
文学研究科
〈修士課程〉
英語英米文学専攻
〔昼夜間開講制〕

生活科学研究科
〈修士課程〉
食物健康科学専攻
心理学専攻

〔昼夜間開講制〕

看護学研究科
〈修士課程〉
看護学専攻

〔昼夜間開講制〕

大学院学生募集要項

　新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況等により、本
要項に記載されている内容（日程・試験内容等）から変更とな
る場合があります。
　変更が生じた場合には、随時本学公式サイトにてお知らせ
しますので必ずご確認ください。

２０２３
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入学試験に係る個人情報の取扱いについて

　茨城キリスト教大学は、茨城キリスト教学園個人情報保護方針（プライバシーポリシー）に基づき、法
令および規範を遵守し、教職員その他の関係者に個人情報保護の重要性を認識させ、その適正な情報取
得と安全管理の運用に努めます。（本学公式サイトのトップページ下部　プライバシーポリシー　参照）

　出願、入学試験および入学手続きにあたり本学が知り得た個人情報は、①出願処理　②入学試験　③合否
判定　④合格発表　⑤入学手続き　⑥入学後の指導　⑦その他これらに付随する業務を行うために利用します。
　なお、本学園が正当と判断した利用目的範囲内において、個人情報にかかわる業務の処理を学外者に
委託する場合があります。本学園は業務委託先と個人情報の保護に関する契約を締結し、個人情報に関
して適切な管理を実施するとともに、必要な措置を講じます。



－ ２ －

１　．出願手続きは、 期間内にＷｅｂ出願登録し、入学検定料を支払い、かつ本学に出願書類が到着して完了します。
　　（１）Ｗｅｂ出願登録は、出願期間初日の９時００分以降に出願登録ページへアクセスすることで利用ができます。（詳細は
　　　　３ページ参照）
　　（２）出願登録および入学検定料支払いの期限は、ともに出願締切日１６時３０分となります。
　　（３）入学検定料を現金でお支払いの場合、出願登録完了後４８時間以内にお支払いください。ただし、出願締切日当日
　　　　のお支払いについては、１６時３０分までとなります。
　２　．郵送ではなく入試広報部　窓口持参の場合　は、入学検定料を支払い後、必要書類を提出してください。
　３　．出願書類の不足・不備なものは、受付できません。誤記・登録漏れ・写真の貼り忘れのないように十分注意してくだ
　　さい。
　４　．出願書類は、すべて角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に封入してください。
　５　．　出願書類等の記入　にあたっては、　黒のサインペンまたはボールペン　を使用してください。消せるボールペンは
　　使用しないでください。
　６　．出願手続後はどのような理由があっても記載事項の追加変更を認めません。
　７　．一旦提出された出願書類および一旦納入された入学検定料は、一切返還いたしません。
　８　．出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連
　　絡ください。
　９　．出願書類に不正な記載をした場合は、入学後でも合格を取り消します。
１０．心身に障がいあるいは疾病があり、受験上の配慮を必要とする方や修学上特別な措置を必要とする方は、各入試の
　　出願期間開始前までに事前相談を終えていただく必要がありますので時間的余裕をもってご相談ください。（１０、２０、
　　３５ページ事前相談参照）
１１．本学で必要と判断した場合には、健康診断書の提出を求める場合があります。
１２．電話などによる　問い合わせ　は、原則として　志願者本人　が行ってください。

Ｗｅｂ出願登録の入力について
　１　．氏　　名　氏名を登録してください。外国籍の志願者は、カタカナ（日本語）で登録してください。
　　　　　　　※本学においては、氏名の漢字は原則としてＪＩＳ規格（第１・第２水準）の文字を使用しますので、ＪＩＳ準拠
　　　　　　　　の漢字で登録してください。
　２　．フリガナ　カタカナで登録してください。外国籍の志願者は、カタカナ（日本語）で登録してください。
　３　．住　所　等　出願から合格発表までの期間、志願者に迅速に連絡のとれる住所、郵便番号、電話番号を登録してくだ
　　　　　　　さい。

