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 個人情報の取扱いについて
本学では、皆さまの大切な個人情報を保護するため、個人情報保護法および関連ガイドライン等に基づ
き、個人情報保護委員会を設け、「個人情報保護方針」を定め、これを遵守しています。出願された方
の個人情報は、厳重かつ適切な管理のもと、入学試験にかかわる受験票や合否通知の発送、事務連絡、
入学試験の結果判定、入学手続きの案内と確認、出身校への連絡、新入生の受入準備等にのみ使用され、
無断でこの目的以外に使用または第三者に開示、提供されることはありません。

●お問い合わせ先
滋慶医療科学大学　個人情報保護委員会
〒532-0003　大阪市淀川区宮原1-2-8
TEL：06-6394-1617　　E-mail：info@juhs.ac.jp

 入試の最新情報について
入試に関する情報（入試スケジュールや試験会場等）については、様々な情勢により変更する場合があ
ります。
最新の情報については、本学のホームページで確認してください。
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2022年 2023年

7・8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
【参考】［AO入試セミナー］ 開催日 7/24（日）、7/31（日）

8/7（日）、8/20（土）、8/28（日） 9/10（土）

総合型選抜（AO）入試
≪セミナー参加型≫
≪特別選抜型≫

A日程 出願期間9/1（木）〜9/12（月）
試験日9/18（日）

合格発表11/1（火）
1次手続11/10（木）締切
2次手続11/25（金）締切

B日程 出願期間9/14（水）〜9/26（月） 試験日10/2（日） 合格発表11/1（火）
1次手続11/10（木）締切
2次手続11/25（金）締切

C日程 試験日10/15（土）
合格発表11/1（火）

1次手続11/10（木）締切
2次手続11/25（金）締切

総合型選抜（AO）入試
≪基礎考査型≫

Ⅰ期 出願期間12/7（水）〜12/19（月）
試験日12/24（土）
合格発表日12/28（水）

1次手続1/13（金）締切
2次手続1/27（金）締切

Ⅱ期 出願期間3/13（月）〜3/22（水）
試験日3/24（金）　合格発表日3/28（火）
1次手続、2次手続3/31（金）締切

学校推薦型選抜入試

Ⅰ期 出願期間11/1（火）〜11/8（火）
試験日11/12（土）、11/13（日）
（いずれか1日を選択）

合格発表12/1（木）
1次手続12/9（金）締切
2次手続12/23（金）締切

Ⅱ期 出願期間12/1（木）〜12/12（月）
試験日12/17（土）、12/18（日）（いずれか1日を選択）

合格発表12/23（金）

1次手続1/10（火）締切
2次手続1/24（火）締切

Ⅲ期 出願期間1/6（金）〜1/16（月）
試験日1/22（日）、
合格発表1/27（金）

1次手続2/7（火）締切
2次手続2/21（火）締切

一般選抜入試
Ⅰ期 出願期間1/10（火）〜1/27（金） 試験日2/3（金）

合格発表2/10（金）
1次手続2/17（金）締切

2次手続3/3（金）締切

Ⅱ期 出願期間2/20（月）〜3/2（木） 試験日3/6（月）、合格発表3/13（月）
1次手続3/20（月）締切
2次手続3/31（金）締切

大学入学共通テスト
利用選抜入試

Ⅰ期 出願期間1/16（月）〜2/3（金） 合格発表2/14（火）
1次手続2/21（火）締切

2次手続3/7（火）締切

Ⅱ期 出願期間
2/20（月）〜3/3（金）

合格発表3/13（月）
1次手続3/20（月）締切
2次手続3/31（金）締切

【参考】
指定校推薦選抜入試・	
工業系特別選抜入試（※）

Ⅰ期 出願期間11/1（火）〜11/8（火）
試験日11/12（土）（工業系特別推薦選抜）
試験日11/13（日）（指定校推薦選抜）

合格発表12/1（木）
1次手続12/9（金）締切
2次手続12/23（金）締切

Ⅱ期 出願期間12/1（木）〜12/12（月）
試験日12/17（土）
合格発表12/23（金）

1次手続1/10（火）締切
2次手続1/24（火）締切

※�指定校推薦選抜入試及び工業系特別選抜入試は、本学が対象校とした高校に限ります。出願要件等は対象校に別途案内します。推薦枠の有無につきまし　　　ては、在学されている高等学校の進路担当の先生にお問い合わせください。

