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【重要事項】 

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、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。 
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 アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

■ 求める学生像 

スポーツ健康科学部は、本学の学是「仁」及び理念「不断前進」の精神に基づき、「スポーツと

健康」に関する多角的な視点、専門性並びに高い倫理観を備え、スポーツを通じて持続可能な社

会の構築に貢献できる人材を養成するため、次のような学生を求めます。 

 １．思いやりを持ち、相手の立場に立って物事を考えることができる人 

 ２．豊かな人間性を備え、コミュニケーション力を有する人 

 ３．幅広い教養と向学心を有し、自己研鑽に努めることができる人 

 ４．自ら問題を見つけ出し、知的好奇心を持って課題解決に取り組むことができる人 

 ５．グローバル社会におけるスポーツ健康科学の発展に寄与する熱意の有る人 

■ 大学入学までに身に付けておくべき教科・科目等 

スポーツ健康科学部では、主体的な勉学の習慣に加えて、大学入学までに高等学校等において、

次の教科・科目等を身に付けておくことが望まれます。 

▮ 知識・技能、思考力・判断力・表現力に関わるもの 

 １．国語：基礎的な読解力、構成力、表現力 

 ２．英語：基礎的な読解力、コミュニケーション力 

 ３．数学：数学Ⅰ、数学Ａの学修内容を中心とした基礎的な数学の知識と論理的思考力 

 ４．理科：生物、物理、化学、地学のうち、いずれかの科目についての基礎的な知識と科学 

的な思考力 

 ５．地理歴史・公民：世界史、日本史、地理、現代社会、倫理、政治・経済のうち、いずれ 

かの科目についての基礎的な知識 

▮ 主体性を持って多様な人々と協働する力 

 ６．集団活動におけるリーダーシップ、コミュニケーション力、主体性 

▮ 体育やスポーツ分野で必要な力 

 ７．体育やスポーツ分野での活躍を目指す学生については、十分なスポーツ技能や経験知、 

実践力 

■ 入学者選抜の基本方針 

スポーツ健康科学部は、自らの将来をよく考えて主体的に学ぶ力やコミュニケーション力、実践

力等を見極めるために多様な選抜方法を採用しています。入学者選抜に当たっては、学力試験だ

けではなく小論文試験や面接試験を通して、また、高等学校等での学修状況や諸活動での取り組

み、スポーツ活動なども評価対象に加えて、入学者の受け入れを総合的に判断します。 
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■ 障害等のある方の受け入れ 

スポーツ健康科学部では、障害等のある入学志願者について、可能な限り受け入れるという方針

です。障害等のある入学志願者で、受験や修学、寮生活で特別な配慮を必要とする場合は、出願

に先立ち相談に応じます。 

 

 

スポーツ健康科学部と医学部は全寮制（１年次） 

順天堂大学では、スポーツ健康科学部と医学部の１年生全員が「啓心寮」での寮生活を送りま

す。 

これは開学以来の伝統である「塾風」をもとに、起居をともにしながら学園生活を過ごす学寮

大学の理想を具現化したものです。 

※新型コロナウイルス感染症の状況や入寮定員の事由により、入寮できない場合もありますの

で、あらかじめご了承ください。 
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 2023 年度 スポーツ健康科学部入学試験 
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入学学科・入学年次・入学時期  

入学学科： スポーツ健康科学科 

 入学年次： 第 1学年 

 入学時期： 2023 年 4月 
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 総合型選抜Ⅰ 

募集人員  

総合型選抜Ⅰ ・・・ 220 名 

（内訳）Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式・Ｄ方式 115名、 

トップアスリート特別方式 105 名 

試験方式                         

 総合型選抜Ⅰでは、次の試験方式に出願できます。 

［１］Ａ方式（一般型）       ［２］Ｂ方式（教員志望アピール型） 

［３］Ｃ方式（課外活動アピール型） ［４］Ｄ方式（英語資格・検定試験利用型） 

［５］トップアスリート特別方式 

※Ｂ方式およびＣ方式は、単独で出願することはできません。 

セット出願 

以下の組み合わせに限り、セット出願を利用することが可能です。これ以外の組み合わせでの 

セット出願はできません。 

 ・［１］Ａ方式 と ［２］Ｂ方式 と ［３］Ｃ方式 

 ・［１］Ａ方式 と ［２］Ｂ方式 

 ・［１］Ａ方式 と ［３］Ｃ方式 

 ・［１］Ａ方式 と ［４］Ｄ方式 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、各試験方式の要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

 Ａ方式（一般型） ［募集人員：70 名］ 

 本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、スポーツ健康科学を学ぶ強 

い意志を持つ方。 

 Ｂ方式（教員志望アピール型） ［募集人員：20 名］ 

本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、教員として活躍することを 

目指して、スポーツ健康科学を学ぶ強い意志を持つ方。 
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Ｃ方式（課外活動アピール型） ［募集人員：20 名］ 

本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、高等学校等在学中に学校の

内外で主体的かつ意欲的に取り組んできた活動の結果や経験を生かして、スポーツ健康科学を

学ぶ強い意志を持つ方。 

Ｄ方式（英語資格・検定試験利用型） ［募集人員：5 名］ 

次の１）・２）の両方に該当する方とします。 

１）本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、幅広い人間性と柔軟性 

を備え、外国語を含むコミュニケーション能力を身に付けていく強い意志と意欲を持ち、 

将来、スポーツ・健康をコアとして国際的に活躍することを目指す方。 

２）次の英語資格・検定試験において、本学部の「指定スコア」をいずれか 1つ以上を満たし、 

その証明書を提出できる方。 

  （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。） 

 【表１】指定する英語資格・検定試験の証明書 

英語資格・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） 

実用英語技能検定 
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）（Academic） 

TEAP 成績表 

TEAP CBT 成績表 

TOEFL iBT 
Test Taker Score Reportまたは Examinee Score Report 

（My Bestスコアを利用することはできません。） 

TOEIC（※） TOEIC Listening & Reading Test 及び TOEIC Speaking & Writing Tests 

※TOEIC Listening & Reading Test及び TOEIC Speaking & Writing Testsの両方の認定証が 

必要です。TOEIC Speaking & Writing Testsのスコアを 2.5倍にして合算します。 

【表２】指定する英語資格・検定試験のスコア 

ケンブリッジ 

英語検定 

実用英語 

技能検定 

GTEC 

(CBTに限る) 
IELTS TEAP TEAP CBT TOEFL iBT 

TOEIC 

(L&R 及び S&W) 

140点以上 1950 点以上 960点以上 4.0以上 225点以上 420点以上 42 点以上 1150 点以上 

・2023 年度入学試験では、TOEFL iBT (Special) Home Edition または IELTS Indicatorの 

成績も利用できます。 

・実用英語技能検定は、英検 S-CBT（英検 CBTを含む）、英検 S-Interviewの成績も利用でき 

ます。 
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トップアスリート特別方式 ［募集人員：105 名］ 

次の１）～３）のすべてに該当する方とします。 

なお、本試験方式は公募制ではありませんので、ご注意ください。 

 １）順天堂大学スポーツ健康科学部を第１志望とする方。 

２）本学のアドミッション・ポリシー(入学者受入の方針)を理解し、順天堂大学スポーツ健康 

科学部が認めた卓越した競技実績を持ち、当該競技の監督・指導者から推薦書を得られる 

方。 

  ※出願に用いる推薦書は、卓越した競技実績と認めた場合に限り、本学から当該競技の監 

督・指導者に直接お渡しいたします。 

  ○該当するスポーツ競技 

陸上競技、体操競技、水泳、自転車競技、トライアスロン、サッカー、フットサル、 

ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、柔道、剣道、硬式野球、 

ソフトボール、硬式テニス、ソフトテニス、バドミントン、卓球、スカッシュ、スキー 

 ３）調査書における「全体の学習成績の状況（評定平均値）」が 3.0以上の方。 

   または、調査書における［国語•地理歴史•公民•数学•理科•外国語•保健体育］の 7教科の 

うち少なくとも 1教科の「学習成績の状況（評定平均値）」が 3.5以上の方。 

選抜方法  

Ａ方式（一般型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、調査書等）を参考に面接試験を行 

い、書類審査（調査書等）、活動報告書、オンラインによる面接試験・口頭試問の評価を総合的 

に判断し、合格者を選抜します。 

Ｂ方式（教員志望アピール型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、教員志望アピールシート、調査書 

等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、活動報告書、教員志望アピールシート、 

オンラインによる面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 

Ｃ方式（課外活動アピール型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、課外活動アピールシート、調査書 

等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、活動報告書、課外活動アピールシート、 

オンラインによる面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 

Ｄ方式（英語資格・検定試験利用型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、英語能力を示すスコアの証明書、 

調査書等）を参考に面接試験を行い、書類審査（英語能力を示すスコアの証明書、調査書等）、 

活動報告書、オンラインによる面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜し 

ます。 
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トップアスリート特別方式 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、卓越した競技実績推薦書、調査書等）を参考に 

面接試験を行い、書類審査（卓越した競技実績推薦書、調査書等）、オンラインによる面接試験・ 

口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 

試験日程  

総合型選抜Ⅰ 日程 

出願受付期間 

2022年 9月 12日（月）～9月 26日（月）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 9月 26日（月）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2022年 10月 7日（金）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

選抜方法 

Ａ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

Ｂ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書，教員志望アピールシート 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

Ｃ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書，課外活動アピールシート 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

Ｄ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

トップアスリート特別方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

試験日 

2022年 10月 12日（水）～10月 14日（金）【いずれか 1日】 

※①試験日は本学で決定します。 

受験者の希望は受け付けられませんので、あらかじめご了承ください。 

※②セット出願を用いた場合も、いずれか 1 日が試験日となります。 

※③試験日は、受験票に記載しますので、確認してください。 

※④試験当日に、機器トラブル等により、受験できなかった場合に限り、予備試験日 

（10 月 15 日（土））を設けます。 

合格発表日 2022年 11月 1日（火）12:00 

入学手続期間 2022年 11月 1日（火）12:00 ～ 11月 9日（水） 
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試験科目・試験時間割   

オンラインによる面接試験・口頭試問（注意事項等）  

オンラインツール 

・オンラインによる面接試験・口頭試問では、Ｚｏｏｍ（無料）を使用します。 

・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にＺｏｏｍ 

をインストールしておいてください。 

 ・Ｗｅｂカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能で 

す。 

（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン 

等の利用を推奨します。） 

※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてくだ 

さい。また、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワ 

ーク環境を推奨します。 

オンラインによる面接試験・口頭試問を行う場所 

試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および試験中に監督者 

が試験実施に不適切と判断した場合には、試験を中止する場合があります。 

注意事項 

１）オンラインによる面接試験・口頭試問を妨害する行為をしないこと。 

２）配布された面接試験・口頭試問のＵＲＬ、ミーティングＩＤやパスワードなどを第三者と

共有しないこと。 

３）面接試験・口頭試問の画像・映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画し

たり、それらをＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などインター 

ネット上にアップロードしたりしないこと。 

４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の

個人情報の管理にも注意すること。 

確認書の提出 

事前に注意事項をまとめた「オンライン受験に関する確認書」をよく読み、出願時に提出して 

ください。 

また、受験票発行日を目途に提示する「オンライン受験に関する注意事項」をよく読み、記載 

内容（試験の流れを含む）を確認してください。 

なお、注意事項に抵触する言動などが発覚した場合は、試験成績を無効とするとともに、入学 

2022年 10月 12 日（水）～10月 14日（金）【いずれか 1日】 

集合時間等 ※当日の試験時間や Zoom URL等は、受験票に記載します。 

オンラインによる 

面接試験・口頭試問 

・口頭試問を含めて、面接試験（※）を行います。 

 ※Ｄ方式は、英語と日本語による面接試験となります。 

・口頭試問では、現代社会と健康についての理解度を確認します。 
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後でも入学手続を取り消すことがあります。 
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 学校推薦型選抜 