出願上の注意
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入学試験出願の方法

　本学では、全ての入試区分においてインターネットを利用したＷｅｂ出願を取り入れています。

　Ｗｅｂサイトから出願登録を済ませ、入学検定料を支払い（注）、かつ、出願確認票等の必要書類を出願期間内（窓口・郵送必着）
に提出することで、出願が完了します。

　出願確認票等の書類提出には、角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し、「簡易書留」にて郵送（出願締切日必着）してください。

なお、窓口持参の場合は、出願締切日１６時３０分までとなります。
（注）入学検定料のお支払いについては、現金でお支払いの場合とクレジットカードでお支払いの場合で、手順が異なります
　　のでご注意ください。

手順は以下のとおりです。

事前準備　インターネット接続可能な環境と用紙Ａ４サイズをプリントアウト可能なプリンターを準備。
　　　　　本学公式サイトから、大学院学生募集要項で日程・必要書類等を確認。

※出願期間中にＷｅｂサイトのシステムメンテナンス等により利用できない時間帯が発生する場合があり
　ますので、出願登録を行う際には時間的余裕をもって登録してください。

Step1

インターネット出願の流れ

Ｗｅｂ出願登録

1 インターネットで出願登録ページにアクセス
本学公式サイト 

▲

 学部・大学院 

▲

 各専攻ページ 

▲

 Ｗｅｂ出願登録ページ
※出願期間以外は利用できません。

2 試験情報の登録
出願を希望する試験を登録します。

3 志願者情報の登録
氏名・住所・電話番号等を登録します。

4 お支払い方法の選択
現金支払い（コンビニ、Ｐａｙ－ｅａｓｙ、ネットバンキング）またはクレジットカード支払いを選択します。

5 提出用書類の印刷
提出用書類（出願確認票・郵送用宛名ラベル）をプリントアウトします。

※入学検定料を現金でお支払いの場合は、出願登録後４８時間以内（注）にお支払いを行ってください（Step２へ）。
　クレジットカードでお支払いの場合は、出願書類の送付を行ってください（Step３へ）。
　（注）出願締切日当日のお支払いはいかなる場合も１６時３０分までとなります。

お支払い方法

Step2 入学検定料のお支払い

現金でお支払い
（コンビニ、Pay－easy、ネットバンキング）

現金でのお支払い方法を選択

お支払い受付番号の発行

クレジットカードでお支払い

お支払いのカードを選択

お支払いの完了

Step3 出願書類の提出

https://sak-sak.net/app/icc
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Step2 入学検定料のお支払い（現金でお支払いの場合）

Step3 出願書類の提出

1 角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を用意する
市販の角２封筒を各自ご用意ください。

2 出願書類を郵送する
・出願書類については、各研究科専攻の「出願書類」の項目をご覧ください。
・書類提出は「郵送用宛名ラベル」を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に貼り付け、「簡易書留」にて郵送してください
　（締切日必着）。
・窓口持参の場合は、出願締切日１６時３０分までとなります。

現金でお支払いの場合は、以下の支払い方法がご利用できます。現金でお支払いの場合は、以下の支払い方法がご利用できます。

※全国の銀行ATM・ゆうちょATMで支払可能

コンビニエンスストア

※ネットバンキングについて
一部の都市銀行・信託・長信銀・外銀を除く
ほとんどの銀行で対応。
※事前にネットバンクの契約が必要となります。

領収書

明細票
ATM決済（ペイジー）

ご利用になられるお支払い方法の手順で、入学検定料の支払いを行い、領収書（明細票）をお受け取りください。
（注）現金でのお支払いの場合、出願登録後４８時間以内に入学検定料のお支払いをしてください。ただし、出願締
　　切日当日のお支払いについては１６時３０分までとなります。

※クレジットカードについて
出願登録後に別画面で「クレジットカード」支払を選択し、決済を
完了してください。
※使用できるクレジットカードは、VISA、MasterCardのいずれ
　かです。
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受験上の注意
◇新型コロナウイルス感染症に関する注意事項
１．発熱、咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関を受診し、受験の可否について相談をしてください。
２．以下の受験者については受験をお断りする場合があります。
　　・海外から帰国した者で、試験日が入国後の自宅等待機期間内である者
・新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等か
ら濃厚接触者に該当するとされた者