出願期間9/28（水）〜10/11（火）
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2023 年度入試スケジュール
出願期間に気を付けて余裕をもって出願してください。

	出願上の注意
	 １．	本要項「出願について（ネット出願）」（P12）を確認し、出願登録を完了させ、入力漏れや出願書類の不足などがないかを確

認してください。
	 ２．	出願登録を完了していても、入学検定料の未払いや出願書類（調査書や推薦書等）が届かない場合は出願とみなされないので、

手続きに遺漏のないように留意してください。
	 ３．	出願書類（調査書や推薦書、受験票返送用封筒など）は出願期間内に本学所定の「出願書類用封筒」に入れ、簡易書留で郵送

してください（出願期間内に必着）。
	 ４．	いったん受理した出願書類及び入学検定料は、理由の如何に関わらず返還できません。
	 ５．	出願手続きについて不明な点がある場合は、本学入試事務局（TEL：06-6394-1617）までお問い合わせください。	

（日曜・祝日は除きます。）

	入学検定料・支払方法
入学検定料 入試区分 入学検定料

総合型選抜（AO)入試
30,000円学校推薦型選抜入試

一般選抜入試
大学入学共通テスト利用入試 15,000円

支 払 方 法／クレジットカード決済、コンビニエンスストア決済（P12参照）

※	新型コロナウイルス感染症等の今後の
拡大状況によって、選考日程及び選抜
方法等が変更になる場合があります。	
変更する際は、本学ホームページ等で
公表いたします。
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総合型選抜（AO）入試
≪特別選抜型≫

	出願資格
	 次の（1）〜（3）の条件を満たす方
	 ⑴	AO入試セミナーに参加しその修了証を取得した方。
	 ⑵	次の a）〜 c）のいずれかに該当する方。
	 　　a）		高校等においてクラブをおおむね２年以上にわたり、最終学年の活動終期まで継続して活動した方（現在、活動中

の方を含む）。
	 　　b）	工業系の高校等や学科・専攻等に在学した方（現在、在学中の方を含む）。
	 　　c）	ご家族（３親等以内の親族）の中に、医療系国家資格を有し医療機関に勤務経験がある人がおられる方。
	 ※�a）〜c）に該当するか否かについてあらかじめ確認したい方は、本学入試事務局（TEL：06-6394-1617）にお問い合わせください。

	 ⑶	次の①〜③のいずれかに該当する方。
	 	 ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、及び 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、及び 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、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方、	

及び 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。
� ※�学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務局に

お問い合わせください。

	選考方法
区分 選考項目 配点 総点 内容 試験時間

各日程
共通

AO入試セミナーでの
面談・小論文 200点

300点

７ページで説明するAO入試セミナー
における面談、小論文を総合的に評価 ─

個人面接 60点 10分程度 10:00〜

志望理由書 40点 ネット出願サイトより本学所定の	
フォーマットに入力 ─

	 ●試験会場：新大阪キャンパス（大阪市淀川区宮原 1-2-8）
	 ●開門時間：9:00
	 ●着　　席：9:50

Point●�一定の条件を満たす方であって、７～ 9月に開催するAO入試セミナーに１回参加し、修了証を取得する
ことにより出願資格を得ることができます。
　�AO入試セミナーの受講に関しては、特に専願ではありません。以下により出願する際には専願となり、�
他大学との併願はできません。

● �AO入試セミナーに関しては、７ページをご覧ください。

	 募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

A日程

12名

2022年	9月1日（木）〜	
9月12日（月）

2022年
9月18日（日）

2022年
11月1日（火）

2022年
11月10日（木）

2022年
11月25日（金）B日程 2022年	9月14日（水）〜	

9月26日（月）
2022年
10月2日（日）

C日程 2022年	9月28日（水）〜	
10月11日（火）

2022年
10月15日（土）

	出願資格
	 AO入試セミナーに参加しその修了証を取得し、かつ、次の①〜③のいずれかに該当する方。
	 ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、及び 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、及び 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、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方、	

及び 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方
� ※	学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務局に

お問い合わせください。

	選考方法
区分 選考項目 配点 総点 内容 試験時間

各日程
共通

AO入試セミナーでの
課題等 200点

300点

７ページで説明するAO入試セミナー
における課題、面談、小論文を総合的
に評価

─

個人面接 60点 10分程度 10:00〜

志望理由書 40点 ネット出願サイトより本学所定の	
フォーマットに入力 ─

	 ●試験会場：新大阪キャンパス（大阪市淀川区宮原 1-2-8）
	 ●開門時間：9:00
	 ●着　　席：9:50

Point●�７～ 9月に開催するAO入試セミナーに２回参加し、修了証を取得することにより出願資格を得ることが
できます。AO入試セミナーの受講に関しては、特に専願ではありません。以下により出願する際には専願
となり、他大学との併願はできません。
● �AO入試セミナーに関しては、７ページをご覧ください。

