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http://www.nurs.juntendo.ac.jp
出願の際にはインターネット出願をご利用ください。
詳しくは医療看護学部ホームページをご確認願います。

【重要事項】
・新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、学生募集要項に記載されている試験方法とは、異なる
方法で選抜を実施することがありますので、あらかじめ、ご了承ください。

変更履歴
版数

発行日

改訂内容

第1版

2021年8月31日

初版

第2版

2021年10月8日

P21『出願書類について』写真について追記しました。

第3版

2021年11月17日

P21『出願書類について』出願期間について補足事項を追記しました。
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学生募集に関するミッション
順天堂大学医療看護学部は看護師、保健師、助産師になろうと志願する学生に対して、4年間で卒業し、国家試
験に合格できるように教育いたします。
順天堂看護学教育は125年の歴史をもち、この間に培われた全人教育の伝統を守りながら、知性と教養と心優し
い人間味あふれる看護職者となるための教育を行います。
本学部の教育理念は身体のみならず「心を癒す看護」です。これは学是である「仁」の精神（人在りて我あり、
他を思いやり、慈しむ心）を基盤にしています。具体的には看護学教育や課外活動等を通じて、教職員や学生間の
距離が近く、各々の個性が尊重され、学生生活を楽しく充実したものとなるように教育的配慮がなされておりま
す。
このような教育環境を維持し発展させるために、教育に関する次のようなミッションを学生と教職員に公示して
います。
1) 授業とは、単に知識・技術の伝達ばかりではなく、教員と学生の直接的なコミュニケーションを通して、人
間性育成のための教育の場と考える。教室以外の臨地実習（病院、保健所や在宅等の学外実習を総称）にお
いても然りである。
2) 教員には学生を教育する責任があり、学生には履修責任がある。特に医療看護学部学生の不勉強は、患者・
家族を中心にしたチーム医療に支障をきたすという認識を持たなければならない。
3) 教員は学生を教育することにより、自らをも教育される。学生の学習に対する意欲を向上させる工夫を重ね
ることが教育体制のより良い整備となり、本学の教育のみならず研究面における教員の活動水準を高めるこ
とに繋がると認識する。
4) 教員は全教科を通じて自ら体得していることを後進により易しく伝授するよう努力する。教員の能力は学生
の学習意識をパッシブなものからアクティブなものに、自ら進んで学ぶという姿勢に、変容させ得るかどう
かによって問われる。単にレポートを課すことではない。ゼミナールは専門外のテーマであってもこの点で
評価される。

アドミッションポリシー（入学者受入方針）
医療看護学部は、学是である「仁」の精神の基に、順天堂の長い伝統と歴史を持つ看護学教育の中で培われた
安心・安全で質の高い看護を提供し、さらに、高度先進医療の一翼を担うことができる高い倫理観を兼ね備えた
看護職者（看護師・保健師・助産師）を育成するため、次のような資質を備えた学生を求めます。

■求める学生像
1）入学後の学修に必要な基礎学力が身についている人
2）人に対して関心を持ち、「仁」の精神に共感できる人
3）豊かな人間性、柔軟性と協調性を備えたコミュニケ―ション能力が身に付いている人
4）国内外の保健・医療・福祉分野に広く貢献したいという志を持つ人
5）自ら思考し、課題解決に向けて自己研鑽に取り組める人
6）自己の健康に関心を持っている人
■看護学を学ぶために必要となる大学入学までに身に付けておくべき教科・科目等
1）文章の読解力及び論理的思考を適切に表現する力
2）国際社会への関心とコミュニケーション手段としての国語や英語等の言語力
3）生命現象を理解する上で必要となる生物や化学等の自然科学の基礎的知識
■入学者選抜の基本方針
医療看護学部は受験生の持つ資質や適性に応じて，複数の受験機会と多様な入試を実施します。特に、「仁」
に共感できる人を選抜するために、学力試験に加えて受験生の人となりや感性と教養を見極める方法として、
小論文試験や面接試験を実施することで入学者の受け入れを総合的に判断します。
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入学試験方式・日程一覧
C、D、E受験時のみ
受験できます

Ａ

B

C

D

E

F

G

学校推薦型

帰国生

一般

共通テスト利用
A方式

共通テスト利用
B方式

共通テスト利用
・独自併用

共通テスト利用
C方式

定員80名

定員若干名

定員100名

定員20名

定員5名

11/1～11/9
出願期間

定員15名

12/17～1/24
出願期間

12/17～1/14
出願期間

11/23
面接、小論文・総合問題

12/1
合格発表

12/9
入学手続締切

1/15～1/16
大学入学共通テスト

A日程：2/2
一次試験

2/2 or 2/5
独自試験

B日程：2/5
一次試験

12/17～2/16
出願期間

（受験科目：
一般選抜の国語・英語）

2/10
一次 合格発表

2/18
一次 合格発表

2/13 or 2/14
二次試験 面接

2/21 or 2/22
二次試験 小論文、面接

2/21 or 2/22
小論文

2/18
二次 合格発表

2/25
二次 合格発表

2/25
合格発表

3/1
入学手続締切

3/5
入学手続締切

・「共通テスト利用・独自併用選抜」に出願する場合は、「一般選抜」「共通テスト利用選抜A・B方式」と併願する必要があります。
（単願受験不可）
・ 「一般選抜」「共通テスト利用選抜A・B方式」「共通テスト利用・独自併用選抜」と同時に「共通テスト利用選抜C方式」にも出願
することができます。
・「共通テスト利用・独自併用選抜」の独自試験は、一般選抜一次試験と同日に実施します。（試験問題は一般選抜の国語・英語と同一）
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Ａ．学校推薦型選抜（公募制）
募集人員
80名（男女）

出願要件
次の１）～３）のいずれかに該当する者で、かつ、４）～６）の全ての条件を満たす者
１） 高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月に卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２） 通常の課程による12年の学校教育を2021年3月に修了した者、あるいは2022年3月修了見込みの者
３） 文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者および2022年3月までに
これに該当する見込の者
４） 将来看護職につく意志のある者
５） 本学医療看護学部に合格した場合、必ず入学することを確約する者
６） 2022年3月高等学校等卒業見込の者は第3学年第1学期（2学期制においては前期）までの成績に
ついて、また2021年3月卒業の者は高等学校等の成績について、全体の学習成績の状況全体の学習
成績の状況（評定平均値）が、3.8以上である者
※新型コロナウイルス感染症の影響により、履修できなかった教科・科目がある場合、調査書に
その旨の記載があれば、未履修科目を除く教科・科目の全体の学習成績の状況（評定平均値）
のみで算出することを認めます。

高等学校長の推薦にあたってのご注意
１）入学志願者の推薦入学資格を学籍簿に基づき証明してください。
２）入学志願者は本学の入学が許可された後、入学辞退ができないことを承諾のもとで推薦してください。
３）高等学校からの推薦者数に限度は設けません。

選抜方法
出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書、推薦書等）を参考に面接試験を行います。小論文・総合問
題、面接試験の結果を得点化し、3:2:3の比率で合計し総合得点とします。合格者は総合得点の順位に基づ
き選抜します。

試験日程
学校推薦型選抜 日程
出願期間

2021年11月1日（月）～ 2021年11月9日（火）（出願書類郵送必着）

試験日

2021年11月23日（火・祝）

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2021年12月1日（水）10:00

入学手続

2021年12月2日（木）～ 12月9日（木）
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試験科目・試験時間割
①小論文・総合問題