募集人員  

学校推薦型選抜 ・・・ 60 名 

（内訳）公募推薦方式 45名、特別推薦Ａ方式 5名、特別推薦Ｂ方式 10名 

試験方式                         

 学校推薦型選抜では、次の試験方式に出願できます。 

［１］公募推薦方式      ［２］特別推薦Ａ方式（特色ある活動実績評価型） 

［３］特別推薦Ｂ方式（スポーツ競技実績評価型） 

※ただし、特別推薦Ａ方式および特別推薦Ｂ方式を出願する場合は、出願要件がありますので、 

確認してください。 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、各試験方式の要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

公募推薦方式 ［募集人員：45 名］ 

 次の１）・２）の両方に該当し、出身高等学校等の学校長が責任をもって推薦する方とします。 

なお、高等学校等からの推薦者数に限度は設けません。 

 １）本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、高等学校等在学中に取 

り組んできたスポーツ活動や特別活動などの実績や経験をもとに、スポーツ健康科学を学 

ぶ強い意志を持つ方。 

 ２）調査書における「全体の学習成績の状況（評定平均値）」が 3.0以上の方。 

   または、調査書における［国語•地理歴史•公民•数学•理科•外国語•保健体育］の 7教科の 

うち少なくとも 1教科の「学習成績の状況（評定平均値）」が 3.5以上の方。 
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特別推薦Ａ方式（特色ある活動実績評価型） ［募集人員：5 名］ 

 公募推薦方式における出願要件に加えて、高等学校等の特色を生かした活動に主体的かつ意欲 

的に取り組んできた実績や経験を生かし、本学での学びによってさらなる成長を遂げることを 

学校長が期待し、推薦する方。 

◆高等学校等の特色を生かした活動 

 …高等学校等が学校として取り組んでいる特色ある活動や取り組みのこと。 

  例）・ＳＳＨ指定校（スーパーサイエンスハイスクール）やＳＧＨ指定校（スーパーグローバ 

ルハイスクール）としての活動や取り組み 

   ・高等学校と大学等による高大接続連携を通じた活動や取り組み 

   ・探究的な学びを通じて、地域の課題を見出し、その解決を図る活動や取り組み 

   ・海外の提携校との交流を通じた活動や取り組み 

   ・高等学校と企業等による連携・協働を通じた活動や取り組み  等 

※学校推薦型選抜における公募推薦方式に出願することで、特別推薦Ａ方式に出願することが 

可能となります。 

特別推薦Ｂ方式（スポーツ競技実績評価型） ［募集人員：10 名］ 

 公募推薦方式における出願要件に加えて、各種スポーツ競技において、高等学校等在学中、ま 

たは卒業後の実績が以下のいずれかに該当する方。 

① 全国大会出場 

  ② 地域｢ブロック｣大会出場 

  ③ 都道府県大会で個人 4位以内、または団体 4位以内 

  ④ 法人格をもった連盟より｢強化指定選手｣推薦を受けた方 

  ⑤ ①～④に相当する実績を有し、当該競技において優れた能力を発揮することが今後期待さ 

れる方 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、出場予定であった全国大会や地域｢ブロック｣ 

大会が中止となった場合、志願者本人や関係者が感染したこと、または濃厚接触者とし 

ての特定を受けたことなどにより、全国大会（予選は除く）や地域「ブロック」大会 

に参加できなかった場合は、「①全国大会出場」、または「②地域「ブロック」大会出 

場」に準じることとします。 

※学校推薦型選抜における公募推薦方式に出願することで、特別推薦Ｂ方式に出願することが 

可能となります。 
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選抜方法  

公募推薦方式 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、学校長の推薦書、調査書等）を参考に面接試験 

を行い、書類審査（調査書等）、小論文、面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者 

を選抜します。 

特別推薦Ａ方式（特色ある活動実績評価型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、特色ある活動実績報告書、学校長の推薦書、調 

査書等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、小論文、面接試験・口頭試問の評価 

に加えて、高等学校等の特色を生かした活動に取り組んだ実績（特色ある活動実績報告書）に 

基づいて評価したうえで、総合的に判断し、合格者を選抜します。 

特別推薦Ｂ方式（スポーツ競技実績評価型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、スポーツ競技実績報告書、学校長の推薦書、調 

査書等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、小論文、面接試験・口頭試問の評価 

に加えて、スポーツ競技実績（スポーツ競技実績報告書）に基づいて評価したうえで、総合的 

に判断し、合格者を選抜します。 

試験日程   

学校推薦型選抜 日程 

出願受付期間 

2022年 11月 1日（火）～11月 9日（水）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 11月 9日（水）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2022年 11月 17日（木）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

選抜方法 

公募推薦方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査 

▮試験日にて実施 

小論文，面接試験・口頭試問 

特別推薦Ａ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，特色ある活動実績報告書 

▮試験日にて実施 

小論文，面接試験・口頭試問 

特別推薦Ｂ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，スポーツ競技実績報告書 

▮試験日にて実施 

小論文，面接試験・口頭試問 

試験日 2022年 11月 19日（土） 

試験会場 順天堂大学 さくらキャンパス 

合格発表日 2022年 12月 1日（木）12：00 

入学手続期間 2022年 12月 1日（木）12：00 ～ 12月 9日（金） 
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試験科目・試験時間割   

 

 

 

試験終了予定時刻は、当日発表します。 

遅くとも 18：00 までに終了する予定としておりますが、 

前後する可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 11月 19日（土） 

集合時間等 
開場 ※当日の集合時間は、受験票に記載します。 

 また、小論文、面接試験・口頭試問を受験する順番は当日 

発表します。 8:00 

小論文 
・解答時間は 60 分です。 

・その他の実施要領は、当日発表します。 

面接試験・口頭試問 
・口頭試問を含めて、面接試験を行います。 

・口頭試問では、現代社会と健康についての理解度を確認します。 
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 総合型選抜Ⅱ 

募集人員  

総合型選抜Ⅱ ・・・ 98 名 

（内訳）Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式 45 名、Ｅ方式 3 名、トップアスリート方式 50 名 

試験方式                         

 総合型選抜Ⅱでは、次の試験方式に出願できます。 

［１］Ａ方式（一般型）       ［２］Ｂ方式（教員志望アピール型） 

［３］Ｃ方式（課外活動アピール型） ［４］Ｅ方式（グローバル型） 

［５］トップアスリート方式 

※Ｂ方式およびＣ方式は、単独で出願することはできません。 

セット出願 

以下の組み合わせに限り、セット出願を利用することが可能です。これ以外の組み合わせでの 

セット出願はできません。 

 ・［１］Ａ方式 と ［２］Ｂ方式 と ［３］Ｃ方式 

 ・［１］Ａ方式 と ［２］Ｂ方式 

 ・［１］Ａ方式 と ［３］Ｃ方式 

出願要件（Ａ・Ｂ・Ｃ方式およびトップアスリート方式）  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、各試験方式の要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

Ａ方式（一般型） ［募集人員：30 名］ 

 本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、スポーツ健康科学を学ぶ強 

い意志を持つ方。 

 Ｂ方式（教員志望アピール型） ［募集人員：10 名］ 

本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、教員として活躍することを 

目指して、スポーツ健康科学を学ぶ強い意志を持つ方。 
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Ｃ方式（課外活動アピール型） ［募集人員：5 名］ 

本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、高等学校等在学中に学校の 

内外で主体的かつ意欲的に取り組んできた活動の結果や経験を生かして、スポーツ健康科学を 

学ぶ強い意志を持つ方。 

トップアスリート方式 ［募集人員：50 名］ 

次の１）～４）のすべてに該当する方とします。 

１）順天堂大学スポーツ健康科学部を第１志望とする方。 

２）本学のアドミッション・ポリシー(入学者受入の方針)を理解し、入学後も自身が取り組ん 

できた競技を継続する意志を強く持ち、卓越した競技力を基にスポーツ分野での活躍を目 

指す方。 

３）次のスポーツ競技において、高等学校等在学中、または卒業後の実績が以下のいずれかに 

該当する方。 

  ① 全日本代表クラス 

  ② 全国レベルの大会で個人 8位以内、または団体 4位以内 

  ③ 全国大会出場 

  ④ ①～③に相当する実績を有し、当該競技において優れた能力を発揮することが今後期待さ 

れる方 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、出場予定であった全国大会が中止となった場 

合、志願者本人や関係者が感染したこと、または濃厚接触者としての特定を受けたこと 

などにより、全国大会に参加（予選は除く）できなかった場合は「③全国大会出場」 

に準じることとします。 

  ○該当するスポーツ競技 

陸上競技、体操競技、水泳、自転車競技、トライアスロン、サッカー、フットサル、 

ラグビー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、柔道、剣道、硬式野球、 

ソフトボール、硬式テニス、ソフトテニス、バドミントン、卓球、スカッシュ、スキー 

 ４）調査書における「全体の学習成績の状況（評定平均値）」が 3.0以上の方。 

   または、調査書における［国語•地理歴史•公民•数学•理科•外国語•保健体育］の 7教科の 

うち少なくとも 1教科の「学習成績の状況（評定平均値）」が 3.5以上の方。 

出願要件（Ｅ方式）  

Ｅ方式（グローバル型） ［募集人員：3 名］ 

本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、多様な国際的価値観に触れ、 

その理解に必要となる知識・技能を積み重ねた経験を生かし、将来、スポーツ・健康をコアと 

してグローバル社会で活躍することを目指す方であり、次の［タイプ 1］～［タイプ 3］のいず 

れかの条件を満たす方とします。 

［タイプ１］国際バカロレア 

次の１）～３）のすべてに該当する方とします。 

１）日本国籍を有する方、または日本国の永住許可を得ている方（その他これに準ずる方）。 
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２）次の①～③のいずれかに該当する方。 

 ① 高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

 ② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

 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方と同等以上の学力があ 

ると認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

 ３）国際バカロレア資格（International Baccalaureate [IB] Diploma）を授与された方もし 

くは 2023年 3月 31日までに授与見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

［タイプ２］海外帰国生 

次の１）～３）のすべてに該当する方とします。 

 １）日本国籍を有する方、または日本国の永住許可を得ている方（その他これに準ずる方）。 

 ２）次の①または②に該当する方（該当するものについては証明書等を提出すること）。 

  ① 外国において、日本国の学校教育 12年に相当する課程を修了した方および 2023年 3月 

31日までに修了見込みの方。またはこれに準ずる方で文部科学大臣の指定したものであ 

る方。 

  ② 下記のいずれかの資格を取得している方、または 2023年 3月 31日までに取得見込みであ 

る方。 

・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 

 ３）外国の学校に最終学年を含め、2年以上継続して在学し、その最終学校を修了した方およ 

び修了見込みの方。 

［タイプ３］留学生 

次の１）～３）のすべてに該当する方とします。 

 １）「留学」の在留資格を取得している方、または現在の在留資格が「留学」以外の場合、本学 

の学生として「留学」に変更できる方。 

 ２）次の①または②に該当する方（該当するものについては証明書等を提出すること）。 

  ① 外国において、日本国の学校教育 12年に相当する課程を修了した方および 2023年 3月 

31日までに修了見込みの方。またはこれに準ずる方で文部科学大臣の指定したものであ 

る方。 

  ② 下記のいずれかの資格を取得している方、または 2023年 3月 31日までに取得見込みであ 

る方。 

・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 
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   ・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 

 ３）下記のいずれかを取得している方。 

   ・「日本語能力試験」におけるＮ１またはＮ２ 

   ・「日本留学試験」における「日本語（記述除く）」で 200点以上 

選抜方法  

Ａ方式（一般型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、調査書等）を参考に面接試験を行 

い、書類審査（調査書等）、活動報告書、プレゼンテーション、面接試験・口頭試問の評価を総 

合的に判断し、合格者を選抜します。 

Ｂ方式（教員志望アピール型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、教員志望アピールシート、調査書 

