
2019年度

学生募集要項

人間教育学部　人間教育学科

保健医療学部　看 護 学 科

〒636-8503 奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1 奈良学園大学 入試広報課 
TEL.0745-73-6153（入試広報課直通） FAX.0745-72-0822 

http://www.naragakuen-u.jp/  E-mail  info-admin@naragakuen-u.jp 

□人間教育学部 人間教育学科【三郷キャンパス】 
〒636-8503 奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1 

□保健医療学部 看護学科【登美ヶ丘キャンパス】 
〒631-8524 奈良市中登美ヶ丘 3 丁目 15－1    

三郷キャンパス【人間教育学部】

●ＪＲ大和路線「三郷」駅から北へ約1,200m
  （奈良交通バスで約3分「奈良学園大学」下車）

●近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から西へ約1,000m
●近鉄奈良線「学園前」駅から奈良交通バスで約9分「中登美ヶ丘四丁目」下車，東へ約150m
●近鉄京都線「高の原」駅から奈良交通バスで約15分「北登美ヶ丘一丁目」下車，西へ約620m

登美ヶ丘キャンパス【保健医療学部】
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●奈良先端科学技術
　大学院大学
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南都銀行●

●コープ

大渕池公園

大渕池

西奈良中央病院●

イズミヤ● スターバックス●

郵便局●松伯美術館
●

奈良学園幼稚園
奈良学園小学校
奈良学園登美ヶ丘
中学校・高等学校

学研奈良登美ヶ丘駅

北登美ヶ丘一丁目バス停

学園前駅
近鉄奈良線
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至大阪難波 至近鉄奈良

奈良学園大学
登美ヶ丘
キャンパス

中登美ヶ丘
四丁目バス停

大阪・京都・奈良からも快適アクセス

（王寺乗り換え）
JR奈良

アクセスマップ

約 1,000m

約 1,200m

大阪難波 近鉄奈良河内永和

大阪メトロ
御堂筋線大阪メトロ

中央線
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◈　ＣＯＮＴＥＮＴＳ　◈選考会場

●   選考会場を間違えた場合は，受験することができませんので，注意してください。
●   本学会場では，付添いの方のために控室を設けています。
●   選考会場には，公共の交通機関を利用してお越しください。   

【注意事項】

本学会場（三郷キャンパス） 
奈良県生駒郡三郷町立野北３-12-１

● ＪＲ大和路線「三郷」駅から北へ約1,200m
　  （奈良交通バス約3分「奈良学園大学」下車）

※ 選考日当日のバスの運行時刻表は，追って本学ＨＰに掲載します。

本学会場（登美ヶ丘キャンパス） 
奈良市中登美ヶ丘３-15-１

● 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から西へ約1,000m
● 近鉄奈良線「学園前」駅（北口）から奈良交通バス約9分
　「中登美ヶ丘四丁目」バス停下車，東へ約150m
● 近鉄京都線「高の原」駅から奈良交通バス約15分
　「北登美ヶ丘一丁目」下車，西へ約620m
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建学の精神
高度な専門学術知識に裏付けられた実践力を有する有能な人材を教育・養成し，地域社会
及び社会全体の発達・発展に貢献する。

教育理念
現実に立脚した学術の研究と教育を通じて，明日の社会を開く学識と実務能力を兼ね備えた
指導的人材の育成を目指し，時代の進展に対応し得る広い視野と創造性をつちかい，誠実に
して協調性のある心身ともに豊かでたくましい実践力を持った人材を養成する。

人間教育学部アドミッションポリシー
１）教職への意欲や関心があり，教育を通して社会の未来に貢献する意欲のある人。
２）教育の専門家としての確かな力量を獲得するため，積極的に学び続ける意欲のある人。
３）豊かな人間性や社会性，常識と教養をはじめ協調性や創造性を深める意欲がある人。

保健医療学部アドミッションポリシー
人と自然を愛する心をもち，看護職に興味・関心のある人。また，確かな基礎的学力を有し，
看護職者に必要な知識・技術を積極的に学び，地域社会，国際社会に貢献する意欲のある人。

■　出願について
　出願方法は，「インターネットを利用した出願」のみとなります。インターネットを利
用して出願する場合は，24・25 ページの「インターネット出願について」をご覧ください。
出願の際は，本学ホームページのインターネット出願のガイダンスに従ってください。

インターネット出願が可能な入試区分
　ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試・大学入試センター試験利用入試・社会人入試

インターネット出願のメリット
　①　入学願書の取寄せが不要です。入学志願票作成の手間が軽減されます。
　②　インターネット接続環境があれば，どこからでも出願が可能です。
　③　お近くのコンビニエンスストアで 24 時間いつでも入学検定料の支払いが可能です。
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ＡＯ入試
詳しくはP.6

2018 年  9 月 10 月 11 月 12 月 2019 年  1 月 2 月 3 月
人間教育学部

保健医療学部

人間教育学部

保健医療学部

ＡＯ入試①

公募制推薦入試
詳しくはP.10

Ａ日程

人間教育学部

保健医療学部
B日程

人間教育学部

保健医療学部
C日程

人間教育学部

保健医療学部

大学入試センター
試験利用入試
詳しくはP.17

前期

人間教育学部

保健医療学部
中期

人間教育学部

保健医療学部

人間教育学部

保健医療学部

後期

人間教育学部

保健医療学部

一般入試
詳しくはP.13

社会人入試
詳しくはP.20

前期日程①

人間教育学部

保健医療学部
前期日程②

人間教育学部

保健医療学部
中期日程

人間教育学部

保健医療学部
後期日程

ＡＯ入試②

人間教育学部

ＡＯ入試③

ＡＯ入試④

ＡＯ入試⑤

2019年度  入試カレンダー

9/29（土）選

9/1（土）～25（火）・26（水）窓口出

6/10（日）～9/11（火）エ

10/19（金）1次・専

10/29（月）2次・専

12/14（金）1次・併 1/11（金）2次・併

1/11（金）2次・併

10/5（金）合

10/27（土）選

10/9（火）～23（火）・24（水）窓口出

1/26（土）選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出

11/26（月）2次・専

11/2（金）合

11/11（日）選

9/27（木）～11/5（月）・6（火）窓口出

9/14（金）～10/23（火）エ

11/7（水）～

12/17（月）・18（火）窓口

出
10/26（金）～12/4（火）エ

1/7（月）～2/12（火）・13（水）窓口出

2/14（木）～3/11（月）・12（火）窓口出

12/7（金）～1/22（火）エ

1/25（金）～3/1（金）エ

11/30（金）1次・専

12/10（月）2次・専

12/14（金）1次・併
1/11（金）2次・併11/16（金）合

12/22（土）選

2/19（火）選

2/1（金）合

3/16（土）選

2/23（土）合

3/22（金）合

1/11（金）1次・専 1次・併

1/21（月）2次・専 2次・併

3/4（月）1次・専 1次・併

3/15（金）2次・専 2次・併

3/29（金）1次・専 1次・併

3/29（金）2次・専 2次・併

12/27（木）合

出願期間（消印有効）出エントリー期間（消印有効）エ 選考日選 1次入学手続締切日【専願】1次・専 2次入学手続締切日【専願】2次・専 2次入学手続締切日【併願】2次・併1次入学手続締切日【併願】1次・併合格発表日合

1/21（月）2次・併

3/11（月）2次・併

11/25（日）選

11/5（月）～

20（火）・21（水）窓口

出

11/22（木）～

12/18（火）・19（水）窓口

出

12/25（火）2次・専
11/30（金）合

12/22（土）選

12/27（木）合 1/21（月）2次・専

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

本学独自の学科試験は課さない選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出
2/8（金）合

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

本学独自の学科試験は課さない選

1/23（水）～2/13（水）・14（木）窓口出

本学独自の学科試験は課さない選

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

2/23（土）合
1次 3/8（金）

2次 3/15（金）

1/27（日）選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出
2/1（金）合

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

2/19（火）選
1/23（水）～2/13（水）・14（木）窓口出

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

2/23（土）合

3/11（月）選

3/15（金）合

1次 3/8（金）

1次 2次 3/22（金）

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

3/11（月）選

3/15（金）合

1次 2次 3/22（金）

3/15（金）合

1次 2次 3/22（金）

2次 3/15（金）

※窓口持参の場合は，
　当日の10時～16時まで 1次 1次入学手続締切日 2次 2次入学手続締切日

1次 11/16（金）

1次 12/14（金）

1次 1/11（金）

－2－ －3－
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保健医療学部
後期日程

ＡＯ入試②

人間教育学部

ＡＯ入試③

ＡＯ入試④

ＡＯ入試⑤

2019年度  入試カレンダー

9/29（土）選

9/1（土）～25（火）・26（水）窓口出

6/10（日）～9/11（火）エ

10/19（金）1次・専

10/29（月）2次・専

12/14（金）1次・併 1/11（金）2次・併

1/11（金）2次・併

10/5（金）合

10/27（土）選

10/9（火）～23（火）・24（水）窓口出

1/26（土）選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出

11/26（月）2次・専

11/2（金）合

11/11（日）選

9/27（木）～11/5（月）・6（火）窓口出

9/14（金）～10/23（火）エ

11/7（水）～

12/17（月）・18（火）窓口

出
10/26（金）～12/4（火）エ

1/7（月）～2/12（火）・13（水）窓口出

2/14（木）～3/11（月）・12（火）窓口出

12/7（金）～1/22（火）エ

1/25（金）～3/1（金）エ

11/30（金）1次・専

12/10（月）2次・専

12/14（金）1次・併
1/11（金）2次・併11/16（金）合

12/22（土）選

2/19（火）選

2/1（金）合

3/16（土）選

2/23（土）合

3/22（金）合

1/11（金）1次・専 1次・併

1/21（月）2次・専 2次・併

3/4（月）1次・専 1次・併

3/15（金）2次・専 2次・併

3/29（金）1次・専 1次・併

3/29（金）2次・専 2次・併

12/27（木）合

出願期間（消印有効）出エントリー期間（消印有効）エ 選考日選 1次入学手続締切日【専願】1次・専 2次入学手続締切日【専願】2次・専 2次入学手続締切日【併願】2次・併1次入学手続締切日【併願】1次・併合格発表日合

1/21（月）2次・併

3/11（月）2次・併

11/25（日）選

11/5（月）～

20（火）・21（水）窓口

出

11/22（木）～

12/18（火）・19（水）窓口

出

12/25（火）2次・専
11/30（金）合

12/22（土）選

12/27（木）合 1/21（月）2次・専

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

本学独自の学科試験は課さない選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出
2/8（金）合

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

本学独自の学科試験は課さない選

1/23（水）～2/13（水）・14（木）窓口出

本学独自の学科試験は課さない選

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

2/23（土）合
1次 3/8（金）

2次 3/15（金）

1/27（日）選

1/7（月）～21（月）・22（火）窓口出
2/1（金）合

1次 2/15（金）

2次 2/22（金）

2/19（火）選
1/23（水）～2/13（水）・14（木）窓口出

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

2/23（土）合

3/11（月）選

3/15（金）合

1次 3/8（金）

1次 2次 3/22（金）

2/15（金）～3/6（水）・7（木）窓口出

3/11（月）選

3/15（金）合

1次 2次 3/22（金）

3/15（金）合

1次 2次 3/22（金）

2次 3/15（金）

※窓口持参の場合は，
　当日の10時～16時まで 1次 1次入学手続締切日 2次 2次入学手続締切日

1次 11/16（金）

1次 12/14（金）

1次 1/11（金）

－2－ －3－
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■ 募集人員

学部 学科 入学定員
選 考 別 入 学 定 員 内 訳 

ＡＯ入試 推薦入試＊１ 一般入試＊２ 大学入試センター 
試験利用入試 

社会人
入試

人間教育 人間教育
120 若干名

保健医療 看護 80

専攻

人間教育学専攻

中等（数学・音楽）専攻

－

8

5

60

40

40

23

12

12 若干名

30 若干名5 15 7 3

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

＊１　推薦入試の募集人員は，公募制推薦入試，特別推薦入試 ( 指定校推薦入試，高大連携協定校推薦入試，指定強化クラブ推薦入試 ( 人間教育学部 )) の合計です。
＊２　一般入試の募集人員には社会人入試の募集人員を含みます。