②面接

科目
①小論文・総合問題
②面接

2021年11月 23日（火・祝） 時間割
開場

オリエンテーション

小論文・総合問題

面接

8:15

9:05～9:20

9:30～11:00

11:15～

※面接時に自己をPRできる資料がありましたら試験当日にご持参ください

小論文・総合問題試験について
本学部アドミッションポリシー「看護学を学ぶために必要となる大学入学までに身につけておくべき教
科・科目等」に則り、学校推薦型選抜・帰国生選抜における小論文・総合問題試験では従来の論述問題に加
え、論述問題に関連する設問として修学の上で必要になる基礎的な学力・知的能力を測る問題を出題しま
す。「基礎的な学力・知的能力」とは、「高等学校2学年までに学ぶ国語・英語・数学・生物基礎・化学基
礎の各科目で一般選抜の試験範囲における基礎的な内容の理解と考える力」を指します。

面接試験時の自己ＰＲ資料について
あなたがこれまでの人生で達成したこと、誇りとしていることなどを証明する物を持参してください。対
象となる資料は、「表彰状、証明書等3点以内」とします。
（例）
・TOEIC、TOEFL-iBT、GTEC、IELTSなどの外国語検定試験の成績証明書
・実用英語技能検定、日本漢字能力検定、実用数学技能検定などの証明書
・救急講習の受講証
・スポーツ大会、コンクールなど学内外で受けた表彰状、トロフィー、楯など
（表彰状があればトロフィーなどはかさばるので不要）
・ボランティア活動を証明する書類など
・小学校からずっと皆勤を通している場合などはそれを証明する通信簿
・外国における統一試験資格証明書（SAT、GCEなど）
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Ｂ．帰国生選抜
募集人員
若干名（男女）

出願要件
次の１）～５）の全ての条件を満たす者
１）日本国籍を有する者または日本国の永住許可を得ており、2022年4月1日現在で18歳以上の者
２）次のA～Cのいずれかに該当する者
A : 国内外を問わず学校教育における12年以上の課程を2020年4月1日以降に修了した者、
もしくは2022年3月までに修了見込みの者
B : 下記のいずれかの資格を2020年4月1日から2022年3月までに授与された者もしくは授与見込みの者
・スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格
・ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格
・フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格
・英国において大学入学資格として認められているGCEAレベル資格
C : 日本の高等学校卒業程度認定試験合格者、または2022年3月31日までに合格見込みの者
ただし、大学入学時において帰国後2年以内であること
３）外国の教育制度に基づく教育課程での在籍期間が、次のAまたはBのいずれかに該当する者
A : 中・高等学校を通じ2年以上継続して在籍した者
B : 高等学校の最終学年(1年間)を含め、中・高等学校を通じ通算で2年以上在籍した者(見込みを含む)
４）下記「外国語能力を示す資格・スコアについて」で示す、本学部指定スコアをいずれか1つ以上
満たしており、その結果証明書を提出できる者
５）本学医療看護学部に合格した場合、必ず入学することを確約する者

外国語能力を示す資格・スコアについて
出願時に、以下いずれかの外国語検定試験の結果証明書（P23参照）を提出すること。
※出願書類提出開始日から遡って2年以内に受験した試験結果を有効とする。ただし、各資格・検定
試験の有効期限内であること。2022年度入試では、TOEFL iBT Special Home EditionまたはIELTS
Indicatorの成績も利用可能とする。
ケンブリッジ英語検定：120、英検：1700、GTEC CBT：690、IELTS：4.0、TEAP：135、TEAP CBT：235、
TOEFL iBT : 42、TOEIC(L&R及びS&W)：625、中国語検定試験 : 4級、中国語検定(HSK) : 2級

選抜方法
出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書、外国語検定試験の結果証明書等）を参考に面接試験を行い
ます。小論文・総合問題、面接試験の結果を得点化し、3:2:3の比率で合計し総合得点とします。合格者は
総合得点の順位に基づき選抜します。
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試験日程
帰国生選抜 日程
2021年11月1日（月）～ 2021年11月9日（火）（出願書類郵送必着）

出願期間
試験日

2021年11月23日（火・祝）

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2021年12月1日（水）10:00

入学手続

2021年12月2日（木）～ 12月9日（木）

試験科目・試験時間割
①小論文・総合問題 ②面接
2021年11月 23日（火・祝） 時間割
①小論文・総合問題
②面接

開場

オリエンテーション

小論文・総合問題

面接

8:15

9:05～9:20

9:30～11:00

11:15～

※面接時に自己をPRできる資料がありましたら試験当日にご持参ください。

小論文・総合問題試験について
本学部アドミッションポリシー「看護学を学ぶために必要となる大学入学までに身につけておくべき教
科・科目等」に則り、学校推薦型選抜・帰国生選抜における小論文・総合問題試験では従来の論述問題に加
え、論述問題に関連する設問として修学の上で必要になる基礎的な学力・知的能力を測る問題を出題しま
す。「基礎的な学力・知的能力」とは、「高等学校2学年までに学ぶ国語・英語・数学・生物基礎・化学基
礎の各科目で一般選抜の試験範囲における基礎的な内容の理解と考える力」を指します。

面接試験時の自己ＰＲ資料について
あなたがこれまでの人生で達成したこと、誇りとしていることなどを証明する物を持参してください。対
象となる資料は、「表彰状、証明書等3点以内」とします。
（例）
・TOEIC、TOEFL-iBT、GTEC、IELTSなどの外国語検定試験の成績証明書
・実用英語技能検定、日本漢字能力検定、実用数学技能検定などの証明書
・救急講習の受講証
・スポーツ大会、コンクールなど学内外で受けた表彰状、トロフィー、楯など
（表彰状があればトロフィーなどはかさばるので不要）
・ボランティア活動を証明する書類など
・小学校からずっと皆勤を通している場合などはそれを証明する通信簿
・外国における統一試験資格証明書（SAT、GCEなど）
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Ｃ．一般選抜
一般選抜はＡ日程とＢ日程の２日間実施します。
２日間にわたって一般選抜を２回受験することも可能です。

募集人員
Ａ日程とＢ日程合わせて１００名（男女）
ただし、一次試験の各試験日程の志願者数の比に応じて募集人数を配分します。

出願要件
次の１）～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を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年度修了見込の者
３）文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者

選抜方法
１．一次試験
・個別学力試験の成績に基づいて、一次試験合格者を選抜します。
２．二次試験（一次試験合格者のみ）
・出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書等）を参考に面接試験を行い、一次試験の結果と面接試験の
評価を総合的に判断し、二次試験合格者を選抜します。
※選考は二次試験を含めて一次試験の試験日程ごとに行います。

試験日程
一般選抜 日程
出願期間

2021年12月17日（金）～2022年1月24日（月）（出願書類郵送必着）
試験日

一次試験

受験地（※1）
合格発表

Ａ日程：2022年2月2日（水）
Ｂ日程：2022年2月5日（土）
Ａ日程：幕張メッセ 国際展示場9～11ホール
Ｂ日程：グランドニッコー東京ベイ舞浜
2022年2月10日（木）10:00

試験日

2022年2月13日（日）または14日（月）
（インターネット出願の際に希望日を登録してください）
※必ずしもご希望通りになるとは限りませんのでご了承ください。

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表(※2)

2022年2月18日（金）15:00

二次試験

入学手続

2022年2月19日（土）～3月1日（火）

※1

日程により受験地が異なります

※2

一次試験の試験日程ごとに合格発表を行います。
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試験科目・試験時間割
一次試験（個別学力試験）
教科

科目・試験範囲

配点

①国語

国語総合（近代以降の文章）

100点

②英語

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

100点

③選択科目

数学

数学Ⅰ・数学A
(場合の数と確率・図形の性質)

