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2020年度
入学試験要項

AO入試は別冊の「AO入学試験要項」より、出願が必要となります

インターネット出願

歯科衛生学科

看　護　学　科

男女共学



入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）

１．生命を尊び、人との関わりを大切にし、社会に貢献したいと考える人

２．医療に関心があり、専門知識の修得に必要な基礎学力＊を有する人

３．柔軟な発想をもち、困難や課題に対処できる人

４．責任感と協調性を持ち、目的意識を持って行動できる人

５．自己の心身の健康に留意し、行動できる人

＊ 基礎学力は入学後の専門知識を学修するために必要な学力で、とくに高等学校において英語、数学、

理科、国語を中心とした学力を身につけておいてください。したがって入試選抜において、一般選

抜では【歯科衛生学科】コミュニケーション英語Ⅰあるいは国語総合（近代以降の文章）のうち１

科目、【看護学科】１）コミュニケーション英語Ⅰあるいは国語総合（近代以降の文章）と２）数学

Ⅰの２科目の能力評価を行います。特待生選抜では【歯科衛生学科】１）コミュニケーション英語

Ⅰと２）国語総合（近代以降の文章）の２科目、【看護学科】１）コミュニケーション英語Ⅰ、２）

国語総合（近代以降の文章）、３）数学Ⅰの３科目の能力評価を行います。特別選抜（AO、推薦等）

では科目試験は行いませんが小論文や面談により基礎学力を評価します。さらに、医療人として必

要な基本的コミュニケーション能力、責任感、協調性についても小論文や面接・面談により評価し

ます。

※入学試験に関する個人情報の取り扱いについて
　本学では、出願された方の個人情報および出身高等学校から提出していただいた調査書・推薦
書等の個人情報は厳重に取り扱い、入学選抜および入学者への資料の発送以外の目的に使用する
ことはありません。
　なお、本学からの通知等は、常用漢字を使用する場合があります。
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教育課程編成・実施の方針
（カリキュラム・ポリシー）
１．豊かな教養と高い倫理観の修得
２．歯科衛生の基盤となる知識の修得
３．歯科衛生に必要な臨床的知識と技術の修得
４．自己学習能力と生涯学習能力の修得
５．コミュニケーション能力の修得
６．医療専門職としての実践能力の涵養

卒業認定・学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー）
１．医療専門職としての倫理観を有する。
（１）�生命の尊厳を基盤とし、医療における倫理観を有する。
（２）�医療専門職として礼節を重んじ品格を備える。
２．�医療専門職として健康問題の発見と課題に取り組む能力
を有する。

（１）�教養と考える力を身につけ、主体的に課題解決に取り
組む能力を有する。

（２）�専門的知識や技術を修得し、人びとの健康に寄与でき
る能力を有する。

（３）�社会の動向に関心をもち、学び続ける力を有する。
３．�口腔の健康支援を通し、全身の健康を守る高度な専門的
能力を有する。

（１）�多様な価値観を持った人びとを理解し、人間関係を築
く能力を有する。

（２）�優しさに溢れる歯科衛生士として地域社会に貢献する
能力を有する。

（３）�歯科衛生士としての役割と責任を自覚し、多職種と協
働できる能力を有する。

卒業認定・学位授与の方針
（ディプロマ・ポリシー）
１．医療専門職としての倫理観を有する。
（１）�生命の尊厳を基盤とし、医療における倫理観を有する。
（２）�医療専門職として礼節を重んじ品格を備える。
２．�医療専門職として健康問題の発見と課題に取り組む能力
を有する。

（１）�教養と考える力を身につけ、主体的に課題解決に取り
組む能力を有する。

（２）�専門的知識や技術を修得し、人びとの健康に寄与でき
る能力を有する。

（３）�社会の動向に関心をもち、学び続ける力を有する。
３．�健康支援を通し、全身の健康を守る看護実践能力を有する。
（１）�多様な価値観を持った人びとを理解し、人間関係を築

く能力を有する。
（２）�優しさに溢れる看護専門職として地域社会に貢献する

能力を有する。
（３）�看護専門職としての役割と責任を自覚し、多職種と協

働できる能力を有する。

教育課程編成・実施の方針
（カリキュラム・ポリシー）
１．豊かな教養と高い倫理観の修得
２．看護学の基盤となる知識の修得
３．臨床看護学の基本的知識と技術の修得
４．自己学習能力と生涯学習能力の修得
５．コミュニケーション能力の修得
６．看護専門職としての実践能力の涵養

〈看護学科〉

〈歯科衛生学科〉
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試験区分 募集人員 出願期間（必着） 試 験 日 合格発表 入学手続期間（必着）

推薦１期（指定校・公募）
70名

10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

推薦２期（指定校・公募） 11月11日㈪～11月22日㈮ 12月１日㈰ 12月４日㈬ 12月５日㈭～12月13日㈮

一　　　　　般 20名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

特　　待　　生 若干名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

社　　会　　人 若干名 10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

試験区分 募集人員 エントリーカード受付期間 試 験 日 内定発表日 出願期間（必着） 合　格　発　表 入学手続期間（必着）

AO１期

30名

８月１日㈭～８月16日㈮ ８月25日㈰ ８月28日㈬ ８月29日㈭～９月６日㈮  ９月11日㈬  ９月12日㈭～９月20日㈮

AO２期 ９月２日㈪～９月18日㈬ ９月29日㈰ 10月２日㈬ 10月３日㈭～10月11日㈮ 10月16日㈬ 10月17日㈭～10月25日㈮

AO３期 11月１日㈮～３月19日㈭ エントリー後に個別にお知らせいたします。

※ AO入試のみ、別冊（紙媒体）の「AO入試要項」より出願が必要です。

※ AO１、２期にて定員を満たした場合はAO３期は実施しません。HPにて随時情報を更新しますので、ご確認ください。

※ 身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前、他の試験区 分は出願前に本学教学部入試広報係に連絡し、相談してください。