募集学部・学科，選考区分別入試日程等

■ 公募制推薦入試（専願・併願）
選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

Ａ日程
人間教育 【郵送】  2018年 10月 9日（火）

　　　　～10月23日（火）
【窓口持参】        10月24日（水）

【郵送】  2018年 11月 5日（月）
　　　　～11月20日（火）

【窓口持参】        11月21日（水）

【郵送】  2018年 11月22日（木）
　　　　～12月18日（火）

【窓口持参】        12月19日（水）

10月27日（土） 

13：00～
三郷キャンパス

三郷キャンパス

登美ヶ丘キャンパス

三郷キャンパス

登美ヶ丘キャンパス

11月 2日（金） 
保健医療

Ｂ日程
人間教育 11月25日（日） 

13：00～
11月30日（金） 

保健医療

Ｃ日程
人間教育

人間教育

人間教育

人間教育 12月22日（土） 

13：00～
12月27日（木） 

保健医療

看護

看護

看護

■ 一般入試
選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

前期日程① 
人間教育

【郵送】  2019年 1月 7日（月）
～1月21日（月）

【窓口持参】        1月22日（火）

【郵送】  2019年 1月23日（水）
　　　　　～2月13日（水）

【窓口持参】        2月14日（木）

【郵送】  2019年 2月15日（金）
　　 　　　～3月 6日（水）

【窓口持参】        3月 7日（木）

1月26日（土） 

13：00～ 三郷キャンパス 

登美ヶ丘キャンパス 
2月 1日（金） 

保健医療

前期日程② 
人間教育 1月27日（日） 

13：00～保健医療

中期日程 
人間教育 2月19日（火） 

13：00～

三郷キャンパス 

登美ヶ丘キャンパス 
2月23日（土） 

保健医療

後期日程
人間教育

人間教育

人間教育

人間教育

人間教育 3月11日（月） 

13：00～
三郷キャンパス 3月15日（金） 

保健医療

看護

看護

看護

看護

■ ＡＯ入試（専願・併願）

選考区分 学部 学科
エントリー期間
（消印有効）

面談日
（本学より指定）

出願期間
（消印有効）

選考日時 選考会場 合格発表日

ＡＯ入試① 
人間教育 人間教育 2018年 6月10日（日） 

～9月11日（火） 

① 7月22日（日） 
② 8月19日（日） 
③ 9月15日（土） 

【郵送】          9月 1日(土)
～9月25日(火)

【窓口持参】  9月26日(水)

9月29日（土） 

10：00～ 

三郷
キャンパス 

原則，土曜日

10月 5日（金）
保健医療 看護

ＡＯ入試② 人間教育 人間教育
2018年 9月14日（金） 

～10月23日（火） 

【郵送】          9月27日(木)
～11月 5日(月)

【窓口持参】11月 6日(火)

11月11日（日） 

10：00～ 
11月16日（金）

ＡＯ入試③ 人間教育 人間教育
2018年 10月26日（金） 

～12月 4日（火） 

【郵送】        11月 7日(水)
～12月17日(月)

【窓口持参】12月18日(火)

12月22日（土） 

10：00～ 
12月27日（木）

ＡＯ入試④ 人間教育 人間教育
2018年 12月 7日（金） 

～ 2019年 1月22日（火） 

【郵送】           1月 7日(月)
～2月12日(火)

【窓口持参】  2月13日(水)

2月19日（火） 

10：00～ 
2月23日（土）

ＡＯ入試⑤ 人間教育 人間教育
2019年 1月25日（金） 

～3月 1日（金） 

【郵送】           2月14日(木)
～3月11日(月)

【窓口持参】  3月12日(火)

3月16日（土） 

10：00～ 
3月22日（金）
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■ 募集人員

学部 学科 入学定員
選 考 別 入 学 定 員 内 訳 

ＡＯ入試 推薦入試＊１ 一般入試＊２ 大学入試センター 
試験利用入試 

社会人
入試

人間教育 人間教育
120 若干名

保健医療 看護 80

専攻

人間教育学専攻

中等（数学・音楽）専攻

－

8

5

60

40

40

23

12

12 若干名

30 若干名5 15 7 3

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

＊１　推薦入試の募集人員は，公募制推薦入試，特別推薦入試 ( 指定校推薦入試，高大連携協定校推薦入試，指定強化クラブ推薦入試 ( 人間教育学部 )) の合計です。
＊２　一般入試の募集人員には社会人入試の募集人員を含みます。

募集学部・学科，選考区分別入試日程等

■ 公募制推薦入試（専願・併願）
選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

Ａ日程
人間教育 【郵送】  2018年 10月 9日（火）

　　　　～10月23日（火）
【窓口持参】        10月24日（水）

【郵送】  2018年 11月 5日（月）
　　　　～11月20日（火）

【窓口持参】        11月21日（水）

【郵送】  2018年 11月22日（木）
　　　　～12月18日（火）

【窓口持参】        12月19日（水）

10月27日（土） 

13：00～
三郷キャンパス

三郷キャンパス

登美ヶ丘キャンパス

三郷キャンパス

登美ヶ丘キャンパス

11月 2日（金） 
保健医療

Ｂ日程
人間教育 11月25日（日） 

13：00～
11月30日（金） 

保健医療

Ｃ日程
人間教育

人間教育

人間教育

人間教育 12月22日（土） 

13：00～
12月27日（木） 

保健医療

看護

看護

看護

■ 一般入試
選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

前期日程① 
人間教育

【郵送】  2019年 1月 7日（月）
～1月21日（月）

【窓口持参】        1月22日（火）

【郵送】  2019年 1月23日（水）
　　　　　～2月13日（水）

【窓口持参】        2月14日（木）

【郵送】  2019年 2月15日（金）
　　 　　　～3月 6日（水）

【窓口持参】        3月 7日（木）

1月26日（土） 

13：00～ 三郷キャンパス 

登美ヶ丘キャンパス 
2月 1日（金） 

保健医療

前期日程② 
人間教育 1月27日（日） 

13：00～保健医療

中期日程 
人間教育 2月19日（火） 

13：00～

三郷キャンパス 

登美ヶ丘キャンパス 
2月23日（土） 

保健医療

後期日程
人間教育

人間教育

人間教育

人間教育

人間教育 3月11日（月） 

13：00～
三郷キャンパス 3月15日（金） 

保健医療

看護

看護

看護

看護

■ ＡＯ入試（専願・併願）

選考区分 学部 学科
エントリー期間
（消印有効）

面談日
（本学より指定）

出願期間
（消印有効）

選考日時 選考会場 合格発表日

ＡＯ入試① 
人間教育 人間教育 2018年 6月10日（日） 

～9月11日（火） 

① 7月22日（日） 
② 8月19日（日） 
③ 9月15日（土） 

【郵送】          9月 1日(土)
～9月25日(火)

【窓口持参】  9月26日(水)

9月29日（土） 

10：00～ 

三郷
キャンパス 

原則，土曜日

10月 5日（金）
保健医療 看護

ＡＯ入試② 人間教育 人間教育
2018年 9月14日（金） 

～10月23日（火） 

【郵送】          9月27日(木)
～11月 5日(月)

【窓口持参】11月 6日(火)

11月11日（日） 

10：00～ 
11月16日（金）

ＡＯ入試③ 人間教育 人間教育
2018年 10月26日（金） 

～12月 4日（火） 

【郵送】        11月 7日(水)
～12月17日(月)

【窓口持参】12月18日(火)

12月22日（土） 

10：00～ 
12月27日（木）

ＡＯ入試④ 人間教育 人間教育
2018年 12月 7日（金） 

～ 2019年 1月22日（火） 

【郵送】           1月 7日(月)
～2月12日(火)

【窓口持参】  2月13日(水)

2月19日（火） 

10：00～ 
2月23日（土）

ＡＯ入試⑤ 人間教育 人間教育
2019年 1月25日（金） 

～3月 1日（金） 

【郵送】           2月14日(木)
～3月11日(月)

【窓口持参】  3月12日(火)

3月16日（土） 

10：00～ 
3月22日（金）
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■ 大学入試センター試験利用入試

選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

前期 
人間教育 【郵送】  2019年 1月 7日（月）

～1月21日（月）
【窓口持参】        1月22日（火）

【郵送】  2019年 1月23日（水）
～2月13日（水）

【窓口持参】        2月14日（木）

【郵送】  2019年 2月15日（金）
　～3月 6日（水）

【窓口持参】        3月 7日（木）

本学独自の
学科試験は
課さない 

－
保健医療

中期 
人間教育 本学独自の

学科試験は
課さない 

本学独自の
学科試験は
課さない 

－

－

保健医療

後期 
人間教育

人間教育

人間教育

人間教育

2月 8日（金） 

2月23日（土） 

3月15日（金） 
保健医療

看護

看護

看護

■ 社会人入試

選考区分 学部 学科 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日

社会人入試 
人間教育 人間教育 【郵送】  2019年 2月15日（金）

   ～3月 6日（水）

【窓口持参】        3月 7日（木）

3月11日（月） 

10：00～ 
三郷キャンパス

保健医療 看護
3月15日（金） 

■ 特別推薦入試
備　考学科学部選考区分

指定校推薦入試 

人間教育 人間教育 

保健医療 看護

高大連携協定校 

推薦入試 

指定強化クラブ推薦入試 

人間教育 

保健医療

人間教育 

人間教育 

看護

人間教育 

■ 編入学・転学試験（３年次）（人間教育学部のみ）
編入学・転学試験の受験を希望する場合は，入試広報課まで問い合わせてください。（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

■ 特待生選考試験
　ＡＯ入試①から③，公募制推薦入試，指定校推薦入試，指定強化クラブ推薦入試のいずれかにおいて合格し，入学手続を済ました方
が受験できます（希望者のみ）。
※ 公募制推薦入試Ｃ日程では１次入学手続を，それ以外の入試では２次入学手続を済ました方が受験できます。
※ 詳細については，22 ページを参照してください。

本学が指定する高等学校もしくは中等教育学校を 2018 年度中に卒業，又は卒業見込みの
者で，一定の出願条件を満たす者を受け入れる制度です。合格すれば，必ず本学への入学を
確約するものとなります。該当する高等学校もしくは中等教育学校宛に募集要項を別途送
付しますので，受験を希望する場合は，在籍する学校が該当するかどうかを，進路指導部も
しくは担任の先生にお尋ねください。

本学が指定する高等学校もしくは中等教育学校を 2018 年度中に卒業，又は卒業見込みの
者で，一定の出願条件を満たす者を受け入れる制度です。該当する高等学校もしくは中等
教育学校宛に募集要項を別途送付しますので，受験を希望する場合は，在籍する学校が該
当するかどうかを，進路指導部もしくは担任の先生にお尋ねください。

受験を希望する場合は，在籍する学校の進路指導部，クラブ顧問もしくは担任の先生を通じ
て募集要項（指定強化クラブ推薦入試）を請求してください。
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２．ＡＯ入試について
（１）本学のＡＯ入試は，本学の建学の精神，教育理念を理解し，各学部の掲げるアドミッションポリシー（大学が求める人物像）にふさわし

い学生を受け入れる制度です。 
（２）ＡＯ入試は，本学を志願する受験生が大学側と事前に話し合い，お互いのことを十分に理解した上で入学することを目的としたもので，

学力だけでは評価できない多様な能力，強い意志・情熱を総合的に評価する入試です。
（３）エントリーシート提出後に面談を行い，お互いのコミュニケーションを図り相互理解ができるので，間違いのない進路選択ができます。 

５．ＡＯ入試の流れ

３．エントリー資格
次の①から③のいずれかに該当する者
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者，又は 2019 年 3 月卒業見込みの者
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者，又は 2019 年 3 月修了見込みの者
　③　学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者，又は 2019 年 3 月 31日
　　　までにこれに該当する見込みの者

４．エントリー方法
（１） 「2019 年度ＡＯ入試ガイド」のＡＯ入試エントリーシートに必要事項を記入の上，市販の封筒に入れて，表に「ＡＯ入試エントリーシー

ト在中」と明記し，入試広報課宛に郵送してください。
【宛先】 〒636-8503　奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1　奈良学園大学 入試広報課

（２） エントリー受付後に面談日時及び面談場所を郵送又は電話でお知らせします。

ＡＯ入試（インターネット出願）

学部 学科 専攻 募集人員

人間教育 人間教育
人間教育学専攻 ＡＯ入試①から⑤ 合わせて８名 

中等（数学・音楽）専攻 ＡＯ入試①から⑤ 合わせて５名 

－ ＡＯ入試① ５名 保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

１．募集人員

「2019年度ＡＯ入試

ガイド」のエントリー

シートに必要事項

を記入し，入試広報

課まで提出してくだ

さい。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6
エントリー
シート提出 面　談 出　願 選　考 合格発表出願資格

認定

提出されたエント

リーシートに基づき

面談を行います。

面談日時・場所は，

本学より指定します。

エントリーシート及

び面談の内容を総

合的に評価し，出願

資格の判定を行い

ます。

出願資格認定者に

は出願資格認定書

を送付します。

出願資格が認定さ

れた場合，指定され

た出願期間内に出

願します。

出願時に専願又は

併願のいずれかを

選択できます。

【人間教育学部】

人間教育学科は専

攻により選考方式

が異なります。専攻

ごとの選考内容は

８ページを参照。

【保健医療学部】

小論文方式又は数

学方式での受験と

なります。

合否結果を本人宛

に送付します。

本学のホームペー

ジからも合否結果

の照会ができます。

エントリーは無料です。 出願時に入学検定料が必要となります。

６．出願資格
本学よりＡＯ入試の出願資格認定を受けた者

７．第二志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，
第二志望の専修の選考方式での受験が要件となります。
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２．ＡＯ入試について
（１）本学のＡＯ入試は，本学の建学の精神，教育理念を理解し，各学部の掲げるアドミッションポリシー（大学が求める人物像）にふさわし