化学

化学基礎・化学

生物

生物基礎・生物

3科目中
1科目選択
（※）

100点

※｢③選択科目｣は、試験当日に選択することとなります。
2022年2月2日（水）、5日（土） 時間割
開場

受験上の注意

国語（60分）

英語（60分）

選択科目（60分）

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

11:20～12:20

13:40～14:40

※受験上の注意の10分前までに着席してください。

二次試験（面接）
科目

2022年2月13日（日）or 14日（月） 時間割

面接

（集合時刻については一次試験合格発表時に発表します）

その他注意事項
順天堂大学のスポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部・医療科学部（仮
称）（2022年4月開設予定 設置届出中）では、同一日に実施される同一の教科・科目で共通の試験問題を使用しま
す。同一試験日においては、異なる学部を受験することはできません。
※試験日が異なる場合は、それぞれ違う学部に出願する事が可能です。それぞれの学部の募集要項に従って出願して
ください。
一般選抜
試験日

スポーツ
健康科学部

医療看護学部

保健看護学部

国際教養学部

保健医療学部

医療科学部

2月2日

○

○

○

○

○

○

2月5日

○

○

○

○

○

○

2月6日

○

○

○：試験日
※出願可能なパターン例
1）2月2日、 2月5日に「医療看護学部」を受験
2）2月2日「医療看護学部」を受験、 2月5日に「保健看護学部」を受験

新型コロナウイルス感染症への罹患等における特別措置について
新型コロナウイルス感染症に罹患等し、一般選抜一次試験を欠席せざるを得なかった方を対象に大学入学共通テス
トの成績で合否判定を行う「特別措置」を実施します。

概要
対象者については、本学独自の個別学力試験は課さず大学入学共通テストの成績で合否判定を行います。
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対象者
新型コロナウイルス感染症に罹患等したことにより、一般選抜一次試験を受験できなかった者で、次の１）
～２）いずれかに該当する者。
１）受験者本人が新型コロナウイルス感染症に罹患し、その事実を証明する書類（医師の診断書等）を提出
することができる者
２）受験者本人が保健所から新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者と認められた者
※ただし、文部科学省の令和４年度大学入学者選抜実施要項（令和３年６月４日付け ３文科高第284 号
文部科学省高等教育局長通知）に基づき以下の条件を満たす場合は受験を認める場合があります。
該当する場合は、試験前日の10時までに各学部の入試係へ連絡してください。
・初期スクリーニング（自治体等によるPCR検査および検疫所における抗原定量検査）の結果、陰性であること。
・受験当日も無症状であること。
・公共交通機関（電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等）を利用せず、試験場へ移動できること。
試験当日に症状が現れた場合は、受験を控え「特別措置」の申請を行ってください。
「特別措置」の適用を受けるには、本学の一般選抜に先立ち、大学入学共通テストの出願および受験が必要と
なります。

試験日程
特別措置 試験日程

一次試験

試験日

大学入学共通テスト試験日

受験地

大学入試センタ―指定の試験会場

合格発表

2022年2月18日（金）15:00

試験日

2022年2月21日（月）

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2022年2月25日（金）15:00

二次試験

入学手続

2022年2月26日（土）～3月5日（土）

指定科目
一次試験（大学入学共通テスト）
教科

科目・試験範囲

配点

①国語

「国語」（近代以降の文章）

100点

②外国語

「英語」（リスニング含まず）

100点

数学

「数学Ⅰ・数学Ａ」

理科

「化学」、「生物」

③選択科目

備考

左記科目から
高得点の1科目
を合否判定に
使用します

100点

・理科から2科目選択した場合は、第1解答科目の成績を判定に使用します。

二次試験（面接）
科目
面接

2022年2月21日（月） 時間割
（集合時刻については一次試験合格発表時に発表します）

申請方法
下記の期限までに順天堂大学医療看護学部入試係までご連絡ください。
A日程受験者：2022年2月2日（水）12時まで
B日程受験者：2022年2月5日（土）12時まで
連

絡

先 ：順天堂大学医療看護学部入試係

047-355-3111
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Ｄ．共通テスト利用選抜 Ａ方式
募集人数
共通テスト利用選抜

Ａ方式・Ｂ方式と合わせて15名（男女）

出願資格
次の１）～３）のいずれかに該当する者で、かつ、４）の条件を満たす者
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年度修了見込の者
３）文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者
４）2022年度大学入学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験する者

選抜方法
１．一次試験
・大学入学共通テストの成績に基づいて、一次試験合格者を選抜します。
・大学入学共通テストの得点は、本学が指定する配点に換算し使用します。
・英語試験のリーディング、リスニング（各100点満点）の成績は、それぞれリーディング：160点
リスニング：40点に換算し、合計200点満点を本学が定める配点に換算します。
２．二次試験（一次試験合格者のみ）
・出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書等）を参考に面接試験を行い、一次試験の結果、
小論文、面接試験の評価を総合的に判断し、二次試験合格者を選抜します。

試験日程
共通テスト利用選抜 A方式 日程
出願期間

一次試験

2021年12月17日（金）～ 2022年1月14日（金）（出願書類郵送必着）

試験日

大学入学共通テスト試験日

受験地

大学入試センタ―指定の試験会場

合格発表

2022年2月18日（金）15:00

試験日

2022年2月21日（月）または22日（火）
（インターネット出願の際に希望日を登録してください）
※必ずしもご希望通りになるとは限りませんのでご了承ください。

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2022年2月25日（金）15:00

二次試験

入学手続

2022年2月26日（土）～ 3月5日（土）
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試験科目・試験時間割
一次試験（大学入学共通テスト）
教科

科目・試験範囲

①国語

「国語」（近代以降の文章）

②外国語

「英語」（リスニング含む）
「数学Ⅰ・数学Ａ」、
数学 「数学Ⅱ・数学Ｂ」

③選択科目

備考

『「物理基礎」、「化学基礎」、
理科 「生物基礎」から2つ』、
「化学」、「生物」

配点
100点
(共通テスト：100点)

100点
(共通テスト：200点)

左記科目から
高得点の1科目
100点
を合否判定に (共通テスト：各100点)
使用します

・「基礎」を付した理科の科目は、3科目のうちから2つを選択してください。
・理科の基礎の付かない科目から2科目選択した場合は、第1解答科目の成績を
判定に使用します。

二次試験（①小論文 ②面接）
科目
①小論文
②面接

2022年2月21日（月）or 22日（火） 時間割
開場

オリエンテーション

小論文

面接

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

10:45～
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Ｅ．共通テスト利用選抜 B方式
募集人数
共通テスト利用選抜

Ａ方式・Ｂ方式と合わせて15名（男女）

出願資格
次の１）～３）のいずれかに該当する者で、かつ、４）の条件を満たす者
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年度修了見込の者
３）文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者
４）2022年度大学入学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験する者

選抜方法
１．一次試験
・大学入学共通テストの成績に基づいて、一次試験合格者を選抜します。
・大学入学共通テストの得点は、本学が指定する配点に換算し使用します。
２．二次試験（一次試験合格者のみ）
・出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書等）を参考に面接試験を行い、一次試験の結果、
小論文、面接試験の評価を総合的に判断し、二次試験合格者を選抜します。

試験日程
共通テスト利用選抜 B方式 日程
出願期間

一次試験

2021年12月17日（金）～ 2022年1月14日（金）（出願書類郵送必着）

試験日

大学入学共通テスト試験日

受験地

大学入試センタ―指定の試験会場

合格発表

2022年2月18日（金）15:00

試験日

2022年2月21日（月）または22日（火）
（インターネット出願の際に希望日を登録してください）
※必ずしもご希望通りになるとは限りませんのでご了承ください。

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2022年2月25日（金）15:00

二次試験

入学手続

2022年2月26日（土）～ 3月5日（土）
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試験科目・試験時間割
一次試験（大学入学共通テスト）
教科