入学試験一覧

歯科衛生学科

看護学科
試験区分 募集人員 出願期間（必着） 試 験 日 合格発表 入学手続期間（必着）

推薦１期（指定校・公募）
45名

10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰  10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

推薦２期（指定校・公募） 11月11日㈪～11月22日㈮ 12月１日㈰  12月４日㈬ 12月５日㈭～12月13日㈮

一　　　　　般 20名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

特　　待　　生 若干名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

社　　会　　人 ５名 10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

試験区分 募集人員 エントリーカード受付期間 試 験 日 内定発表日 出願期間（必着）　 合　格　発　表 入学手続期間（必着）

AO１期
10名

９月２日㈪～９月18日㈬ ９月29日㈰ 10月２日㈬ 10月３日㈭～10月11日㈮ 10月16日㈬ 10月17日㈭～10月25日㈮

AO２期 ２月10日㈪～２月21日㈮ ３月１日㈰ ３月４日㈬ ３月５日㈭～３月10日㈫  ３月11日㈬  ３月12日㈭～３月19日㈭

※ AO入試のみ、別冊（紙媒体）の「AO入試要項」より出願が必要です。

※ AO１期にて定員を満たした場合はAO２期は実施しません。HPにて随時情報を更新しますので、ご確認ください。

※ 身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前、他の試験区 分は出願前に本学教学部入試広報係に連絡し、相談してください。
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試験区分 募集人員 出願期間（必着） 試 験 日 合格発表 入学手続期間（必着）

推薦１期（指定校・公募）
70名

10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

推薦２期（指定校・公募） 11月11日㈪～11月22日㈮ 12月１日㈰ 12月４日㈬ 12月５日㈭～12月13日㈮

一　　　　　般 20名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

特　　待　　生 若干名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

社　　会　　人 若干名 10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

試験区分 募集人員 エントリーカード受付期間 試 験 日 内定発表日 出願期間（必着） 合　格　発　表 入学手続期間（必着）

AO１期

30名

８月１日㈭～８月16日㈮ ８月25日㈰ ８月28日㈬ ８月29日㈭～９月６日㈮  ９月11日㈬  ９月12日㈭～９月20日㈮

AO２期 ９月２日㈪～９月18日㈬ ９月29日㈰ 10月２日㈬ 10月３日㈭～10月11日㈮ 10月16日㈬ 10月17日㈭～10月25日㈮

AO３期 11月１日㈮～３月19日㈭ エントリー後に個別にお知らせいたします。

※ AO入試のみ、別冊（紙媒体）の「AO入試要項」より出願が必要です。

※ AO１、２期にて定員を満たした場合はAO３期は実施しません。HPにて随時情報を更新しますので、ご確認ください。

※ 身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前、他の試験区 分は出願前に本学教学部入試広報係に連絡し、相談してください。

試験区分 募集人員 出願期間（必着） 試 験 日 合格発表 入学手続期間（必着）

推薦１期（指定校・公募）
45名

10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰  10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

推薦２期（指定校・公募） 11月11日㈪～11月22日㈮ 12月１日㈰  12月４日㈬ 12月５日㈭～12月13日㈮

一　　　　　般 20名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

特　　待　　生 若干名 １月８日㈬～１月17日㈮ １月26日㈰ １月29日㈬ １月30日㈭～２月７日㈮

社　　会　　人 ５名 10月１日㈫～10月18日㈮ 10月27日㈰ 10月30日㈬ 10月31日㈭～11月11日㈪

試験区分 募集人員 エントリーカード受付期間 試 験 日 内定発表日 出願期間（必着）　 合　格　発　表 入学手続期間（必着）

AO１期
10名

９月２日㈪～９月18日㈬ ９月29日㈰ 10月２日㈬ 10月３日㈭～10月11日㈮ 10月16日㈬ 10月17日㈭～10月25日㈮

AO２期 ２月10日㈪～２月21日㈮ ３月１日㈰ ３月４日㈬ ３月５日㈭～３月10日㈫  ３月11日㈬  ３月12日㈭～３月19日㈭

※ AO入試のみ、別冊（紙媒体）の「AO入試要項」より出願が必要です。

※ AO１期にて定員を満たした場合はAO２期は実施しません。HPにて随時情報を更新しますので、ご確認ください。

※ 身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前、他の試験区 分は出願前に本学教学部入試広報係に連絡し、相談してください。
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歯
科
衛
生
学
科

1）趣　旨
　�　歯科衛生士への志望動機・業務理解があり、本学での勉学に強い意欲をもった優秀な学生を、高
等学校長の推薦により受け入れる専願入試制度です。
　　指定校推薦は入学金を半額免除します。

2）出願資格

指定校・公募
　次の①～④すべてに該当する人。
　①�日本の高等学校もしくは中等教育学校を2019年３月に卒業した人および2020年３月に卒業見込み
の人。

2019.３
高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

2019.３
中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②出身高等学校長の推薦を受けた人。
③学力、人物ともに優れ、本学の専願入学を希望する人（合格した場合に入学を確約できる人）。
④�指定校は当該校に通知する高等学校調査書の推薦基準値を満たしている人。
　※指定校制推薦入試の推薦基準等は当該校に通知します。各高等学校で確認してください。
　　公募は高等学校調査書の全体の評定平均値3.0以上の人。

3）募集人員
　　１期（指定校・公募）　

70名
　　２期（指定校・公募）

4）試験日程
１　期 ２　期

出 願 期 間 2019年10月１日㈫～10月18日㈮
（郵送・締切日必着）

2019年11月11日㈪～11月22日㈮
（郵送・締切日必着）

試 験 日 2019年10月27日㈰ 2019年12月１日㈰

合 格 発 表 日
2019年10月30日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にて
ご確認ください。

2019年12月４日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にて
ご確認ください。

入学手続期間 2019年10月31日㈭～11月11日㈪
（郵送・締切日必着）

2019年12月５日㈭～12月13日㈮
（郵送・締切日必着）

�
�
�

歯科衛生学科  推薦入学試験  専 願
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5）選考方法および時間割
時　間 配　点 備　　考