い学生を受け入れる制度です。 
（２）ＡＯ入試は，本学を志願する受験生が大学側と事前に話し合い，お互いのことを十分に理解した上で入学することを目的としたもので，

学力だけでは評価できない多様な能力，強い意志・情熱を総合的に評価する入試です。
（３）エントリーシート提出後に面談を行い，お互いのコミュニケーションを図り相互理解ができるので，間違いのない進路選択ができます。 

５．ＡＯ入試の流れ

３．エントリー資格
次の①から③のいずれかに該当する者
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者，又は 2019 年 3 月卒業見込みの者
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者，又は 2019 年 3 月修了見込みの者
　③　学校教育法施行規則第 150 条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者，又は 2019 年 3 月 31日
　　　までにこれに該当する見込みの者

４．エントリー方法
（１） 「2019 年度ＡＯ入試ガイド」のＡＯ入試エントリーシートに必要事項を記入の上，市販の封筒に入れて，表に「ＡＯ入試エントリーシー

ト在中」と明記し，入試広報課宛に郵送してください。
【宛先】 〒636-8503　奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1　奈良学園大学 入試広報課

（２） エントリー受付後に面談日時及び面談場所を郵送又は電話でお知らせします。

ＡＯ入試（インターネット出願）

学部 学科 専攻 募集人員

人間教育 人間教育
人間教育学専攻 ＡＯ入試①から⑤ 合わせて８名 

中等（数学・音楽）専攻 ＡＯ入試①から⑤ 合わせて５名 

－ ＡＯ入試① ５名 保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

１．募集人員

「2019年度ＡＯ入試

ガイド」のエントリー

シートに必要事項

を記入し，入試広報

課まで提出してくだ

さい。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6
エントリー
シート提出 面　談 出　願 選　考 合格発表出願資格

認定

提出されたエント

リーシートに基づき

面談を行います。

面談日時・場所は，

本学より指定します。

エントリーシート及

び面談の内容を総

合的に評価し，出願

資格の判定を行い

ます。

出願資格認定者に

は出願資格認定書

を送付します。

出願資格が認定さ

れた場合，指定され

た出願期間内に出

願します。

出願時に専願又は

併願のいずれかを

選択できます。

【人間教育学部】

人間教育学科は専

攻により選考方式

が異なります。専攻

ごとの選考内容は

８ページを参照。

【保健医療学部】

小論文方式又は数

学方式での受験と

なります。

合否結果を本人宛

に送付します。

本学のホームペー

ジからも合否結果

の照会ができます。

エントリーは無料です。 出願時に入学検定料が必要となります。

６．出願資格
本学よりＡＯ入試の出願資格認定を受けた者

７．第二志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，
第二志望の専修の選考方式での受験が要件となります。
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８．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科】（専願・併願）

選考区分
エントリー期間
（消印有効）

面談日
（本学より指定）

出願期間
（消印有効） 選考日時 選考会場

合格
発表日

１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

ＡＯ入試①
2018年

6月10日（日）
～9月11日（火）

① 7月22日（日）
② 8月19日（日）
③ 9月15日（土）

原則，土曜日

【郵送】
9月 1日(土)

～  9月25日(火)
【窓口持参】

9月26日(水)

9月29日(土)
10：00～

三郷
キャンパス

10月 5日(金)

【専願】
10月19日(金)

【併願】
12月14日(金)

【専願】
10月29日(月)

【併願】 2019年
1月11日(金)

ＡＯ入試②
2018年

9月14日（金）
～10月23日（火）

【郵送】
9月27日(木)

～11月 5日(月)
【窓口持参】

11月 6日(火)

11月11日(日)
10：00～

11月16日(金)

【専願】
11月30日(金)

【併願】
12月14日(金)

【専願】
12月10日(月)

【併願】 2019年
1月11日(金)

【専願】 2019年
1月11日(金)

【併願】 2019年
1月11日(金)

【専願】
1月21日(月)

【併願】
1月21日(月)

【専願】
3月 4日(月)

【併願】
3月 4日(月)

【専願】
3月15日(金)

【併願】
3月15日(金)

ＡＯ入試③
2018年

10月26日（金）
～12月 4日（火）

【郵送】
11月 7日(水)

～12月17日(月)
【窓口持参】

12月18日(火)

12月22日(土)
10：00～

12月27日(木)

ＡＯ入試④

2018年
12月 7日（金）

～2019年　 
1月22日（火）

【郵送】      2019年
1月 7日(月)

～  2月12日(火)
【窓口持参】

2月13日(水)

2月19日(火)
10：00～

2月23日(土)

ＡＯ入試⑤
2019年

1月25日（金）
～3月 1日（金）

【郵送】
2月14日(木)

～  3月11日(月)
【窓口持参】

3月12日(火)

3月16日(土)
10：00～

3月22日(金)

【専願】
3月29日(金)

【併願】
3月29日(金)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に , 三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は , 入試広報課までお問い合せください。

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に , 三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は , 入試広報課までお問い合せください。

【保健医療学部 看護学科】（専願・併願）

三郷
キャンパス

選考区分
エントリー期間
（消印有効）

面談日
（本学より指定）

出願期間
（消印有効） 選考日時 選考会場

合格
発表日

１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

ＡＯ入試①
2018年

6月10日（日）
～  9月11日（火）

9月29日(土)
10：00～ 10月 5日(金)

【専願】
10月19日(金)

【併願】
12月14日(金)

【専願】
10月29日(月)

【併願】 2019年
1月11日(金)

① 7月15日（日）
② 8月18日（土）
③ 9月15日（土）
必要に応じて
追加

【郵送】
9月  1日(土)

～  9月25日(火)
【窓口持参】

9月26日(水)
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◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤ 数学方式

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２） 11：10～12：10（記述式60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤ 音楽方式

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
実技（音楽）＊２ 11：10～（個人2～5分） 50点

面接 実技終了後に実施（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「実技（音楽）」は「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者は楽器等を特定しない）の上，

任意の楽曲２～５分。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。
（注意事項） 選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。

９．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤

小論文方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
小論文（800字以内） 11：10～12：10（60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

数学方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２） 11：10～12：10（記述式60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

実技方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
実技 11：10～  ※実技内容により終了時間が異なります。 50点

面接 実技終了後に実施（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

1）　体育 「体力テスト・器械運動・陸上競技・球技」（受験者数により終了時刻が異なります）

2）　音楽

3）　図画工作 「デッサン」（30分）

実 技
＊ 面談時に1）から3）の

いずれかを選択

「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者
は楽器等を特定しない）の上，任意の楽曲２分以内。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

（注意事項） 人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，第二志望の専修の
選考方式での受験となります。

（注意事項） 「実技 1）体育」で受験する場合は，選考日当日に「体操服」及び「体育館シューズ」を持参してください。
「実技 2）音楽」で受験する場合は，選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。
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◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤ 数学方式

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２） 11：10～12：10（記述式60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤ 音楽方式

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
実技（音楽）＊２ 11：10～（個人2～5分） 50点

面接 実技終了後に実施（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「実技（音楽）」は「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者は楽器等を特定しない）の上，

任意の楽曲２～５分。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。
（注意事項） 選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。

９．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修
選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①から⑤

小論文方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
小論文（800字以内） 11：10～12：10（60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

数学方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２） 11：10～12：10（記述式60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

実技方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
実技 11：10～  ※実技内容により終了時間が異なります。 50点

面接 実技終了後に実施（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

1）　体育 「体力テスト・器械運動・陸上競技・球技」（受験者数により終了時刻が異なります）

2）　音楽

3）　図画工作 「デッサン」（30分）

実 技
＊ 面談時に1）から3）の

いずれかを選択

「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者
は楽器等を特定しない）の上，任意の楽曲２分以内。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

（注意事項） 人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，第二志望の専修の
選考方式での受験となります。

（注意事項） 「実技 1）体育」で受験する場合は，選考日当日に「体操服」及び「体育館シューズ」を持参してください。
「実技 2）音楽」で受験する場合は，選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。
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１０．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）複数回受験する場合は，入学検定料の割引制度があります。

１１．特待生選考試験
ＡＯ入試①から③のいずれかにおいて合格し，2 次入学手続を済ました方が受験できます（希望者のみ）。
※ 詳細については，22 ページを参照してください。

■ 入学検定料割引制度
①　ＡＯ入試と公募制推薦入試，一般入試との組合せで受験する場合は，２回目以降の入学検定料が割引されます。
 　 （１回目の入学検定料30,000円→２回目以降の入学検定料13,000円）
②　ＡＯ入試を複数回受験する場合も割引の対象となります（人間教育学部のみ）。

選考区分 選考方式 選考内容 時 間 配 点 満 点

ＡＯ入試
①

小論文方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
小論文（800字以内） 11：10～12：10（60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

数学方式
＊ 面談時に選択

一般教養基礎テスト（英語・国語）＊１ 10：00～10：50（記述式50分） 100点

250点
数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２） 11：10～12：10（記述式60分） 50点

面接 12：50～（個人20分） 100点

書類審査（調査書等） － －

＊１ 一般教養基礎テストの「英語」はリスニングを除きます。また，「国語」は近代以降の文章からの出題とします。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

【保健医療学部 看護学科】
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公募制推薦入試（インターネット出願）

２．出願資格
本学を専願又は併願で志願する者で次の①，②のいずれかに該当し，学力・人物が優秀であり，出身学校の校長が推薦する者   
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者，又は 2019 年 3 月卒業見込みの者   
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者，又は 2019 年 3 月修了見込みの者 

学部 学科 専攻
募集人員

Ａ日程

人間教育 人間教育
人間教育学専攻 10 名

中等（数学・音楽）専攻 ３名

－ 10 名

Ｂ日程

10 名

３名

10 名

Ｃ日程

10 名

３名

10 名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

１．募集人員

３．第二・第三志望制度

４．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】（専願・併願）

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日
１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

Ａ日程
【郵送】

2018年 10月9日(火)～10月23日(火)
【窓口持参】10月24日(水)

10月27日(土)
13：00～ 11月 2日(金)三郷キャンパス 11月16日(金)

【専願】11月26日(月)
【併願】2019年 1月11日(金)

Ｂ日程
【郵送】

2018年 11月5日(月)～11月20日(火)
【窓口持参】11月21日(水)

11月25日(日)
13：00～ 11月30日(金)

三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス 12月14日(金)

【専願】12月25日(火)
【併願】2019年 1月21日(月)

Ｃ日程
【郵送】

2018年 11月22日(木)～12月18日(火)
【窓口持参】12月19日(水)

12月22日(土)
13：00～ 12月27日(木)

三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス

2019年
1月11日(金)

【専願】1月21日(月)
【併願】3月11日(月)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

■　人間教育学部
　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，
第二志望の専修の教科・科目での受験が要件となります。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。
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公募制推薦入試（インターネット出願）

２．出願資格
本学を専願又は併願で志願する者で次の①，②のいずれかに該当し，学力・人物が優秀であり，出身学校の校長が推薦する者   
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者，又は 2019 年 3 月卒業見込みの者   
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者，又は 2019 年 3 月修了見込みの者 

学部 学科 専攻
募集人員

Ａ日程

人間教育 人間教育
人間教育学専攻 10 名

中等（数学・音楽）専攻 ３名

－ 10 名

Ｂ日程

10 名

３名

10 名

Ｃ日程

10 名

３名

10 名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

１．募集人員

３．第二・第三志望制度

４．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】（専願・併願）

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日
１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

Ａ日程
【郵送】

2018年 10月9日(火)～10月23日(火)
【窓口持参】10月24日(水)

10月27日(土)
13：00～ 11月 2日(金)三郷キャンパス 11月16日(金)

【専願】11月26日(月)
【併願】2019年 1月11日(金)

Ｂ日程
【郵送】

2018年 11月5日(月)～11月20日(火)
【窓口持参】11月21日(水)

11月25日(日)
13：00～ 11月30日(金)

三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス 12月14日(金)

【専願】12月25日(火)
【併願】2019年 1月21日(月)

Ｃ日程
【郵送】

2018年 11月22日(木)～12月18日(火)
【窓口持参】12月19日(水)

12月22日(土)
13：00～ 12月27日(木)

三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス

2019年
1月11日(金)

【専願】1月21日(月)
【併願】3月11日(月)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

■　人間教育学部
　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，
第二志望の専修の教科・科目での受験が要件となります。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。
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◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修

《合否判定について》

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

２教科型

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊１・数学Ⅱ・数学Ｂ＊２）【必須】

次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊３）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 100点

100点

＊１ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊２ 「数学Ｂ」の出題範囲は，「数列」，「ベクトル」とします。
＊３ 「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」とします（リスニングを除く）。

　合否の判定については、次の（１）と（２）の２通りで行います。
（１）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）【200 点満点】
（２）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）＋調査書（50 点（評定平均値 ×10））【250 点満点】

５．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修
選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

２教科型

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40
（２教科合わせて100分で実施）

１教科100点
（２教科）

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

（注意事項） 人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，第二志望の専修の
選考方式での受験となります。

《合否判定について》
　合否の判定については、次の（１）と（２）の２通りで行います。

（１）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）【200 点満点】
（２）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）＋調査書（50 点（評定平均値 ×10））【250 点満点】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修