科目・試験範囲

配点
60点

①国語

「国語」（近代以降の文章）

②外国語

「英語」（リスニング含まず）、
「ドイツ語」、「フランス語」、
「中国語」、「韓国語」

左記科目から
一科目受験

③数学

「数学Ⅰ・数学Ａ」、
「数学Ⅱ・数学Ｂ」

左記科目から
高得点の1科目
を合否判定に
使用します

④理科

『「物理基礎」、「化学基礎」、
「生物基礎」から2つ』、
「化学」、「生物」

左記科目から
高得点の1科目
を合否判定に
使用します

⑤地理歴史・公民

「世界史A」、「世界史B」、
「日本史A」、「日本史B」、「地理A」、
「地理B」、「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」、「倫理，政治・経済」

左記科目から
高得点の1科目
を合否判定に
使用します

備考

・「基礎」を付した理科の科目は、3科目のうちから2つを選択してください。
・地理歴史・公民から2科目選択した場合は、第1解答科目の成績を判定に使用
します。また、理科の基礎の付かない科目から2科目選択した場合は、第1解
答科目の成績を判定に使用します。

(共通テスト：100点)

60点
(共通テスト：
英100点、他200点)

60点
(共通テスト：各100点)

60点
(共通テスト：各100点)

60点
(共通テスト：各100点)

二次試験（①小論文 ②面接）
科目
①小論文
②面接

2022年2月21日（月）or 22日（火） 時間割
開場

オリエンテーション

小論文

面接

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

10:45～

- 13 -

Ｆ．共通テスト利用・独自併用選抜（単願受験不可）
募集人数
20名（男女）

出願資格
次の１）～３）のいずれかに該当する者で、かつ、４）の条件を満たす者
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年度修了見込の者
３）文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者
４）2022年度大学入学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験する者

選抜方法
１．一次試験
・独自試験及び、大学入学共通テストの成績に基づいて、一次試験合格者を選抜します。
・大学入学共通テストの得点は、本学が指定する配点に換算し使用します。
・英語試験のリーディング、リスニング（各100点満点）の成績は、それぞれリーディング：160点
リスニング：40点に換算し、合計200点満点を本学が定める配点に換算します。
２．二次試験（一次試験合格者のみ）
・出願書類（調査書、志願確認票、志望理由書等）を参考に面接試験を行い、一次試験の結果、
小論文、面接試験の評価を総合的に判断し、二次試験合格者を選抜します。

試験日程
共通テスト利用・独自併用選抜 日程
出願期間
大学入学
共通テスト
一次試験

2021年12月17日（金）～ 2022年1月14日（金）（出願書類郵送必着）
試験日

大学入学共通テスト試験日

試験地

大学入試センタ―指定の試験会場

試験日

A日程：2022年2月2日（水）
B日程：2022年2月5日（土）

試験地

A日程：幕張メッセ 国際展示場9～11ホール
B日程：グランドニッコー東京ベイ舞浜

独自試験

合格発表

2022年2月18日（金）15:00

試験日

2022年2月21日（月）または22日（火）
（インターネット出願の際に希望日を登録してください）
※必ずしもご希望通りになるとは限りませんのでご了承ください。

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2022年2月25日（金）15:00

二次試験

入学手続

2022年2月26日（土）～ 3月5日（土）

注意事項

・単願受験はできません。
・独自試験はA日程、B日程のいずれかの日程を受験してください。ただし、
一般選抜でA日程、B日程の両日程を受験する場合に限り、いずれか高得点
の試験結果を合否判定に使用します。
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試験科目・試験時間割
一次試験（独自試験・大学入学共通テスト）
教科

科目・試験範囲

配点

【独自試験 A日程】
国語総合（近代以降の文章）
左記試験から
高得点の試験
結果を合否判定
に使用します

①国語
【独自試験 B日程】
【独自試験】
国語総合（近代以降の文章）
【大学入学共通テスト】

100点
(共通テスト：100点)

【大学入学共通テスト】
国語（近代以降の文章）
【独自試験 A日程】
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
②英語
【独自試験 B日程】
【独自試験】
コミュニケーション英語Ⅰ、
【大学入学共通テスト】 コミュニケーション英語Ⅱ、英語表現Ⅰ

左記試験から
高得点の試験
結果を合否判定
に使用します

100点
(共通テスト：200点)

【大学入学共通テスト】
英語（リスニング含む）
数学

③選択科目
【大学入学共通テスト】

「数学Ⅰ・数学Ａ」、
「数学Ⅱ・数学Ｂ」

『「物理基礎」、「化学基礎」、
理科 「生物基礎」から2つ』、
「化学」、「生物」
「世界史A」、「世界史B」、
地理 「日本史A」、「日本史B」、
歴史 「地理A」、「地理B」、
・ 「現代社会」、「倫理」、
公民 「政治・経済」、
「倫理，政治・経済」

左記科目から
高得点の1科目
を合否判定に
使用します

100点
(共通テスト：各100点)

・独自試験では、一般選抜の国語、英語を受験します。
・国語、英語は必ず独自試験および大学入学共通テストの両試験を受験して
ください。いずれかの試験を受験しなかった場合、選考の対象となりません
のでご注意ください。
・「基礎」を付した理科の科目は、3科目のうちから2つを選択してください。
・地理歴史・公民から2科目選択した場合は、第1解答科目の成績を判定に使用
します。また、理科の基礎の付かない科目から2科目選択した場合は、第1解
答科目の成績を判定に使用します。

備考

2022年2月2日（水）、5日（土） 独自試験 時間割
開場

受験上の注意

国語（60分）

英語（60分）

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

11:20～12:20

二次試験（①小論文 ②面接）
科目
①小論文
②面接

2022年2月21日（月）or 22日（火） 時間割
開場

オリエンテーション

小論文

面接

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

10:45～
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Ｇ．共通テスト利用選抜 C方式
募集人数
5名（男女）

出願資格
次の１）～３）のいずれかに該当する者で、かつ、４）の条件を満たす者
１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年度修了見込の者
３）文部科学省令その他により上記と同等以上の学力があると認められる者
４）2022年度大学入学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験する者

選抜方法
・小論文試験の結果を得点化し、大学入学共通テストの得点と合算して合格者を選抜します。
・大学入学共通テストの得点は、本学が指定する配点に換算し使用します。
・英語試験のリーディング、リスニング（各100点満点）の成績は、それぞれリーディング：160点
リスニング：40点に換算し、合計200点満点を本学が定める配点に換算します。
※面接による選抜は行いません。

試験日程
共通テスト利用選抜 C方式 日程
出願期間
共通テスト

独自試験

2021年12月17日（金）～ 2022年2月16日（水）（出願書類郵送必着）

試験日

大学入学共通テスト試験日

受験地

大学入試センタ―指定の試験会場

試験日

2022年2月21日（月）または22日（火）
（インターネット出願の際に希望日を登録してください）
※必ずしもご希望通りになるとは限りませんのでご了承ください。

受験地

本学部（浦安キャンパス）

合格発表

2022年2月25日（金）15:00

入学手続

2022年2月26日（土）～ 3月5日（土）
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試験科目・試験時間割
大学入学共通テスト
教科

科目・試験範囲

①国語

「国語」（近代以降の文章）

②外国語

「英語」（リスニング含む）

配点
100点
(共通テスト：100点)

100点
(共通テスト：200点)

「数学Ⅰ・数学Ａ」、
数学 「数学Ⅱ・数学Ｂ」

③選択科目

『「物理基礎」、「化学基礎」、
理科 「生物基礎」から2つ』、
「化学」、「生物」
地理
歴史
・
公民

備考

「世界史A」、「世界史B」、
「日本史A」、「日本史B」、
「地理A」、「地理B」、
「現代社会」、「倫理」、
「政治・経済」、
「倫理，政治・経済」

左記科目から
高得点の2科目
を合否判定に
使用します

各100点
(共通テスト：各100点)