等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、活動報告書、教員志望アピールシート、 

プレゼンテーション、面接試験・口頭試問、集団討議の評価を総合的に判断し、合格者を選抜 

します。 

Ｃ方式（課外活動アピール型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、課外活動アピールシート、調査書 

等）を参考に面接試験を行い、書類審査（調査書等）、活動報告書、課外活動アピールシート、 

プレゼンテーション、面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 

Ｅ方式（グローバル型） 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、調査書等）を参考に面接試験を行い、オンライ 

ンによる面接試験・口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 

トップアスリート方式 

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、スポーツ競技実績報告書、調査書等）を参考に 

面接試験を行い、書類審査（スポーツ競技実績報告書、調査書等）、オンラインによる面接試験・ 

口頭試問の評価を総合的に判断し、合格者を選抜します。 
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試験日程  

総合型選抜Ⅱ 日程 

出願受付期間 

2022年 11月 24日（木）～12月 5日（月）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 12月 5日（月）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2022年 12月 12日（月）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

選抜方法 

Ａ方式 

▮出願書類にて評価 

 書類審査，活動報告書 

▮試験日にて実施 

プレゼンテーション，面接試験・口頭試問 

Ｂ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書，教員志望アピールシート 

▮試験日にて実施 

プレゼンテーション，面接試験・口頭試問，集団討議 

Ｃ方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書，課外活動アピールシート 

▮試験日にて実施 

プレゼンテーション，面接試験・口頭試問 

Ｅ方式 
▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

トップアスリート方式 

▮出願書類にて評価 

書類審査 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

試験日 

Ａ方式 2022年 12月 14日（水） 

Ｂ方式 2022年 12月 14日（水）・12月 15日（木）【2日間実施】 

Ｃ方式 2022年 12月 14日（水） 

Ｅ方式 2022年 12月 15日（木） 

トップアスリート方式 2022年 12月 15日（木） 

試験会場 

Ａ・Ｂ・Ｃ方式 順天堂大学 さくらキャンパス 

Ｅ方式・ 

トップアスリート方式 
オンライン 

合格発表日 2022年 12月 23日（金）12：00 

入学手続期間 2022年 12月 23日（金）12：00 ～ 2023年 1月 5日（木） 
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試験科目・試験時間割                                      

2022年 12月 14 日（水）Ａ方式・Ｂ方式【１日目】・Ｃ方式 

集合時間等 
開場 ※当日の集合時間は、受験票に記載します。 

 また、プレゼンテーション、面接試験・口頭試問の実施時間 

は当日発表します。 8:00 

プレゼンテーション 

・プレゼンテーションは、あるテーマについて口頭発表する試験です。 

・発表時間は 3分以内とします。 

・面接室には、大学所定の「メモ用紙」（A4用紙・1枚）のみを発表する 

手元資料として、持ち込むことができます。 

出願書類（本学所定様式）同様、本学スポーツ健康科学部ホームページ 

からダウンロードしてください。 

※テーマは、2022年 11月上旬を目途に、本学スポーツ健康科学部ホーム 

ページにて発表します。 

面接試験・口頭試問 
・口頭試問を含めて、面接試験を行います。 

・口頭試問では、現代社会と健康についての理解度を確認します。 

 

2022年 12月 15日（木）Ｂ方式【２日目】 

集合時間等 
開場 

※当日の集合時間は、受験票に記載します。 
8:00 

集団討議 ・実施時間は、当日発表します。 

 

 

 

 

 

試験終了予定時刻は、当日発表します。 

遅くとも 18：00 までに終了する予定としておりますが、 

前後する可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 12月 15日（木）Ｅ方式 

集合時間等 ※当日の試験時間や Zoom URL等は、受験票に記載します。 

オンラインによる 

面接試験・口頭試問 

・スポーツと健康に関する知識を問う口頭試問を含めて、日本語による 

面接試験を行います。 

2022年 12月 15日（木）トップアスリート方式 

集合時間等 ※当日の試験時間や Zoom URL等は、受験票に記載します。 

オンラインによる 

面接試験・口頭試問 

・口頭試問を含めて、面接試験を行います。 

・口頭試問では、現代社会と健康についての理解度を確認します。 
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オンラインによる面接試験・口頭試問（注意事項等）  

オンラインツール 

・オンラインによる面接試験・口頭試問では、Ｚｏｏｍ（無料）を使用します。 

・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にＺｏｏｍ 

をインストールしておいてください。 

 ・Ｗｅｂカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能で 

す。 

（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン 

等の利用を推奨します。） 

※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてくだ 

さい。また、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワ 

ーク環境を推奨します。 

オンラインによる面接試験・口頭試問を行う場所 

試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および試験中に監督者 

が試験実施に不適切と判断した場合には、試験を中止する場合があります。 

注意事項 

１）オンラインによる面接試験・口頭試問を妨害する行為をしないこと。 

２）配布された面接試験・口頭試問のＵＲＬ、ミーティングＩＤやパスワードなどを第三者と

共有しないこと。 

３）面接試験・口頭試問の画像・映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画し

たり、それらをＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などインター 

ネット上にアップロードしたりしないこと。 

４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の

個人情報の管理にも注意すること。 

確認書の提出 

事前に注意事項をまとめた「オンライン受験に関する確認書」をよく読み、出願時に提出して 

ください。 

また、受験票発行日を目途に提示する「オンライン受験に関する注意事項」をよく読み、記載 

内容（試験の流れを含む）を確認してください。 

なお、注意事項に抵触する言動などが発覚した場合は、試験成績を無効とするとともに、入学 

後でも入学手続を取り消すことがあります。 
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 共通テスト利用選抜（前期） 

募集人員  

共通テスト利用選抜（前期） ・・・ 70 名 

（内訳）Ｓ方式 35 名、Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式 20 名、Ｄ方式 15名 

試験方式                         

 共通テスト利用選抜（前期）では、次の試験方式に出願できます。 

［１］Ｓ方式（3科目型） ［２］Ａ方式（英語重視型） ［３］Ｂ方式（国語重視型） 

［４］Ｃ方式（選択科目重視型） ［５］Ｄ方式（競技型） 

上記の試験方式は、全て併願可能です。 

ただし、Ａ～Ｄ方式に出願する場合は、出願要件がありますので、確認してください。 

セット出願 

共通テスト利用選抜（前期・後期）および一般選抜を一括で出願する「セット出願」を利用す

ることができます。 

ただし、以下の組み合わせ以外でのセット出願はできませんので、注意してください。 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、Ａ～Ｄ方式を出願する場合は、各試験方式の 

要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

Ａ方式（英語重視型）・Ｂ方式（国語重視型）・Ｃ方式（選択科目重視型） 

 共通テスト利用選抜（前期）におけるＳ方式に出願することで、Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式に出 

願することが可能となります。 
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Ｄ方式（競技型） 

 各種スポーツ競技において、高等学校等在学中、または卒業後の実績が以下のいずれかに該当 

する方。 

  ① 全国大会出場 

  ② 地域｢ブロック｣大会出場 

  ③ 都道府県大会で個人 4位以内、または団体 4位以内 

  ④ 法人格をもった連盟より｢強化指定選手｣推薦を受けた方 

  ⑤ ①～④に相当する実績を有し、当該競技において優れた能力を発揮することが今後期待さ 

れる方 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、出場予定であった全国大会や地域｢ブロック｣ 

大会が中止となった場合、志願者本人や関係者が感染したこと、または濃厚接触者と 

しての特定を受けたことなどにより、全国大会（予選は除く）や地域「ブロック」大会 

に参加できなかった場合は、「①全国大会出場」、または「②地域「ブロック」大会出 

場」に準じることとします。 

選抜方法  

Ｓ方式・Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式 

大学入学共通テストの試験結果のうち、本学が指定する教科・科目の成績を用いて、成績順に

合格者を選抜します。 

Ｄ方式 

大学入学共通テストの試験結果のうち、本学が指定する教科・科目の成績、「スポーツ競技実績

報告書」に基づく成績を用いて、成績順に合格者を選抜します。 

試験日程  

共通テスト利用選抜（前期） 日程 

出願受付期間 

2022年 12月 13日（火）～2023年 1月 12日（木）Web 登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 1月 12日（木）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

▮共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選抜＜セット出願＞ 

上記の出願受付期間と同期間になります。 

受験票発行日 
2023年 1月 27日（金）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

大学入学共通テスト 2023年 1月 14日（土）・1月 15日（日） 

試験会場 大学入試センター指定の試験場 

合格発表日 2023年 2月 16日（木）12：00 

入学手続期間 2023年 2月 16日（木）12：00 ～ 2月 24日（金） 
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試験科目                         

Ｓ方式（3科目型） 

教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 必須 
100点 

（※１） 

国 語 近代以降の文章のみ 必須 100点 

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』 左記科目より

高得点の1科目

を合否判定に

使用 

（※２） 

100点 数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリス 

ニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

※２ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

   ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、各教科の 

第 1解答科目の成績を、その教科の得点とします。 

Ａ方式（英語重視型） 

教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 必須 
200点 

（※１） 

国 語 近代以降の文章のみ 必須 100点 

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』 左記科目より

高得点の1科目

を合否判定に

使用 

（※２） 

100点 数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ ・大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリ 

スニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20 点）を合計して用います。 

   ・Ａ方式では、英語の成績を重視するため、配点を 100 点×2の 200 点とします。 

※２ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

   ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、各教科の 

第 1解答科目の成績を、その教科の得点とします。 
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Ｂ方式（国語重視型） 

教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 必須 
100点 

（※１） 

国 語 近代以降の文章のみ 必須 
200点 

（※２） 

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』 左記科目より

高得点の1科目

を合否判定に

使用 

（※３） 

100点 数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリス 

ニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

※２ Ｂ方式では、国語の成績を重視するため、配点を 100 点×2の 200 点とします。 

※３ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

   ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、各教科の 

第 1解答科目の成績を、その教科の得点とします。 

Ｃ方式（選択科目重視型） 

教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 必須 
100点 

（※１） 

国 語 近代以降の文章のみ 必須 100点 

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』 左記科目より

高得点の1科目

を合否判定に

使用 

（※３） 

200点 

（※２） 数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリス 

ニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

※２ Ｃ方式では、選択科目の成績を重視するため、配点を 100 点×2の 200 点とします。 

※３ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

   ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、各教科の 

第 1解答科目の成績を、その教科の得点とします。 
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Ｄ方式（競技型） 

教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 

左記科目より

高得点の1科目

を合否判定に

使用 

（※） 

100点 

国 語 近代以降の文章のみ 

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』 

数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

スポーツ競技に関する実績 必須 150点 

※ ・『英語』は、大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍 

（80 点）とリスニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象としま 

す。 

  ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、各教科の 

第 1解答科目の成績を、その教科の得点とします。 
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 一般選抜 

募集人員  

一般選抜 ・・・ 132 名 

（内訳）基本方式（Ａ日程とＢ日程をあわせて）100 名、 

高得点 2科目方式（Ａ日程とＢ日程をあわせて）20名、 

高得点 1科目＋面接方式（Ｃ日程） 12名 

※Ａ日程・Ｂ日程における基本方式および高得点 2科目方式の募集人員は、 

志願者数の比に応じて配分いたします。 

試験方式                         

 一般選抜では、次の試験方式に出願できます。 

 Ａ日程 ［１］基本方式  ［２］高得点 2科目方式 

 Ｂ日程 ［３］基本方式  ［４］高得点 2科目方式 

 Ｃ日程 ［５］高得点 1科目＋面接方式 

上記の日程および試験方式は、全て併願可能です。 

ただし、高得点 2科目方式および高得点 1科目＋面接方式に出願する場合は、出願要件があり 

ますので、確認してください。 

セット出願 

共通テスト利用選抜（前期・後期）および一般選抜を一括で出願する「セット出願」を利用す

ることができます。 

ただし、以下の組み合わせ以外でのセット出願はできませんので、注意してください。 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、高得点 2科目方式および高得点 1科目＋面接 