　　・試験日の前から継続して発熱・咳等の症状のある者
　　・試験当日、自宅（宿泊先）を出る前の検温で、３７．５度以上の熱がある者
　　※本学が受験をお断りした場合であっても、入学検定料の返還はいたしません。
３．３７．５度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状のある受験者は、その旨を監督者等に申し出てください。
４．症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、受験票の確認と昼食時以外は常に着用すること。休憩時
間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控えてください。

５．試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があります。上着を持参する等、体温調節ができるよう対策
してください。

６．他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、インフルエンザワクチンその他の予防接種を受けることをご検討ください。
７．日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うとともに、バ
ランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけてください。

◇試験当日
１．受験票は必ず携帯してください。試験場に入場の際には受験票によるチェックを行いますので、提示しやすいように準
備してください。（再入場の際にも必要です。）
受験票を忘れたり、紛失した場合は、係員に申し出て再交付を受けてください。

２．試験場では、掲示および係員の指示にしたがってください。
３．試験場、試験室には時計がありません。時計は各自で持参してください。なお、辞書機能など時計以外の機能があるも
のの使用は認めません。

４．昼食は各自で持参し、自席でとってください。なお、学生食堂の利用はできません。
５．集合時間に間に合わない場合は本学入試広報部までご連絡ください。遅刻をした場合は、係員の指示にしたがってくだ
さい。

６．試験当日、不測の事態が発生した場合は、本学公式サイトおよび受験生サイトに緊急連絡情報を掲載しますので、ご
確認ください。

７．上履きを持参する必要はありません。
８．試験場で体調が悪くなった場合には、係員に申し出てください。

◇試　験　中
１．試験室では、監督者の指示にしたがってください。
２．携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の電子通信機器は、試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電
源を切り、カバン等にしまってください。

３．筆記具は、黒の鉛筆またはシャープペンシルを使用してください。なお、電卓・定規・コンパス・下敷きなどの使用は
認めません。

４．試験時間中の飲食は、原則として禁止します。
５．監督者が指示をするまで試験室からの退室はできません。試験時間中に体調が悪くなった場合には、監督者に申し出て
ください。

◇そ　の　他
１．原則、保護者など付添者の入構は禁止とします。また、付添者の控室は設置いたしません。
２．駐車場は用意しておりません。試験場へは、公共交通機関を利用してください。
３．受験票は合否確認等の際に必要となりますので、必ず持ち帰り、大切に保管してください。
４．学校保健安全法で出席の停止が認められている感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹等）に罹患し治癒していない方につ
いては、他の受験者や監督者等への感染のおそれがありますので、受験をご遠慮願います。

　　※学校医、その他の医師において感染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。
　　※本学が受験をお断りした場合であっても、入学検定料の返還および追試験等の特別措置は行いません。
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制度の概要

　本大学院では、大学院修士課程の入学から修了までの標準修業年限を、２年と定めています。この制度は、職業を有してい
る等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間（在学期間は４年を超えることができません）にわたり計画的に教育課程
を履修し修了したい旨を申し出た時は、個別に審査の上、その計画的な履修を認めることができる制度です。
　なお、入学後に履修期間の変更を希望する場合は、指導教員と相談した上で、１年次後期に必要書類を学務部に提出してく
ださい。研究科会議で審議の上、１回のみ変更が認められます。

対象者

　職業を有している等の事情により、定められた標準修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限ります。
　職業を有している等とは、有職者（臨時雇用・非常勤を含む）、家事、育児、介護等の事情により、いわゆるフルタイム学生
として履修が困難な事情にあることをいいます。

申請手続き

　事前相談を実施の上、本学公式サイトから「大学院長期履修学生申請書」をダウンロードしてください。必要事項を記入し、
出願書類提出時に提出してください。

長期履修制度について



－ ７ －

１．利用方法
　（　１　）本システムでは、受験番号（８桁）と生年月日を利用します。操作方法を確認の上ご利用ください。
　（　２　）操作方法や受験番号等に関する問い合わせには応じられません。受験番号は、受験票で各自確認してください。