・「基礎」を付した理科の科目は、3科目のうちから2つを選択してください。

独自試験
科目
小論文

2022年2月21日（月）または22日（火） 時間割
開場

オリエンテーション

小論文

8:15

9:05～9:20

9:30～10:30

※小論文は共通テスト利用選抜A・B方式と同じ問題を使用します。
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入学検定料について
入学試験方式、併願組合せごとの入学検定料については下記の表を参照してください。
・入学検定料はインターネット出願に登録完了後、クレジットカードやコンビニエンスストア等でお支払いできます。
・お支払いの際は、入学検定料のほかに支払手数料をご負担願います。
・支払い手続きされた入学検定料は、いかなる理由があっても一切返還いたしません。
・個別に出願した場合、割引は適用されませんのでご注意ください。
・インターネット出願サイトの「出願状況の確認」画面から入学検定料の入金状況を確認することができます。

■学校推薦型選抜・帰国生選抜
試験方式

学校推薦型選抜

帰国生選抜

（A）

（B）

出願締切（郵送必着）

11/9（火）

入学検定料
（単願）

30,000円

30,000円

単願受験のみ

単願受験のみ

※「学校推薦型選抜」「帰国生選抜」が不合格でも「一般選抜」「共通テスト利用選抜A・B方式」「共通テスト利用・独自
併用選抜」「共通テスト利用選抜C方式」を改めて受験することができます。

■一般選抜、共通テスト利用選抜（Ａ・Ｂ方式）、共通テスト利用・独自併用選抜
一般選抜(A・B日程)
（C）
出願締切（郵送必着）
入学検定料
（単願）

入学検定料
（併願）

共通テスト利用
・独自併用選抜

共通テスト利用選抜
A方式（D）

（F）

B方式（E）

1/24（月）

1/14（金）

各日程35,000円
（A・B両日程出願した場合は、
15,000円引きとなります）

25,000円

25,000円

25,000円（単願受験不可）

（C）～（F）の4つの方式は併願することができます。なお、一般選抜はA・B両日程出願した場合
も「1方式」とします。
・2方式併願：5,000円引き

・3方式併願：15,000円引き

・4方式併願：35,000円引き

■共通テスト利用選抜（Ｃ方式）
共通テスト利用選抜

C方式

（G）
出願締切（郵送必着）

2/16（水）
1/24(月)17:00までの出願：15,000円

入学検定料
（単願）

1/24(月)17:00以降の出願：25,000円 （※）
※(C)～(F)に出願している場合は20,000円

※「共通テスト利用・独自併用選抜」は単願受験はできません。「一般選抜」「共通テスト利用選抜 A方式」「共通テスト
利用選抜 B方式」受験時のみ併願受験することができます。
※「共通テスト利用選抜 C方式」の入学検定料は、1/24（月）17：00までの出願は15,000円、1/24（月）17：00以降の出願
は25,000円（(C)～(F)に出願している場合は20,000円）になります。
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■出願組み合せ一覧
○一般選抜、共通テスト利用選抜（Ａ・Ｂ方式）、共通テスト利用・独自併用選抜
一般選抜(C)
A日程

共通テスト利用選抜

B日程

A方式（D）

B方式（E）

共通テスト利用
・独自併用選抜
（F）

検定料

単願

〇

25,000円

〇

25,000円

〇
〇

35,000円

〇

35,000円

〇

55,000円
２併願

〇

〇

〇
〇
〇

〇

45,000円

〇

45,000円

〇

55,000円

〇

〇

〇

55,000円

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

55,000円
55,000円

〇
出願組み合わせ

45,000円

55,000円

〇
〇

55,000円
75,000円

〇

75,000円

〇

75,000円

〇

60,000円

〇

70,000円

〇

70,000円

〇

70,000円

〇

70,000円

〇

90,000円

〇

90,000円

３併願

〇
〇

〇

〇

〇

〇
〇

〇

〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
〇
〇
〇

〇

90,000円

４併願

〇
〇

〇

〇

〇

75,000円

〇

〇

〇

〇

75,000円

〇

〇

〇

〇

95,000円

○共通テスト利用選抜（C方式）
共通テスト利用選抜 C方式
1/24(月)17:00まで

15,000円

1/24(月)17:00以降

25,000円

1/24(月)17:00まで

15,000円

1/24(月)17:00以降

20,000円

単願
出願組み合わせ
他方式に出願
している場合
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インターネット出願について
2022年度医療看護学部入学試験へ出願する際は、インターネットに接続されたパソコン等および出願書類
を印刷できる環境をご準備の上、インターネット出願を利用してください。出願登録手順や方法等について
の詳細は、本学医療看護学部ホームページをご確認ください。

医療看護学部 インターネット出願について
http://www.nurs.juntendo.ac.jp/admission/exam/entry.html

出願手続きの流れ
１．インターネット出願サイトにアクセス
パソコン等から医療看護学部のインターネット出願サイト（大学出願ネット）にアクセスし、出願手順等を確認して
ください。 ※出願サイトは、株式会社スクールパートナーズによる外部サイトとなります。
２．出願登録
志願者の氏名や住所など、出願に必要な情報を登録します。出願期間内であれば、いつでも出願登録できます。
出願登録を終了しても、まだ本学への出願は完了していません。
インターネット出願の登録・入学検定料の支払いを済ませ、なおかつ出願期間内に出願書類を本学部に提出しなければ
なりません。

３．入学検定料のお支払い
入学検定料のお支払いには、クレジットカードによるインターネット決済、金融機関ATM（ペイジー）、コンビニエンス
ストアでのお支払いを選ぶことができます。
４．出願書類のダウンロード
出願登録完了後、インターネット出願サイトから出願書類をダウンロードすることができます。プリンターでA4用紙
（白紙）に印刷し、必要事項を記入してください。

５．出願書類一式を大学へ郵送
出願書類一式を出願期間内に本学浦安キャンパスへ郵送してください。
６．受験票のダウンロード
本学部にて、出願書類一式の到着と入学検定料の納入が確認でき次第、インターネット出願サイトより受験票が
ダウンロードできるようになります。パソコン等を利用しプリンターで印刷の上、試験日当日持参してください。（受
験票の郵送は行いません。）

お問い合わせについて
要件に応じて、以下のお問い合わせ先にご連絡ください。
●インターネット出願の操作、入学検定料のお支払い等に関するお問い合わせ先
スクールパートナーズ株式会社
TEL : 042-732-3951
●入試制度や試験会場、受験票の発送等に関するお問い合わせ先
順天堂大学医療看護学部
入学試験係
TEL : 047-355-3111
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出願書類について
出願期間
・学校推薦型選抜、帰国生選抜
2021年11月1日（月）～ 2021年11月9日（火）（出願書類郵送必着）
・一般選抜
2021年12月17日（金）～

2022年1月24日（月）（出願書類郵送必着）

・共通テスト利用選抜 A方式、共通テスト利用選抜 B方式、共通テスト利用・独自併用選抜
2021年12月17日（金）～ 2022年1月14日（金）（出願書類郵送必着）
・共通テスト利用選抜 C方式
2021年12月17日（金）～ 2022年2月16日（水）（出願書類郵送必着）
出願の完了について
出願期間中に、インターネット出願の登録・入学検定料の支払いを済ませ、なおかつ出願書類が本学部に
到着していなければなりません。インターネット出願の登録・入学検定料の支払いを済ませていても出願
期間中に出願書類が本学部へ到着しなければ、出願として認められませんのでご注意ください。