集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと

面　　接 ９：15～ 50点 個別面接（約８分）

調 査 書 50点

　総合評価により合否を決定します。

6）出願書類（要郵送）
　①入学志願票
　②質問事項
　　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
　③推薦書（交付先で厳封したものに限ります）
　　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
　④出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

7）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

8）諸注意
　指定校推薦入試・公募推薦入試を２回受けることはできません。

9）その他
　合格者のうち希望者には、特待生入学試験受験資格を与えます。入学手続きを完了した方には、
別途ご案内します。特待生入学試験に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。ただ
し、他の減免制度と重ねて受けることは出来ません（P12を参照）。検定料はかかりません。
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衛
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1）出願資格
次のいずれかに該当する人。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人および2020年３月に卒業見込みの人。

高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②通常の課程による12年の学校教育を修了した人および2020年３月に修了見込みの人。
③その他はP26を参照のこと。

2）募集人員
　　20名

3）試験日程
出 願 期 間 2020年１月８日㈬～１月17日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2020年１月26日㈰

合 格 発 表 日 2020年１月29日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2020年１月30日㈭～２月７日㈮（郵送・締切日必着）

4）選考方法および時間割
国語選択 英語選択

時　　間 配点 時　　間 配点

集合時間 9：35 集合時間 11：35

国語総合（近代以降の文章）9：50～10：50 100点 コミュニケーション英語Ⅰ 11：50～12：50 100点

昼休み 10：50～11：40 面接 13：20～ 20点

面接 12：10～ 20点

※面接は個別面接形式で、所要時間は約８分です。

　総合評価により合否を決定します。

歯科衛生学科  一般入学試験  　　　　　　
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5）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

6）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

7）学内併願について
　一般入学試験では看護学科を第２志望として併願することが可能です。学内併願を希望されても
入学検定料は１学科分の受験料のみとなります。
　第２志望の看護学科では「数学Ⅰ」が必須となりますので、歯科衛生学科の選択科目の「国語総
合（近代以降の文章）」または「コミュニケーション英語Ⅰ」のほかに、「数学Ⅰ」を受験していた
だきます。筆記試験終了後、歯科衛生学科の面接試験を受けていただきます。
　学内併願の場合、歯科衛生学科に不合格となられた場合のみ、看護学科の合否判定を行います。
歯科衛生学科に合格された場合は看護学科の合否判定は行われません。

８）繰り上げ合格について
　補欠合格者には補欠通知書を郵送します。正規合格者より辞退があった場合に随時補欠上位者よ
り順に繰り上げ合格の通知（電話）をします。通知は入学志願票の連絡先に電話します。
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1）趣　旨
　入学年度の授業料を半額免除します。人物、学力に優れ、入学後の目標を持った、将来実社会で
主体的に活躍できる人を求める入試制度です。

2）出願資格
次のいずれかに該当する人。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人および2020年３月に卒業見込みの人。

高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②通常の課程による12年の学校教育を修了した人および2020年３月に修了見込みの人。
③その他はP26を参照のこと。

3）募集人員
　若干名

4）試験日程
出 願 期 間 2020年１月８日㈬～１月17日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2020年１月26日㈰

合 格 発 表 日 2020年１月29日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2020年１月30日㈭～２月７日㈮（郵送・締切日必着）

5）選考方法および時間割
時　　間 配　点 備　　考

集合時間 ９：35 ９：35までに着席のこと

国語総合（近代以降の文章） ９：50～10：50 100点

昼休み 10：50～11：40

コミュニケーション英語Ⅰ 11：50～12：50 100点

面接 13：20～ 20点 個別面接（約15分）

　総合評価により合否を決定します。
※�歯科衛生学科特待生入学試験が不合格の場合でも、同日に実施される一般入学試験合格者と同等以
上の学力を有すると認められた受験生は、入学試験を免除して入学を許可します。

歯科衛生学科  特待生入学試験  　　　　　　
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6）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

7）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

8）その他
　AO、推薦（指定校・公募）、社会人入学試験の専願入試において合格した入学予定者（希望者）
を対象に、特待生入試への受験資格を与えます。各試験区分で入学手続きを完了した方には、別途
ご案内します。検定料はかかりません。
　特待生入試に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。ただし、他の減免制度と重
ねて受けることは出来ません。すでに納入いただいた学納金の差額を返還いたします。
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1）趣　旨
　新たに勉学に励みたい人や社会人として学んだ知識を将来どのように使うかという明確な目標を
持った人を対象にした専願入試制度です。

2）出願資格
　2020年４月１日現在満20歳以上で、次のいずれかに該当し、本学の専願入学を希望する人（合
格した場合に入学を確約できる人）。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人。

高等学校
卒業

中等教育学校
卒業

②通常の課程による12年の学校教育を修了した人。
③その他はP26を参照のこと。

3）募集人員
　若干名

4）試験日程
出 願 期 間 2019年10月１日㈫～10月18日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2019年10月27日㈰

合 格 発 表 日 2019年10月30日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2019年10月31日㈭～11月11日㈪（郵送・締切日必着）

5）選考方法および時間割
時　間 配点 備　　考

集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと

小 論 文 ９：15～10：15 50点 800字程度　※�国語辞典・電子辞書の持ち込みを認めま
す。（通信機能がないものに限る）

面　　接 10：45～ 50点 個別面接（約15分）

　総合評価により合否を決定します。

歯科衛生学科  社会人入学試験  専 願
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6）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

7）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

8）その他
　合格者のうち希望者には、特待生入学試験受験資格を与えます。入学手続きを完了した方には、
別途ご案内します。特待生入学試験に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します（P12
を参照）。検定料はかかりません。
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入学検定料　30,000円