方式を出願する場合は、各試験方式の要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 
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高得点 2科目方式 

 Ａ日程・Ｂ日程における一般選抜（基本方式）に出願することで、当該日程の高得点 2科目方

式に出願することが可能となります。 

高得点 1科目＋面接方式 

 大学入学共通テスト（＊）、一般選抜Ａ日程 基本方式、一般選抜Ｂ日程 基本方式のいずれかに

出願することで、高得点 1科目＋面接方式に出願することが可能となります。 

 ＊必ずしも本学部の共通テスト利用選抜（前期・後期）に出願する必要はありません。 

選抜方法  

基本方式・高得点 2科目方式 

学力試験の成績を用いて、成績順に合格者を選抜します。 

高得点 1科目＋面接方式 

学力試験および面接試験の成績を用いて、成績順に合格者を選抜します。 
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試験日程  

一般選抜 日程 

出願受付期間 

2022年 12月 13日（火）～2023年 1月 18日（水）Web 登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 1月 18日（水）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

▮共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選抜＜セット出願＞ 

上記の出願受付期間とは異なりますので、注意してください。 

2022年 12月 13日（火）～2023年 1月 12日（木）Web 登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 1月 12日（木）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2023年 1月 27日（金）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

試験日 

Ａ日程 2023年 2月 2日（木） 

Ｂ日程 2023年 2月 5日（日） 

Ｃ日程 

▮学力試験（いずれか 1つ以上を受験） 

 大学入学共通テスト：2023年 1月 14日（土）・1月 15日（日） 

 一般選抜Ａ日程：2023年 2月 2日（木） 

 一般選抜Ｂ日程：2023年 2月 5日（日） 

▮面接試験 2023年 2月 6日（月） 

試験会場 

Ａ日程・Ｂ日程 順天堂大学 さくらキャンパス 

Ｃ日程 

▮学力試験（いずれか 1つ以上を受験） 

 大学入学共通テスト：大学入試センター指定の試験場 

 一般選抜Ａ日程・Ｂ日程：順天堂大学 さくらキャンパス 

▮面接試験 

順天堂大学 さくらキャンパス、またはオンライン 

合格発表日 2023年 2月 16日（木）12：00 

入学手続期間 2023年 2月 16日（木）12：00 ～ 2月 24日（金） 
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試験科目・試験時間割                    

 一般選抜Ａ日程・Ｂ日程では、次の教科・科目を受験してください。未受験の教科・科目が 

あった場合は選抜の対象となりませんので、注意してください。 

基本方式（Ａ日程・Ｂ日程 共通） 

教科 科目 選択 配点 

① 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」 
必須 100点 

② 国 語 「国語総合」（近代以降の文章のみ） 必須 100点 

③ 

数 学 
「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の数と確率」、

「図形の性質」） 

6科目中 

1科目選択 

（※） 

100点 

地理歴史 
「世界史Ｂ」 

「日本史Ｂ」 

理 科 

「生物基礎」および「生物」 

「化学基礎」および「化学」 

「物理基礎」および「物理」 

※ 「③選択科目」は、試験当日に選択することとなります。 

高得点 2科目方式（Ａ日程・Ｂ日程 共通） 

教科 科目 選択 配点 

① 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」 
必須 

200点 

（各 100 点） 

（※２） 

② 国 語 「国語総合」（近代以降の文章のみ） 必須 

③ 

数 学 
「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の数と確率」、

「図形の性質」） 

6科目中 

1科目選択 

（※１） 

地理歴史 
「世界史Ｂ」 

「日本史Ｂ」 

理 科 

「生物基礎」および「生物」 

「化学基礎」および「化学」 

「物理基礎」および「物理」 

※１ 「③選択科目」は、試験当日に選択することとなります。 

※２ 「①英語」「②国語」「③選択科目」のうち、高得点の 2科目を合否判定に使用します。 

   ただし、３科目すべてを受験していない場合は、選抜の対象となりませんので、注意して

ください。 

 

2023年 2月 2日(木)【Ａ日程】・2月 5日（日）【Ｂ日程】 時間割 

開 場 受験上の注意 選択科目 英 語 国 語 

9:00 

 

10:05 ～ 10:20 

 

10:30 ～ 11:30 

（60分） 

12:50 ～ 13:50 

（60分） 

14:40 ～ 15:40 

（60分） 

※ 試験当日は、9：55までに着席してください。 
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一般選抜Ｃ日程の学力試験において、一般選抜Ａ日程・Ｂ日程の基本方式の成績を使用する場

合は、当該日程の３科目すべてを受験しなければなりません。未受験の教科・科目があった場

合は選抜の対象となりませんので、注意してください。 

高得点 1科目＋面接方式（Ｃ日程） 

試 験 選択 配点 

学力試験 
下記のａ）大学入学共通テスト、ｂ）一般選抜 基本方式（Ａ日

程・Ｂ日程）のうち、高得点の 1科目を合否判定に使用します。 
必須 100点 

面接試験 

さくらキャンパスでの受験、またはオンライン（Zoom）での受

験を受験者が選択します。 

※オンラインでの受験を選択した場合は、次ページの「オンラ 

インによる面接試験」を確認してください。 

必須 100点 

 

ａ）大学入学共通テスト 

教科 科目 

英 語 リスニングを含む（※１） 

国 語 近代以降の文章のみ 

地理歴史 

・公民 

（※２） 

｢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』 

数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 

② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 

（※２） 

① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 

② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリス 

ニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

※２ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

 ・『地理歴史・公民』および『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、第 1解答科目の 

成績を、その教科の得点とします。 

ｂ）一般選抜 基本方式（Ａ日程・Ｂ日程 共通） 

教科 科目 

① 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」 

② 国 語 「国語総合」（近代以降の文章のみ） 

③ 

数 学 「数学Ⅰ」および「数学Ａ」（「場合の数と確率」、「図形の性質」） 

地理歴史 
「世界史Ｂ」 

「日本史Ｂ」 

理 科 

「生物基礎」および「生物」 

「化学基礎」および「化学」 

「物理基礎」および「物理」 
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2023年 2月 6日（月）【Ｃ日程】 

面接試験 ※当日の集合時間や Zoom URL等は、受験票に記載します。 

オンラインによる面接試験（希望者）  

オンラインツール 

・オンラインによる面接試験では、Ｚｏｏｍ（無料）を使用します。 

・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にＺｏｏｍ 

をインストールしておいてください。 

 ・Ｗｅｂカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能で 

す。 

（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン 

等の利用を推奨します。） 

※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてくだ 

さい。また、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワ 

ーク環境を推奨します。 

オンラインによる面接試験を行う場所 

試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および試験中に監督者 

が試験実施に不適切と判断した場合には、試験を中止する場合があります。 

注意事項 

１）オンラインによる面接試験を妨害する行為をしないこと。 

２）配布された面接試験のＵＲＬ、ミーティングＩＤやパスワードなどを第三者と共有しない

こと。 

３）面接試験の画像・映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画したり、それ

らをＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などインターネット上に 

アップロードしたりしないこと。 

４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の

個人情報の管理にも注意すること。 

確認書の提出 

事前に注意事項をまとめた「オンライン受験に関する確認書」をよく読み、出願時に提出して 

ください。 

また、受験票発行日を目途に提示する「オンライン受験に関する注意事項」をよく読み、記載 

内容（試験の流れを含む）を確認してください。 

なお、注意事項に抵触する言動などが発覚した場合は、試験成績を無効とするとともに、入学 

後でも入学手続を取り消すことがあります。 
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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・健康データサイエンス学部（仮称）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。 

一般選抜 試験日 
2023年 2月 

2日（木） 5日（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 ○ ○ 

健康データサイエンス学部 ○ ○ 

試験日が異なる場合は、それぞれ異なる学部に出願することが可能です。 

それぞれの学部の募集要項に従って出願してください。 

（例①） 2 月 2日・2月 5日に「スポーツ健康科学部」を受験する場合 

2月 2日  2月 5日 

スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学部 

医療看護学部  医療看護学部 

保健看護学部  保健看護学部 

国際教養学部  国際教養学部 

保健医療学部  保健医療学部 

医療科学部  医療科学部 

健康データサイエンス学部  健康データサイエンス学部 

（例②） 2月 2日に「スポーツ健康科学部」、2月 5日に「保健医療学部」を受験する場合 

2月 2日  2月 5日 

スポーツ健康科学部  スポーツ健康科学部 

医療看護学部  医療看護学部 

保健看護学部  保健看護学部 

国際教養学部  国際教養学部 

保健医療学部  保健医療学部 

医療科学部  医療科学部 

健康データサイエンス学部  健康データサイエンス学部 
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特別措置（振替受験）  

本学部では、新型コロナウイルス感染症に罹患等し、一般選抜を欠席せざるを得なかった方を 

対象に、総合型選抜Ⅲへの振替受験を行う「特別措置」を実施します。 

「特別措置」の概要 

 本学独自の個別学力試験は課さず、総合型選抜Ⅲへの振替受験を認めたうえで、総合型選抜Ⅲ 

の選抜方法に則り、合否判定を行います。 

対象となる方 

 新型コロナウイルス感染症に罹患等したことにより、一般選抜を受験できなかった方で、次の 

いずれかに該当する方とします。 

 ・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方。 

 ・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方。 

 ※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、一般選抜の試験前日の 10:00までに本学スポーツ健康科学部入学試験係に 

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。 

  ・一般選抜の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、試験会 

場へ移動できること。 

 一般選抜の試験当日に症状が現れた場合は、受験を控え、「特別措置」を申請してください。 

 「特別措置」を申請するにあたり、入学検定料を新たに支払う必要はありません。 

 ただし、総合型選抜Ⅲに不足している出願書類を別途提出する必要があります。 

申請方法 

 一般選抜の試験当日の 12:00までに、本学スポーツ健康科学部入学試験係に連絡してください。 

 そのうえで、必要書類の詳細を案内しますので、提出してください。 

 ※ただし、試験当日に 1科目でも受験し、体調不良等により途中棄権した場合は、「特別措置」 

の対象とはなりません。 
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 共通テスト利用選抜（後期） 

募集人員  

共通テスト利用選抜（後期） ・・・ 15 名 

試験方式                         

 共通テスト利用選抜（後期）では、Ｅ方式（高得点 2科目型）に出願できます。 

セット出願 

共通テスト利用選抜（前期・後期）および一般選抜を一括で出願する「セット出願」を利用す

ることができます。 

ただし、以下の組み合わせ以外でのセット出願はできませんので、注意してください。 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（前期）と 一般選抜 

 ・共通テスト利用選抜（後期）と 一般選抜 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

 

選抜方法  

大学入学共通テストの試験結果のうち、本学が指定する教科・科目の成績を用いて、成績順に

合格者を選抜します。 
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試験日程  

共通テスト利用選抜（後期） 日程 

出願受付期間 

①  

2022年 12月 13日（火）～2023年 1月 12日（木）Web 登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 1月 12日（木）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

▮共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選抜＜セット出願＞ 

上記の出願受付期間と同期間になります。 

②  

2023年 1月 19日（木）～2月 17日（金）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 2月 17日（金）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2023年 2月 22日（水）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

大学入学共通テスト 2023年 1月 14日（土）・1月 15日（日） 

試験会場 大学入試センター指定の試験場 

合格発表日 2023年 2月 28日（火）12：00 

入学手続期間 2023年 2月 28日（火）12：00 ～ 3月 6日（月） 

試験科目                         

Ｅ方式（高得点 2科目型） 
教科 科目 選択 配点 

英 語 リスニングを含む 
選択 

（※１） 

200点 

(各 100点) 