なお、複数の選抜方式を併願する場合は、"最も早い出願締切期日"までに出願手続きを完了してください。

出願書類の郵送手順について
１）インターネット出願の出願登録完了後にダウンロードできる宛名ラベルをA4用紙（白紙）に印刷して
ください。
２）宛名ラベルを角形2号封筒（封筒の大きさが240×332ミリ程度で無地のもの）に貼り付けて、出願書類
一式を封入し、郵送してください（浦安キャンパス窓口での出願書類の受付は行いません）。

出願書類について
出願書類は試験方式によって異なりますのでご注意ください。なお、提出された出願書類は、合否に関わ
らず、返却いたしませんのでご了承ください。出願書類に虚偽や事実と異なる記載内容があった場合は、入
学後でも入学手続を取り消すことがあります。
学校推薦型選抜

帰国生選抜

その他選抜試験

①志願確認票

○

○

○

②志望理由書

○

○

○

③調査書

○

※

○

④推薦書

○
○

⑤帰国生選抜に関わる出願書類

※帰国生選抜出願にあたる調査書の提出については、⑤「帰国生選抜に関わる出願書類」-Ⅳ（p.23）を参照してください。

写真について
インターネット出願時に顔写真データをアップロードしてください。郵送の必要はありませんのでご注意
ください。※写真は出願3ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽、背景は無地に限ります。

①志願確認票
１）志願確認票は、インターネット出願サイトで入学検定料の選択が完了するとダウンロードすることがで
きます。プリンターでA4用紙（白紙）に印刷してください。
２）志願確認票は機械で処理されますので、折り曲げたり汚したりしないでください。
３）大学入学共通テストを利用する入学試験の志願確認票には、大学入試センターから交付される私立大学用
の成績請求票を所定欄に貼ってください。
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②志望理由書
１）志望理由書は、本学部ホームページからダウンロードすることができます。プリンターでA4用紙に印刷し
てください。
２）志望理由書の「経歴」「本学志望の理由」について、記入してください。記入の際は、黒のボールペン
を使用してください。誤記の場合は、修正テープ（修正液不可）を使い、きれいに消してください。
取り消し線の記入や訂正印を押す必要はありません。なお、帰国生選抜受験者は、中学校入学以降全て
の経歴を記入してください。

③調査書
学校推薦型選抜
・文部科学省既定の出身学校の調査書（2021年10月1日以降発行で厳封されたもの）
一般選抜／共通テスト利用選抜／共通テスト利用・独自併用選抜
・文部科学省既定の出身学校の調査書（2021年10月1日以降発行で厳封されたもの）
ただし下記の該当者は調査書に替えて指定の書類を提出してください。
①指導要録の保存期間を過ぎている卒業生の場合や廃校・被災その他の事情により調査書が得られない
場合には、当該学校作成の「調査書を発行できない」旨を記載した文章を添えたうえ、卒業証明書と
成績証明書を提出してください。成績証明書も提出できない場合は、当該学校作成の「調査書および
成績証明書が発行できない」旨を記載した文章を提出してください。
②高等学校卒業程度認定試験合格者および旧大学入学資格検定試験合格者は、合格証明書と成績証明書
を提出してください（ただし、高等学校等において科目を履修したことにより受験科目を一部免除さ
れた場合は、その免除された科目の高等学校等の調査書または成績証明書を添えてください）。
③外国の高等学校卒業（見込）者は、当該学校における成績証明書と卒業（見込）証明書または卒業証
書の写しを提出してください。
④文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程を修了（見込）者は、成績証明書を提出してください。
※上記以外で調査書が提出できない方は入学試験係までご連絡ください。
※大学卒業者および卒業見込の者は、当該大学の卒業証明書（卒業見込証明書）を提出してください。

④推薦書（学校推薦型選抜のみ）
推薦書は、本学部ホームページからダウンロードすることができます。プリンターでA4用紙に印刷し、
高等学校で記入後は厳封してください。
複数方式併願時の出願書類について
志望理由書や調査書等の必要書類は各1部ご用意いただければ結構です（出願する試験方式ごとに用意して
いただく必要はありません）。

⑤帰国生選抜に関わる出願書類
帰国生選抜に出願する場合は、下記Ⅰ～Ⅴの書類全てを提出してください。
Ⅰ．志願者本人のパスポートの写し
氏名、顔写真、国籍、パスポート番号、発行年月日が記載されているページをすべてコピーしたものを提
出してください。特別永住者の方は特別永住者証明書の写しも提出してください。
Ⅱ．入学を確約する誓約書
帰国生選抜で入学が許可された場合、入学辞退はできません。誓約書は、本学部ホームページからダウン
ロードすることができます。プリンターでA4用紙に印刷し、必要事項を記入してください。
Ⅲ．外国の学校の在籍証明書および成績証明書
帰国生選抜出願資格（3）（p.5を参照）を証明する外国の学校の在籍証明書および在籍していた学年分の
成績証明書（最低2学年分）を提出してください。
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Ⅳ．大学入学資格を証明する書類、成績証明書等
下記のA～Eより該当するものについて、すべての書類を提出してください。

A

日本の高等学校等卒業（見込）者は、次の書類を提出してください。
・文部科学省既定の出身学校の調査書（2021年10月1日以降発行で厳封されたもの）

B

国内外を問わず、A以外の12年の学校教育課程の修了(見込)者は次の書類を提出してください。
・修了（見込）証明書または卒業（見込）証明書
・成績証明書
国際バカロレア資格(IB Diploma)、アビトゥア資格、バカロレア資格(フランス共和国)、GCEAレ
ベル資格のいずれかを取得した者は、次の書類を提出してください。
・資格証明書
・成績証明書

C

国際バカロレア資格に関する書類の提出について
ⅰ）IB Diplomaを既に取得している者
国際バカロレア事務局から授与された「国際バカロレア資格証明書(IB Diploma)の写し」
および「IB最終試験6科目の成績評価証明書」を提出してください。
ⅱ）IB Diplomaを取得予定の者
在籍する学校の学校長等が作成した「国際バカロレア資格の取得見込み証明書」（様式
任意）および「IB Diplomaの見込み点(Predicted Grades)」を提出してください。
帰国生選抜合格者は、国際バカロレア事務局から授与される「国際バカロレア資格証明書
(IB Diploma)の写し」を2022年1月31日(月)までに、簡易書留速達で医療看護学部入学試験
係へ郵送してください。

D

高等学校卒業程度認定試験および旧大学入学資格検定試験合格者は、次の書類を提出して
ください。
・合格証明書
・成績証明書
※ただし、高等学校等において科目を履修したことにより受験科目を一部免除された場合は、
その免除された科目の高等学校等の調査書または成績証明書を添えてください。
※合格見込み者は「合格見込成績証明書」を提出し、合格後に必ず「合格証明書」を提出して
ください。

E

大学に在学している者は、次の書類を提出してください。
・成績証明書
・在学証明書

Ⅴ．外国語検定試験の結果証明書
下記のいずれかの外国語検定試験の結果証明書を提出してください（コピー可）。出願書類開始日から遡
って2年以内に受験した試験結果を有効とします。ただし、各資格・検定試験の有効期限内とします。2022
年度入試では、TOEFL iBT Special Home EditionまたはIELTS Indicatorの成績も利用できます。
外国語検定試験

提出する書類

ケンブリッジ英語検定

結果ステートメントまたは認定書（スコア記載のもの）

英検

CSEスコア証明書または合格証明書
（合格・不合格にかかわらず、スコアで判定します）

GTEC CBT

スコアレポート

IELTS

Test Report Form（成績証明書）

TEAP

成績表

TEAP CBT

成績表

TOEFL iBT

Test Taker Score ReportまたはExaminee Score Report
※マイベストスコア（MyBest scores）を利用することはできません。

TOEIC L&R S&W（※）

TOEIC Listening & Reading Test及びTOEIC Speaking & Writing Tests

中国語検定試験

合格証明書

中国語検定(HSK)

