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事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

 「一般選抜」の出願資格
別選抜」の志願

 該当者は，次のとおり⼿続を⾏うこと。
 

1. 事前審査申請書
 秋季入試
 春季入試

 
2. 提出書類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。
 

3. 提出先・問合せ先
   学生募集要項

なお，郵送については，角
と記入し，書類を封入すること。

 
4. 審査結果の通知
   審査の結果は，出願期間前までに書面にて通知する。

 
5. 審査結果通知後の留意点

    ・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて
         のうち，事前審査時に提出済み
         し）を添えて提出すること。
    ・受験科目審査の結果，
     は，改めて

     以外の出願書類に

１）一般選抜 
（６） 大学に

本学大学院において
（７）本学大学院において、個別の入学資格審査により

学⼒があると認めた者で，

2）社会人特別選抜
社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

  することができる。
 
なお，審査の結果，

 できない。 

①事前審査申請書
②卒業（修了・在学）証明書

③成績・単位修得証明書

⑥免許書の写し

⑤研究業績内容

④履修基準、授業科目表等

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

「一般選抜」の出願資格(
」の志願者については受験科目審査

該当者は，次のとおり⼿続を⾏うこと。

事前審査申請書類提出期間
秋季入試 2019 年
春季入試 2020 年

提出書類 

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

提出先・問合せ先 
学生募集要項「Ⅳ 出願書類」の提出先及び問合せ先と同じ。
なお，郵送については，角

と記入し，書類を封入すること。

審査結果の通知 
審査の結果は，出願期間前までに書面にて通知する。

審査結果通知後の留意点
・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて

のうち，事前審査時に提出済み
添えて提出すること。

受験科目審査の結果，
は，改めて学生募集要項
以外の出願書類に受験科目通知書

 出願資格審査について
大学に 3 年以上在学し，⼜は外国において学校教育における

本学大学院において
本学大学院において、個別の入学資格審査により

学⼒があると認めた者で，

）社会人特別選抜 受験科目審査について
社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

することができる。 

審査の結果，代替措置
 

①事前審査申請書
②卒業（修了・在学）証明書

③成績・単位修得証明書

⑥免許書の写し

⑤研究業績内容

④履修基準、授業科目表等

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

(６)⼜は(7)に該当する者
者については受験科目審査

該当者は，次のとおり⼿続を⾏うこと。

提出期間 
年 8 月 30 ⽇（⾦）〜
年 1 月 10 ⽇（⾦）〜

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

出願書類」の提出先及び問合せ先と同じ。
なお，郵送については，角 2（24cm

と記入し，書類を封入すること。 

審査の結果は，出願期間前までに書面にて通知する。

審査結果通知後の留意点 
・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて

のうち，事前審査時に提出済みである
添えて提出すること。 

受験科目審査の結果，「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」
学生募集要項「Ⅳ 出願書類

受験科目通知書

審査について 
年以上在学し，⼜は外国において学校教育における

本学大学院において，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
本学大学院において、個別の入学資格審査により

学⼒があると認めた者で，22 歳に達したもの

受験科目審査について
社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

代替措置が認められない者は，社会⼈特別選抜での出願は

本学所定の用紙【様式4】
②卒業（修了・在学）証明書 最終学歴の卒業（修了・在学）証明書
③成績・単位修得証明書 最終学歴の成績・単位修得証明書

在学する大学・学部等の履修基準，授業科目
表等
既に発表している著書・論⽂の「業績表」
【様式⾃由】と,著書・論⽂の写し
看護師・保健師・助産師の免許を有する者は,
その免許証の写し

