
聖徳大学大学院看護学研究科入学者選抜に係る
個別の入学資格審査の概要

１．個別の入学資格審査の対象

２．個別の入学資格審査の日程・手順及び入試日

＜令和５年度　聖徳大学大学院看護学研究科［修士課程］の場合＞

修士課程

入学資格審査

願書提出期間

＜最終日必着＞

一般入試※1

願書提出期間

＜最終日郵送必着＞

一般入試

入試日

一般入試

合否通知発送

入学資格審査

＜書類審査、

面接＞

審査結果の通知

A 日程

令和４年

６月 24 日（金）～７月１日（金）

令和４年

７月 11 日（月）～７月 25 日（月）

※1　社会人特別入試には出願できない。

裏面に続く⇒

令和４年７月 15 日（金）

令和４年７月 31 日（日）

令和４年８月３日（水）

令和４年

７月４日（月）～７月８日（金）

のいずれか 1日

短期大学、高等専門学校、高等学校看護専攻科、専修学校、各種学校を卒業した人や外国

大学日本分校等を修了した人など、大学等卒業資格を有していない人で、入学時に 22 歳

に達する人。

３．提出書類

　本学所定の用紙は、本学ＨＰよりダウンロードしてください。願書等の手書きは不可と   

します。なお、証明書等については原則、発行日より３カ月以内のものを提出してください。

(1) 入学資格認定審査願書［本学所定の用紙］※写真を貼ってください。

(2) 履歴書［本学所定の用紙］

ア．履歴書 

イ．臨床実績

ウ．各種研修等の受講歴（教育・管理研修等含む） 

エ．学会等の業績

(3)卒業・修了証明書（短期大学、高等専門学校、高等学校看護専攻科、専修学校、各種学

校等のもの）

(4)成績証明書（短期大学、高等専門学校、高等学校看護専攻科、専修学校、各種学校等のもの）

(5)戸籍抄本（市区町村発行のもの）上記証明書において姓名変更がある場合は提出してく

ださい。

※(1)、(2) は、両面印刷の上、提出してください。

B 日程

令和４年

８月１日（月）～８月 15 日（月）

令和４年

９月 20 日（火）～９月 27 日（火）

令和４年９月２日（金）

令和４年 10 月２日（日）

令和４年 10 月７日（金）

令和４年

８月 22 日（月）～８月 26 日（金）

のいずれか 1日



<問い合わせ先>　聖徳大学大学院 入学センター入試係　℡047-366-5551（直通）

５．評価基準

提出書類を総合的に判断し、大学を卒業した人と同等以上の学力に達しているか判定しま

す。

６．入学資格審査において認定された場合の出願について

(1)入学資格審査認定前に、「令和５年度聖徳大学大学院看護学研究科入学試験要項」を入

手しておいてください。

(2)入学資格審査において認定を受けた人は、『一般入試』への出願となります。社会人特

別入試への出願資格はありません。

(3)入学資格審査において認定した専攻・領域（分野）は、一般入試への出願の際に変更

することはできません。

(4)出願する際、出願書類の入学志願票の右上に赤ペンで『大学院入学資格審査合格』と

明記（手書き）してください。

４．審査方法

書類と面接により審査を行い、本学大学院委員会が認定の可否を決定します。



［注］性別、【標準２年、長期履修３年、長期履修４年】は、該当するものを選択してください。

入学資格認定審査願書

① 令和　　年　　月　　日

男 ･ 女

看 護 学 研 究 科　　看 護 学 専 攻

年　　月　　日生

氏　　名

聖 徳 大 学 長　 様

希望修業年限

生年月日
昭和
平成

現 住 所

電　　話 -　　　　-

写　真　欄

１．上半身脱帽正面背景なし

２．縦 4cm 横 3cm 枠なし

３．最近 3 ヶ月以内撮影

４．カラー、白黒どちらも可

５．裏面に氏名を記入のこと

６．全面のりづけのこと

　令和５年度聖徳大学大学院修士課程への出願にあたり、入学資格「大学院において、

個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者」の

認定を受けたいので、必要書類を添えて提出します。

希望修業年限

標準２年

長期履修３年

長期履修４年





履歴書（入学資格認定審査用）

②  （表） 令和　　年　　月　　日

聖徳大学大学院看護学研究科修士課程

年　　月　　日生

[令和 5年 4月 1日で満　　歳]

ア．履歴書

昭和
平成

自宅電話
携帯電話
Ｆ Ａ Ｘ

〒

※大学で記入フリガナ

氏　　名

生年月日

現 住 所

勤務先名

学　　歴

職　　歴

（病院内異動

も含み詳細

に記入）

免許・資格等

職　位

外国籍
（該当者のみ）

男
・
女

-　　　　-
-　　　　-
-　　　　-

高等学校卒業年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

年　　月～ 　　年　　月

学歴、免許・資格等及び職歴欄は、令和 5 年 3 月 31 日までの予定（見込み）を含めて空白期

間のないように記入してください。

外国において学校教育を受けた人は、任意の別紙に初等教育（小学校）からの学歴（入学・卒業） 

も記入して提出してください。その他、欄内に書ききれない場合も任意の別紙に記載のこと。

免許・資格等については、その事実を証明する書類、資料を提出してください。

1.

2.

3.

［注］



②  （裏） 聖徳大学大学院看護学研究科修士課程

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

年　月～ 　　年　月

イ．臨床実績

年　月 内　容（院内各種委員会、院内研究活動を含む）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

ウ．各種研修等の受講歴（教育・管理研修等含む）

年　月 事　項

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

エ．学会等の業績

年　月 内　容
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