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インターネット出願

一般入学試験
前期日程（A 日程・B 日程・Ｃ日程）

後期日程

実施学部・学科と募集人員

安田女子大学

学　部 学　科
募集人員

前期日程 後期日程

文 学 部

日本文学科 35名 5名

書道学科 5名 3名

英語英米文学科 40名 5名

教 育 学 部 児童教育学科 75名 5名

心 理 学 部
現代心理学科 25名 3名

ビジネス心理学科 25名 3名

現代ビジネス学部
現代ビジネス学科 45名 5名

国際観光ビジネス学科 35名 5名

家 政 学 部

生活デザイン学科 45名 5名

管理栄養学科 55名 5名

造形デザイン学科 35名 3名

薬 学 部 薬学科 35名※ 5名

看 護 学 部 看護学科 65名 5名

※.授業料減免生枠15名を含む。

安田女子短期大学

学　科
募集人員

前期日程 後期日程

保 育 科 4名 2名

学外試験会場あり
  ※前期B・前期Cのみ

併願
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◆�募集学科・日程・試験会場
区分 学　部 学　科 出願期間 入学試験日/試験会場※2 合格発表 入学手続締切日

大学

文学部

日本文学科

インターネット出願※1 

2019年
　.1.月..7.日（月）
〜 1.月23日（水）

＊.最終日の出願登録は
　.18：00まで、
　.検定料決済は
　.23：59まで
　.（提出書類は最終日
　.消印有効）

［前期A日程］
2019年
　２.月.１.日（金）

本　学

［前期B日程］
2019年
　２.月.３.日（日）

本　学
米　子
小　倉
長　崎

［前期C日程］
2019年
　２.月.4.日（月）

本　学
松　江
岡　山
福　山
山　口
松　山
高　知
福　岡
大　分
熊　本
鹿児島
那　覇

＊.全日程併願可能

2019年
　２.月14日（木）

［一次］
2019年
　.2.月22日（金）

［二次］
2019年
　.３.月22日（金）

＊.金融機関の窓口で
　.払い込みをお願い
　.します。

書道学科

英語英米文学科

教育学部 児童教育学科

心理学部
現代心理学科

ビジネス心理学科

現代ビジネス学部
現代ビジネス学科

国際観光ビジネス学科

家政学部

生活デザイン学科

管理栄養学科

造形デザイン学科

薬学部 薬学科

看護学部 看護学科

短期大学 保育科

※1..インターネット出願の詳細については、48ページから61ページおよび本学ホームページ（随時更新）を参照してください。
※2.試験会場の詳細については、63ページから68ページを確認してください。

◆�出願資格
入学を志願することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する女子とする。

（1）.高等学校または中等教育学校を卒業した者および2019年３月卒業見込みの者。
（2）.通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019年３月修了見込みの者。
（3）..学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者および2019年３月31日まで

にこれに該当する見込みの者。

◆�試験時間割
時　限 時　間 試験教科・科目

１時限 .９.：20 〜 10：20（60分）. 理　科

2時限 11：00〜 12：00（60分）. 英　語

3時限 13：20〜 14：20（60分）. 国　語

4時限 15：10〜 16：10（60分） 数　学

 一般入学試験［前期日程］
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◆�文学部（日本文学科・書道学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【必須】 国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）. 100点

計200点【選択】
１教科

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

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）

※..書道学科においては、別途書道実技【５段階評価】を課す。実技試験の答案（提出作品）はあらかじめ作成を済ませ、半紙臨書作品３点を試験当日持参し、
国語試験終了時に作品を提出すること。（作品には記名しないこと）試験会場での実技試験は行わない。臨書作品全３点の出題範囲は下表のとおり。
《書道実技出題範囲》

種　類 出題範囲 用紙

作品1 楷書 「九成宮醴泉銘」臨書　4〜 6字（選択個所随意） 漢字用半紙

作品2 行書 「蘭亭序」臨書　4〜 6字（選択個所随意） 漢字用半紙

作品3 仮名 「高野切第三種」臨書　和歌一首程度（選択個所随意）. 仮名用半紙

◆�文学部（英語英米文学科）、現代ビジネス学部（国際観光ビジネス学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【必須】 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