（※５） 

国 語 近代以降の文章のみ 選択 

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』 

選択 

（※２） 

数 学 
① ｢数学Ⅰ｣，『数学Ⅰ・数学Ａ』 選択 

（※３） ② ｢数学Ⅱ｣，『数学Ⅱ・数学Ｂ』 

理 科 
① ｢物理基礎｣，｢化学基礎｣，｢生物基礎｣，｢地学基礎｣ 選択 

（※４） ② ｢物理｣，｢化学｣，｢生物｣，｢地学｣ 

※１ 大学入試センターから提供されたリーディングの成績（100 点）の 0.8 倍（80点）とリス 

ニングの成績（100 点）の 0.2 倍（20点）を合計して用います。 

※２ 『地理歴史・公民』の教科内で 2科目受験した場合は、第 1解答科目の成績を、『地理歴史・ 

公民』の得点とします。 

※３ 『数学①』および『数学②』の科目より、高得点の 1科目を『数学』の得点とします。 

※４ ・『理科①』(｢基礎｣を付した科目)は、2科目を受験して 1科目とし、合否判定の対象とし 

ます。 

   ・『理科②』の教科内で 2科目受験した場合は、第 1解答科目の成績を、『理科②』の得点 

とします。 

   ・『理科①』および『理科②』の科目より、高得点の 1科目を『理科』の得点とします。 

※５ 『英語』『国語』『地理歴史•公民』『数学』『理科』の 5教科のうち、高得点の 2科目を合否 

判定に使用します。 
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 総合型選抜Ⅲ 

募集人員  

総合型選抜Ⅲ ・・・ 5 名 

試験方式                         

 総合型選抜Ⅲでは、Ａ方式（一般型）に出願できます。 

出願要件  

次の１）～ ３）のいずれかに該当する方であり、試験方式の要件を満たす方が出願できます。 

１）高等学校等(※)を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

２）通常の課程による 12年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

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方と同等以上の学力がある

と認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

※ 中等教育学校、特別支援学校の高等部を含みます。 

Ａ方式（一般型） 

 本学のアドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を理解し、スポーツ健康科学を学ぶ強 

い意志を持つ方。 

選抜方法  

出願書類（志願確認票、自己アピールシート、活動報告書、調査書等）を参考に面接試験を行 

い、書類審査（調査書等）、活動報告書、オンラインによる面接試験・口頭試問の評価を総合的 

に判断し、合格者を選抜します。 
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試験日程  

総合型選抜Ⅲ 日程 

出願受付期間 

2023年 2月 24日（金）～3月 1日（水）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 3月 1日（水）消印有効 
インターネット出願サイトにアクセスして、出願情報の入力を Web 登録締切までに行い、 

入学検定料の入金を済ませ、出願書類を簡易書留速達にて郵送してください。 

受験票発行開始日 
2023年 3月 6日（月）12:00（目途） 
受験票発行の詳細は、p.60 の「受験票」を確認してください。 

選抜方法 

▮出願書類にて評価 

書類審査，活動報告書 

▮試験日にて実施 

オンラインによる面接試験・口頭試問 

試験日 2023年 3月 8日（水） 

合格発表日 2023年 3月 13日（月）12：00 

入学手続期間 2023年 3月 13日（月）12：00 ～ 3月 17日（金） 

試験科目・試験時間割   

オンラインによる面接試験・口頭試問（注意事項等）  

オンラインツール 

・オンラインによる面接試験・口頭試問では、Ｚｏｏｍ（無料）を使用します。 

・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にＺｏｏｍ 

をインストールしておいてください。 

 ・Webカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能です。 

（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン 

等の利用を推奨します。） 

※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてくだ 

さい。また、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワ 

ーク環境を推奨します。 

オンラインによる面接試験・口頭試問を行う場所 

試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および試験中に監督者 

が試験実施に不適切と判断した場合には、試験を中止する場合があります。 

 

 

 

2023年 3月 8日（水） 

集合時間等 ※当日の試験時間や Zoom URL等は、受験票に記載します。 

オンラインによる 

面接試験・口頭試問 

・口頭試問を含めて、面接試験を行います。 

・口頭試問では、現代社会と健康についての理解度を確認します。 
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注意事項 

１）オンラインによる面接試験・口頭試問を妨害する行為をしないこと。 

２）配布された面接試験・口頭試問のＵＲＬ、ミーティングＩＤやパスワードなどを第三者と

共有しないこと。 

３）面接試験・口頭試問の画像・映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画し

たり、それらをＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）や掲示板などインター 

ネット上にアップロードしたりしないこと。 

４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の

個人情報の管理にも注意すること。 

確認書の提出 

事前に注意事項をまとめた「オンライン受験に関する確認書」をよく読み、出願時に提出して 

ください。 

また、受験票発行日を目途に提示する「オンライン受験に関する注意事項」をよく読み、記載 

内容（試験の流れを含む）を確認してください。 

なお、注意事項に抵触する言動などが発覚した場合は、試験成績を無効とするとともに、入学 

後でも入学手続を取り消すことがあります。 
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 受験上の注意 

試験会場  

１）試験会場へお越しの際には、電車・バスなどの公共交通機関を利用してください。 

２）試験当日（7：30～）は京成酒々井駅（西口）とさくらキャンパス間で無料送迎バスを運行し 

ます。 

３）自家用車等での来場はできる限り、ご遠慮ください。 

  さくらキャンパス内への入場はできませんので、自家用車で来場した場合は、本学係員の指 

示に従って、所定の駐車場に駐車してください。 

  なお、台数に制限があります。駐車できなかった場合や駐車場内で発生した事故等は、責任 

を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

４）試験会場を事前に下見することはできません。 

５）試験当日に、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、注 

意してください。 
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試験当日  

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の接触、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。 

  また、受験生が試験会場内にあるコンビニエンスストアを使用することはできません。 

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。 

入退場に関する注意事項について 

【入場】 

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。 

【遅刻】 

４）一般選抜において、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。 

（一般選抜以外の入学試験において、試験開始時刻に遅刻した場合は、原則として受験を認 

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。 

【退場】 

７）原則として、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。 

８）試験終了後の試験会場からの退場について、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。 
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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。 

＊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。 

試験会場および試験に関する注意事項について 

１）指定された試験会場以外では、受験できません。 

２）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。 

３）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。 

  ・不正行為の状況により警察に被害届を提出する場合があります。 

４）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。 

５）筆記試験時間中、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。） 

６）筆記試験時間中に、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、 

ウェアラブル端末（スマートウォッチ等）、電子辞書、電卓、デジタルカメラ、 

ＩＣレコーダー、耳せん 等 

７）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。 

８）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。 

その他の注意事項について 

必要に応じて、学生募集要項に記載している注意事項に加えて、新たに注意事項等を追加する場

合があります。その際は、「大学出願ネット」のメッセージで連絡します。 
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 出願手続 

出願前の注意事項  

１）各入試区分の出願受付期間 1週間前を目途に、本学スポーツ健康科学部ホームページに「出 

願上の注意」を掲載します。インターネット出願に関する内容や出願にあたっての確認事項 

等を掲載する予定です。必ず確認したうえで、出願手続を行ってください。 

 

▼本学スポーツ健康科学部ホームページ「出願上の注意」 
https://www.juntendo.ac.jp/hss/admission/department/point.html 

２）出願書類をお送りいただいた後、同じ入試区分における出願内容を変更することはできませ 

ん（試験方式の追加・削除等を含む）。 

なお、入学検定料のお支払い前であれば、自身でキャンセル手続きを行い、新たな出願内容 

で手続きを行うことができます。 

入学検定料のお支払い完了後、出願内容を変更することは可能ですが、本学スポーツ健康科 

学部入学試験係にご連絡をいただき、必要な手続きを行わなければなりません。 

当日での対応はできないこと、出願受付期限の直前の場合は変更できないことがありますの 

で、出願内容を十分にご確認いただいたうえで、出願手続を進めてください。 

３）出願書類は、出願受付期間内に必ず郵送してください。 

  出願受付期限（消印有効日）を超過した出願書類は、いかなる理由があっても受理できませ 

ん。※大学に直接持参することはできません。 

４）出願書類に不備・不足がある場合は、受理することができません。十分注意してください。 

  また、出願書類をお送りいただいた後、本学に出願書類が到着した、あるいは出願書類を受 

理した旨の通知はいたしません。出願書類が正しく届いているかは、簡易書留速達郵便の追 

跡サービスを利用して、配達状況を確認してください。 

５）当該年度における本学部の入学試験に不合格（あるいは補欠内定）となった場合でも、次に 

控えている本学部の入学試験に出願することができます。 

ただし、同一の出願書類がある場合でも、改めて準備したうえで、送付する必要があります。 

６）お支払いいただいた入学検定料および支払手数料は、原則として返還いたしません。 

  （返還対象となる場合につきましては、p.50-51を確認してください。） 

インターネット出願  

スポーツ健康科学部入学試験に出願する際は、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準備したうえで、インターネット出願を利用してください。 

「大学出願ネット」について 

スポーツ健康科学部入学試験では、「大学出願ネット」を利用します。 

大学出願ネットとは、出願や合否照会等、受験者が利用するシステムを集約したインターネット

の Webサイトです。インターネット出願を行う前に、大学出願ネットの事前登録（無料）が必要

です。 

※インターネット出願の詳細（大学出願ネットへのアクセス等を含む）は、本学スポーツ健康科 

学部ホームページを確認してください。 
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「事前登録」の手順について 

 
 

 

事前登録における注意事項 【重要】 

メールアドレスについて 

・大学出願ネットへの事前登録には、メールアドレスが必要です。 

・本学から出願書類の不備や繰上合格の連絡などを大学出願ネットのメッセージで連絡するこ 

とがあり、その際には、登録いただいたメールアドレスに通知が送信されます。 

 受験終了まで変更や削除の可能性がなく、日常的に確認できるメールアドレスを登録するこ 

とを推奨します。 

 

顔写真のアップロードについて 

・顔写真は、別紙「大学出願ネット 出願の手引き（順天堂大学版）」をご確認いただき、ご準 

備ください。 
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「インターネット出願」の手順について 
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入学検定料  

総合型選抜Ⅰ 

入学試験 入学検定料 

総合型選抜Ⅰ（Ａ方式・Ｄ方式・トップアスリート特別方式） 各 35,000円 

総合型選抜Ⅰ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｂ方式＞ 45,000 円 

総合型選抜Ⅰ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｃ方式＞ 45,000 円 

総合型選抜Ⅰ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｄ方式＞ 45,000 円 

総合型選抜Ⅰ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｂ方式＋Ｃ方式＞ 50,000 円 

学校推薦型選抜 

入学試験 入学検定料 
特別推薦Ａ方式・特別推薦Ｂ方式を 

加えて出願する場合 

学校推薦型選抜（公募推薦方式） 35,000円 
左記の検定料金額 

＋10,000円（いずれか 1方式） 

＋15,000円（2方式） 

総合型選抜Ⅱ 

入学試験 入学検定料 

総合型選抜Ⅱ（Ａ方式・Ｅ方式・トップアスリート方式） 各 35,000円 

総合型選抜Ⅱ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｂ方式＞ 45,000 円 

総合型選抜Ⅱ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｃ方式＞ 45,000 円 

総合型選抜Ⅱ セット出願 ＜Ａ方式＋Ｂ方式＋Ｃ方式＞ 50,000 円 

共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選抜 

【セット出願】について 

・「共通テスト利用選抜（前期・後期）」から 1つ以上、かつ「一般選抜」から 1つ以上を 

 一括して出願する場合、セット出願が利用できます。 

・「共通テスト利用選抜（前期・後期）」の「前期」から 1つ以上、かつ「一般選抜」から 

1つ以上を選択した場合、入学検定料の総額から 20,000 円引きとなります。 

 