２．利用上の注意
　（　　１　）合格発表は本学より合格者へ送付する合格通知書をもって正式なものとします。
　（　　２　）本システムの「誤操作」等を理由とした、入学手続期間終了後の入学手続きは一切認めません。
　（　　３　）本システムは以下の時間帯のみ利用できます。
　　　　　Ⅰ期：２０２２年１０月２２日（土）１１時００分～１０月２４日（月）２３時５９分
　　　　　Ⅱ期：２０２３年　３　月１７日（金）１１時００分～　３　月１９日（日）２３時５９分
　（　４　）パソコン・スマートフォンのブラウザの設定によっては、画像のずれ、文字化けなどが発生する場合があります。

３．合否照会

「合否照会システム」について

受験番号

受験番号受験番号

受験番号と生年月日を入力してください。

※上図はイメージです。実際の画面とは異なります。

「合格」・「合格（長期）」・「不合格」・「欠席」・「失格」

受験番号（８桁）と生年月日を入力

パソコン・スマートフォンから合否照会ページにアクセス

受験番号と生年月日を入力し、「合否照会」ボタンをクリックしてください。

スマートフォン用

■合否の名称

インターネットによる合否照会

※インターネットによる合否照会システムは、補助的な手段として使用するものです。
　正式な合格発表に代わるものではありませんので、必ず郵送される合格通知書を確認
　してください。

合否照会システムの利用期間 合 格 発 表日 当　日　１１時００分～
翌々日　２３時５９分



〈修士課程〉

英語英米文学専攻

文学研究科
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　文学研究科は、開設当初から少人数教育を大事にし、院生の希望やニーズに合わせたきめ細かな指導を特色とし、教育を行
ってきました。２０２０年度からは英語英米文学専攻（英語文学・文化、英語教育学、英語学）のみになり、より充実した指導が可
能になりました。
　制度上においては、現職教員等の社会人の方々が学びやすいように、標準修業年限である２年のほかに、３年間の長期履修
制度も実施してきました。時には勤務時間に合わせた時間割の配慮も行っています。また、留学制度においても、セメスター
留学（約６か月間）とダブル・セメスター留学（約１年間）に加え、１年間で英語教育の修了証（ＴＥＳＯＬ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）を取得できる
プログラムも開始しました。
　最後に、現時点では大学院にまったく縁はないと思っている学部生のみなさん、大学院に来ると人生がよい方向に変わるか
もしれません。仕事をしながら知識を深めたいと思っておられる社会人のみなさま、人生観が深まるかもしれません。どのよ
うな方にも「入学してよかった」と思える教育を目指したいと思っておりますので、多くの方々にぜひ学んでいただきたいと
願っております。

入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

　英語英米文学専攻

　英語英米文学専攻では、別に定める教育課程方針に基づく学修を果たし、学位授与方針に掲げる諸能力をもった人を育成す
るために、本専攻への入学者として次の事項を満たす方を選考し、受け入れます。
＜建学理念＞
　大学院入学までに、実践的ボランタリズムの萌芽を確認することができ、本研究科における学修によってその深化が期待
　できる人。
　キリスト教精神における公正性の理解に努め、今後の人生において公正であることに努めようとする意志のある人。
＜学力の３要素＞
　本専攻で学修するために、事前に必要となる知識・技能を、入学までの学びにおいて身につけている人。
　本専攻で学修するために、事前に必要となる思考力・判断力・表現力を、入学までの学びや活動によって身につけている人。
１．過去の文学作品を鑑賞し、現代における文学の意味と価値を探究する能力と意欲のある人
２．最新の言語理論に基づき、英語の仕組みを探究することを通じて、思考の緻密さの向上を目指す人
３．英語教育における高度専門的能力を修得し、地域の英語教育に寄与することを目指す人

本研究科設置の趣旨を活かす措置
　現代社会の要請と地域社会の期待に応える開かれた大学院を目指すという設置の趣旨を生かすため、本研究科はその運営
上、以下のような措置を講じています。

　〔１〕昼夜間開講制
　学部からの進学者だけでなく、広く社会人のリカレント、リフレッシュメントを対象とする教育・研究の機関となる
ため、昼夜間開講制をとっています。時間割は、毎年４月上旬の専攻別ガイダンスで、受講者と相談の上、調整してい
ます。授業は、月曜日から土曜日（場合によっては集中）と夏期等休業中に集中講義の形で行われています。夜間の場合
は、６時限目（１７：４０～）、７時限目（１９：１５～）に行われています。