学 費 等� （単位：円）

項　　　　目
納　　　　　期

年　　額 備　　考
入学手続時（前期） 後　　期

学
　
費

入学金 300,000 ―― 300,000 入学時のみ
授業料 315,000 315,000 630,000 毎年度
実験実習費 85,000 85,000 170,000 〃
施設設備費 125,000 125,000 250,000 〃

小　　計 825,000 525,000 1,350,000

そ
の
他
の
費
用

研修費 20,000 ―― 20,000 入学時のみ
抗体価検査費 20,000 ―― 20,000 〃
学生会費（※１） 5,000 ―― 5,000 毎年度
保護者会費（※２） 6,000 ―― 6,000 入学時のみ（３年分）

小　　計 51,000 ―― 51,000
合　　　　計 876,000 525,000 1,401,000

（※１）学生会より代理徴収　（※２）保護者会より代理徴収

指定校推薦　学費等合計額� （単位：円）

納　　　　　　期
入学手続時（前期） 後　　期

入学金半額免除 726,000 525,000
※�AO、推薦（指定校・公募）、社会人入学試験の専願入試において合格した入学予定者（希望者）を対象に、特待生
入試への受験資格を与えます。検定料はかかりません。
　�特待生に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。すでに納入いただいた学納金の差額を返還いた
します。
　ただし、指定校推薦・卒業生推薦制度・歯科医院長推薦制度の減免制度を重ねて受けることはできません。

（備考）３年次後期に卒業準備費30,000円と同窓会費20,000円を別途徴収します。
・卒業準備費：卒業記念パーティ・卒業アルバム　　・同窓会費：同窓会より代理徴収

教科書・器具・ユニホーム・シューズ代などは別途かかります。2019年度１年次は約16万円でした。

奨学金等のご案内
機　関　名 名　称 金　　　　　額 概　　　　　　　要

日本学生支援機構
第一種奨学金

月額（自　宅）２万円～
� ５万3,000円
　　（自宅外）２万円～６万円

（１万円単位）

優秀な学生で経済的理由のため修学困難で
基準にあてはまる者に対して、本学の推薦
により奨学金が貸与されます。募集は入学
後に行いますので入学手続時にはご利用い
ただけません。

貸与・無利子

第二種奨学金
月額　�２万円～12万円より選択

（１万円単位）
貸与・有利子

日本政策金融公庫 教育一般貸付 金額：350万円以内
国の教育ローンです。ご利用には世帯年収
（所得）等の制限があります。

融資・有利子

みずほ銀行
学生納付金
融資制度 10万円～1,000万円

（１万円単位）

本学入学者および在校生の保護者に対して
みずほ銀行から特別優遇金利で融資を受け
られます。融資額や融資期間・返済期間等
の諸条件は銀行で設けられています。

融資・有利子

オリエント
コーポレーション

学費サポート
プラン

申込上限金額：1,000万円
本学入学者および在校生と保護者の両名で
申し込む学費ローンです。

融資・有利子

特待生　学費等合計額� （単位：円）

納　　　　　　期
入学手続時（前期） 後　　期

授業料半額免除 718,500 367,500

学 納 金 等歯科衛生学科
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◎同一学科の推薦（指定校）入試、推薦（公募）入試、AO入試の受験はそれぞれ１度のみとなります。た
だし、他の入試区分を受験されることは可能です。

◎一旦受理した書類、入学検定料は返還しません。
◎一般入試の選択科目は出願後に変更することはできません。
◎高等学校調査書や卒業証明書等が旧姓の方は、氏名欄に旧姓を明示してください。
◎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、卒業証明書や成績証明書の提出などで、そ
れに代わる措置を行います。教学部へご連絡ください。

◎身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前
、他の試験区分は出願前に本学教学部に連絡し、相談してください。

◎卒業生推薦制度・歯科医院長推薦制度がありますので、詳細については事前に本学教学部までお問い合せ
ください。

◎パソコンをお持ちでない場合、本学のパソコンを使用することもできます。詳細については事前に本学教
学部までお問い合わせください。

歯科衛生学科　入学試験について（注意） 
◎試験当日、試験場には時間の余裕をもって入室してください。集合時間の30分前から入室可能です。
◎受験票を忘れた場合、試験当日は集合の20分前に係員まで申し出てください。
◎試験場、控室、注意事項については学内に掲示をします。受験者は掲示を読んでから入室してください。
◎入室時には携帯電話等の電源を切ってください。携帯電話等を時計がわりに使用することはできません。
◎試験開始後20分を経過すると入室できません。
◎HBの鉛筆もしくはシャープペンシル、消しゴムを持参してください。
◎特待生入試受験者、一般入試受験者は昼食を用意してください。
◎上ばきは必要ありません。
◎試験前日の下見は校舎までとし、教室内に入ることはできません。
◎付添人は指定された控室でお待ちください。
◎合否に関する電話・郵便・メール等でのお問い合わせには、いっさい応じられません。また、本学が行う
郵送以外は、いっさい責任を負いません。

歯科衛生学科　入学手続について（注意） 
１．合格者には、合格通知とともに入学手続書類を送付します。
２．入学手続期間内に書類提出および学納金の納入手続をされない場合には入学を許可しません。学納金は
入学手続時の合計金額です。

３．入学手続完了後、入学を辞退される場合は2020年３月31日㈫正午までにお申し出いただければ入学金
以外の学納金を返戻します。ただし、専願（推薦入試、AO入試および社会人入試）の合格者について
は返戻いたしませんので、予めご了承ください。

４．入学が許可された場合でも、2020年３月31日までに高等学校を卒業できない場合、もしくは高等学校
卒業程度認定試験に合格できない場合は、入学を取り消します。

５．入学手続完了者には、リメディアル教育（入学前教育）を行います。

歯科衛生学科　出願について（注意） 
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１）趣　旨
　看護師への志望動機・業務理解があり、本学での勉学に強い意欲をもった優秀な学生を、高等学
校長の推薦により受け入れる専願入試制度です。