《合否判定について》

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

音楽実技
+

１教科型

音楽（実技）＊３【必須】

次の①から③のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～13：50（50分）

14：20～（個人2～5分）

100点

100点

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「音楽（実技）」は，「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者は楽器等を特定しない）の上，

任意の楽曲２～５分。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。
（注意事項） 選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。

　合否の判定については、次の（１）と（２）の２通りで行います。
（１）音楽（実技）の点数（100 点）＋解答した１教科の点数（100 点）【200 点満点】
（２）音楽（実技）の点数（100 点）＋解答した１教科の点数（100 点）＋調査書（50 点（評定平均値 ×10））【250 点満点】
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選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

２教科型

次の①から④のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　④　生物（生物基礎＊３）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40
（２教科合わせて100分で実施）

１教科100点
（２教科）

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「生物基礎」は，全範囲からの出題とします。

（注意事項）看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビリテーション
学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテーション学科※の 2019 年
度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載された内容は予
　 定であり，変更となる場合があります。 

《合否判定について》
　合否の判定については、次の（１）と（２）の２通りで行います。

（１）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）【200 点満点】
（２）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）＋調査書（50 点（評定平均値 ×10））【250 点満点】

【保健医療学部 看護学科】

７．特待生選考試験 
公募制推薦入試において合格し，Ａ日程・Ｂ日程では２次入学手続を，Ｃ日程では１次入学手続を済ました方が受験できます（希望者のみ）。
※ 詳細については，22 ページを参照してください。 

８．入学金返還制度 
公募制推薦入試に併願で合格し，１次入学手続を済ました後に他の大学等に合格し，入学を辞退する場合は，入学金の返還制度があります。
※ 詳細については，31 ページを参照してください。

６．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）複数回受験する場合は，入学検定料の割引制度があります。

■ 入学検定料割引制度
①　公募制推薦入試とＡＯ入試，一般入試との組合せで受験する場合は，２回目以降の入学検定料が割引されます。
　  （１回目の入学検定料30,000円→２回目以降の入学検定料13,000円）
②　公募制推薦入試を複数回受験する場合も割引の対象となります。
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選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程

２教科型

次の①から④のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　④　生物（生物基礎＊３）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40
（２教科合わせて100分で実施）

１教科100点
（２教科）

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「生物基礎」は，全範囲からの出題とします。

（注意事項）看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビリテーション
学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテーション学科※の 2019 年
度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載された内容は予
　 定であり，変更となる場合があります。 

《合否判定について》
　合否の判定については、次の（１）と（２）の２通りで行います。

（１）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）【200 点満点】
（２）解答した２教科の点数（１教科 100 点 ×２教科）＋調査書（50 点（評定平均値 ×10））【250 点満点】

【保健医療学部 看護学科】

７．特待生選考試験 
公募制推薦入試において合格し，Ａ日程・Ｂ日程では２次入学手続を，Ｃ日程では１次入学手続を済ました方が受験できます（希望者のみ）。
※ 詳細については，22 ページを参照してください。 

８．入学金返還制度 
公募制推薦入試に併願で合格し，１次入学手続を済ました後に他の大学等に合格し，入学を辞退する場合は，入学金の返還制度があります。
※ 詳細については，31 ページを参照してください。

６．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）複数回受験する場合は，入学検定料の割引制度があります。

■ 入学検定料割引制度
①　公募制推薦入試とＡＯ入試，一般入試との組合せで受験する場合は，２回目以降の入学検定料が割引されます。
　  （１回目の入学検定料30,000円→２回目以降の入学検定料13,000円）
②　公募制推薦入試を複数回受験する場合も割引の対象となります。
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１．募集人員

２．出願資格
 次の①から③のいずれかに該当する者  
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者，又は 2019 年 3 月卒業見込みの者  
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者，又は 2019 年 3 月修了見込みの者  
　③　学校教育法施行規則第 150 条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者，又は 2019 年 3 月

31 日までにこれに該当する見込みの者 

４．選考日程

一般入試（インターネット出願）

学部 学科 専攻
募集人員

前期日程①・②

人間教育 人間教育
人間教育学専攻 ①と②合わせて２０名

中等（数学・音楽）専攻 ①と②合わせて４名

－ ①と②合わせて１５名

中期日程

15 名

２名

５名

後期日程

５名

１名

３名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

前期日程の
募集人員は，
志願者数の
比率によって
決定します。

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日
１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

前期日程①
【郵送】

2019年 1月 7日(月)～ 1月21日(月)
【窓口持参】1月22日(火)

1月26日(土)
13：00～

2月 1日(金)三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス 2月15日(金)

前期日程② 1月27日(日)
13：00～

中期日程
【郵送】

2019年 1月23日(水)～2月13日(水)
【窓口持参】2月14日(木)

2月19日(火)
13：00～ 2月23日(土)

三郷キャンパス
登美ヶ丘キャンパス 3月 8日(金)

2月22日(金)

3月15日(金)

後期日程
【郵送】

2019年 2月15日(金)～3月 6日(水)
【窓口持参】3月 7日(木)

3月11日(月)
13：00～ 3月15日(金)三郷キャンパス 3月22日(金)

３．第二・第三志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，
第二志望の専修の教科・科目での受験が要件となります。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。



－14－

14

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修

※　前期日程及び中期日程は，出願時に３教科型・２教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　３教科型で受験した場合は，２教科型（数学と外国語（英語）と国語のうち高得点の１教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「数学Ｂ」の出題範囲は，「数列」，「ベクトル」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点

100点

100点

100点

100点

２教科型
次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

２教科型後期日程
次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）【必須】

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）【必須】

５．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修

※　前期日程及び中期日程は，出願時に３教科型・２教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　３教科型で受験した場合は，２教科型（３教科のうち高得点の２教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

（注意事項） 第一志望を人間教育学専攻とし，中等（数学・音楽）専攻の数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，第二志望の専修の教科・
科目での受験となります。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点

２教科型

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

２教科型後期日程

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
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◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修

※　前期日程及び中期日程は，出願時に３教科型・２教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　３教科型で受験した場合は，２教科型（数学と外国語（英語）と国語のうち高得点の１教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「数学Ｂ」の出題範囲は，「数列」，「ベクトル」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点

100点

100点

100点

100点

２教科型
次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

２教科型後期日程
次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）【必須】

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）【必須】

５．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修

※　前期日程及び中期日程は，出願時に３教科型・２教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　３教科型で受験した場合は，２教科型（３教科のうち高得点の２教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

（注意事項） 第一志望を人間教育学専攻とし，中等（数学・音楽）専攻の数学専修，又は中等音楽専修を第二志望とする場合は，第二志望の専修の教科・
科目での受験となります。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点

２教科型

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

２教科型後期日程

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
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※　前期日程及び中期日程は，出願時に３教科型・２教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　３教科型で受験した場合は，２教科型（高得点の２教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「生物基礎」は，全範囲からの出題とします。
＊４ 「生物」の出題範囲は，「生命現象と物質」，「生殖と発生」，「生物の環境応答」とします。

（注意事項）看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビリテーション
学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテーション学科※の 2019 年
度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載された内容は予
　 定であり，変更となる場合があります。 

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

３教科型

外国語（英語＊１）【必須】 13：00～13：50  （50分）

300点14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

１教科100点
（２教科）

100点

２教科型

次の①から④のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　④　生物（生物基礎＊３・生物＊４）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

２教科型後期日程

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　国語（国語総合（近代以降の文章））
　②　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　③　生物（生物基礎＊３・生物＊４）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～14：40（100分）
（２教科合わせて100分で実施） 200点

１教科100点
（２教科）

【保健医療学部 看護学科】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修
選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点

前期日程①
前期日程②

中期日程

音楽実技
+

２教科型

音楽実技
+

１教科型

音楽実技
+

１教科型
後期日程

音楽（実技）＊３【必須】

次の①と②のうち１教科を選択＊

　①　国語（国語総合（近代以降の文章））
　②　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

14：20～15:10（50分）

15：40～（個人2～5分）

100点

100点

満 点

300点

音楽（実技）＊３【必須】

次の①から③のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～13：50（50分）

14：20～（個人2～5分）

100点

100点

200点

音楽（実技）＊３【必須】

次の①から③のうち１教科を選択＊

　①　外国語（英語＊１）
　②　国語（国語総合（近代以降の文章））
　③　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

13：00～13：50（50分）

14：20～（個人2～5分）

100点

100点

200点

外国語（英語＊１）【必須】 13：00～13：50（50分） 100点

※　前期日程及び中期日程は，出願時に音楽実技＋２教科型・音楽実技＋１教科型のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※　音楽実技＋２教科型で受験した場合は，音楽実技＋１教科型（音楽実技と外国語（英語）・国語・数学のうち高得点の１教科）でも合否の判定をします。
＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「音楽（実技）」は，「ピアノ・声楽・管楽器・打楽器・総合音楽」のうちから専門を１つ選択（ただし，総合音楽での受験者は楽器等を特定しない）の上，

任意の楽曲２～５分。楽譜は各自で準備し，出願時に送付すること。
（注意事項） 選考日当日に「楽譜」及び「楽器（必要な受験者のみ）」を持参してください。
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７．奨学金制度
（１）一般入試の成績優秀者（前期日程及び中期日程は３教科型（人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻 中等音楽専修は

音楽実技＋２教科型）の受験者に限る）に奨学金を給付します。 
（２）奨学金の給付金額は，次の①から③のいずれかとなります。 

　　　①　学費（授業料・教育充実費）の全額相当額 
　　　②　学費（授業料・教育充実費）の半額相当額 
　　　③　入学金相当額 

（３）上記（２）の①及び②の奨学金は，原則として４年間給付します。ただし，2 年次以降は，1 年ごとに在学中の成績等により給付の継続
の可否，及び給付額の増減について審査します。 

（４）奨学金の給付対象者には，「合格通知書」とともに「奨学金給付決定通知書」及び「奨学金給付申請書」を送付します。奨学金の給付
方法についても合わせてお知らせします。  

８．入学金返還制度
一般入試前期日程で合格し，１次入学手続を済ました後に他の大学等に合格し，入学を辞退する場合は，入学金の返還制度があります。  
※ 詳細については，31 ページを参照してください。

６．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）複数回受験する場合は，入学検定料の割引制度があります。

■ 入学検定料割引制度
①　一般入試とＡＯ入試，公募制推薦入試との組合せで受験する場合は，２回目以降の入学検定料が割引されます。
　  （１回目の入学検定料30,000円→２回目以降の入学検定料13,000円）
②　一般入試を複数回受験する場合も割引の対象となります。
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一般入試前期日程で合格し，１次入学手続を済ました後に他の大学等に合格し，入学を辞退する場合は，入学金の返還制度があります。  
※ 詳細については，31 ページを参照してください。

６．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）複数回受験する場合は，入学検定料の割引制度があります。

■ 入学検定料割引制度
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２．出願資格
平成 31 年度大学入試センター試験を受験した者 

大学入試センター試験利用入試（インターネット出願） 

１．募集人員

学部 学科 専攻
募集人員

前期

人間教育 人間教育
人間教育学専攻

中等（数学・音楽）専攻

－

中期

４名

１名

４名

５名

１名

５名

後期

３名

１名

３名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

４．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 合格発表日 １次入学手続締切日
（入学金の納入）

２次入学手続締切日
（前期分学費・諸費の納入）

前期

本学独自の
学科試験は
課さない

2月 8日(金) 2月15日(金)

中期 2月23日(土) 3月 8日(金)

後期 3月15日(金) 3月22日(金)

2月22日(金)

3月15日(金)

【郵送】
2019年 1月 7日(月)～1月21日(月)

【窓口持参】1月22日(火)

【郵送】
2019年 1月23日(水)～2月13日(水)

【窓口持参】2月14日(木)

【郵送】
2019年 2月15日(金)～3月 6日(水)

【窓口持参】3月 7日(木)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

３．第二・第三志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。
　ただし，人間教育学専攻を第一志望とし，中等（数学・音楽）専攻の中等数学専修を第二志望とする場合は，大学入試センター試
験の教科・科目のうち，中等数学専修の指定教科・科目で合否判定をします。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。
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５．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修
◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修

※ 出願時にＣ３方式・Ｃ２方式のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※ Ｃ３方式で出願した場合は，Ｃ２方式でも合否の判定をします。

選考区分 選考方式 選考方法 配 点 満 点

前期
中期
後期

Ｃ３方式
平成31年度大学入試センター試験の教科・科目のうち，高得点の
３教科３科目で合否を判定します。 600点

各教科200点満点に換算します。
（３教科）

Ｃ２方式
平成31年度大学入試センター試験の教科・科目のうち，高得点の
２教科２科目で合否を判定します。 400点

各教科200点満点に換算します。
（２教科）

（注意事項） 第一志望を人間教育学専攻とし，第二志望を中等（数学・音楽）専攻の数学専修とする場合は，中等数学専修の指定教科・科目で判定をします。

教科・科目

本学が指定する1 ）から6 ）の選択教科・科目のうち，高得点の３教科又は２教科を合否判定に利用します。
《選択教科・科目》

1 ）　【外 国 語】　「英語」（リスニングを除く）
2 ）　【国　　語】　「国語」（近代以降の文章）
3 ）　【数　学】①　「数学Ⅰ・数学Ａ」

【数　学】②　「数学Ⅱ・数学Ｂ」
4 ）　【地理歴史】　「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」のうち１科目
5 ）　【公　　民】　「現代社会」，「倫理」，「政治・経済」，「倫理，政治・経済」のうち１科目
6 ）　【理　科】①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」