計200点【選択】
１教科

国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）
100点

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）

◆�教育学部（児童教育学科）、看護学部（看護学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【選択】
3教科

理　　科
①「化学および生物」：化学基礎・生物基礎..
②「化学」：化学基礎・化学※１　　　　　.　　①〜③から１つ選択
③「生物」：生物基礎・生物※２　　　　　　　　｝

各100点 計300点英　　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
国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）

※1..「基礎を付していない」化学の出題範囲は、「物質の変化と平衡、無機物質の性質と利用、有機化合物の性質と利用」とする。
※2..「基礎を付していない」生物の出題範囲は、「生殖と発生、生物の環境応答」とする。

◆�心理学部（現代心理学科・ビジネス心理学科）、現代ビジネス学部（現代ビジネス学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【選択】
2教科

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
各100点 計200点国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）

◆�家政学部（生活デザイン学科・造形デザイン学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【選択】
2教科

理　　科 「化学および生物」：化学基礎・生物基礎

各100点 計200点
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
国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）
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◆�家政学部（管理栄養学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【選択必須】 理　　科
①「化学および生物」：化学基礎・生物基礎...｝②「化学」：化学基礎・化学※１　　　　　.　　①〜③から１つ選択
③「生物」：生物基礎・生物※２

100点

計300点
【選択】
２教科

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
各100点国　　語 国語総合（現代文・古文）・現代文B・古典B（漢文は含まない）

数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）

※1..「基礎を付していない」化学の出題範囲は、「物質の変化と平衡、無機物質の性質と利用、有機化合物の性質と利用」とする。
※2..「基礎を付していない」生物の出題範囲は、「生殖と発生、生物の環境応答」とする。

◆�薬学部（薬学科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【必須】

理　　科 「化学」：化学基礎・化学※

各100点 計300点英　　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
数　　学 数学.Ⅰ・数学A（場合の数と確率・図形の性質）・数学.Ⅱ

※..「基礎を付していない」化学の出題範囲は、「物質の変化と平衡、無機物質の性質と利用、有機化合物の性質と利用」とする。

〈授業料減免制度について（薬学部薬学科のみ）〉
【対象入試】一般入試前期日程［Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程］

【対象者】各日程につき５名（計15名）を授業料減免生枠とする。.
なお、認定にあたっては、大学入試センター試験利用入試［薬学部薬学科特待生選抜］と併願し、特待生として認定された
者を除く。

【内　　容】・授業料減免生の入学後６年間の授業料は年間100万円とする（入学料、施設設備費、諸費等は別途必要）。
・入学後、学生の本分および学則を守り、成績が本学の定める基準（上位50％以内等）を満たす必要がある。
・成績基準の確認は、１年次から５年次まで、毎年度末の成績確定後に行う。基準を満たさない場合は、.
...次年度から授業料減免生資格を失う。

【通知方法】対象者本人宛に合格通知と併せて郵送で通知する。

【授業料等】授業料等諸納付金に関する詳細は、72ページを参照すること。

※..大学入試センター試験利用入学試験［前期日程］においても、授業料減免制度があります。詳細は、39ページを参照してください。

◆�短期大学（保育科）
必須/選択教科数 教科・科目名 出題範囲 配点

【必須】
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

各100点 計200点
国　　語 国語総合（現代文）

◆�選抜方法
（1）.学力試験、書道実技（書道学科のみ）、調査書を資料として総合的に判定する。
（2）.前期Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程の募集人員は、日程ごとの志願者数に応じて前期日程の募集人員を按分する。
（3）.前期Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程の合否判定は、それぞれ別に行う。
（4）.選択必須科目および選択科目間の難易差による有利・不利をなくすために、「中央値補正法」により得点調整を行う。

 一般入学試験［前期日程］
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◆�入学検定料
15,000円

◆�追加合格について
合格者の入学手続状況により欠員が生じた学科については、追加合格者を決定し連絡することがある。なお、追加合格の予定・時期等に
関する問い合わせには、一切応じない。