２）出願資格

指定校・公募

⃝次の①～⑤すべてに該当する人。
①�日本の高等学校もしくは中等教育学校を2019年３月に卒業した人および2020年３月に卒業見込
みの人。

2019.３
高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

2019.３
中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②出身高等学校長の推薦を受けた人。
③学力、人物ともに優れ、本学の専願入学を希望する人（合格した場合に入学を確約できる人）。
④欠席日数が３年間で原則として20日以内の人。
⑤�指定校は当該校に通知する高等学校調査書の推薦基準値を満たしている人。
　※指定校制推薦入試の推薦基準等は、当該校に通知します。各高等学校で確認してください。
　　公募は高等学校調査書の全体の評定平均値3.0以上の人。

３）募集人員
１期（指定校・公募）

�
�
�　

45名
２期（指定校・公募）

４）試験日程
１　期 ２　期

出 願 期 間 2019年10月１日㈫～10月18日㈮
（郵送・締切日必着）

2019年11月11日㈪～11月22日㈮
（郵送・締切日必着）

試 験 日 2019年10月27日㈰ 2019年12月１日㈰

合 格 発 表 日
2019年10月30日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にて
ご確認ください。

2019年12月４日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にて
ご確認ください。

入学手続期間 2019年10月31日㈭～11月11日㈪
（郵送・締切日必着）

2019年12月５日㈭～12月13日㈮
（郵送・締切日必着）

看 護 学 科  推薦入学試験  専 願
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５）選考方法および時間割
時　間 配　点 備　　考

指定校
集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと
面　　接 ９：15～ 50点 個別面接（約８分）
調 査 書 50点

時　間 配　点 備　　考

公募

集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと

小 論 文 ９：15～10：15 30点
800字程度　※�国語辞典・電子辞書の持ち込み

を認めます。（通信機能がない
ものに限る）

面　　接 10：45～ 50点 個別面接（約８分）
調 査 書 50点

総合評価により合否を決定します。

６）出願書類（要郵送）
　①入学志願票
　②質問事項
　　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
　③推薦書（交付先で厳封したものに限ります）
　　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
　④出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

７）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

８）諸注意
　指定校推薦入試・公募推薦入試を２回受けることはできません。

９）その他
　合格者のうち希望者には、特待生入学試験受験資格を与えます。入学手続きを完了した方には、
別途ご案内します。特待生入学試験に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。（P22
を参照）検定料はかかりません。
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１）出願資格
　次のいずれかに該当する人。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人および2020年３月に卒業見込みの人。

高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②通常の課程による12年の学校教育を修了した人および2020年３月に修了見込みの人。
③その他はP26を参照のこと。

２）募集人員
20名

３）試験日程
出 願 期 間 2020年１月８日㈬～１月17日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2020年１月26日㈰

合 格 発 表 日 2020年１月29日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2020年１月30日㈭～２月７日㈮（郵送・締切日必着）

４）選考方法および時間割
国語選択 英語選択

時　　間 配点 時　　間 配点

集合時間 9：00 集合時間 10：30

国語総合（近代以降の文章）9：15～10：15 100点 数学Ⅰ 10：45～11：45 100点

数学Ⅰ 10：45～11：45 100点 昼休み 11：45～12：30

昼休み 11：45～12：30 コミュニケーション英語Ⅰ 12：45～13：45 100点

面接 12：45～ 20点 面接 14：15～ 20点

※面接は個別面接形式で、所要時間は約８分です。

看 護 学 科  一般入学試験 
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５）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

６）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

７）学内併願について
　一般入学試験では歯科衛生学科を第２志望として併願することが可能です。学内併願を希望されて
も入学検定料は１学科分の受験料のみとなります。看護学科の学科試験・面接を受験してください。
　学内併願の場合、看護学科に不合格となられた場合のみ、歯科衛生学科の合否判定を行います。
看護学科に合格された場合は歯科衛生学科の合否判定は行われません。

８）繰り上げ合格について
　補欠合格者には補欠通知書を郵送します。正規合格者より辞退があった場合に随時補欠上位者よ
り順に繰り上げ合格の通知（電話）をします。通知は入学志願票の連絡先に電話します。
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１）趣　旨
　入学年度の授業料を半額免除します。人物、学力に優れ、入学後の目標を持った、将来実社会で
主体的に活躍できる人を求める入試制度です。

２）出願資格
　次のいずれかに該当する人。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した人および2020年３月に卒業見込みの人。

高等学校
卒業

2020.３
高等学校
卒業見込

中等教育学校
卒業

2020.３
中等教育学校
卒業見込

②通常の課程による12年の学校教育を修了した人および2020年３月に修了見込みの人。
③その他はP26を参照のこと。

３）募集人員
　若干名

４）試験日程
出 願 期 間 2020年１月８日㈬～１月17日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2020年１月26日㈰

合 格 発 表 日 2020年１月29日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2020年１月30日㈭～２月７日㈮（郵送・締切日必着）

５）選考方法および時間割
時　　間 配　点 備　　考

集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと

国語総合（近代以降の文章） ９：15～10：15 100点

数学Ⅰ 10：45～11：45 100点

昼休み 11：45～12：30

コミュニケーション英語Ⅰ 12：45～13：45 100点

面接 14：15～ 20点 個別面接（約15分）

　総合評価により合否を決定します。
※�看護学科特待生入学試験が不合格の場合でも、同日に実施される一般入学試験合格者と同等以上の
学力を有すると認められた受験生は、入学試験を免除して入学を許可します。

看 護 学 科  特待生入学試験 
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６）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※卒業見込みの人は、直近の学期末現在における状況を記入してください。
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

７）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

８）その他
　AO、推薦（指定校・公募）、社会人入学試験の専願入試において合格した入学予定者（希望者）
を対象に、特待生入試への受験資格を与えます。各試験区分で入学手続きを完了した方には、別途
ご案内します。検定料はかかりません。
　特待生入試に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。すでに納入いただいた学納
金の差額を返還いたします。
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１）趣　旨
　新たに勉学に励みたい人や社会人として学んだ知識を将来どのように使うかという明確な目標を
持った人を対象にした専願入試制度です。