【理　科】②　「物理」，「化学」，「生物」，「地学」のうち１科目
（注意事項）

・ 【地理歴史】と【公民】の組合せはできません。
・ 【地理歴史】と【公民】において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【数学】①と【数学】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【理科】①の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」は２科目の合計点を１科目とします。
・ 【理科】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修

※ 出願時にＣ３方式・Ｃ２方式のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※ Ｃ３方式で出願した場合は，Ｃ２方式でも合否の判定をします。

選考区分 選考方式 選考方法 配 点 満 点

前期
中期
後期

Ｃ３方式
平成31年度大学入試センター試験の「数学Ⅱ・数学Ｂ」（必須）と
その他の教科・科目のうち，高得点の２教科２科目を合わせた
３教科３科目で合否を判定します。

600点
各教科200点満点に換算します。

（３教科）

Ｃ２方式
平成31年度大学入試センター試験の「数学Ⅱ・数学Ｂ」（必須）と
その他の教科・科目のうち，高得点の１教科１科目を合わせた
２教科２科目で合否を判定します。

400点
各教科200点満点に換算します。

（２教科）

教科・科目

本学が指定する1 ）の必須教科・科目と2 ）から6 ）の選択教科・科目のうち，高得点の２教科又は１教科を合否判定に利用します。
《必須教科・科目》

1 ）　【数　学】②　「数学Ⅱ・数学Ｂ」
《選択教科・科目》

2 ）　【外 国 語】　「英語」（リスニングを除く）
3 ）　【国　　語】　「国語」（近代以降の文章）
4 ）　【地理歴史】　「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」のうち１科目
5 ）　【公　　民】　「現代社会」，「倫理」，「政治・経済」，「倫理，政治・経済」のうち１科目
6 ）　【理　科】①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」

【理　科】②　「物理」，「化学」，「生物」，「地学」のうち１科目
（注意事項）
・ 【地理歴史】と【公民】の組合せはできません。
・ 【地理歴史】と【公民】において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【理科】①の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」は２科目の合計点を１科目とします。
・ 【理科】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
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1 ）　【外 国 語】　「英語」（リスニングを除く）
2 ）　【国　　語】　「国語」（近代以降の文章）
3 ）　【数　学】①　「数学Ⅰ・数学Ａ」

【数　学】②　「数学Ⅱ・数学Ｂ」
4 ）　【地理歴史】　「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」のうち１科目
5 ）　【公　　民】　「現代社会」，「倫理」，「政治・経済」，「倫理，政治・経済」のうち１科目
6 ）　【理　科】①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」

【理　科】②　「物理」，「化学」，「生物」，「地学」のうち１科目
（注意事項）

・ 【地理歴史】と【公民】の組合せはできません。
・ 【地理歴史】と【公民】において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【数学】①と【数学】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【理科】①の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」は２科目の合計点を１科目とします。
・ 【理科】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修

※ 出願時にＣ３方式・Ｃ２方式のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※ Ｃ３方式で出願した場合は，Ｃ２方式でも合否の判定をします。

選考区分 選考方式 選考方法 配 点 満 点

前期
中期
後期

Ｃ３方式
平成31年度大学入試センター試験の「数学Ⅱ・数学Ｂ」（必須）と
その他の教科・科目のうち，高得点の２教科２科目を合わせた
３教科３科目で合否を判定します。

600点
各教科200点満点に換算します。

（３教科）

Ｃ２方式
平成31年度大学入試センター試験の「数学Ⅱ・数学Ｂ」（必須）と
その他の教科・科目のうち，高得点の１教科１科目を合わせた
２教科２科目で合否を判定します。

400点
各教科200点満点に換算します。

（２教科）

教科・科目

本学が指定する1 ）の必須教科・科目と2 ）から6 ）の選択教科・科目のうち，高得点の２教科又は１教科を合否判定に利用します。
《必須教科・科目》

1 ）　【数　学】②　「数学Ⅱ・数学Ｂ」
《選択教科・科目》

2 ）　【外 国 語】　「英語」（リスニングを除く）
3 ）　【国　　語】　「国語」（近代以降の文章）
4 ）　【地理歴史】　「世界史Ｂ」，「日本史Ｂ」，「地理Ｂ」のうち１科目
5 ）　【公　　民】　「現代社会」，「倫理」，「政治・経済」，「倫理，政治・経済」のうち１科目
6 ）　【理　科】①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」

【理　科】②　「物理」，「化学」，「生物」，「地学」のうち１科目
（注意事項）
・ 【地理歴史】と【公民】の組合せはできません。
・ 【地理歴史】と【公民】において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【理科】①の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」は２科目の合計点を１科目とします。
・ 【理科】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
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※ 出願時にＣ３方式・Ｃ２方式のいずれかを選択できます。出願後の変更はできません。
※ Ｃ３方式で出願した場合は、Ｃ２方式でも合否の判定をします。

（注意事項）看護学科を第一志望とした場合は，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とすることができます。
第二・第三志望の合否判定はリハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での判定となります。
詳細は保健医療学部リハビリテーション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載された内容は
　 予定であり，変更となる場合があります。 

選考区分 選考方式 選考方法 配 点 満 点

前期
中期
後期

Ｃ３方式
平成31年度大学入試センター試験の教科・科目のうち，高得点の
３教科３科目で合否を判定します。 600点

各教科200点満点に換算します。
（３教科）

Ｃ２方式
平成31年度大学入試センター試験の教科・科目のうち，高得点の
２教科２科目で合否を判定します。 400点

各教科200点満点に換算します。
（２教科）

教科・科目

本学が指定する1 ）から4 ）の選択教科・科目のうち，高得点の３教科又は２教科を合否判定に利用します。
《選択教科・科目》

1 ）　【外 国 語】　「英語」（リスニングを除く）
2 ）　【国　　語】　「国語」（近代以降の文章）
3 ）　【数　学】①　「数学Ⅰ・数学Ａ」

【数　学】②　「数学Ⅱ・数学Ｂ」
4 ）　【理　科】①　「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」

【理　科】②　「物理」，「化学」，「生物」，「地学」のうち１科目
（注意事項）

・ 【数学】①と【数学】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。
・ 【理科】①の「物理基礎」，「化学基礎」，「生物基礎」，「地学基礎」は２科目の合計点を１科目とします。
・ 【理科】②において２科目受験している場合は，高得点の１科目を利用します。

【保健医療学部 看護学科】

６．入学検定料
（１）入学検定料は 13,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。
（３）一般入試と大学入試センター試験利用入試に同時出願すると，大学入試センター試験利用入試の入学検定料が無料となります（下記

参照）。

■ 一般入試・大学入試センター試験利用入試同時出願割引制度
    一般入試・大学入試センター試験利用入試に同時出願すると，大学入試センター試験利用入試の入学検定料が無料となります（選考
区分は同じ出願期間内の入試の同時出願に限ります）。

７．奨学金制度 
（１）大学入試センター試験利用入試の成績優秀者（Ｃ３方式の志願者に限る）に奨学金を給付します。
（２）奨学金の給付金額は，次の①から③のいずれかとなります。

　①　学費 ( 授業料・教育充実費 ) の全額相当額
　②　学費 ( 授業料・教育充実費 ) の半額相当額
　③　入学金相当額

（３）上記（２）の①及び②の奨学金は，原則として４年間給付します。ただし，2 年次以降は，1 年ごとに在学中の成績等により給付の継続
の可否，及び給付額の増減について審査します。

（４）奨学金の給付対象者には，「合格通知書」とともに「奨学金給付決定通知書」及び「奨学金給付申請書」を送付します。奨学金の給付
方法についても合わせてお知らせします。

８．入学金返還制度
大学入試センター試験利用入試前期で合格し，１次入学手続を済ました後に他の大学等に合格し，入学を辞退する場合は，入学金の返還
制度があります。  
※ 詳細については，31 ページを参照してください。
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２．出願資格
　次の①から④のいずれかに該当する者で，2019 年 4 月 1 日現在において，社会人としての経験（職業経験（正社員，アルバイト，家事等）
は問わない）を 3 年以上有し，入学時に満 22 歳以上に達しており，人間教育学部は教育者として，保健医療学部は看護職者として，とも
に専門知識の修得に強い意志を持つ者 
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業し，4 年以上経過した者
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了し，4 年以上経過した者
　③　学校教育法施行規則第 150 条第 1 号から第 6 号の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ，４年
　　　以上経過した者
　④　学校教育法施行規則第 150 条第 7 号の規定により，本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の
　　　学力があると認められる者 

社会人入試（インターネット出願）  

１．募集人員
学部 学科 専攻 募集人員

人間教育 人間教育
人間教育学専攻

中等（数学・音楽）専攻

－

若干名

若干名

若干名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

４．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日
１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

社会人入試 【郵送】2019年 2月15日(金)～3月 6日(水)
【窓口持参】3月 7日(木)

3月11日(月)
10：00～ 3月15日(金)三郷キャンパス 3月22日(金)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

３．第二・第三志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。
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２．出願資格
　次の①から④のいずれかに該当する者で，2019 年 4 月 1 日現在において，社会人としての経験（職業経験（正社員，アルバイト，家事等）
は問わない）を 3 年以上有し，入学時に満 22 歳以上に達しており，人間教育学部は教育者として，保健医療学部は看護職者として，とも
に専門知識の修得に強い意志を持つ者 
　①　高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業し，4 年以上経過した者
　②　通常の課程による 12 年の学校教育を修了し，4 年以上経過した者
　③　学校教育法施行規則第 150 条第 1 号から第 6 号の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められ，４年
　　　以上経過した者
　④　学校教育法施行規則第 150 条第 7 号の規定により，本学において個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の
　　　学力があると認められる者 

社会人入試（インターネット出願）  

１．募集人員
学部 学科 専攻 募集人員

人間教育 人間教育
人間教育学専攻

中等（数学・音楽）専攻

－

若干名

若干名

若干名保健医療 看護

※ 人間教育学科の教職課程について再課程認定申請中です。
文部科学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

４．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

選考区分 出願期間（消印有効） 選考日時 選考会場 合格発表日
１次入学
手続締切日

（入学金の納入）

２次入学
手続締切日

（前期分学費・諸費の納入）

社会人入試 【郵送】2019年 2月15日(金)～3月 6日(水)
【窓口持参】3月 7日(木)

3月11日(月)
10：00～ 3月15日(金)三郷キャンパス 3月22日(金)

※ 出願書類を持参する場合は窓口持参日当日の 10：00 ～ 16：00 の間に，三郷キャンパス内の入試広報課までお越しください。
　 登美ヶ丘キャンパスでは受付できませんので注意してください。
※ インターネットでの出願が困難な場合は，入試広報課までお問い合せください。

３．第二・第三志望制度
■　人間教育学部

　人間教育学部人間教育学科では人間教育学専攻と中等（数学・音楽）専攻との間で第二志望制度があります。

■　保健医療学部
　保健医療学部では看護学科とリハビリテーション学科の理学療法学専攻・作業療法学専攻※との間で第二・第三志望制度があ
ります。
　看護学科を第一志望とし，リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※を第二・第三志望とする場合は，リハビ
リテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）※の選考方式での受験が要件となります。詳細は保健医療学部リハビリテー
ション学科※の 2019 年度学生募集要項で確認してください。
※ リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）（仮称）については，2019 年 4 月開設予定（設置認可申請中）です。そのため，記載さ
　 れた内容は予定であり，変更となる場合があります。
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６．入学検定料
（１）入学検定料は 30,000 円です。 
（２）入学検定料はコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での振込はできませんので注意してください。

５．選考方法

選考区分 選考内容 時 間 配 点 満 点

社会人入試 100点
小論文（800字以内） 10：00～11：00（60分） 50点

面接 11：20～（個人20分） 50点

【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修
◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修

選考区分 選考内容 時 間 配 点 満 点

社会人入試 100点
小論文（800字以内） 10：00～11：00（60分） 50点

面接 11：20～（個人20分） 50点

◆ 人間教育学専攻　幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修

【保健医療学部 看護学科】
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１．受験について
（１）ＡＯ入試①から③，公募制推薦入試，指定校推薦入試，指定強化クラブ推薦入試のいずれかにおいて合格し，入学手続を済ました方

が受験できます（希望者のみ）。 
※ 公募制推薦入試Ｃ日程では 1 次入学手続を，それ以外の入試では 2 次入学手続を済ました方が受験できます。  

（２）選考試験の受験料は不要です。 
（３）選考試験の受験を希望する場合は，１次入学手続時に受験の申請をします。 
（４）選考試験は，一般入試前期日程①・②と同一日程・同一問題で実施します。２日間又はいずれか１日のみの受験も可能です。
（５）選考試験の成績優秀者に奨学金を給付します。 
（６）奨学金の給付金額は，次の①から③のいずれかとなります。 

