生活・進路支援等のために利用します。

●問い合わせ先

推薦型選抜 2022年８月12日（金）～８月19日（金）

一般選抜（Ⅰ期） 2022年９月１日（木）～９月９日（金）

一般選抜（Ⅱ期） 2022年12月１日（木）～12月９日（金）

〒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

） 2023年３月４日㈯
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【入学者選抜成績の開示】　23

入学者選抜成績の開示
看護栄養学研究科では、受験者からの請求に基づき、2023年度入学者選抜にかかわる成績について、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

　各科目の成績

●請求権者

　受験者本人（合格者・不合格者を問いません）

●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「看護栄養学研究科 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。成績を記した文書をお渡しできる時間帯は、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

　■看護学専攻（保健師コース）推薦型選抜

　■一般選抜（Ⅰ期）

　　看護学専攻（修士課程）

　　栄養管理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

　■一般選抜（Ⅱ期）

　　看護学専攻（修士課程）

　　栄養管理学専攻（博士前期課程・博士後期課程）

　■看護学専攻（修士課程）【がん看護専門看護師養成特別選抜】

　追試験受験者の請求期間については、別に定めます。本学にお問い合わせください。

●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

成績開示請求期間 2022年10月24日（月）～11月22日（火）

成績開示請求期間 2023年２月１日（水）～２月24日（金）

成績開示請求期間 2023年２月１日（水）～２月24日（金）

成績開示請求期間 2022年10月３日（月）～10月31日（月）



JR苗穂駅

［札幌駅から］

◆地下鉄東豊線「北13条東」駅1番出口より東へ徒歩3分
◆地下鉄南北線「北12条」駅2番出口より東へ徒歩15分
◆北口からタクシーで5分、徒歩で20分

［苗穂駅から］

◆北口からタクシーで8分、徒歩で30分

［新千歳空港から］

◆JRで札幌駅まで37分