２）出願資格
　次のいずれかに該当し、本学の専願入学を希望する人（合格した場合に入学を確約できる人）。
①大学・短大・専門学校（２年制以上）を卒業または卒業見込みの人。

大学卒業 大学卒業
見込 短大卒業 短大卒業

見込
専門学校
（２年制以上）
卒業

専門学校
（２年制以上）
卒業見込

②大学受験資格を有し（P26参照）、社会人としての就労経歴を２年以上有する人。

2018以前
高等学校
卒　　業

高卒認定
合　格 大検合格 ２年以上

の就労

３）募集人員
　５名

４）試験日程
出 願 期 間 2019年10月１日㈫～10月18日㈮（郵送・締切日必着）

試 験 日 2019年10月27日㈰

合 格 発 表 日 2019年10月30日㈬ 16：00以降
本学HP上の「合否照会サイト」にてご確認ください。

入学手続期間 2019年10月31日㈭～11月11日㈪（郵送・締切日必着）

５）選考方法および時間割
時　間 配点 備　　考

集合時間 ９：00 ９：00までに着席のこと

小 論 文 ９：15～10：15 50点 800字程度　※�国語辞典・電子辞書の持ち込みを認めま
す。（通信機能がないものに限る）

面　　接 10：45～ 50点 個別面接（約15分）

　総合評価により合否を決定します。

看 護 学 科  社会人入学試験  専 願
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６）出願書類（要郵送）
①入学志願票
②質問事項
　本学HP上で所定用紙をダウンロードし、記入したものを郵送してください。
③出身高等学校調査書（交付先で厳封したものに限ります）
　※�高等学校の保存年限が経過し、調査書が発行されない場合は卒業証明書と高等学校が作成する
発行不能証明書等を提出してください。

　【高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者】
　　「合格証明書」と「合格成績証明書」を提出してください。
　【高等学校卒業程度認定試験合格見込者】
　　「合格見込成績証明書」を提出してください。
④最終学校卒業（見込）証明書（交付先で厳封したものに限ります）
　※出願資格①の方のみ
　その他出願に必要な情報は、全てインターネット出願時にご登録ください。
　詳細はP24をご確認ください。

７）入学検定料
　入学検定料は30,000円です。
　お支払方法は「クレジットカード支払」、「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」のいずれかより選択
となります。
　詳細はP24をご確認ください。

８）その他
　合格者のうち希望者には、特待生入学試験受験資格を与えます。入学手続きを完了した方には、
別途ご案内します。特待生入学試験に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します（P22
を参照）。検定料はかかりません。
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入学検定料　30,000円

学 費 等� （単位：円）

項　　　　目
納　　　　　期

年　　額 備　　考
入学手続時（前期） 後　　期

学
　
費

入学金 300,000 ―― 300,000 入学時のみ
授業料 375,000 375,000 750,000 毎年度
実験実習費 125,000 125,000 250,000 〃
施設設備費 175,000 175,000 350,000 〃

小　　計 975,000 675,000 1,650,000

そ
の
他
の
費
用

研修費 20,000 ―― 20,000 入学時のみ
抗体価検査費 20,000 ―― 20,000 〃
学生会費（※１） 5,000 ―― 5,000 毎年度
保護者会費（※２） 6,000 ―― 6,000 入学時のみ（３年分）

小　　計 51,000 ―― 51,000
合　　　　計 1,026,000 675,000 1,701,000

（※１）学生会より代理徴収　（※２）保護者会より代理徴収

特待生　学費等合計額� （単位：円）

納　　　　　　期
入学手続時（前期） 後　　期

授 業 料 半 額 免 除 838,500 487,500

　※AO、推薦（指定校・公募）、社会人入学試験の専願入試において合格した入学予定者（希望者）を対象に、特待生
　　入試への受験資格を与えます。検定料はかかりません。
　　　特待生に合格した場合は、入学年次の授業料を半額免除します。すでに納入いただいた学納金の差額を返還
　　いたします。
（備考）３年次後期に卒業準備費30,000円と同窓会費20,000円を別途徴収します。

・卒業準備費：卒業記念パーティ・卒業アルバム・同窓会費：同窓会より代理徴収
教科書・器具・ユニホーム・シューズ代などは別途かかります。2019年度１年次は約16万円でした

学 納 金 等看 護 学 科

奨学金等のご案内
機　関　名 名　　称 金　　　　　額 概　　　　　　　要

学校法人
神奈川歯科大学

看護学生
奨学金制度
第一種奨学金

月額５万円
（全額免除）

神奈川歯科大学附属病院または横浜クリニックに就
職し、奨学金の貸付期間以上を勤務した場合には返済
が全額免除されます。

貸与・無利子

看護学生
奨学金制度
第二種奨学金

月額５万円
（一部返済）

神奈川歯科大学附属病院または横浜クリニックに就
職し、奨学金貸付額を毎月の給与から20,000円ずつ
返済する制度です。

貸与・無利子

日本学生支援機構
第一種奨学金

月額（自　宅）２万円～５万3,000円
　　（自宅外）２万円～６万円

（１万円単位）
優秀な学生で経済的理由のため修学困難で基準にあて
はまる者に対して、本学の推薦により奨学金が貸与さ
れます。募集は入学後に行いますので入学手続時には
ご利用いただけません。