	募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

A日程

8名

2022年	9月1日（木）〜	
9月12日（月）

2022年
9月18日（日）

2022年
11月1日（火）

2022年
11月10日（木）

2022年
11月25日（金）B日程 2022年	9月14日（水）〜	

9月26日（月）
2022年
10月2日（日）

C日程 2022年	9月28日（水）〜	
10月11日（火）

2022年
10月15日（土）

専願 専願総合型選抜（AO）入試
≪セミナー参加型≫
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		出願資格
	 次の①〜③のいずれかに該当する方。
	 ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、及び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、及び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、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方、	

及び2023年3月31日までにこれに該当する見込みの方。
� ※�学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務局に

お問い合わせください。

		選考方法
	 A方式、B方式のいずれで受験するのかを、出願時に選択します。

区分 選考項目 配点 総点 内容 試験時間

A方式 小論文
100点

200点

800字以内
テーマ型（ただしテーマに関する簡潔な文章
や資料を読ませることはあり得る。テーマの
分野は必ずしも「医療」関連とは限らない） 10:00〜11:00

B方式 学力試験 数学Ⅰ・A（場合の数と確率、及び図形の性質
の「空間図形」は除く）

Ａ方式・
Ｂ方式
共通

個人面接 60点 10分程度 11:15〜

志望理由書 40点 ネット出願サイトより本学所定のフォーマッ
トに入力 －

	 ●試験会場：新大阪キャンパス（大阪市淀川区宮原 1-2-8）
	 ●開門時間：9:00
	 ●着　　席：9:50

総合型選抜（AO）入試≪セミナー参加型≫と総合型選抜（AO）入試≪特別選抜型≫は、次により開催されるAO入試セミナーに
参加し、そこで提示される課題等を修了し、AO入試セミナーの修了証を獲得することにより出願資格を得ることができます。

		出願までの流れ
◆総合型選抜（AO）入試 ≪セミナー参加型≫

セミナーⅠに
参加、課題修了 〉 セミナーⅡに

参加、課題修了 ＝ 出願資格を
取得 〉 9月1日～

出願

◆総合型選抜（AO）入試 ≪特別選抜型≫

出願資格（2）該当の方※

⇒セミナーⅠは不要 〉 セミナーⅡに
参加、課題修了 ＝ 出願資格を

取得 〉 9月1日～
出願

� ※6ページの「出願資格」の（2）に該当する方が対象です。

		AO入試セミナーの概要
【セミナー開催日】 セミナーⅠ、セミナーⅡは同日開催

	 7/24（日）、7/31（日）、8/7（日）、8/20（土）、8/28（日）、9/10（土）

【セミナーの内容】（概要）
★セミナーⅠ
次のいずれかの区分を選択し、その講義・実技を受講後、課題解答等を行う。
①基本型：主に数学をベースとして思考力等を測るような課題を題材とする。
②工学型：工学をベースとして知識・技能や思考力等を測るような課題を題材とする。
③文理融合型：文章や資料の読解をベースとして基本的な数的思考能力を測るような課題を題材とする。
※�いずれも単純な知識等を問うものではなく、与えられた題材に応じた思考力等を評価することとしており、事前の準備、学習等は必要ありません。�
評価は、講義・実技の受講態度や課題解答等を総合的に評価します。

★セミナーⅡ
1）	セミナーⅠで「修了」の評価を得た方、総合型選抜（AO）入試≪特別選抜型≫の出願資格を持つ方が受講可。
2）		セミナーⅠにおける課題解答等の内容、又は総合型選抜（AO）入試≪特別選抜型≫の出願資格等に応じて面談を実施、
かつ臨床工学技士をテーマとする小論文（500字程度）の作成に取り組む。

※評価は、面談及び小論文を総合的に評価します。

セミナーⅡで修了の評価を得た方に、AO入試セミナー修了証を交付します。
　⇒		総合型選抜（AO）入試≪セミナー参加型≫、又は総合型選抜（AO）入試≪特別選抜型≫ の	