成績証明書

（※）TOEIC Listening & Reading Test及びTOEIC Speaking & Writing Testsは両方の認定証が必要です。
TOEIC Speaking & Writing Testsのスコアは2.5倍し合算します。
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出願時の注意
個人情報の取扱いについて
出願にあたって本学に提出いただいた、氏名・生年月日・住所・電話番号、その他の個人情報は、下記
の目的以外に一切利用致しません。なお、当該業務を外部に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っ
ていると認められる委託先を選定し、個人情報の取り扱いに関する契約の締結等により、適切な管理を実
施致します。
・ 書類等の発送
・ 入試に関するご連絡
・ 学校行事のご案内
・ 個人を識別できない統計的集計

身体に障がい・疾病等のある方の受験について
身体の障がい・疾病等により、受験および入学後の学生生活に配慮が必要な場合は、出願前に必ず
医療看護部入試係へご相談ください。

旧字体等の扱いについて
入学試験結果通知・合格通知書類等に表示される各受験生の漢字氏名等にコンピュータで表記できない
旧字体等が含まれている場合は、常用漢字の代替文字にて対応させていただく場合がありますので予め
ご了承ください。

受験票の交付
受験票は、入学検定料の納入と出願書類一式の到着が確認でき次第、「大学出願ネット」内でダウンロ
ードが可能となります。A4用紙に印刷の上、試験日当日にお持ちください。（受験票の郵送は行いません）
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試験会場案内図
試験会場案内図

幕張メッセ 国際展示場9～11ホール

一般一次（A日程）

共通テスト利用・独自併用一次（A日程）

○所在地
千葉県千葉市美浜区中瀬２-１
○アクセス
JR京葉線「海浜幕張駅」下車

グランドニッコー東京ベイ舞浜

一般一次（B日程）

徒歩約10分

共通テスト利用・独自併用一次（B日程）

試験当日、ＪＲ舞浜駅南口より無料送迎バスを運行します。

○所在地
千葉県浦安市舞浜1-7
○アクセス
JR京葉線「舞浜駅」より、送迎バスまたは
ディズニーリゾートライン(「ベイサイド
・ステーション」下車)で、20

～ 25分程度

○送迎バス
8：00 ～ 9：00の間、約10分間隔で運行
します。当日は混雑が予想されますので、
お時間に余裕をもってお越しください。
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本学部（浦安キャンパス）

学校推薦型選抜

帰国生選抜

全ての選抜方式の二次試験

試験当日、ＪＲ新浦安駅北口バス停より無料送迎バスを運行します。

○所在地
千葉県浦安市高須2-5-1
○アクセス
JR京葉線「新浦安駅」下車

バス約10分

〇送迎バス
バス停留所は改札を出て左、歩道橋を渡り、
階段を下りたところにあります。
(浦安ブライトンホテル側）

バス発車時刻（学校推薦型/帰国生）

8：00 8：15 8：30 8：45 9：00
※一般選抜、共通テスト利用選抜、共通テスト
利用・独自併用選抜二次試験日のバス発車
時刻については、別途お知らせいたします。

試験会場に関する注意事項
１）試験会場へは、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。
２）自動車等での来場はご遠慮ください。
３）試験会場を事前に下見することはできません。
４）試験日や合格発表当日に、本学あるいは試験会場周辺で広報活動等を行う者は、
本学とは一切関係ありませんので、ご注意ください。
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試験当日の注意
各試験共通の注意事項について
１）試験会場では、受験者は昼食時を除き、必ずマスクを着用してください。また、休憩時間や昼食時等
に他の受験者と接触、交流、会話を極力控えてください。
２）試験当日の昼食は、学生食堂の営業は行わないため、各自で持参してください。
３）試験会場内は、禁煙です。
４）保護者の控室は、用意しておりません。
５）上履きを持参する必要はありません。
６）試験当日は、窓の開放等を行い、試験室の換気を行う時間帯がありますので、時期によっては上着な
ど暖かい服装を持参してください。
７）自然災害や火災・停電・公共交通機関遅延等の不測の事態により、学生募集要項記載の日程で入学試
験や合格発表等を実施することが困難であると本学が判断した場合、試験時間の繰り下げ、試験会場
の変更および日程の延期等の措置をとることがあります。なお、このことに伴って生じる受験者の個
人的損害について、本学は一切その責任を負いません。

筆記試験の注意事項について
【入退場】
１）試験会場への入場について、混雑による事故等を防ぐため、受験番号ごとに入場時間を割り振るなど
の措置を講じる場合があります。その際には、監督者・係員の指示に従って、入場してください。
２）試験会場入口では、受験票を提示して入場し、入場後は常に受験票を所持してください。 また、受験
票を持参しなかった、あるいは紛失した場合は、身分を証明するものを持参し、係員に申し出てくだ
さい。
３）受験者以外が試験会場内に立ち入ることはできません。
４）一般選抜一次試験、共通テスト利用・独自併用選抜一次試験（独自試験）において、試験開始時刻に
遅刻した場合は、受験第１科目目の試験開始時刻後 20 分以内の遅刻に限り、受験を認めます。
ただし、第2科目目の開始時刻までに入場していない場合、当日は受験することができません。
（上記以外の入学試験区分において、試験開始時刻に遅刻した場合は、原則、受験を認めません。）
５）不測の事態に備え、余裕を持って来場できるよう、事前に公共交通機関の混乱等に備えるようにして
ください。
６）自然災害等により、試験会場への鉄道に大幅な遅れが生じた場合などは、試験時間の一部を繰り下げ
ることがあり、遅刻を認めないことがあります。ただし、このことに伴って生じる受験者の個人的損
害について、本学は一切その責任を負いません。
なお、道路利用の交通機関（バス・タクシー等）および自家用車・飛行機等の遅れでは試験実施の繰
り下げは行いません。
７）原則、試験時間中は試験終了時刻まで試験室を退室できません。各時限の試験について、試験終了後、
監督者の指示があってから退室してください。
試験終了後の退場について、混雑による事故等を防ぐため、時差退場を行う場合があります。その際
には、監督者・係員の指示に従って、退場してください。なお、退場に時間を要する場合もあります
が、ご協力をお願いいたします
８）試験室の入退室ごとに、出入口に設置してある消毒液を使って、必ず手指消毒を行ってください。
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【試験会場】
１）試験会場内では、監督者・係員の指示に従ってください。指示に従わない場合および他の受験者に迷
惑となる行為などがあった場合、退場させることがあります。
２）試験の公平性を損なう行為があった場合は、不正行為となることがあります。
不正行為と認められた場合は、次のような対応をとります。
・当該年度における本学部のすべての入学試験の受験を認めません。
・当該年度における本学部のすべての入学試験の結果を無効とします。
３）筆記試験を実施する試験室内に時計はありませんので、各自時計を準備してください。アラーム機能
は解除してください。
なお、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の電子機器類を時計の代わりに使用すること
はできません。
４）試験時間中、机上に置くことができるものは次のとおりです。
・受験票
・プラスチック製の消しゴム
・黒鉛筆、またはシャープペンシル（ＨＢ、Ｂに限る。和歌・格言等が印刷されているものは不可）
・鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類は不可）
・時計（アラーム機能付きの時計は機能を解除しておくこと。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
は不可）
・眼鏡、ハンカチ、目薬、ティッシュペーパー（袋または箱から中身だけ取り出したもの）

５）試験時間中に、次の補助具や電子機器類等を使用することはできません。これらを使用すると不正行
為とみなすことがあります。電子機器類等は、必ず電源をオフにしておいてください。
定規，コンパス，下敷き，パソコン，スマートフォン，携帯電話，タブレット端末， 電子辞書，
ウェアラブル端末（スマートウォッチ等），電卓，デジタルカメラ， ＩＣレコーダー，耳せん 等