　　　①　学費（授業料・教育充実費）の全額相当額 
　　　②　学費（授業料・教育充実費）の半額相当額 
　　　③　入学金相当額 

（７）上記（６）の①及び②の奨学金は，原則として 4 年間給付します。ただし，2 年次以降は，1 年ごとに在学中の成績等により給付の継続
の可否，及び給付額の増減について審査します。 

２．受験票について 
特待生選考試験の受験希望者には，2019 年 1 月下旬に特待生選考試験の受験票を送付します。 

３．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

特待生選考試験

選考区分 選考日時 選考会場

特待生選考試験
2019年 1月26日（土） 

1月27日（日） 
両日とも13：00～

三郷キャンパス

選考結果発表日

2月 2日（土）

４．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修の入学手続者
◆ 人間教育学専攻　 幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修の入学手続者

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

特待生
選考試験 ３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修の入学手続者

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「数学Ｂ」の出題範囲は，「数列」，「ベクトル」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

特待生
選考試験 ３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）
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１．受験について
（１）ＡＯ入試①から③，公募制推薦入試，指定校推薦入試，指定強化クラブ推薦入試のいずれかにおいて合格し，入学手続を済ました方

が受験できます（希望者のみ）。 
※ 公募制推薦入試Ｃ日程では 1 次入学手続を，それ以外の入試では 2 次入学手続を済ました方が受験できます。  

（２）選考試験の受験料は不要です。 
（３）選考試験の受験を希望する場合は，１次入学手続時に受験の申請をします。 
（４）選考試験は，一般入試前期日程①・②と同一日程・同一問題で実施します。２日間又はいずれか１日のみの受験も可能です。
（５）選考試験の成績優秀者に奨学金を給付します。 
（６）奨学金の給付金額は，次の①から③のいずれかとなります。 

　　　①　学費（授業料・教育充実費）の全額相当額 
　　　②　学費（授業料・教育充実費）の半額相当額 
　　　③　入学金相当額 

（７）上記（６）の①及び②の奨学金は，原則として 4 年間給付します。ただし，2 年次以降は，1 年ごとに在学中の成績等により給付の継続
の可否，及び給付額の増減について審査します。 

２．受験票について 
特待生選考試験の受験希望者には，2019 年 1 月下旬に特待生選考試験の受験票を送付します。 

３．選考日程
【人間教育学部 人間教育学科・保健医療学部 看護学科共通】

特待生選考試験

選考区分 選考日時 選考会場

特待生選考試験
2019年 1月26日（土） 

1月27日（日） 
両日とも13：00～

三郷キャンパス

選考結果発表日

2月 2日（土）

４．選考方法
【人間教育学部 人間教育学科】

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修の入学手続者
◆ 人間教育学専攻　 幼稚園専修・小学校専修・中等国語専修の入学手続者

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

特待生
選考試験 ３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）

◆ 中等（数学・音楽）専攻　中等数学専修の入学手続者

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「数学Ｂ」の出題範囲は，「数列」，「ベクトル」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

特待生
選考試験 ３教科型

外国語（英語＊１） 13：00～13：50  （50分）

300点国語（国語総合（近代以降の文章）） 14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

100点

100点

100点数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２・数学Ⅱ・数学Ｂ＊３）
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５．選考結果発表
（１）選考結果発表日当日に奨学金の給付対象になった場合には，「奨学金給付決定通知書」及び「奨学金給付申請書」を郵送します。

郵便事情により異なりますが，「奨学金給付決定通知書」等の到着は，翌日以降となります。給付対象者には，奨学金の給付方法に
ついても合わせてお知らせします。 

（２）選考の結果，給付対象とならなかった場合には，選考結果の通知は送付しませんので，了承してください。

＊１ 「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」とします（リスニングを除く）。
＊２ 「数学Ａ」の出題範囲は，「場合の数と確率」，「図形の性質」とします。
＊３ 「生物基礎」は，全範囲からの出題とします。
＊４ 「生物」の出題範囲は，「生命現象と物質」，「生殖と発生」，「生物の環境応答」とします。

選考区分 選考方式 教科・科目 時 間 配 点 満 点

特待生
選考試験 ３教科型

外国語（英語＊１）【必須】 13：00～13：50  （50分）

300点14：20～16：00（100分）
（２教科合わせて100分で実施）

１教科100点
（２教科）

100点

次の①から③のうち２教科を選択＊

　①　国語（国語総合（近代以降の文章））
　②　数学（数学Ⅰ・数学Ａ＊２）
　③　生物（生物基礎＊３・生物＊４）
　＊ 選択教科は選考日当日に選択

【保健医療学部 看護学科】
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インターネット出願について

本学のＨＰに
アクセス

http://www.naragakuen-u.jp/

登録したメールアドレス

インターネット出願メモ

登録した電話番号

出願登録番号

コンビニ受付

＠

１

入学検定料の
お支払い2 ❷入学検定料のお支払い

○ お近くのコンビニエンスストアで入学検定料をお支払いください。
　（入学検定料の他に受験票郵送料及び振込手数料が必要です。）
○ コンビニエンスストアでの支払いは，24 時間受付可能です。
○ コンビニエンスストアでの入学検定料の支払いは，各選考区分の出願登録日の

翌日の 23 時 59 分までにしてください。なお，出願期間最終日の出願登録は
15：00 まで。入学検定料の支払いは 23 時 59 分までとなります。

Ｗeｂ入学志願
票を印刷3

❸Ｗeｂ入学志願票を印刷
○ 入学検定料の支払後に届く，メールを確認してください。
○ 「出願サイト ( メール内ＵＲＬ) の出願内容を印刷する」から 「Ｗｅｂ入学志願票」

を印刷してください（Ａ４サイズ（カラー）で縮小せずに印刷）。
○ 封筒に貼付する「封筒貼付用宛名シート」も印刷してください。

出願書類を
郵送4

❹出願書類を郵送
○ 「Ｗｅｂ入学志願票」に顔写真を貼付してください。
○ Ｗｅｂ入学志願票・調査書等の必要書類を市販の角２サイズの封筒（宛名シー

ト貼付）に入れて，郵便局の窓口から簡易書留速達で郵送してください。
　※ Ｗｅｂ入学志願票以外に必要な書類は，選考区分ごとに本要項で確認してく

　ださい。
○ 出願期間内に「出願登録」，「入学検定料の支払い」，「出願書類の提出」をして

ください。
○ 出願書類を出願書類提出期間最終日に郵送できない場合は，翌日の 10：00 ～

16：00 の間に本学（三郷キャンパス内入試広報課）へ持参することができます。
○ 受験票は，選考日の２日前までに到着するように送付します。受験票が届かない

場合や記載された内容が異なる場合は，入試広報課まで連絡してください。
　（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

❶本学のＨＰにアクセス
○ アクセス後「インターネット出願」のバナーをクリックし，画面に掲載される注意

事項等を確認し，ガイダンスに従い，出願内容の選択，必要事項の入力，入学検
定料の支払い方法を選択してください。

○ 出願内容の登録完了後に出願番号，決済番号等が表示されるので，画面を印刷
もしくはメモしてください。 

※ 出願登録後と入金確認後に確認メールを送信しますので，携帯メールの場合は，確
認メール（info-admin＠naragakuen-u.jp）が受信できるように設定してください。

【注意事項】
※ インターネットでの出願内容の登録だけでは出願とはなりません。出願期間

内に入学検定料の支払いと必要書類の郵送が必要です。
※ 登録完了後の出願内容の変更はできません。
※ 入学検定料の支払い前に誤りに気づいた場合は，入学検定料を納入せずに新

たに登録を行ってください。
※ 一度，お支払いをされた入学検定料は , 返金できません。

宛名
シート

貼付
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インターネット出願について

本学のＨＰに
アクセス

http://www.naragakuen-u.jp/

登録したメールアドレス

インターネット出願メモ

登録した電話番号

出願登録番号

コンビニ受付

＠

１

入学検定料の
お支払い2 ❷入学検定料のお支払い

○ お近くのコンビニエンスストアで入学検定料をお支払いください。
　（入学検定料の他に受験票郵送料及び振込手数料が必要です。）
○ コンビニエンスストアでの支払いは，24 時間受付可能です。
○ コンビニエンスストアでの入学検定料の支払いは，各選考区分の出願登録日の

翌日の 23 時 59 分までにしてください。なお，出願期間最終日の出願登録は
15：00 まで。入学検定料の支払いは 23 時 59 分までとなります。

Ｗeｂ入学志願
票を印刷3

❸Ｗeｂ入学志願票を印刷
○ 入学検定料の支払後に届く，メールを確認してください。
○ 「出願サイト ( メール内ＵＲＬ) の出願内容を印刷する」から 「Ｗｅｂ入学志願票」

を印刷してください（Ａ４サイズ（カラー）で縮小せずに印刷）。
○ 封筒に貼付する「封筒貼付用宛名シート」も印刷してください。

出願書類を
郵送4

❹出願書類を郵送
○ 「Ｗｅｂ入学志願票」に顔写真を貼付してください。
○ Ｗｅｂ入学志願票・調査書等の必要書類を市販の角２サイズの封筒（宛名シー

ト貼付）に入れて，郵便局の窓口から簡易書留速達で郵送してください。
　※ Ｗｅｂ入学志願票以外に必要な書類は，選考区分ごとに本要項で確認してく

　ださい。
○ 出願期間内に「出願登録」，「入学検定料の支払い」，「出願書類の提出」をして

ください。
○ 出願書類を出願書類提出期間最終日に郵送できない場合は，翌日の 10：00 ～

16：00 の間に本学（三郷キャンパス内入試広報課）へ持参することができます。
○ 受験票は，選考日の２日前までに到着するように送付します。受験票が届かない

場合や記載された内容が異なる場合は，入試広報課まで連絡してください。
　（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

❶本学のＨＰにアクセス
○ アクセス後「インターネット出願」のバナーをクリックし，画面に掲載される注意

事項等を確認し，ガイダンスに従い，出願内容の選択，必要事項の入力，入学検
定料の支払い方法を選択してください。

○ 出願内容の登録完了後に出願番号，決済番号等が表示されるので，画面を印刷
もしくはメモしてください。 

※ 出願登録後と入金確認後に確認メールを送信しますので，携帯メールの場合は，確
認メール（info-admin＠naragakuen-u.jp）が受信できるように設定してください。

【注意事項】
※ インターネットでの出願内容の登録だけでは出願とはなりません。出願期間

内に入学検定料の支払いと必要書類の郵送が必要です。
※ 登録完了後の出願内容の変更はできません。
※ 入学検定料の支払い前に誤りに気づいた場合は，入学検定料を納入せずに新

たに登録を行ってください。
※ 一度，お支払いをされた入学検定料は , 返金できません。

宛名
シート

貼付
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コンビニで入学検定料を簡単にお支払い！

Web画面の支払い方法選択後に表示される「各種支払番号」を控え，コンビニへ

ステップ１：コンビニ店頭端末の操作

ステップ２：お支払い

ステップ３：書類提出

サークルＫ・サンクスセイコーマート
デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリー

ストアー / スリーエフ
サークルＫ・サンクス

Kステーション未設置店Web画面に
表示された

「オンライン決済
番号」 Web画面に

表示された
「オンライン決済

番号」

「オンライン決済
番号を入力して

お支払い」
ボタンを押す

Kステーション

「各種支払い」
ボタンを押す

「オンライン決済
番号」を入力

「受付票」発券

「11桁の番号を
お持ちの方」
ボタンを押す

発券から30分以内にレジへ レジで番号をお知らせください

「第１番号
（企業コード20020）」

を入力

「代金支払い」
ボタンを押す

「収納票発行」
ボタンを押す

「第2番号（注文番号
12桁）」を入力

「Famiポート
申込券」発券

発券から30分以内にレジへ

ローソン
ミニストップ

Web画面に
表示された

「受付番号」

Loppi
（ロッピー）

「受付番号」を
入力

「申込券」発券

「各種番号を
お持ちの方」
ボタンを押す

発券から30分以内にレジへレジで番号をお知らせください

Web画面に
表示された

「受付番号」

ファミリーマート

Web画面に表示された
「第１番号（企業コード

20020）」
「第２番号（注文番号

12桁）」

セブンイレブン

「払込票」を印刷
するか、Web画面に

表示された
「払込票番号」

クラブステーション

「受付番号」を
入力

「申込券」発券

「インターネット
受付」

ボタンを押す

発券から30分以内にレジへ

Famiポート

※上記操作手順は一部省略されています。実際の画面の案内に従って操作してください。

レジでお支払いください

各帳票をプリンターにてA4サイズで印刷し「Web入学志願票」に「写真」を貼り付け，
他の必要書類（調査書等）と合わせて郵送（簡易書留・速達）してください。

領収書等は個人控えですので大切に保管してください（提出不要）

※ 一度お支払いされた入学検定料は，返金できません。
※ お支払い期限内に入学検定料のお支払いがない場合は，入力された情報はキャンセルとなります。
※ 全ての支払い方法に対して入学検定料の他に，受験票の郵送料及び払込手数料が別途必要です。