入学試験 入学検定料 
Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式を 

加えて出願する場合 

共通テスト利用選抜（前期）Ｓ方式 30,000円 
左記の検定料金額 

＋10,000円（1方式につき） 

共通テスト利用選抜（前期）Ｄ方式 30,000円 － 

共通テスト利用選抜（後期）Ｅ方式 
① 10,000円 － 

② 20,000円 － 

※①…「出願受付期間①」、②…「出願受付期間②」を示しています。 
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入学試験 入学検定料 
高得点 2科目方式を 

加えて出願する場合 

一般選抜 基本方式 

（Ａ日程・Ｂ日程のうち 1日程を出願） 
各 35,000円 

左記の検定料金額 

＋10,000円（1日程につき） 

一般選抜 基本方式 

（Ａ日程・Ｂ日程の両方とも出願） 
55,000円 

左記の検定料金額 

＋10,000円（1日程につき） 

一般選抜 Ｃ日程 高得点 1科目＋面接方式 35,000 円 － 

2つの試験方式を出願 

・一般選抜 Ａ日程 基本方式 

・一般選抜 Ｃ日程 高得点 1科目＋面接方式 

55,000 円 
左記の検定料金額 

＋10,000円 

2つの試験方式を出願 

・一般選抜 Ｂ日程 基本方式 

・一般選抜 Ｃ日程 高得点 1科目＋面接方式 

55,000 円 
左記の検定料金額 

＋10,000円 

3つの試験方式を出願 

・一般選抜 Ａ日程 基本方式 

・一般選抜 Ｂ日程 基本方式 

・一般選抜 Ｃ日程 高得点 1科目＋面接方式 

75,000 円 
左記の検定料金額 

＋10,000円（1日程につき） 

総合型選抜Ⅲ 

入学試験 入学検定料 

総合型選抜Ⅲ（Ａ方式） 35,000円 

 

１）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 

等でお支払いください。 

２）お支払いの際には、入学検定料のほかに支払手数料 990円をご負担願います。 

３）お支払いいただいた入学検定料および支払手数料は、原則として返還いたしません。 

入学検定料の返還 

以下の場合に限り、「入学検定料返還願」を提出し、受理された際には、入学検定料を返還いたし

ます。 

ただし、本学から口座に振り込む際の手数料を差し引いた金額になりますので、注意してくださ

い。なお、出願時における支払手数料は、返還いたしません。 

 

 同一の出願受付期間内において、自身の希望とは異なる入試区分・試験方式で出願登録、およ 

び入学検定料を納入してしまい、当該出願書類を本学に提出していない場合、新たに自身の希 

望する入試区分・試験方式で出願登録、および入学検定料を納入したうえで、出願書類を本学 

に提出することができます。 

その際に、提出していない入試区分・試験方式に紐づく入学検定料が返還の対象となります。 

 （例）共通テスト利用選抜（前期）での出願を、共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選 

抜＜セット出願＞での出願に変更し、出願書類を提出した場合 

  ア．共通テスト利用選抜（前期）での出願登録、および入学検定料を納入した。 

  イ．「アに対応する出願書類」を提出せず、共通テスト利用選抜（前期・後期）・一般選抜 

＜セット出願＞での出願に変更し、改めて出願登録、および入学検定料を納入し、出願 

受付期間内に出願書類を提出した。 

  →「ア」の入学検定料が返還の対象となります。 
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入学検定料返還願の提出 

本学指定の「入学検定料返還願」の必要事項を記入・押印し、提出期限内に郵送してください。 

送付する封筒の表面に「入学検定料返還願在中」と朱書きのうえ、本学スポーツ健康科学部入学

試験係に簡易書留速達郵便で送付してください。 

※出願受付期間内に提出する場合であっても、「出願書類」と「入学検定料返還願」は別々に提 

出してください。 

※入学検定料返還願は、出願書類（本学所定様式）同様、本学スポーツ健康科学部ホームページ 

からダウンロードしてください。 

※提出期限を超過した場合は、いかなる理由があっても受理できません。 

入学試験 提出期限 

総合型選抜Ⅰ 2022年 9月 28日（水）消印有効 

学校推薦型選抜 2022年 11月 11日（金）消印有効 

総合型選抜Ⅱ 2022年 12月 7日（水）消印有効 

共通テスト利用選抜（前期） 

2023年 2月 20日（月）消印有効 一般選抜 

共通テスト利用選抜（後期） 

総合型選抜Ⅲ 2023年 3月 3日（金）消印有効 

なお、入学検定料返還願が受理されてから指定の口座に入学検定料を振込むまで 1ヶ月程度の時

間がかかりますので、あらかじめご了承ください。 
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出願書類  

入学試験 出願受付期間 

総合型選抜Ⅰ 
2022年 9月 12日（月）～9月 26日（月）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 9月 26日（月）消印有効 

学校推薦型選抜 
2022年 11月 1日（火）～11月 9日（水）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 11月 9日（水）消印有効 

総合型選抜Ⅱ 
2022年 11月 24日（木）～12月 5日（月）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2022年 12月 5日（月）消印有効 

共通テスト利用選抜（前期・後期） 

・一般選抜＜セット出願＞ 

2022 年 12 月 13 日（火）～2023 年 1 月 12 日（木）Web 登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 1月 12日（木）消印有効 
共通テスト利用選抜（前期） 

共通テスト利用選抜（後期） ① 

一般選抜 
2022 年 12月 13 日（火）～2023年 1 月 18 日（水）Web登録締切  

※出願書類の郵送は 2023年 1月 18日（水）消印有効 

共通テスト利用選抜（後期） ② 
2023年 1月 19日（木）～2月 17日（金）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 2月 17日（金）消印有効 

総合型選抜Ⅲ 
2023年 2月 24日（金）～3月 1日（水）Web登録締切 

※出願書類の郵送は 2023年 3月 1日（水）消印有効 

出願書類の注意事項について 

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（一部を除く）。 

出願書類に虚偽や事実と異なる記入内容等があった場合は、入学後でも入学手続を取り消すこと

があります。 

障害等のある方の受験について 

障害等により、受験および入学後の学生生活に配慮を必要とする場合は、出願開始の 2週間前ま

でに必ず本学スポーツ健康科学部入学試験係にご相談ください。 

なお、必要に応じて、診断書の提出が必要となります。 
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出願書類の種類 

出願書類は入学試験によって異なりますので、十分確認したうえで、出願してください。 

 

セット出願および複数の試験方式併願時の出願書類について 

入学試験によっては、セット出願、または複数の試験方式の併願を適用できます。 

その場合、共通する出願書類（志願確認票や調査書等）の提出は１部のみを必要とし、出願し

た試験方式数分を提出する必要はありません。 

 

出願書類 
総合型選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

Ａ方式・Ｂ方式・Ｃ方式 Ｄ方式 Ｅ方式 
トップ 

アスリート

特別方式 

トップ 

アスリート

方式 

①志願確認票  ○ ○ ○ ○ ○ 

②宛名ラベル  ○ ○ ○ ○ ○ 

③自己アピールシート (様式１) ○ ○ ○ ○ ○ 

④活動報告書 (様式２) ○ ○    

⑤活動報告証明資料貼付用紙 (様式３) △ 
(調査書以外を提出する方のみ) 

△ 
(調査書以外

を提出する 

方のみ) 
   

⑥教員志望アピールシート (様式４) ○ 
(B 方式出願の場合) 

    

⑦課外活動アピールシート (様式５) ○ 
(C 方式出願の場合) 

    

⑧特色ある活動実績報告書 (様式６)      

⑨卓越した競技実績推薦書 (様式７)    ○  

⑩スポーツ競技実績報告書 (様式８)     ○ 

⑪スポーツ競技実績証明資料貼付用紙 (様式９)     ○ 

⑫学校長の推薦書 (様式 10)      

⑬調査書，成績証明書， 

 卒業(修了)証明書等 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

⑭英語能力を示すスコアの証明書   ○    

⑮日本語能力試験または 

日本留学試験の成績証明書 
   

○ 
(タイプ 3の

場合) 
  

⑯志願者本人のパスポートの写し    
○ 

(日本国籍の

ない場合) 
  

⑰共通テスト成績請求票       

⑱高得点 1 科目＋面接方式 事前確認シート  (様式 11)      

⑲オンライン受験に関する確認書 (様式 12) 
○ 

(総合型選抜Ⅰ・ 

総合型選抜Ⅲの場合) 
○ ○ ○ ○ 

⑳出願書類確認票 (様式 13) ○ ○ ○ ○ ○ 
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出願書類 
学校推薦型 

選抜 

共通テスト利用選抜 

（前期・後期） 
一般選抜 Ｓ方式 

Ａ・Ｂ・Ｃ方式 

Ｅ方式 

Ｄ方式 

①志願確認票  ○ ○ ○ ○ 

②宛名ラベル  ○ ○ ○ ○ 

③自己アピールシート (様式１) ○   ○ 
(C 日程出願の場合) 

④活動報告書 (様式２)     

⑤活動報告証明資料貼付用紙 (様式３)     

⑥教員志望アピールシート (様式４)     

⑦課外活動アピールシート (様式５)     

⑧特色ある活動実績報告書 (様式６) 
○ 

（特別推薦 A 方式 

出願の場合） 

   

⑨卓越した競技実績推薦書 (様式７)     

⑩スポーツ競技実績報告書 (様式８) 
○ 

（特別推薦 B 方式 

出願の場合） 
 ○  

⑪スポーツ競技実績証明資料貼付用紙 (様式９) 
○ 

（特別推薦 B 方式 

出願の場合） 
 ○  

⑫学校長の推薦書 (様式 10) ○    

⑬調査書，成績証明書， 

 卒業(修了)証明書等 
 ○ ○ ○ ○ 

⑭英語能力を示すスコアの証明書      

⑮日本語能力試験または 

日本留学試験の成績証明書 
     

⑯志願者本人のパスポートの写し      

⑰共通テスト成績請求票   ○ ○ 
○ 

(C 日程出願かつ 

該当する場合) 

⑱高得点 1 科目＋面接方式 事前確認シート  (様式 11)    ○ 
(C 日程出願の場合) 

⑲オンライン受験に関する確認書 (様式 12)    
○ 

(C 日程出願かつ 

オンライン面接を 

選択する場合) 

⑳出願書類確認票 (様式 13) ○ 〇 ○ ○ 
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［出願書類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出願登録を完了し、入学検定料の納入が完了し 

た後に、インターネット出願サイトからダウンロードできます。志願確認票は、プリンター 

を使って白色のＡ４用紙にカラーで印刷してください。 

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）志願者本人の顔写真データを用意し、インターネット出願時にアップロードしてください。 

なお、志願者本人との照合の際に使用しますので、不鮮明と判断した場合は、再アップロー 

ドをお願いする場合があります。 

（顔写真データの要件は、別紙「大学出願ネット 出願の手引き（順天堂大学版）」を確認し 

てください。） 

［出願書類②］宛名ラベル 

１）出願書類の郵送には、本学所定の宛名ラベルを使用してください。宛名ラベルは、インター 

ネット出願サイトで出願登録を行い、入学検定料の納入が完了した後に、インターネット出 

願サイトからダウンロードできます。宛名ラベルは、プリンターを使って白色のＡ４用紙に 

カラーで印刷してください。 

２）宛名ラベルを封筒（角形 2号封筒または大きさが 240×332ミリ程度で無地の封筒）に貼り付 

けて、出願書類一式を封入してください。 

３）宛名ラベルに記載のとおり、簡易書留速達郵便で送付してください。日本国外から出願する 

場合は、EMS（国際スピード郵便）等の配達記録が残る方法で送付してください。 

［出願書類③］自己アピールシート（様式１） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  手書きで丁寧に記入してください。 

２）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 

［出願書類④］活動報告書（様式２） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  学校の内外で主体的かつ意欲的に取り組んだ活動の結果や経験を手書きで丁寧に記入してく 