貸与・無利子

第二種奨学金 月額　�２万円～12万円より選択
（１万円単位） 貸与・有利子

日本政策金融公庫 教育一般貸付 金額：350万円以内 国の教育ローンです。ご利用には世帯年収（所得）等
の制限があります。 融資・有利子

みずほ銀行 学生納付金融資
制度

10万円～1,000万円

（１万円単位）

本学入学者および在校生の保護者に対してみずほ銀行
から特別優遇金利で融資を受けられます。融資額や融
資期間・返済期間等の諸条件は銀行で設けられていま
す。

融資・有利子

オリエント
コーポレーション

学費サポートプ
ラン 申込上限金額：1,000万円 本学入学者および在校生と保護者の両名で申し込む学

費ローンです。 融資・有利子
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◎同一学科の推薦（指定校）入試、推薦（公募）入試、AO入試の受験はそれぞれ１度のみとなります。た
だし、他の入試区分を受験されることは可能です。
◎一旦受理した書類、入学検定料は返還しません。
◎一般入試の選択科目は出願後に変更することはできません。
◎高等学校調査書や卒業証明書等が旧姓の方は、氏名欄に旧姓を明示してください。
◎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、卒業証明書や成績証明書の提出などで、そ
れに代わる措置を行います。教学部へご連絡ください。
◎身体障がいや病気等により受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、AO入試はエントリー前
、他の試験区分は出願前に本学教学部に連絡し、相談してください。
◎パソコンをお持ちでない場合、本学のパソコンを使用することもできます。詳細については事前に本学教
学部までお問い合わせください。

看 護 学 科　入学試験について（注意） 
◎試験当日、試験場には時間の余裕をもって入室してください。集合時間の30分前から入室可能です。
◎受験票を忘れた場合、試験当日は集合の20分前に係員まで申し出てください。
◎試験場、控室、注意事項については学内に掲示をします。受験者は掲示を読んでから入室してください。
◎入室時には携帯電話等の電源を切ってください。携帯電話等を時計がわりに使用することはできません。
◎試験開始後20分を経過すると入室できません。
◎HBの鉛筆もしくはシャープペンシル、消しゴムを持参してください。
◎特待生入試受験者、一般入試受験者は昼食を用意してください。
◎上ばきは必要ありません。
◎試験前日の下見は校舎までとし、教室内に入ることはできません。
◎付添人は指定された控室でお待ちください。
◎合否に関する電話・郵便・メール等でのお問い合わせには、いっさい応じられません。また、本学が行う
郵送以外は、いっさい責任を負いません。

看 護 学 科　入学手続について（注意） 
１．合格者には、合格通知とともに入学手続書類を送付します。
２．入学手続期間内に書類提出および学納金の納入手続をされない場合には入学を許可しません。学納金は
入学手続時の合計金額です。

３．入学手続完了後、入学を辞退される場合は2020年３月31日㈫正午までにお申し出いただければ入学金
以外の学納金を返戻します。ただし、専願（推薦入試、AO入試および社会人入試）の合格者について
は返戻いたしませんので、予めご了承ください。

４．入学が許可された場合でも、2020年３月31日までに高等学校を卒業できない場合、もしくは高等学校
卒業程度認定試験に合格できない場合は、入学を取り消します。また、その他出願資格を満たせない場
合にも、同様に入学を取り消します。

５．入学手続完了者には、リメディアル教育（入学前教育）を行います。

看 護 学 科　出願について（注意） 
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 インターネット出願の手順歯科衛生学科
看 護 学 科

◆インターネット出願サイトは出願日の９時から出願締切日の17時までです。
◆出願前に必ず入学試験要項をよく読んでください。

◆パソコン（インターネット接続・PDF閲覧可）※スマホ・タブレット非対応
　推奨ブラウザは以下のものになります。
　・Internet�Explorer11.x(互換表示非推奨)
　・Microsoft�Edge(互換表示非推奨)
　・Google�Chrome最新バージョン
　・Safari最新バージョン
　Windows8.xのInternet�Explorerをご利用の場合、デスクトップから起動してください。
　Internet�Explorerの互換表示モードはデザインが崩れる可能性があります。
※�パソコンをお持ちでない場合、本学のパソコンを使用することもできます。詳細については事前に
教学部までお問い合わせください。

◆プリンター（A4出力）
◆メールアドレス（パソコン用アドレス推奨）

以下の手順を全て行うことにより、出願完了となります。

　調査書・顔写真など必要書類が揃っているか、確認してください。
　※顔写真はデータ（JPG形式またはPNG形式）をご用意ください。

本学ホームページより、専用サイトにアクセスしてください。
本学ホームページ　　　　　http://www.kdu.ac.jp

①画面に表示される手順や、留意事項を必ず確認してください。
②画面に従って、出願内容の選択・必要事項の入力を行ってください。
③入学検定料のお支払方法を選択してください。

　�「クレジットカード支払」を選択の場合、使用カード会社の画面が開きますので、その案内
に従って手続きを進めてください。なお、取扱手数料はご負担ください。
　�「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」を選択の場合、お支払に関する案内が表示されま
すので、確認してください。
※�選択・入力した内容や、お支払に関する情報（お客様番号等）は、必ず控えておいて
ください。

出願前の確認事項

出願前の事前準備

STEP １ 必要書類の準備

STEP ２ インターネット出願専用サイトへアクセス

STEP ３ 出願内容の入力（出願日の９時～出願締切日の17時まで）

クレジットカード（本人もしくは保護者名義） コンビニ Pay-easy
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画面にて、選択・入力内容をよく確認し、間違いがなければ「出願登録完了」を選択し
てください。
登録が完了すると、「インターネット出願番号」が表示されますので、必ず控えておい
てください。
（この番号は、「受験番号」ではありませんので、間違えないようご注意ください。）
※�入学検定料の「クレジットカード支払」を選択している場合は、この時点でご請求が
確定します。

　支払い方法をよくご確認の上、入学検定料をお支払ください。
※取扱手数料はご負担ください。
※�STEP�３ で「クレジットカード支払」を選択の場合、 STEP�４ の「出願登録完了」に
よりご請求（カード決済）が確定します。

マイページにて、発送の際に必要な宛先ラベルや入学志願票・入学志願票（控え）が表
示されますので、A４用紙に印刷してください。
※入学検定料支払いが完了していない場合、印刷することはできません。