支払い後に受信する「インターネット出願
支払完了」メールに記載されたURLにアク
セスして「Web入学志願票」を印刷。

「Web入学志願票」に「写真」を貼り
付け，他の必要書類と合わせて，郵送

（簡易書留・速達）。
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共通事項

１．出願上の注意事項（24・25 ページを参照してください。）
（１）志願者は，それぞれ志願する入試の出願書類を整え，「出願書類提出封筒」に入れて，受験しようとする選考区分の出願期間内（出願

期間最終日消印有効）に入試広報課宛に郵送してください。ただし，ＡＯ入試，公募制推薦入試，一般入試，大学入試センター試験利用
入試，社会人入試では各選考区分の出願期間最終日の翌日に限り，入試広報課窓口（三郷キャンパス）へ出願書類を持参できます

（10：00 ～ 16：00 時間厳守）。（送付先・提出先）〒636-8503　奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1　奈良学園大学 入試広報課
（２）複数回受験する場合は，それぞれの選考区分で出願する必要があります。一つの出願書類で複数回の受験はできませんので注意し

てください。
（３）一度受理した出願書類及び入学検定料は，いかなる理由が生じても返還しません。
（４）出願後は，「入学志願票（Ａ票）」及び「受験票（Ｂ票）」に登録した内容の変更は，一切できません。
（５）公募制推薦入試，一般入試の音楽（実技）の志願者については，楽器の種類により，他の選考会場での受験をお願いすることがありま

すので，了承してください。その際は，別途本学入試広報課から連絡します。
（６）郵送で出願書類が届いたもののうち，選考日当日までに「受験票（Ｂ票）」の返送が困難であると思われる場合は，本学から電話で連

絡します。
（７）受験の際に特別の配慮を必要とする場合は，出願書類を提出する前に入試広報課まで連絡してください。

（入試広報課 TEL:0745-73-6153）
（８）一般入試及び社会人入試において本学個別の入学資格認定を希望する場合は，入試広報課に問い合わせてください。

（入試広報課 TEL:0745-73-6153）
（９）「入学志願票（Ａ票）」に記入された個人情報は，入学試験の実施に関することのみに使用します。なお，提出された書類に不備等が

あった場合は，訂正・補完を迅速に行うため，志願者の保護者，又は出身学校等に連絡することがありますので，了承してください。 

２．入学検定料について（支払い方法については本要項 24・25 ページを参照してください。）
（１）入学検定料は，ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試は 30,000 円，大学入試センター試験利用入試は 13,000 円です。
（２）ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試の複数回受験や一般入試と大学入試センター試験に同時出願する場合は入学検定料の割引

制度があります。
（３）入学検定料は全てコンビニエンスストアでの支払いとなります。金融機関の窓口での支払いはできません。

３．入学検定料の割引について
（１）入学検定料割引制度

①　ＡＯ入試，公募制推薦入試，一般入試を複数回受験する場合は，２回目以降の入学検定料が 13,000 円となります。
②　ＡＯ入試での複数回受験，公募制推薦入試での複数回受験，一般入試での複数回受験も割引の対象となります。その他の入試

（特別推薦入試，大学入試センター試験利用入試，社会人入試）は，入学検定料割引の対象となりません。
③　入学検定料割引制度を利用する場合の入学検定料は，選考区分ごとに別々に振り込んでください。

（２）一般入試・大学入試センター試験利用入試同時出願割引制度
一般入試・大学入試センター試験利用入試に同時出願すると，大学入試センター試験利用入試の入学検定料が無料となります（選考
区分は同じ出願期間内の入試の同時出願に限ります）。
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共通事項

１．出願上の注意事項（24・25 ページを参照してください。）
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（１）入学検定料は，ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試は 30,000 円，大学入試センター試験利用入試は 13,000 円です。
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②　ＡＯ入試での複数回受験，公募制推薦入試での複数回受験，一般入試での複数回受験も割引の対象となります。その他の入試

（特別推薦入試，大学入試センター試験利用入試，社会人入試）は，入学検定料割引の対象となりません。
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４．出願に必要な書類

ＡＯ入試

①　web入学志願票（写真１枚貼付のこと）
出願以前３か月以内に撮影したもの。上半身，正面，無帽のもの（縦４㎝×横３㎝）。

②　調査書
出身学校長が作成したもの（厳封したもの）。
※　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は，文部科学省発行の合格証明書と合格成績

証明書。合格見込みの者は，文部科学省発行の合格見込み証明書。
それぞれ免除科目がある場合は，最終在籍校の調査書もしくは成績証明書（ともに厳封したもの）。

③　音楽実技確認書及び楽譜（人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻 中等音楽専修を第一志望・第二志望
とする者のみ。）

公募制推薦入試

①　web入学志願票（写真１枚貼付のこと）
出願以前３か月以内に撮影したもの。上半身，正面，無帽のもの（縦４㎝×横３㎝）。

②　調査書
出身学校長が作成したもの（厳封したもの）。

③　推薦書
本学所定の推薦書により出身学校長が作成したもの。

④　音楽実技確認書及び楽譜（人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻 中等音楽専修を第一志望・第二志望
とする者のみ。）

一般入試

①　web入学志願票（写真１枚貼付のこと）
出願以前３か月以内に撮影したもの。上半身，正面，無帽のもの（縦４㎝×横３㎝）。

②　調査書
出身学校長が作成したもの（厳封したもの）。
※　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は，文部科学省発行の合格証明書と合格成績

証明書。合格見込みの者は，文部科学省発行の合格見込み証明書。
それぞれ免除科目がある場合は，最終在籍校の調査書もしくは成績証明書（ともに厳封したもの）。

③　音楽実技確認書及び楽譜（人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻 中等音楽専修を第一志望・第二志望
とする者のみ。）

大学入試センター
試験利用入試

①　web入学志願票（写真１枚貼付のこと）
出願以前３か月以内に撮影したもの。上半身，正面，無帽のもの（縦４㎝×横３㎝）。

②　平成31センター試験成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）
③　調査書

出身学校長が作成したもの（厳封したもの）。
※　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は，文部科学省発行の合格証明書と合格成績

証明書。合格見込みの者は，文部科学省発行の合格見込み証明書。
それぞれ免除科目がある場合は，最終在籍校の調査書もしくは成績証明書（ともに厳封したもの）。

社会人入試

①　web入学志願票（写真１枚貼付のこと）
出願以前３か月以内に撮影したもの。上半身，正面，無帽のもの（縦４㎝×横３㎝）。

②　調査書
出身学校長が作成したもの（厳封したもの）。
※　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は，文部科学省発行の合格証明書と合格成績

証明書。合格見込みの者は，文部科学省発行の合格見込み証明書。
それぞれ免除科目がある場合は，最終在籍校の調査書もしくは成績証明書（ともに厳封したもの）。

③　経歴書
Ａ４サイズの任意の用紙に高等学校等を卒業してからの職歴（アルバイトを含む）及び学歴を記入したもの（横書
き）。

④　志望理由書
Ａ４サイズの任意の用紙に志望理由を600字程度にまとめたもの（横書き）。

※ 一度受理した出願書類及び入学検定料は，いかなる理由が生じても返還しません。
※ 高等学校卒業後５年以上経過した者，及び廃校・被災その他の事情により出身学校より調査書の発行ができない場合は，入試広報課まで問い合わ
　 せてください。
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５．受験に関する注意事項

（１）「受験票（Ｂ票）」は選考日当日に必ず携行してください。「受験票（Ｂ票）」を紛失したり忘れたりした場合は，選考日当日に受付の担当

者に申し出て再発行の手続きをしてください。

（２）選考会場の下見は，本学会場（三郷キャンパス・登美ヶ丘キャンパス）のみ選考日の前日にすることができます。ただし，下見をする

場合も，選考室への入室はできません。下見は建物の位置確認だけにとどめてください。

（３）選考室への付添いの方の入室はできません。本学会場（三郷キャンパス・登美ヶ丘キャンパス）では，付添いの方のための控室を設

けています。

（４）選考会場を間違えた場合は，他の会場では受験することができませんので注意してください。

（５）選考日を間違えた場合は，受験することができませんので注意してください。

（６）選考日当日の選考室への入室は，選考開始時刻の１時間前からです。

（７）選考日当日は，選考開始時刻の 30 分前までに定められた選考室に入室してください。

（８）選考室に入室した後は，受験番号順に定められた席につき，「受験票（Ｂ票）」を机上の受験番号票の手前に置いてください。

（９）携帯電話・スマートフォン等は選考室に入室する前に必ず電源を切り，カバンの中に入れてください。

（10）選考開始時刻から15 分以上経過した場合は，受験することができませんので注意してください。

ただし，天候の異変，公共交通機関の遅延等による受験生の責めに帰さない遅刻の場合は，入試広報課まで連絡し，担当者の指示

に従ってください。（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

（11）選考室では試験監督者の指示に従ってください。

（12）選考中の態度を判定の際に考慮することがあります。

（13）選考時間中に質問等がある場合は，静かに手を挙げて監督者の指示に従ってください。

（14）選考時間中の選考室からの途中退出はできません。気分が悪くなるなどした場合は，静かに手を挙げて監督者の指示に従ってくだ

さい。

（15）選考時間中に不正行為があった場合は，選考室からの退室を命じ，それ以後の受験は認めません。なお，当該試験を含め全ての成績

を無効とします。

（16）選考中に机上に置くことができるものは，「受験票（Ｂ票）」，「黒鉛筆（シャープペンシル可）」，「消しゴム」，「鉛筆削り（小型で音のしな

いもの）」，「時計（時計の機能だけのもの）」に限ります。

（17）配付された問題冊子は，持ち帰ることができません。

（18）選考会場には公共交通機関を利用してお越しください。
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６．合格発表について

（１）合格発表日当日に本学のホームページから合否結果の照会ができます（合格発表日当日の 12：00 から翌日の 20：00 までに限ります）。

（２）合格発表日当日に合否結果を日本郵便のレターパックで郵送します。郵便事情により異なりますが，合否結果の到着は，翌日以降と

　　なります。

（３）合格者には，「合格通知書」及び「入学手続に必要な書類」等を送付します。不合格者にも「選考結果」を送付します。

（４）大学構内での掲示等による発表は行いません。

（５）合否に関する電話及び郵便等による問合せには一切応じません。

（６）合格発表日から 3 日経過しても合否結果が届かない場合は，入試広報課まで連絡してください。（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

（７）入学手続締切日を経過してからの入学手続は，正当な理由がない限り認めません。 

７．出身学校への選考結果の通知について

本学では今後の進路指導の参考としてもらうために個人情報ですが出身学校等へ選考結果を通知します。なお，公募制推薦入試，一般

入試の不合格者については入試の成績も合わせて通知します。

※ ＡＯ入試，大学入試センター試験利用入試，社会人入試については選考結果のみ通知します。

８．入学手続・学費について

（１）入学手続は，１次入学手続及び２次入学手続があります。

（２）１次入学手続は，「入学金の納入」と「入学手続書類の提出（入学手続締切日最終日消印有効）」となります。

２次入学手続は，「2019 年度前期分の学費（授業料・教育充実費）・諸費の納入」となります。

（３）入学を希望する場合は，入学手続締切日までに所定の入学手続が必要です。

（４）所定の入学手続締切日までに入学手続を完了しない場合は，入学できません。

（５）学債及び寄付金は，一切不要です。

（６）2019 年度後期分の学費（授業料・教育充実費）の納入は，2019 年 10 月中旬です。
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【人間教育学部】
■ 入学金・学費

前期納入金 後期納入金 初年度納入金
入　　学　　金  300,000 円

学 費（ 授 業 料 ）

入　　学　　金

学 費（ 授 業 料 ）

 425,000 円

学費（教育充実費）   160,000 円

合 計  885,000 円

－

425,000 円

160,000 円

585,000 円

300,000 円

850,000 円

320,000 円

1,470,000 円

■ 諸費
納入金額 備　　考

後　援　会　費 25,000 円

学　友　会　費  5,000 円

学　　会　　費 20,000 円

学生傷害保険料  4,660 円

オリエンテーション費 20,000 円

年　　　額 

年　　　額 

入学時のみ 

入学時のみ 

入学時のみ 

合 計 74,660 円
※ 上記の他に入学前教育教材費用（12 月までに実施する入試の入学手続者のみ），教育実習関係費用，教科書費用等が別途必要です。

【保健医療学部】
■ 入学金・学費

前期納入金 後期納入金 初年度納入金

300,000 円

425,000 円

学費（教育充実費） 325,000 円

合 計 1,050,000 円

300,000 円

850,000 円

650,000 円

1,800,000 円

－

425,000 円

325,000 円

750,000 円
※ 看護師・助産師課程を選択した場合は，４年次に３０万円が別途必要になります。

■ 諸費
納入金額 備　　考

後　援　会　費 25,000 円

学　友　会　費  5,000 円

学生傷害保険料 18,000 円

オリエンテーション費 20,000 円

年　　　額 

年　　　額 

入学時のみ 

入学時のみ 

合 計 68,000 円
※ 上記の他に実習関係費用，教科書費用，スマートラーニング端末費用等が別途必要です。

９．学費
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１０．入学金返還制度について
（１）公募制推薦入試（併願），一般入試前期日程，大学入試センター試験利用入試前期の合格者で１次入学手続を済ました後に，他の大学