出願資格を得ることになります。

Point●�この入試では、A方式（小論文と面接）又はB方式（学力試験（数学Ⅰ・A）と面接）のいずれかにより受験する
ことができます。A方式、B方式のいずれで受験するのかを、出願時に選択していただきます。
●�専願制のため、他大学との併願はできません。

	募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

Ⅰ期 ２名 2022年	12月7日（水）〜	
12月19日（月）

2022年
12月24日（土）

2022年
12月28日（水）

2023年
1月13日（金）

2023年
1月27日（金）

Ⅱ期 ２名 2023年	3月13日(月)〜	
3月22日(水)

2023年
3月24日（金）

2023年
3月28日（火） 2023年3月31日（金）

AO入試セミナーについて 総合型選抜（AO）入試
≪基礎考査型≫

専願
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	出願資格
	 次の①〜③のいずれかに該当し、高等学校長の推薦を受けられる方。
	 ①高等学校もしくは中等教育学校を 2022年 3月に卒業した方、及び 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 2022年 3月に修了した方、及び 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、高等学校卒業と同等以上の学力があると 2022 年 3月に認められた方、	

及び 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。
	 ※	学校教育法施行規則第 150条第 7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務

局にお問い合わせください。

	 選考方法
選考項目 配点 総点 内容 試験時間

学力試験 100点

200点

数学Ⅰ・A
（図形の性質の「空間図形」は除く） 10:00〜11:00

個人面接 60点 10分程度 11:15〜

調査書 40点
全体の評定平均値×4＝20点
総合的な学習の時間の内容・評価、特別活動の記録、	
指導上参考となる諸事項、出欠の記録＝20点

－

	 ●試験会場：新大阪キャンパス（大阪市淀川区宮原 1-2-8）
	 ●開門時間：9:00
	 ●着　　席：9:50

Point
●�学校長の推薦を必要とする入試制度です。
●�出願時に専願／併願が選択できます。

	募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

Ⅰ期
A日程

10名 2022年	11月1日（火）〜	
11月8日（火）

2022年
11月12日（土） 2022年

12月1日（木）
2022年
12月9日（金）

2022年
12月23日（金）

B日程 2022年
11月13日（日）

Ⅱ期
A日程

2名 2022年	12月1日（木）〜	
12月12日（月）

2022年
12月17日（土） 2022年

12月23日（金）
2023年
1月10日（火）

2023年
1月24日（火）

B日程 2022年
12月18日（日）

Ⅲ期 2名 2023年	1月6日（金）〜	
1月16日（月）

2023年
1月22日（日）

2023年
1月27日（金）

2023年
2月7日（火）

2023年
2月21日（火）

※Ⅰ期・Ⅱ期のA日程とB日程は、いずれか１日を選択して受験してください。

学校推薦型選抜入試 専願/併願

	出願資格
	 次の①〜③のいずれかに該当する方。
	 ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、及び 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、及び 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、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方、	

及び 2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの方。
※�学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務局にお
問い合わせください。

	選考方法
	 ３科目型、２科目型のいずれでも、数学は必須科目となります。
	 選択する科目は試験当日の解答時に選択することができます。
	 理科を選択する場合は、生物、化学、物理、理科基礎の中から１科目を選択します。

方式 選考項目 配点 総点 内容 試験時間

3科目型
必須科目 100点 300点 数学 11:00〜12:00
選択科目 200点 国語、英語、理科から2科目選択 13:00〜15:00

２科目型
必須科目 100点×1.5 300点 数学 11:00〜12:00
選択科目 100点×1.5 国語、英語、理科から１科目選択 13:00〜14:00

	 ［出題範囲］	 国　　語：国語総合（古文・漢文を除く）
	 	 英　　語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ（リスニングは実施しない）
	 	 生　　物：生物基礎・生物
	 	 化　　学：化学基礎・化学
	 	 物　　理：物理基礎・物理
	 	 理科基礎：生物基礎、化学基礎、物理基礎の中から2科目を選択（配点は各50点）
	 	 数　　学：数学Ⅰ・A（図形の性質の「空間図形」は除く。）

	 ●試験会場：新大阪キャンパス（大阪市淀川区宮原 1-2-8）
	 ●開門時間：10:00
	 ●着　　席：10:50

Point
● �3科目型（必須科目＋選択2科目）か2科目型（必須科目＋選択1科目）を出願時に選択していただきます。
●�選択科目は、試験日当日の回答時に選択できます。