６）文字や地図等がプリントされている衣服の着用は認めません。着用している場合には、裏返しで着用
するなどの対応を求めますので、ご了承ください。
７）試験会場で体の具合が悪くなった場合は、監督者・係員に申し出てください。救護室にて休養するこ
とができます。なお、試験時間の延長および救護室での受験は認めません。
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合格発表について
合格発表について
１）合格発表はインターネット出願システム「大学出願ネット」で行います。合格発表日時に下記URLもし
くはQRコードからシステムにログインし、『出願状況の確認』ページより合否を確認してください。

大学出願ネット

https://juntendo.univentry.net/
※株式会社スクールパートナーズによる外部サイトとなります。
操作に関するお問い合わせは、p.20「お問い合わせについて」をご確認ください。

２）最終合格者には、合格通知、入学手続きに関して「大学出願ネット」内でご案内します。大学で直接
交付は行いません。
３）電話による合否の確認には一切応じられませんので、ご了承ください。

繰上げ合格について
・合格発表時に補欠者についてお知らせします。繰上合格については、合格者の入学手続きの状況により
欠員が生じた場合に限り、順次入学を許可します。
・繰上合格に該当した場合は、インターネット出願サイトで登録した電話番号へ連絡します。電話に出る
ことが出来なかったなどの際には、連絡する順番が前後することがありますので、注意してください。
※繰上合格を連絡する時期などについてのお問い合わせには、一切応じられません。

成績開示について
入学試験の成績は下記対象試験の不合格者（本人）且つ開示申請者に限り、以下の要領で開示します。
対象試験

一般選抜(A・B日程)一次試験、共通テスト利用・独自併用選抜一次試験(独自試験)
対象試験の不合格者且つ開示申請者

開示対象者

※新型コロナウイルス感染症の罹患等による欠席者の特別措置を受けた方は、開示
対象外となります。

開示内容
申請方法

個人の点数（合否判定に使用した科目）の合計点
申請受付期間中に下記より必要事項を入力して申請
（申請ページURLは別途公表）

申請期間

2022年4月1日（金）12:00 ～ 2022年4月20日（水）23:59

開示期間

2022年5月9日（月）12:00 ～ 2022年5月31日（火）23:59

※開示期間外は一切照会できません。また、開示内容に関する問い合わせには一切応じません。
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入学手続等
入学手続は、所定の期間内に授業料その他の納入金を本学に納入し、「入学手続書類」を本学に
提出することによって完了します。詳細は合格者に交付される「入学手続要項」を参照してくださ
い。

初年度学費一覧
区

学
費

分

分納納入の場合
（第1期分）

一括納入の場合

備考

入学金

300,000円

300,000円 入学年度のみ

授業料

900,000円

450,000円

施設設備費

300,000円

150,000円 毎年次徴収（年額）

実験実習費

350,000円

175,000円

1,850,000円

1,075,000円

小

計

注意
①4年次、保健師国家試験受験資格取得に関連する実習を履修する場合は50,000円加算されます。
②4年次、助産師国家試験受験資格取得に関連する実習を履修する場合は350,000円加算されます。
③その他、教科書代の外、該当学年次に実習服代・学外実習施設交通費等が必要になります。
④分納第2期の納入は10月初旬を予定しています。
⑤2年次以降の学費は1,550,000円（授業料・施設設備費・実験実習費）になります。

諸経費等
区

学
費

分

分納納入の場合
（第1期分）

一括納入の場合

備考

自治会費

50,000円

50,000円 4年間分一括納入金額

同窓会費

50,000円

50,000円 終身会費

学生保険料

34,000円

34,000円 4年間分一括納入金額

保護者会費

48,000円

48,000円 4年間分一括納入金額

その他雑費

10,000円

10,000円 新入生行事関連費用

小

計

192,000円

192,000円

入学許可証の交付
入学手続完了後に入学許可証及び入学式前後の日程に関する書類を交付します。

入学許可後の入学辞退にともなう納入金の返還
入学許可を受けた後、2022年3月31日(木)16:00までに、所定の入学辞退手続きを行った者には、
入学金を除いた納入金等を返還します。なお、期限を経過して辞退の申し出があった場合は、原則、
入学金を含む納入金は一切返還できません。※学校推薦型選抜、帰国生選抜にて入学が許可された者
は、受験資格に記載のとおり、入学の辞退はできません。
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特待生制度
本学では、入学試験において学力試験及び人物識見が特に優秀な合格者に対して、次のとおり学
費を減免する制度があります。該当者につきましては別途通知します。

学費減免制度の内容
1 年次の学費については、授業料と施設設備費に相当する額120万円を全額免除します。従って
入学時学費は65万円となります。

奨学金制度
入学後に説明会を行います。
１）独立行政法人日本学生支援機構奨学金（給付・貸与）
２）千葉県保健師等修学資金（一般貸付）（貸与）
その他、民間・地方自治体の奨学金制度や国の教育ローン等の制度もありますので、入学後別途
ご相談ください。

協力金（寄付金・学校債）について
本学では教育施設の整備・教育研究設備充実のための協力金（寄付金・学校債）のご協力を入学
式終了後に説明し、任意でお願いしています。

予防接種について
実習にあたっては、学生への感染あるいは学生を介しての患者さん等への感染という問題がおこ
る可能性があります。これらの感染を回避するために、また医療に関わる者のマナーとして、本学
では全ての学生（アレルギー等がある場合を除く）が、麻疹（はしか）、風疹（３日ばしか）、水
痘（水ぼうそう）、ムンプス（おたふく風邪）、肝炎などの感染症に関して、各自の対応により実
習開始前に抗体を保持する必要があります。詳細については別途ご案内します。
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■ 浦安キャンパス 医療看護学部

所
在：〒279-0023 千葉県浦安市高洲2-5-1
電
話：047-355-3111（代表）
最寄り駅：新浦安駅（JR）

■ 本郷・お茶の水キャンパス

医学部(専門教育)/国際教養学部/保健医療学部

所
電

在：〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1
話：03-5802-1021（医学部入試係）
03-5802-1729（国際教養学部入試係）
03-3812-1780（保健医療学部入試係）
最寄り駅：御茶ノ水駅（JR・東京メトロ丸の内線）

■ さくらキャンパス 医学部（一般教育）、スポーツ健康科学部
所
在：〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台1-1
電
話：0476-98-1001（代表）
最寄り駅：京成酒々井駅（京成電鉄）

■ 三島キャンパス 保健看護学部
所
在：〒411-8787 静岡県三島市大宮町3-7-33
電
話：055-991-3111（代表）
最寄り駅：三島駅（JR・伊豆箱根鉄道）

☆ 順天堂医院
所
電

在：〒113-8431 東京都文京区本郷3-1-3
話：03-3813-3111（代表）

☆ 静岡病院
所
電

在：〒410-2295 静岡県伊豆の国市長岡1129
話：055-948-3111（代表）

☆ 浦安病院
所
電

在：〒279-0021 千葉県浦安市富岡2-1-1
話：047-353-3111（代表）

☆ 順天堂越谷病院
所
電

在：〒343-0032 埼玉県越谷市袋山560
話：048-975-0321（代表）

☆ 順天堂東京江東高齢者医療センター
所
電

在：〒136-0075 東京都江東区新砂3-3-20
話：03-5632-3111（代表）

☆ 練馬病院
所
電

在：〒177-0033 東京都練馬区高野台3-1-10
話：03-5923-3111（代表）

順天堂大学 医療看護学部
〒279-0023 千葉県浦安市高洲2-5-1
TEL 047-355-3111 FAX 047-350-0654
www.nurs.juntendo.ac.jp
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