等に合格し，入学を辞退する場合は，所定の期日までに申し出た場合に限り，納入済の入学金を返還します。
入学金返還申請期日　
　公募制推薦入試　

［Ａ日程］　2019 年 1 月 11 日（金）　【期日必着】
［Ｂ日程］　2019 年 1 月 21 日（月）　【期日必着】
［Ｃ日程］　2019 年 3 月 11 日（月）　【期日必着】

　一般入試前期日程・大学入試センター試験利用入試前期　
2019 年 3 月 11 日（月）　【期日必着】

（２）入学金の返還申請には「入学金返還申請書」及び「他の大学等の合格通知書の写し」が必要です。「入学金返還申請書」は，入試広報
課まで請求してください。（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

（３）公募制推薦入試での入学金の返還申請は，併願の合格者に限ります。専願の合格者については，入学を辞退することができませんの
で，入学金返還制度の利用はできません。

（５）「入学金返還申請書」が提出された場合は，本学への入学資格を取り消します。
（６）入学金の返還日は，それぞれの選考区分の入学金返還申請期日より約 1 ヶ月を要しますので，了承してください。

１１．学費・諸費返還制度について
（１）ＡＯ入試（併願），公募制推薦入試（併願），一般入試 , 大学入試センター試験利用入試，社会人入試において，２次入学手続を済まし

た後に入学を辞退する場合は，所定の期日までに申し出た場合に限り，納入済の学費・諸費を返還します。
学費・諸費返還申請期日　2019 年 3 月 30 日（土）　【期日必着】

（２）学費・諸費の返還申請には「入学辞退届」が必要です。「入学辞退届」の用紙は入試広報課まで請求してください。
（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

（３）専願の合格者については，入学を辞退することができませんので，学費・諸費返還制度の利用はできません。
（４）「入学辞退届」が提出された場合は，本学への入学資格を取り消します。
（５）学費・諸費の返還日は，学費・諸費返還申請期日より約 1 ヶ月を要しますので，了承してください。

１２. 奈良学園大学奨学金制度について
●  奈良学園大学一般学生奨学金

（１）一般入試（前期日程及び中期日程は３教科型（人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻 中等音楽専修は音楽実技＋２教
科型）の受験者に限る）・大学入試センター試験利用入試（Ｃ３方式の志願者に限る）の成績優秀者，及び特待生選考試験の成績優
秀者に奨学金を給付します。

（２）一般入試・大学入試センター試験利用入試の奨学金の給付対象者には，入学手続書類とともに「奨学金給付決定通知書」及び「奨学
金給付申請書」を送付します。特待生選考試験の給付対象者にも，「奨学金給付決定通知書」及び「奨学金給付申請書」を送付します。

（３）奨学金の給付金額は，次の①から③のいずれかとなります。
　①　学費（授業料・教育充実費）の全額相当額
　②　学費（授業料・教育充実費）の半額相当額
　③　入学金相当額

（４）奨学金の給付方法は，下記のとおりです。
　①　学費（授業料・教育充実費）の全額相当額の給付は，２次入学手続時及び 2019 年度後期分の学費納入時に行います。
　②　学費（授業料・教育充実費）の半額相当額の給付は，2019 年度後期分の学費納入時に行います。
　③　入学金相当額の給付は，1 次入学手続時に行います。

（５）上記（３）の①及び②の奨学金は，原則４年間給付します。ただし，２年次以降は，１年ごとに在学中の学業成績等により給付の継続
の可否，及び給付額の増減について審査します。
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【その他の奨学金制度】 
■ 日本学生支援機構
　日本学生支援機構の奨学金制度は，勉学に励む意欲があり，またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあき
らめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。

■ 地方公共団体の看護師等修学資金
　各地方公共団体が修学資金を貸与します。指定された医療施設に一定期間勤務することにより，修学資金の返還が免除されます（地
方公共団体により条件等が異なります）。

（例）奈良県看護師等修学資金

■ 病院奨学金
　各病院が独自の奨学金制度を定め，奨学金貸与者を採用します。奨学金を貸与された病院に一定期間以上勤務すると多くの病院で奨
学金の返還が免除されます。奨学金制度については各病院と学生個人との契約となりますので，採用条件・貸与金額・返還方法等につ
いては，直接，病院へ問い合わせてください。

■ 日本政策金融公庫「国の教育ローン」
　公的な融資制度で，融資額は学生一人につき 350 万円以内となっています。詳細については日本政策金融公庫のホームページで確認し
てください。

１３．賃貸物件の紹介
大学周辺のワンルームマンション及びアパートの紹介を希望する場合は，入試広報課まで問い合わせてください。

（入試広報課 TEL:0745-73-6153）

種別 貸与額

第１種奨学金（無利子）
【自宅通学者】(月額)20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・54,000円から選択

第２種奨学金（有利子）
（月額）20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・60,000円・70,000円・80,000円・

90,000円・100,000円・110,000円・120,000円の中から選択

入学時特別増額貸与奨学金（有利子） 100,000円・200,000円・300,000円・400,000円・500,000円の中から選択

【自宅外通学者】（月額）20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円から選択

保健師・看護師・助産師 36,000円

返還条件

貸与月額

卒業した日から１年以内に看護師等の免許等を取得し，ただちに県内の医療施設等に
おいて引き続き一定期間就業した場合，返還が免除となります。

返還免除年限
特定施設（200床未満の病院等の施設）：貸与期間＋２年
特定病院（200床以上の病院）での従事期間がある場合：貸与期間＋４年

●  奈良学園大学ファミリー進学者奨励金 
（１）奈良学園大学（旧大学名奈良産業大学）を卒業した者及び在籍中の者の直系親族又は兄弟（姉妹を含む）に対して奨励金を給付し

ます。
（２）奨励金の給付金額は，入学金相当額となります。
（３）給付に当たっては，「奈良学園大学ファミリー進学者奨励金給付申請書」が必要です。給付を希望する場合は，1 次入学手続期間内に

入試広報課まで請求してください。（入試広報課 TEL:0745-73-6153）
（４）奨学金の給付は，1 次入学手続時に行います。
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奈良学園大学　
　学長　辻　毅一郎　殿

学 校 名

本校を卒業（見込）の者は，人物・学業ともに優れ貴学への進学に適すると認め，推薦
いたします。
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校 長 名 印

２０１８年　　　月　　　日

氏　　名

生年月日

志望学部学科

フリガナ

西暦　　　　　年　　　　月　　　　日　生

人間教育学部　　人間教育学科

保健医療学部　　看 護 学 科

志望学部学科は，該当する学部学科の左の欄に○を付けてください。

公募制推薦入試用
※は記入しないでください

※
受験番号





人間教育学部人間教育学科　中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修受験者用
※　中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修を第二志望とする場合も提出してください。
  （ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試）

■　人間教育学部人間教育学科の中等（数学・音楽）専攻　中等音楽専修を第一志望・第二志望と

　する場合は，必要事項を記入し，出願時に「楽譜」とともに出願書類に同封してください。
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氏名 出身学校 高等学校
学校

ＡＯ入試①

一般入試 前期日程① 一般入試 前期日程② 一般入試 中期日程 一般入試 後期日程

公募制推薦入試 Ａ日程

１.　専願 ２.　併願

公募制推薦入試 Ｂ日程 公募制推薦入試 Ｃ日程

ＡＯ入試② ＡＯ入試③ ＡＯ入試④ ＡＯ入試⑤

選考区分
※受験する選考区分に
　○を付してください。

専願・併願区分
※ＡＯ入試・公募制推薦入試
　の受験者はいずれかの番号
　に○を付してください。

１.　第一志望

１.　ピアノ

２.　声楽

３.　管楽器

４.　打楽器

５.　その他

２.　第二志望
志　望

※いずれかの番号に○を
　付してください。

１.　持参 ２.　大学のものを使用
楽器持参の有無

※いずれかの番号に○を
　付してください。

楽　器
※使用する楽器を記入
　してください。

曲　名

※曲名を記入してくだ
　さい。

専　門

※受験を希望する専門の
　番号に○を付してくだ
　さい。

※は記入しないでください

※
受験番号

音 楽 実 技 確 認 書

※　黒のボールペンで記入してください。
※　楽器の種類により他の選考会場での受験をお願いすることがありますので，了承してください。





選考会場

●   選考会場を間違えた場合は，受験することができませんので，注意してください。
●   本学会場では，付添いの方のために控室を設けています。
●   選考会場には，公共の交通機関を利用してお越しください。   

【注意事項】

本学会場（三郷キャンパス） 
奈良県生駒郡三郷町立野北３-12-１

● ＪＲ大和路線「三郷」駅から北へ約1,200m
　  （奈良交通バス約3分「奈良学園大学」下車）

※ 選考日当日のバスの運行時刻表は，追って本学ＨＰに掲載します。

本学会場（登美ヶ丘キャンパス） 
奈良市中登美ヶ丘３-15-１

● 近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から西へ約1,000m
● 近鉄奈良線「学園前」駅（北口）から奈良交通バス約9分
　「中登美ヶ丘四丁目」バス停下車，東へ約150m
● 近鉄京都線「高の原」駅から奈良交通バス約15分
　「北登美ヶ丘一丁目」下車，西へ約620m

●南都銀行

●奈良先端科学技術
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大渕池公園

大渕池

西奈良中央病院●

イズミヤ● スターバックス●

郵便局●松伯美術館
●

奈良学園幼稚園
奈良学園小学校
奈良学園登美ヶ丘
中学校・高等学校

学研奈良登美ヶ丘駅

北登美ヶ丘一丁目バス停

学園前駅
近鉄奈良線

近鉄けいはんな線

至生駒・本町

至大阪難波 至近鉄奈良

奈良学園大学
登美ヶ丘
キャンパス

中登美ヶ丘
四丁目バス停

建学の精神
高度な専門学術知識に裏付けられた実践力を有する有能な人材を教育・養成し，地域社会
及び社会全体の発達・発展に貢献する。

教育理念
現実に立脚した学術の研究と教育を通じて，明日の社会を開く学識と実務能力を兼ね備えた
指導的人材の育成を目指し，時代の進展に対応し得る広い視野と創造性をつちかい，誠実に
して協調性のある心身ともに豊かでたくましい実践力を持った人材を養成する。

人間教育学部アドミッションポリシー
１）教職への意欲や関心があり，教育を通して社会の未来に貢献する意欲のある人。
２）教育の専門家としての確かな力量を獲得するため，積極的に学び続ける意欲のある人。
３）豊かな人間性や社会性，常識と教養をはじめ協調性や創造性を深める意欲がある人。

保健医療学部アドミッションポリシー
人と自然を愛する心をもち，看護職に興味・関心のある人。また，確かな基礎的学力を有し，
看護職者に必要な知識・技術を積極的に学び，地域社会，国際社会に貢献する意欲のある人。

■　出願について
　出願方法は，「インターネットを利用した出願」のみとなります。インターネットを利
用して出願する場合は，24・25 ページの「インターネット出願について」をご覧ください。
出願の際は，本学ホームページのインターネット出願のガイダンスに従ってください。

インターネット出願が可能な入試区分
　ＡＯ入試・公募制推薦入試・一般入試・大学入試センター試験利用入試・社会人入試

インターネット出願のメリット
　①　入学願書の取寄せが不要です。入学志願票作成の手間が軽減されます。
　②　インターネット接続環境があれば，どこからでも出願が可能です。
　③　お近くのコンビニエンスストアで 24 時間いつでも入学検定料の支払いが可能です。
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2019年度

学生募集要項

人間教育学部　人間教育学科

保健医療学部　看 護 学 科

〒636-8503 奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1 奈良学園大学 入試広報課 
TEL.0745-73-6153（入試広報課直通） FAX.0745-72-0822 

http://www.naragakuen-u.jp/  E-mail  info-admin@naragakuen-u.jp 

□人間教育学部 人間教育学科【三郷キャンパス】 
〒636-8503 奈良県生駒郡三郷町立野北 3 丁目 12-1 

□保健医療学部 看護学科【登美ヶ丘キャンパス】 
〒631-8524 奈良市中登美ヶ丘 3 丁目 15－1    

三郷キャンパス【人間教育学部】

●ＪＲ大和路線「三郷」駅から北へ約1,200m
  （奈良交通バスで約3分「奈良学園大学」下車）

●近鉄けいはんな線「学研奈良登美ヶ丘」駅から西へ約1,000m
●近鉄奈良線「学園前」駅から奈良交通バスで約9分「中登美ヶ丘四丁目」下車，東へ約150m
●近鉄京都線「高の原」駅から奈良交通バスで約15分「北登美ヶ丘一丁目」下車，西へ約620m

登美ヶ丘キャンパス【保健医療学部】
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大阪・京都・奈良からも快適アクセス

（王寺乗り換え）
JR奈良

アクセスマップ

約 1,000m

約 1,200m

大阪難波 近鉄奈良河内永和

大阪メトロ
御堂筋線大阪メトロ

中央線