	募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

Ⅰ期 16名 2023年	1月10日（水）〜	
1月27日（金）

2023年
2月3日（金）

2023年
2月10日（金）

2023年
2月17日（金）

2023年
3月3日（金）

Ⅱ期 4名 2023年	2月20日（月）〜	
3月2日（木）

2023年
3月6日（月）

2023年
3月13日（月）

2023年
3月20日（月）

2023年
3月31日（金）

※いずれの日程でも、「３科目型」と「２科目型」のいずれで受験するのかを、出願時に選択していただきます。

一般選抜入試
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		出願資格
	 次の①〜③のいずれかに該当する方。
	 ①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、及び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、及び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、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方、	

及び2023年3月31日までにこれに該当する見込みの方。
� ※�学校教育法施行規則第150条第7号の規定により、本学の個別入学審査を希望する方は、各出願期間開始日の１カ月前までに本学入試事務局に

お問い合わせください。

		選考方法
本学独自の個別試験は行いません。
以下のうち、「数学＋高得点」の１科目を合否判定に採用します。

教科 科目等 配点 総点

数　学
「数学Ⅰ・A」「数学Ⅱ・B」から1科目選択
（２科目受験の場合は、高得点の科目を採用） 100点

200点理　科

「生物」

高得点の１科目を採用 100点

「化学」

「物理」

「生物基礎」「化学基礎」「物理基礎」から2科目選択

国　語 「国語」（近代以降の文章）

外国語 「英語」（リーディング、リスニング）

※外国語（「英語」）：リーディング100点とリスニング100点の合計200点満点を100点満点に換算します。

Point Point●�「大学入学共通テスト」の成績で評価・判定を行い、本学独自の個別試験は行いません。
●�数学は、数学Ⅰ・A、数学Ⅱ・Bのうち1科目（2科目受験の場合は高得点の科目）の成績を採用します。
●�理科、国語、外国語については、高得点の1科目の成績を採用します。

●�ネット出願は、入学検定料のクレジットカード決済、コンビニエンスストア決済が可能です。
● �24時間、スマートフォン、タブレット、パソコンから出願が可能です。

	募集定員・日程等

日程 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続締切日

1次手続 2次手続

Ⅰ期 3名 2023年	1月16日（月）〜	
2月3日（金）

大学入学
共通テスト
2023年1月
14日（土）15日（日）

2023年
2月14日（火）

2023年
2月21日（火）

2023年
3月7日（火）

Ⅱ期 若干名 2023年	2月20日（月）〜	
3月3日（金）

2023年
3月13日（月）

2023年
3月20日（月）

2023年
3月31日（金）

大学入学共通テスト利用選抜入試 出願について（ネット出願）

［1］出願登録
スマートフォン、タブレット、パソコンで本学ホームページ「入学に関する情報」のネット出願ボタンから、出願登録
を開始してください。画面の指示に従って入力し、「クレジットカード決済」か「コンビニエンスストア決済」からお支
払方法を選択してください。

登録の流れについて

出願内容
の選択 〉受験者情報

の入力 〉その他情報
の入力 〉

入学検定料の
払込方法の 

選択
〉入力内容

の確認 〉出願完了

［2］入学検定料のお支払い方法
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	学費

区分 項目
1年次納付金 2年次以降納付金

（年額）入学手続時（前期） 9月納入（後期） 年額

学費
入学金 200,000円 － 200,000円 －

授業料等※1 700，000円 700，000円 1,400,000円 1,400,000円

合計 900,000円 700,000円 1,600,000円 1,400,000円
※1　授業料等には、授業料、教育充実費（実習費含む）、施設充実費が含まれます。
※２　	以上の学費のほか、諸経費として健康管理費、徴収委託費（学生保険料、校友会費、同窓会費）や、教科書代、資格検定代、	

電気工具費、白衣代等の実費が必要となります。詳細は入学手続きの際にご案内いたします。	
ご参考までに前年度の例は次のとおりです（項目や金額は変更となることがありますのでご留意願います）。

諸経費項目（2022年度の金額） 金額（円）
健康管理費 14,500	
学生保険 5,370	
教科書代 41,880	
資格検定代 10,000	
校友会費 30,000	
終身同窓会費 10,000	
白衣・シューズ代 11,088	
電気工具費 9,757	
安心サポートパック（PC端末関連） 3,000	
プレスクール費 5,000	

合計 140,595

		入学辞退者に係る授業料等の取り扱いについて
	 	本学に合格し授業料等を入金された方が、2023年3月31日（金）正午までに本学への入学辞退の意思表示をされた場合