STEP�６ で印刷した出願書類発送用宛名ラベルを、市販の角型２号封筒（タテ332㎜×
ヨコ240㎜）の表面に貼付し、出願書類（調査書等）を全て封入して、郵送（簡易書留
速達）してください。
※�本学で書類受領と共に、入学検定料お支払の確認が取れましたら、出願完了となります。
※出願書類は各試験区分のページをご確認ください。

出願締切日の翌々日午前０時より、マイページから受験票がダウンロードできるように
なります。必ず印刷し、試験当日に持参してください。
※受験票は郵送されません。

【注意】・�入学検定料のお支払前に出願内容の誤りに気付いた場合、入学検定料を納入せずに、再度�
STEP�３ 出願内容の入力からお手続きをやり直してください。

　　　・�出願完了後、出願内容の登録変更は一切できませんので、入力する内容は十分確認してくだ
さい。

STEP ４ 出願情報の確認・登録完了（これで出願完了ではありません）

STEP ５ 入学検定料のお支払（「クレジットカード支払」選択の場合は不要）

STEP ６ 宛名ラベル・入学志願票の印刷

STEP ７ 出願書類の郵送

STEP ８ オンライン受験票の印刷（出願締切日の翌々日午前０時～試験当日集合時間まで）
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　大学（短期大学を含む。大学院を除く。）の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。
（2019年1月時点）
１．高等学校又は中等教育学校を卒業した者（法第90条第1項）
２．特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者（法第90条第1項）
３．�外国において、学校教育における12年の課程を修了した者（12年未満の課程の場合は、さらに、
指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施設（文部科学大臣指
定研修施設一覧）の課程を修了する必要がある。）（施行規則第150条第1号、昭和56年文部省告
示第153号第2号））

　※�「外国において、学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育に
おける12年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、
何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。

４．�外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者（12年未満の課程
の場合は、さらに、指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施
設（文部科学大臣指定研修施設一覧）の課程を修了する必要がある。）（昭和56年文部省告示第
153号第1号、第2号））

　※�合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の
大使館等にお問い合わせください。

５．�外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満た
す高等学校に対応する学校の課程（文部科学大臣指定�高等学校に対応する外国の学校の課程一
覧）を修了した者（昭和56年文部省告示第153号第3号）

６．�我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校（我が国において、高等学校相
当として指定した外国人学校一覧）を修了した者（12年未満の課程の場合は、さらに、指定さ
れた準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）を修了する必要がある。）（昭和56年
文部省告示第153号第4号、第5号）

７．�高等学校と同等と認定された在外教育施設（文部科学大臣認定等在外教育施設（高等部を設置す
るもの）一覧）の課程を修了した者（施行規則第150条第2号）

８．�指定された専修学校の高等課程（文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧）を修了した者（施行
規則第150条第3号）

９．�旧制学校等を修了した者（昭和23年文部省告示第47号第1号～第19の2号）
10．��外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する
者（昭和23年文部省告示第47号第20号～第23号）

11．��国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設（国際的な評価団体認定外
国人学校について）の12年の課程を修了した者（昭和23年文部省告示第47号第24号）

　※�CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入
学資格が認められます。

12．��高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者（施行規則第150条第5号）�
（なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。）

13．�大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者（施行規則第150条第7号）

法 　：学校教育法　　　　
施行規則：学校教育法施行規則

  　大学入学資格について 
歯科衛生学科
看 護 学 科



◎当日の体験授業の内容は、HPでご確認ください。http://www.kdu.ac.jp
◎AO入試で受験される方は、エントリー前に必ずオープンキャンパスの「体験授業」を受講してくだ
　さい。

お問合せ 教学部入試広報係 TEL.046-822-9580 FAX.046-822-9499
E-mail：nyushi-tandai@kdu.ac.jp

神奈川歯科大学短期大学部
オープンキャンパス2019のご案内

　神奈川歯科大学短期大学部では、オープンキャンパスを開催しています。受験生と保護者の方
が進路決定をするための一歩となるイベントです。お友達やご家族と一緒にお気軽にお越しくだ
さい。

オープンキャンパス ミニオープンキャンパス
11/17㈰ 
◆開催時間
12：30 受付開始
13：00～16：00

◆実施内容

※歯科衛生学科のみ体験授業開催
個別相談／学内見学

オープンキャンパスのお申し込みはこちらから

KDU 検索
お手持ちのケータイ
端末からQRコード
経由でお申込みが
可能です。

5/26㈰ 6/23㈰ 7/14㈰ 7/28㈰
8/18㈰8/4㈰ 9/15㈰

◆開催時間
12：30 受付開始
13：00～16：00予定
◆実施内容
学科説明／入試説明／体験授業／学内見学／各学科
の先生との個別相談／先輩と話そう！
・5/26、6/23は、入試対策講座、保護者説明会、
　歯科衛生学科のみ神奈川歯科大学附属病院の見学
を行います。



入試に関する
お問い合わせ先

神奈川歯科大学短期大学部　教学部入試広報係
〒238-8580　神奈川県横須賀市稲岡町82番地
☎046-822-9580　FAX 046-822-9499

■e-mail：nyushi-tandai@kdu.ac.jp　■http://www.kdu.ac.jp

神奈川歯科大学短期大学部案内図

ショッパーズプラザ横須賀

本学への交通機関
●京浜急行線利用の場合
　横須賀中央駅下車、東口徒歩10分

　快特特急　品川発（京急久里浜
三　崎　口）行きに乗車

横須賀中央駅下車

　品川からの所要時間：快特で約44分
　横浜からの所要時間：快特で約26分

●JR線利用の場合
　横須賀駅下車、京浜急行バス利用
　　（1）番のりば…「衣笠駅」行き等
　　（2）番のりば…「三崎東岡」行き等
　　（3）番のりば…「観音崎」「堀内」行き等
　「大滝町」下車（バス所要時間約５分）徒歩５分
 横須賀中央駅を経由する路線にご乗車ください（約５分おきに運行）。

�
�
�
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