ださい。 

ただし、取得した資格以外は高等学校等在学中および卒業後における活動とします。 

２）記入内容は、在籍または出身高等学校等が証明することとします。 

３）本様式の提出は、1ページ目および 2ページ目の合計 2枚となります。 

［出願書類⑤］活動報告証明資料貼付用紙（様式３） 

１）調査書以外（成績証明書、卒業（修了）証明書等）を提出する方は、本様式の提出が必要と 

なります（調査書を提出する方は、本様式の提出は不要です）。 

該当する場合、活動報告書における在籍または出身高等学校等の証明欄は空白で問題ありま 

せん。 

２）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、活 

動報告書に記入した内容を証明する資料（コピー）を貼付してください。 

３）活動報告書に記入した番号 1つにつき、1枚使用してください。 

  記入できる番号は 6つですので、本様式は多くても 6枚となります。 

４）本様式が複数枚になる場合には、左上をホッチキスで留めてください。 

［出願書類⑥］教員志望アピールシート（様式４） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  手書きで丁寧に記入してください。 

２）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 
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［出願書類⑦］課外活動アピールシート（様式５） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  手書きで丁寧に記入してください。 

２）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 

［出願書類⑧］特色ある活動実績報告書（様式６） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  手書きで丁寧に記入してください。 

２）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 

［出願書類⑨］卓越した競技実績推薦書（様式７） 

本学所定の様式に卓越した競技実績を有する方の監督・指導者が証明した推薦書（Ａ４用紙）を

提出してください（厳封は不要です）。 

［出願書類⑩］スポーツ競技実績報告書（様式８） 

１）出願要件（スポーツ競技実績）が満たされていることを確認してください。 

  また、高等学校等在学中および卒業後におけるスポーツ競技に限ります。 

２）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

各種公式大会のうち優れた競技実績を手書きで丁寧に記入してください（2つ以内）。 

３）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 

［出願書類⑪］スポーツ競技実績証明資料貼付用紙（様式９） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

スポーツ競技実績報告書に記入した内容を証明する資料（コピー）を貼付してください。 

２）スポーツ競技実績報告書に記入した実績 1つにつき、1枚使用してください。 

  記入できる実績は 2つ以内ですので、本様式は多くても 2枚となります。 

３）本様式が 2枚になる場合には、左上をホッチキスで留めてください。 

［出願書類⑫］学校長の推薦書（様式 10） 

本学所定の様式（本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロード）に高等学校等の学校

長が証明した推薦書（Ａ４用紙）で、厳封したものを提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 56 -



［出願書類⑬］調査書，成績証明書，卒業(修了)証明書等 

下記のⅠ～Ⅲより該当するものについて、書類を提出してください。 

日本語・英語以外の言語で記載された書類については、大使館等の公的機関で公証印を受けた翻

訳文を添付してください。 

Ⅰ 高等学校等を卒業した方および 2023年 3月卒業見込みの方。 

  ・調査書（次ページの「在籍または出身学校の調査書について」を参照） 

Ⅱ 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方および 2023年 3月修了見込みの方。 

  ・調査書（次ページの「在籍または出身学校の調査書について」を参照） 

Ⅲ 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方と同等以上の学力が 

あると認められる方および 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。 

① 外国において学校教育における 12年の課程を修了した方および 2023年 3月 31日ま

でに修了見込みの方、またはこれに準ずる方で文部科学大臣の指定したもの。 

・成績証明書 

・修了証明書または修了見込証明書 

日本の高等学校等に在学していた場合は、当該期間の調査書も提出してください。 

② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとし

て認定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した方および 2023 年 3 月 31

日までに修了見込みの方。 

・調査書（次ページの「在籍または出身学校の調査書について」を参照） 

③ 専修学校の高等課程（修了年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定め

る基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が

定める日以後に修了した方および 2023年 3月 31日までに修了見込みの方。 

・調査書（次ページの「在籍または出身学校の調査書について」を参照） 

④ 国際バカロレア資格（IB Diploma）、アビトゥア資格（ドイツ）、バカロレア資格（フ

ランス）、GCEAレベル資格（イギリス）のいずれかを取得した方。 

 ・成績証明書 

・資格証明書 

 ・修了証明書または修了見込証明書 

 ※国際バカロレア資格の書類については次ページを参照 

⑤ 国際的な評価団体（WASC,ACSI,CIS,NEASC）の認定を受けた教育施設に置かれる 12

年の課程を修了した方および 2023年 3月 31日までに修了見込みの方。 

 ・成績証明書 

 ・修了証明書または修了見込証明書 

⑥ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した方（旧

大学入学資格検定に合格した方を含む）および 2023 年 3 月 31 日までに合格見込み

の方で、2023年 3月 31日までに 18歳に達するもの。 

 ・合格証明書 

・成績証明書 

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も提出してくだ 

さい。 
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在籍または出身学校の調査書について 

①高等学校等の学校長が作成し、厳封してください。 

  なお、調査書の出力形式は、Ａ３用紙（片面印刷）を原則としますが、困難な場合はこちら 

に準じる必要はありません。 

②高等学校等を 2023 年 3月卒業見込みの方は、各入学試験において、以下の発行日のものを 

有効とします。 

すでに高等学校等を卒業した方は、各入学試験において、2022年 4月以降発行のものを有効 

とします。 

総合型選抜Ⅰを出願する場合 2022年 8月以降発行のもの 

学校推薦型選抜、総合型選抜Ⅱを 

出願する場合 
2022年 10月以降発行のもの 

共通テスト利用選抜（前期・後期）、 

一般選抜、総合型選抜Ⅲを出願する

場合 

2022年 12月以降発行のもの 

 ③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 

えで、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。 

 

国際バカロレア資格の書類について 

①IB Diplomaを既に取得している方 

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。 

②IB Diplomaを取得予定の方 

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」（任意様式） 

および「IB Diploma の見込み点（Predicted Grades）」を提出してください。 

その後、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」および「IB 最終試験 6 科目の成績評価証明書」を 2023 年 3 月 15日（水）まで 

に簡易書留速達郵便（または EMS 等）でスポーツ健康科学部入学試験係へ郵送してください。 

書類が提出されなかった場合、入学を取り消すことがあります。 

［出願書類⑭］英語能力を示すスコアの証明書 

１）出願要件に設定している英語資格・検定試験のスコアを証明する資料を提出してください 

（p.6参照）。 

２）証明する資料はコピーではなく、原本での提出となりますので、注意してください。 

３）試験実施後、証明する資料は本学より返却します。 

  ただし、本学から試験実施後１ヶ月以降を目途として、インターネット出願で登録された住 

所に発送しますので、あらかじめご了承ください。 
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［出願書類⑮］日本語能力試験または日本留学試験の成績証明書 

「日本語能力試験」または「日本留学試験」の成績証明書を提出してください。 

１）「日本語能力試験」 

  成績証明書（Ｎ１またはＮ２）の原本を提出してください。 

  2022年 12月までに受験した試験の成績を有効とします。 

２）「日本留学試験」 

  成績通知書（「日本語（記述除く）」で 200点以上）のコピーをＡ４サイズの用紙で提出して 

ください。 

  2021年 11月以降に受験した試験の成績を有効とします。二度受験していても、提出できる 

のは 1回分のみです。 

［出願書類⑯］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。 

［出願書類⑰］共通テスト成績請求票 

１）大学入学共通テストを利用する入学試験に出願する場合は、大学入試センターが発行する 

  私立大学用の成績請求票を志願確認票等の所定欄に貼り付けてください。 

２）前年度までの大学入学共通テストおよび大学入試センター試験の成績請求票は無効です。 

［出願書類⑱］高得点 1科目＋面接方式 事前確認シート（様式 11） 

１）本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、 

  高得点 1科目＋面接方式を受験するにあたっての確認事項に、手書きで丁寧に記入等してく 

ださい。 

２）記入内容は、1ページ以内（提出は 1枚のみ）にまとめてください。 

［出願書類⑲］オンライン受験に関する確認書（様式 12） 

本学スポーツ健康科学部ホームページよりダウンロードし、Ａ４用紙に印刷したうえで、オンラ

イン受験における注意事項を十分に確認し、手書きで丁寧に記入してください。 

「様式番号」が付されている出願書類（本学所定様式）は、本学スポーツ健康科学部 

ホームページよりダウンロードし、白色のＡ４用紙（片面）で印刷してください。 

https://www.juntendo.ac.jp/hss/admission/department/boshuyoko.html 
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個人情報の取り扱い  

出願にあたって本学に提出いただいた、氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号・その他の

個人情報は、下記の目的以外には一切利用いたしません。 

 ・書類等の発送 

 ・入学試験に関するご連絡 

 ・学校行事のご案内 

 ・個人を識別できない統計的集計 

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、適切な管理を実施いたします。 

受験票  

１）受験票は、出願書類一式の到着を確認後、「大学出願ネット」で受験票の PDFファイルを発 

行します。 

大学出願ネットから受験票をダウンロードして、プリンターを使って白色のＡ４用紙にカラ 

ーで印刷して試験当日に持参してください。 

  不正行為の疑いを持たれぬよう、一切の書き込みを禁止します。 

２）本学より受験票は郵送しませんので、注意してください。 

３）受験票の発行開始日は、下表のとおりです。 

  ただし、目途となりますので、記載日以降に発行開始となることにご留意ください。 

※出願書類に不備があると受験票の発行が遅くなる場合があります。出願前に、出願書類へ 

の記入内容や出願書類に不足がないかを、十分確認してください。 

４）試験当日に受験票を持参し忘れた場合は、試験会場内の係員に申し出てください。受験票の

再発行には身分を証明するものが必要となります。 

入学試験 発行開始日（目途） 

総合型選抜Ⅰ 2022年 10月 7日（金）12：00 

学校推薦型選抜 2022年 11月 17日（木）12：00 

総合型選抜Ⅱ 2022年 12月 12日（月）12：00 

共通テスト利用選抜（前期） 
2023年 1月 27日（金）12：00 

一般選抜 

共通テスト利用選抜（後期） 2023年 2月 22日（水）12：00 

総合型選抜Ⅲ 2023年 3月 6日（月）12：00 

 

 

 

 

- 60 -



お問い合わせ先一覧  

内容に応じて、以下のお問い合わせ先に連絡してください。 

●インターネット出願サイトの操作方法、入学検定料のお支払い等に関するお問い合わせ先 

 大学出願ネット サポートセンター 

TEL : 042-732-3951 

 受付時間 10：00～17：00 

 （土曜日、日曜日、祝日、休業期間を除く） 

●入学試験の内容や試験会場等に関するお問い合わせ先 

 順天堂大学スポーツ健康科学部 入学試験係 

 TEL : 0476-98-0245 

 受付時間 9：00～17：10 ※土曜日は 12：30まで 

 （第 2土曜日、日曜日、祝日、休業期間を除く） 
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 合格発表・入学手続 

合格発表  

１）合格発表は、「大学出願ネット」で合否を確認することができます。合格発表日時に「大学

出願ネット」にアクセスして、合否を確認してください。 

２）合格者には、「大学出願ネット」で合格通知書を発行します。大学から合格通知書の発送は 

行いません。 

３）電話・郵便等による合否のお問い合わせには、一切応じられません。 

繰上合格  

・一般選抜 基本方式（Ａ日程・Ｂ日程）においては、合格発表時に補欠内定者をお知らせします。 

・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、大学出願ネットまたは電話にて通知します。 

※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  

・入学試験の成績は、一般選抜 基本方式（Ａ日程・Ｂ日程）の不合格者（本人）かつ開示申請者 

に限り、以下の要領で開示します。 

・開示期間中に「大学出願ネット」の成績照会ページよりご確認ください。 

開示申請 
申請受付期間中に必要事項を入力して申請します。 

（申請ページのＵＲＬは、別途公表します。） 

申請受付期間 2023年 4月 10日（月）12:00 ～ 4月 21日（金）23:59 

 