は、原則として下記の手続きにより授業料（教育充実費、施設充実費を含む）を返金します。入学検定料及び入学金は返
金できませんのであらかじめご了承ください。

	 ［返還手続］	本学所定の入学辞退届に、所定事項を楷書で記入し、本人・保証人の記名捺印をして、郵送してください。
入学辞退届の用紙は、本学入試事務局までご請求ください。	
	送付先：〒532-0003　大阪市淀川区宮原1-2-8　滋慶医療科学大学	入試事務局

学費［3］提出書類の送付と受験票について
その他の必要な提出書類については、下記の「［４］提出書類について」をご参照いただき、「出願書類用封筒」に一括
同封し、簡易書留で郵送してください。なお、試験日の出願期間内に必着でお送りください。

●写真について
　写真は、正面上半身、脱帽、無背景で3カ月以内に撮影したものを次によって提出してください。
　　画像データでお持ちの場合：写真のデータを出願登録の画面に従ってアップロードしてください。
　　画像データでお持ちでない場合：写真３枚を、裏面に氏名を記載の上、出願書類用封筒に同封し、郵送してください。

［4］提出書類について

提出書類等
総合型
選抜
(AO)

学校
推薦型
選抜

一般
選抜

大学入学	
共通テスト
利用選抜

備考

入学願書 ○ ○ ○ ○
ネット出願サイトより出願登録してください。

受験票・受験台帳 ○ ○ ○ ○

推薦書 ○
ネット出願サイトよりダウンロードし、A4(タテ)で印刷
した用紙により出身学校長が作成したもの
（発行日より3カ月以内のもの・開封無効）

調査書 ○ ○ ○ ○
出身高等学校で作成し、学校長が証明したもの。
(発行日より3カ月以内のもの・開封無効)
※	卒業後の年数経過により発行ができない場合は、「成績証
明書」を提出してください(発行日より3カ月以内のもの)。

卒業証明書 ○ ○ ○ ○
高等学校卒業見込み者は卒業後に、高等学校卒業者は出願
時に提出してください。
※	大学、短期大学、専門学校を卒業されている方も、出身
高等学校の卒業証明書を提出してください。

志望理由書 ○ ネット出願サイトより入力してください。

大学入学
共通テスト
成績請求票

○
大学入試センターから交付された「令和５年共通テスト	
成績請求票」（私立大学・公私立短期大学用）１枚を出願書
類用封筒に同封してください。

受験票返送用	
封筒・切手 ○ ○ ○ ○

本人住所・氏名を記入してください。
本学が受験生宛に簡易書留で返送することを考慮し、
所定料金（404円）の郵便切手を必ず貼付してください。

写真３枚 △ △ △ △
データで写真（正面上半身、脱帽、無背景で3カ月以内に
撮影したもの）を提出できない場合は、裏面に氏名を記載
の上、出願書類用封筒に同封してください。

※「卒業証明書」とは、卒業証書を授与されたことを証明するための書類のことです。卒業証書のコピーでの代用はできません。

		志望理由書の下書きについて
出願開始前に下書きをすることができます。本学ホームページの「入試情報」の「総合型選抜（AO）入試」のページから、	
下書き用のシートをダウンロードすることができますので、事前に作成しておきたい方はご利用ください。



15 16

�各制度とも収入金額等の条件があり、希望者全員に貸与・給付されるわけではありませんのでご留意ください。
詳細は本学入試事務局（TEL：06-6394-1617）までお問い合わせください。

［1］ 高等教育の修学支援新制度（日本学生支援機構給付型奨学金及び授業料等減免）
� �高等教育の修学支援新制度は、2020年度から実施の「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく新たな修学支

援制度で、①日本学生支援機構が支給する返還義務のない「給付型奨学金」と ②「入学金と授業料の減免」をあわせて
支援する国の制度です。本学はその対象校としての認定を受けています。支援対象者は「住民税非課税世帯」及び「住
民税非課税世帯に準ずる世帯」の学生であり、加えて学業成績及び学習意欲に関する要件があります。

� 支援額は世帯収入に応じた３段階となっており、具体的に下表のとおりです。

区分
入学金

（減免額）
授業料

（減免額）

給付型奨学金（月額）
（日本学生支援機構より給付）

自宅生 自宅外生

第Ⅰ区分 約260,000円 約700,000円 　�38,300円
　　�（42,500円）※1 　�75,800円

第Ⅱ区分 （第Ⅰ区分の３分の２の額）

第Ⅲ区分 （第Ⅰ区分の３分の１の額）

※1：生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は、カッコ内の金額となります。
※世帯収入（年収）の目安：第Ⅰ区分：～ 270万円（住民税非課税世帯）、第Ⅱ区分：～ 300万円、第Ⅲ区分：～ 380万円