提出書類等

④履修基準、授業科目表等

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

に該当する者（注１）

者については受験科目審査（注２）を出願前にそれぞれ⾏う。
該当者は，次のとおり⼿続を⾏うこと。 

⽇（⾦）〜 201
⽇（⾦）〜 2020

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

出願書類」の提出先及び問合せ先と同じ。
24cm×33.2cm

審査の結果は，出願期間前までに書面にて通知する。

・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて
である (ｲ)(ｳ)(

「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」
出願書類」のうち，事前審査時に提出済

受験科目通知書（写し）を添えて提出すること。

 
年以上在学し，⼜は外国において学校教育における

，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
本学大学院において、個別の入学資格審査により

歳に達したもの

受験科目審査について 
社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

が認められない者は，社会⼈特別選抜での出願は

本学所定の用紙【様式4】
最終学歴の卒業（修了・在学）証明書
最終学歴の成績・単位修得証明書
在学する大学・学部等の履修基準，授業科目

既に発表している著書・論⽂の「業績表」
【様式⾃由】と,著書・論⽂の写し
看護師・保健師・助産師の免許を有する者は,
その免許証の写し

提出書類等

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について
（注１）については出願資格審査を，
出願前にそれぞれ⾏う。

2019 年 9 月   6
20 年 1 月 17

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

出願書類」の提出先及び問合せ先と同じ。
33.2cm）の封筒の表面に

審査の結果は，出願期間前までに書面にて通知する。 

・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて
)(ｴ) 以外の出願書類に

「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」
」のうち，事前審査時に提出済

添えて提出すること。

年以上在学し，⼜は外国において学校教育における
，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

本学大学院において、個別の入学資格審査により
歳に達したもの 

社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

が認められない者は，社会⼈特別選抜での出願は

本学所定の用紙【様式4】
最終学歴の卒業（修了・在学）証明書
最終学歴の成績・単位修得証明書
在学する大学・学部等の履修基準，授業科目

既に発表している著書・論⽂の「業績表」
【様式⾃由】と,著書・論⽂の写し
看護師・保健師・助産師の免許を有する者は,

看護研究科
 

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

については出願資格審査を，
出願前にそれぞれ⾏う。 

6 ⽇（⾦）（締切⽇必着）
7 ⽇（⾦）（締切⽇必着）

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

出願書類」の提出先及び問合せ先と同じ。 
）の封筒の表面に「事前審査申請書在中」

・出願資格審査の結果，出願資格が認められた場合は，改めて学生募集要項
以外の出願書類に出願資格認定証（写

「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験が認められた場合
」のうち，事前審査時に提出済みである

添えて提出すること。 

年以上在学し，⼜は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し，
，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

本学大学院において、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

社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

が認められない者は，社会⼈特別選抜での出願は

●
最終学歴の卒業（修了・在学）証明書 ●

●
在学する大学・学部等の履修基準，授業科目

既に発表している著書・論⽂の「業績表」

看護師・保健師・助産師の免許を有する者は, ●

(6)

●

一般選抜
出願資格

●

安⽥⼥⼦大学大学院
看護研究科 博士前期課程

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について

については出願資格審査を，「社会⼈特
 

⽇（⾦）（締切⽇必着） 
⽇（⾦）（締切⽇必着） 

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。

「事前審査申請書在中」

学生募集要項「Ⅳ 出願書
出願資格認定証（写

が認められた場合
みである(ｲ)(ｳ)(

年の課程を修了し，
，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者 

大学を卒業した者と同等以上の

社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望

が認められない者は，社会⼈特別選抜での出願はできない。

社会⼈
特別選抜

「⼩論⽂」
受験

● ● ●
● ● ●
● ● ●

● ● ●

(6) (7)

● ●

一般選抜
出願資格

●

●

安⽥⼥⼦大学大学院 
博士前期課程 

事前審査（出願資格審査及び社会人特別選抜受験科目審査）について 

社会⼈特

 
 

※婚姻等の理由により，⽒名が各種証明書と異なる場合は，⼾籍抄本等を提出すること。 

「事前審査申請書在中」 

出願書類」 
出願資格認定証（写 

が認められた場合 
)(ｴ)(ｵ) 

年の課程を修了し，
 

大学を卒業した者と同等以上の

社会⼈特別選抜の志願者は，筆記試験「外国語」の試験に代えて「⼩論⽂」での受験を希望 

できない。 

社会⼈
特別選抜

「⼩論⽂」
受験
●
●
●

●

●

 
 