開示対象者 

一般選抜 基本方式（Ａ日程・Ｂ日程）の不合格者かつ上記申請者 

※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 個人の点数（合否判定に使用した科目）の合計点 

開示期間 2023年 5月 16日（火）12:00 ～ 5月 31日（水）23:59 

※開示期間外は一切照会できません。また、開示内容に関するお問い合わせには、一切応じられ 

ません。 

入学手続  

１）合格者は入学手続サイトにアクセスし、「入学手続要項」および「入学手続書類」をダウン 

ロードし、手続きの内容をご確認ください。大学から書類等の発送は行いません。 

入学手続サイトについては、本学スポーツ健康科学部ホームページにてご案内します。 

２）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。 

  詳しくは、「入学手続要項」を確認してください。 

３）入学手続完了後、入学許可証を交付します。 

４）入学手続期間終了後の入学手続は、一切認めません。 
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入学前教育プログラムについて 

スポーツ健康科学部では、大学教育を始める準備として総合型選抜・学校推薦型選抜合格者に対

し、「入学前教育プログラム」を実施します。このプログラムでは、入学内定者が大学における

充実した学生生活を送るための基礎教養の向上を目指しています（本プログラムの受講料および

交通費等は自己負担となります）。原則として全員参加です。 

日程等の詳細に関しては、入学手続後に改めて案内します。 

※プログラム内容は変更される場合があります。 

入寮について 

新入生は、身体的な事情など特別な場合を除き、原則として全員が 1年次に「啓心寮」で共同生

活をします。ここでの経験を通じて、仲間との友情と仁の精神に基づく豊かな人間性を育みます。 

※新型コロナウイルス感染症の状況や入寮定員の事由により、入寮できない場合もありますので、 

あらかじめご了承ください。 

入学手続後の入学辞退に伴う納入金返還について 

既納した納入金は原則として返還いたしません。ただし、2023年 3月 31日（金）16：00までに

入学辞退を申し出て、本学所定の入学辞退届・納入金還付願を提出した方に限り、入学金を除い

た納入金を返還します。 

なお、期限を超過して辞退の申し出があった場合は、納入金は返還いたしません。 
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 学費・奨学金 

学費  

初年度学費等一覧 

  納期  

費用区分 

１年次 一括 １年次 分割 

入学手続時 入学手続時 9月 30日迄 

学 

費 

入学金（入学時のみ） 200,000 円 200,000 円  

授業料（実習費含む） 700,000 円 350,000 円 350,000 円 

施 設 設 備 費 300,000 円 150,000 円 150,000 円 

教 育 充 実 費 150,000 円 75,000 円 75,000 円 

小 計（Ａ） 1,350,000円 775,000 円 575,000円  

諸 

会

費 

自治会納入金 24,000 円 24,000 円  

同窓会入会金 35,000 円 35,000 円  

保護者会会費 60,000 円 60,000 円  

災 害 傷 害 ・ 

賠償責任保険料 
4,660円 4,660円  

小 計（Ｂ） 123,660 円 123,660 円  

寮 

 

費 

【 啓 心 寮 】 男 子 寮 女 子 寮 男 子 寮 女 子 寮 男 子 寮 女 子 寮 

入 寮 費 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円   

寮 費 247,000円 277,000円 147,000円 177,000円 100,000円 100,000円 

小 計（Ｃ） 267,000円 297,000円 167,000円 197,000円 100,000円 100,000円 

合 計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 1,740,660 円 1,770,660 円 1,065,660 円 1,095,660 円 675,000円 675,000円 

次年度以降学費等一覧 

内 訳 一括（4月） 分割（4月・9月） 

学 

費 

授業料（実習費含む） 700,000 円 350,000 円 

施 設 設 備 費 300,000 円 150,000 円 

教 育 充 実 費 150,000 円 75,000 円 

合 計 1,150,000円 575,000 円 
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奨学金制度・学費減免制度  

奨学金制度等について 

１）日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）奨学金 

  人物、学力ともに特に優れかつ健康であって、経済的理由により修学に困難があると認めら 

れる方に対して貸与（一部給付）されています。 

２）文部科学省の高等教育の修学支援新制度 

  授業料・入学金の免除または減額（授業料等減免）、給付型奨学金の支給の 2つの支援によ 

り、意欲ある方の学びを支援します。 

３）入学試験総合成績上位者奨学金（給付） 

  「共通テスト利用選抜（前期）」「一般選抜」の総合成績上位の方に対して、入学手続納入 

金のうち、初年度の学費の一部を免除する制度があります。 

４）順天堂大学スポーツ奨学金（給付） 

  総合型選抜Ⅰ（トップアスリート特別方式）および総合型選抜Ⅱ（トップアスリート方式） 

の合格者で学業継続に堅固な意志があり、競技活動に特に期待できると認められる方に対し 

て、学費の一部を給付する制度があります。 

５）保護者会修学援助金（給付） 

  学費負担者（保護者）に不慮の事態が生じた場合、援助金を給付する共済制度があります。 

災害等による修学困難者に対する学納金減免について 

非常災害等の被災による経済的理由から、修学が著しく困難となった本学の在学生および新入生

に対し、被害状況を勘案のうえ、学納金の全額または一部を免除することにより、学業の継続お

よび進学の機会を支援する制度があります。 

協力金（教育振興資金・学校債）  

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（教育振興資金・学校債）のご協力

を入学後にご説明し、任意でお願いしております。 
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宿泊施設のご案内 

下記の内容は2022年6月時点の情報につき、変更している場合もありますので、ご注意ください。 

ご利用を希望する方は、詳細の確認、宿泊予約等を含めて、宿泊施設にご連絡ください。 

宿泊施設名 最寄駅 連絡先 

ウィシュトンホテル・ユーカリ 京成ユーカリが丘駅直結 

〒285-0858 

佐倉市ユーカリが丘 4-8-1 

TEL 043-489-6111 

佐倉第一ホテル 
JR佐倉駅南口より 

徒歩 3分 

〒285-0817 

佐倉市大崎台 1-13-1 

TEL 043-484-5000 

ホテル日航成田 
成田空港第 2ビル駅より 

無料送迎バス 10分 

〒286-0106 

成田市取香 500 

TEL 0476-32-1133 

成田 U－シティホテル 
JR成田駅より徒歩 2分 

京成成田駅より徒歩 6分 

〒286-0035 

成田市囲護台 1-1-2 

TEL  0476-24-0101 

ヒルトン成田 
JR・京成成田駅より 

バス 20分 

〒286-0127 

成田市小菅 456 

TEL 0476-33-1121 

インターナショナル 

ガーデンホテル成田 

JR・京成成田駅より 

バス 10分 

〒286-0133 

成田市吉倉 241-1 

TEL 0476-23-5522 

リッチモンドホテル成田 京成成田駅より徒歩 5分 

〒286-0033 

成田市花崎町 970 

TEL 0476-24-6660 

ザ エディスターホテル成田 
JR・京成成田駅より 

徒歩 12分 

〒286-0025 

成田市東町 168-1 

TEL 0476-23-2300 

成田東武ホテルエアポート 
成田空港駅より 

無料送迎バス 10分 

〒286-0106 

成田市取香 320-1 

TEL 0476-32-1234 

桐之家旅館 
JR・京成成田駅より 

徒歩 13分 

〒286-0024 

成田市田町 58 

TEL 0476-22-0724 

センターホテル成田 1 京成成田駅より徒歩 3分 

〒286-0033 

成田市花崎町 922 

TEL 0476-23-1133 

センターホテル成田 2 R51 京成成田駅より徒歩 5分 

〒286-0033 

成田市花崎町 798-10 

TEL 0476-23-1112 

ホテルドエル 
京成・東葉勝田台駅より 

徒歩 3分 

〒276-0020 

八千代市勝田台北 1-11-11 

TEL 047-486-8877 

スカイハートホテル成田 
成田空港駅より 

タクシー15分 

〒287-0224 

成田市新田 161 

TEL 0476-73-6211 
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宿泊施設名 最寄駅 連絡先 

ホテルウェルコ成田 
JR成田駅より徒歩 3分 

京成成田駅より徒歩１分 

〒286-0033 

成田市花崎町 818-1 

TEL 0476-23-7000 

ミートイン成田 京成成田駅より徒歩 1分 

〒286-0033 

成田市花崎町 904 

TEL 0476-23-1113 
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順 天 堂 大 学 

順天堂大学 

所 在：〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

電 話：03-3813-3111 

最寄駅：御茶ノ水駅（ＪＲ、東京メトロ丸ノ内線）  

https://www.juntendo.ac.jp/ 

 

医学部 

本郷・お茶の水キャンパス 

所 在：〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

電 話：03-5802-1021（医学部入試係） 

最寄駅：御茶ノ水駅（ＪＲ、東京メトロ丸ノ内線） 

スポーツ健康科学部 

さくらキャンパス 

所 在：〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1 

電 話：0476-98-0245（スポーツ健康科学部入試係） 

最寄駅：京成酒々井駅（京成電鉄） 

 

https://med.juntendo.ac.jp/ 

 

https://www.juntendo.ac.jp/hss/ 

 

医療看護学部 

浦安キャンパス 

所 在：〒279-0023 千葉県浦安市高洲 2-5-1 

電 話：047-355-3111（代表） 

最寄駅：新浦安駅（ＪＲ） 

保健看護学部 

三島キャンパス 

所 在：〒411-8787 静岡県三島市大宮町 3-7-33 

電 話：055-991-3111（代表） 

最寄駅：三島駅（ＪＲ） 

 

http://www.nurs.juntendo.ac.jp/ 

 

https://www.juntendo.ac.jp/hsn/ 

 

国際教養学部 

本郷・お茶の水キャンパス 

所 在：〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

電 話：03-5802-1729（国際教養学部入試係） 

最寄駅：御茶ノ水駅（ＪＲ、東京メトロ丸ノ内線） 

保健医療学部 

本郷・お茶の水キャンパス 

所 在：〒113-8421 東京都文京区本郷 2-1-1 

電 話：03-3812-1780（保健医療学部入試係） 

最寄駅：御茶ノ水駅（ＪＲ、東京メトロ丸ノ内線） 

 

https://www.juntendo.ac.jp/ila/ 

 

https://hs.juntendo.ac.jp/ 

 

医療科学部 

浦安・日の出キャンパス 

所 在：〒279-0013 千葉県浦安市日の出 6-8-1 

電 話：047-354-3311 

最寄駅：新浦安駅（ＪＲ） 

 

 

https://ms.juntendo.ac.jp/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 68 -



 医 学 部 附 属 病 院 

順天堂医院 

所 在：〒113-8431 東京都文京区本郷 3-1-3 

電 話：03-3813-3111（代表） 

静岡病院 

所 在：〒410-2295 静岡県伊豆の国市長岡 1129 

電 話：055-948-3111（代表） 

 

https://www.juntendo.ac.jp/hospital/ 

 

https://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/ 

 

浦安病院 

所 在：〒279-0021 千葉県浦安市富岡 2-1-1 

電 話：047-353-3111（代表） 

順天堂越谷病院 

所 在：〒343-0032 埼玉県越谷市袋山 560 

電 話：048-975-0321（代表） 

 

https://www.hosp-urayasu.juntendo.ac.jp/ 

 

https://hosp-koshigaya.juntendo.ac.jp/ 

 

順天堂東京江東高齢者医療センター 

所 在：〒136-0075 東京都江東区新砂 3-3-20 

電 話：03-5632-3111（代表） 

練馬病院 

所 在：〒177-8521 東京都練馬区高野台 3-1-10 

電 話：03-5923-3111（代表） 

 

https://hosp-gmc.juntendo.ac.jp/ 

 

https://hosp-nerima.juntendo.ac.jp/ 
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順天堂大学スポーツ健康科学部 

入 学 試 験 係 

〒270-1695 千葉県印西市平賀学園台 1-1 

電話 0476-98-0245（直通） 

受付時間 9:00～17:10 ※土曜日は 12:30 まで 

(第 2 土曜日、日曜日、祝日、休業期間を除く) 
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