［2］ 日本学生支援機構
� �現役高校生の方は、在学中に申し込むことができる予約採用制度があります。在籍する高等学校にご確認ください。

在学採用の概要 第一種 第二種

申込資格
高等学校最終2カ年または専修学校高等課程最
終2カ年の成績の平均が3.2以上で経済的理由に
より修学が困難な者

勉強意欲があり、経済的理由により修学が
困難な者

手続方法 入学後の奨学金説明会にて申し込み用紙配付

種　　類 貸　与

内
　
容

金　　額
自宅通学：月額20,000円～54,000円から選択
自宅外通学：月額２０，０００円～64,000円から選択
※最高月額を選択する場合は、別途条件あり

月額�20,000円～１２０，０００円
（10,000円刻み）

利　　息 無利子 有利子（上限3.0％）

返還方法
卒業後、9～14年以内に、月賦または月賦・半年賦
併用で返還
（返還期間は貸与総額による）

卒業後、9～20年以内に、月賦または月賦・
半年賦併用で返還
（返還期間は貸与総額による）

［3］ 大阪滋慶育英会（給付制・返還義務なし）
� �合格時点で受験生本人またはご家族が、本学または大阪滋慶学園の姉妹校に在籍または卒業している方を対象に、奨学

金100,000円を支給。
姉妹校� 大阪医療技術学園専門学校� 大阪ハイテクノロジー専門学校� 大阪保健福祉専門学校�
� 大阪医療福祉専門学校� 大阪医療看護専門学校� 出雲医療看護専門学校�
� 鳥取市医療看護専門学校� 美作市スポーツ医療看護専門学校� 東洋医療専門学校�
� 新大阪歯科技工士専門学校� 新大阪歯科衛生士専門学校� 滋慶学園高等学校�

奨学金等について
入試の結果は、結果発表日の10:00にオンライン上で照会できます。また、封書でも結果通知書と関係書類を結果発表日に

発送します（お手元に届くのには数日かかります）。

※追加合格について
合格者の手続き状況により欠員が生じる場合、追加合格を発表する場合があります。追加合格の発表は、出願時に登録され

た電話番号へお電話にてご連絡いたします。

合否結果の通知について

本学への入学前に大学・短期大学・専門学校等で修得した単位について、本学の教育内容に照らして相当と認められる場合、
本学で修得したものとみなすことができます。申請方法や認定基準については、合格後に案内させていただきます。内容をご
確認の上、該当する方については、期日までに必ず手続きを行ってください。

既修得単位の認定について

本学では日本政策金融公庫、労働金庫などの学費ローンをはじめ、三井住友銀行、みずほ銀行、SMBCファイナンスサービ
ス㈱など本学提携により通常よりも優遇された金利の特別教育ローンがご利用いただけます。各制度により条件などが異なり
ますので、詳細は本学入試事務局（TEL：06-6394-1617）までお問い合わせください。

教育ローンについて

出願書類の投函前にもう一度チェック
※出願書類用封筒に次の書類等がそろっているか確認してください。

提出書類等 備考

□ 推薦書 【学校推薦型選抜入試のみ】
本学所定の用紙／開封無効

□ 調査書 高等学校発行のもの／開封無効

□ 卒業証明書 ※高等学校卒業見込み者は卒業後に提出

□大学入学共通テスト成績請求票
【大学入学共通テスト利用選抜入試のみ】
「令和５年共通テスト成績請求票」（私立大学・公私立短期大学用）
１枚

□受験票返送用封筒 切手（404円分）貼付

□写真３枚 【データで写真を提出できない場合のみ】



入試について

「総合型選抜(AO)入試≪セミナー参加型≫」や「総合型選抜(AO)入試≪特別選抜型≫」を受験するためには、
「AO入試セミナー」を受講しないといけないのですか。

そのとおりです。これらの入試は「AO入試セミナー」を受講し、その修了証を得ることによって、出願資格
が得られることになります。ＡＯ入試セミナーの修了証を得ていない人は、出願ができません。
なお、「総合型選抜(AO)入試≪基礎考査型≫」については、ＡＯ入試セミナーの受講は出願の条件ではあり
ません。

「総合型選抜(AO)入試≪セミナー参加型≫」と「総合型選抜(AO)入試≪特別選抜型≫」は 
どのように違うのですか。

「総合型選抜(AO)入試≪セミナー参加型≫」の場合は、ＡＯ入試セミナーを２回受講し（セミナーⅠ、セミナーⅡ）
修了する必要がありますが、「総合型選抜(AO)入試≪特別選抜型≫」は、一定の条件を満たす方がＡＯ入試
セミナーを１回受講し（セミナーⅡ）修了することで出願資格を得られます。

「総合型選抜(AO)入試≪特別選抜型≫」の出願資格について教えてください。

この入試の出願資格として、ＡＯ入試セミナー修了証や高校卒業等のほか、次の３つのいずれかに該当する
ことを掲げています。これらは、本学入学後において、本学の学修に意欲・関心をもってまじめに取り組ん
でいくことを重視し、その観点から設定したものです。
　①�高校等においてクラブをおおむね２年以上にわたり最終学年の活動終期まで継続して活動した方（現在

活動中の方を含む）
　②�工業系の高校等や学科・専攻等に在学した方（現在、在学中の方を含む）
　③�ご家族（３親等以内の親族）の中に医療系国家資格を有し医療機関に勤務経験がある人がおられる方

ＡＯ入試セミナーは、「総合型選抜(AO)入試≪セミナー参加型≫」や「総合型選抜(AO)入試≪特別選抜型≫」
を受験予定の場合のみ受けることができるのですか。

いいえ。これらの入試の受験を決めていない場合でもＡＯ入試セミナーを受けることはできますし、ＡＯ�
入試セミナーを修了してもこれらの入試の出願が必要となるわけでもありません。

一般選抜入試の選択科目は事前登録制ですか？

事前登録は不要です。試験日当日に選択してください。

ネット出願について

出願方法はネット出願のみですか？

ネット出願のみです。スマートフォン、タブレット、パソコン等を利用して出願してください。

出願手続きはネット出願のみで完了しますか？

ネット出願のみでは完了しません。出願登録完了後、入学検定料納入（コンビニエンスストア決済の場合）と
出願書類の提出をもって出願完了となります。
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受験上の注意
1.��入試日の状況によりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、マスク持参及び試験会場での着用
をお願いします。

2.��試験当日は、試験会場受付の係員に受験票を提示し、試験開始10分前までに指定された試験室に入室してくだ
さい。試験開始前に試験に関する諸注意を説明します。

3.��試験会場入室の前に、携帯電話や音の出る機器の電源を必ず切ってください（マナーモードに設定ではなく、�
電源を切ってください）。

4.��試験中机上に置けるものは、受験票、時計（時計機能だけあるもので、秒針音のするものや大型のものは除く）、
鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、眼鏡です。

5.��試験開始後の途中退室は認めません。試験中の発病またはトイレ等やむを得ない場合には、手を挙げて監督者の
指示に従ってください。ただし、一時退室が認められた場合でも、試験室以外での受験はできません。また、�
一時退室した分の試験時間延長も認められません。

6.��試験当日に不測の事態が生じた場合は、大学入試事務局（TEL：06-6394-1617）までご連絡ください。
7.��試験会場内の下見はできません。会場の場所や交通手段、所要時間を必ず事前に確認してください。

感染症への注意
試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、
結核、はしか等）に罹患している場合は、他の受験生や監督者への感染の恐れがありますので、受験をお断りし
ています。上記の感染症に罹患している場合は、受験料を返金いたしますので、試験当日までに本学入試事務局�
（TEL：06-6394-1617）までご連絡ください。

※�新型コロナウイルスの感染状況等によっては、37.5度以上の発熱がある方や強い倦怠感、息苦しさがある方の
受験を控えていただくことがあります。詳細は本学のホームページでご案内いたしますので、ご確認ください。

試験会場について
大阪メトロ「新大阪駅」から２番出口を出て徒歩２分
JR「新大阪駅」から１階正面口を出て徒歩３分

本学に来学されたことのない場合は、新大阪駅（JR、
新幹線、地下鉄御堂筋線）の各改札から本学までの�
道順を、本学HPに写真付きで案内していますので、
あらかじめご参照ください。

お問い合わせ先──────────────────────────────
滋慶医療科学大学 入試事務局
〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-8（新大阪駅前）
▶TEL：06-6394-1617　　▶FAX：06-6394-1618
▶URL：https://www.juhs.ac.jp