　〔２〕長期履修制度
　職業を有している等の事情により、定められた修業年限で大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、標準修業年限
２年を超え、３年間で修学できる長期履修制度を導入しています。詳細は、６ページをご覧ください。

　〔３〕一般入試と社会人入試の別枠合格
　入学者は、４０％程度を学部からの進学者、６０％程度をリフレッシュメントとリカレントのために入学する社会人を
予定しています。このことを実現するために、学部からの進学者（一般入学試験）と社会人（社会人入学試験）とを別枠で
採っています。

茨城キリスト教大学大学院文学研究科概要・募集人員および事前相談
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研　究　科

文学研究科（修士課程）

専　　攻

英語英米文学専攻

入学定員

１０名

収容定員

２０名

　〔４〕在学留学（セメスター留学）制度
　修士課程在学期間中、本学と提携関係にあるハワイパシフィック大学、カリフォルニア大学リバーサイド校（アメリ
カ）での英語教育プログラムに、半年間・セメスター留学または１年間・ダブルセメスター留学し、授業を受けることが
できる制度です。いずれの留学も、留学期間は在学期間に含まれます。特に優れた留学生は留学期間中、学納金の納入
が免除される場合があります。一定レベル以上の英語力（ＴＯＥＦＬによる）が問われます。
　希望者は、原則、各出願期間開始前日〔Ⅰ期：２０２２年９月２６日（月）／Ⅱ期：２０２３年２月１７日（金）〕までに相談を済ま
せてください。

　〔５〕学部教職課程履修について
　大学院生が、学部で履修途中だった教育職員免許状等のために、学部の科目を履修する場合、その分の学納金は徴収
しません。文学研究科の学生で、大学院修了に必要な３０単位を修得し修士論文だけを残して３年目または４年目に在学
する場合も同様に、学部の科目を履修する際、その分の学納金は微収しません。
　現職教員の方は、本学の学部教職課程で単位を修得することで、異校種の免許状を取得することができます。お持ち
の免許状によって必要単位数が異なります。
　いずれの場合も、「大学院本来の教育・研究に支障がないこと」という原則を守って、履修計画を立てることになりま
す。希望者は、可否について原則、各出願期間開始前日〔Ⅰ期：２０２２年９月２６日（月）／Ⅱ期：２０２３年２月１７日（金）〕ま
でに相談を済ませてください。

　〔６〕納入金について
　履修期間（２年間、３年間）により納入金が異なります。詳細は、１７ページをご覧ください。

入学定員・収容定員

修業年限
　２年履修、３年履修を選択することができます。（４年までは在学可能）
　ただし、当該研究科会議で優れた業績を上げたと認める者については、大学院に１年以上在学すれば足りるものとし、修
了要件を満たせば、前期（９月）修了が可能です。
　修業年限は、担当教員と事前相談の上、出願時に選択しますが、１年次後期に１回限り変更が可能です。

課程の修了および学位
　所定の科目の単位を３０単位以上修得し、かつ修士論文の審査に合格した者に、修士（文学）の学位を授与します。

募集人員

募集枠（一般入学試験・社会人入学試験）
　募集人員の４０％程度を一般入学試験で、募集人員の６０％程度を社会人入学試験で採ります。

事前相談
　研究内容・履修期間等について必ず担当教員による事前相談を行うこととします。出願希望者は入試広報部にお問い合わ
せいただき、Ⅰ期試験に出願する場合は２０２２年９月２６日（月）まで、Ⅱ期試験に出願する場合は２０２３年２月１７日（金）までに
事前相談を済ませてください。特に以下の場合には注意が必要です。

※Ⅱ期試験を出願する方は、「英語」試験の免除資格を有するかどうかの事前相談を時間的余裕をもって申し出てください。
　（詳細は１５ページ参照）
※心身に持病・障がいのある方は、時間的余裕をもってご相談ください。本学が必要と判断した場合には、出願時に健康診断
　書を提出いただく場合があります。

専　　攻

英語英米文学専攻

募集人員

１０名

試　験　区　分

Ⅰ期一般入学試験・社会人入学試験
Ⅱ期一般入学試験・社会人入学試験
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　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（１０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行
政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④２０２３年３月時点で大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上で以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者（２０２３年３月卒業見込み者を含む）。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者（２０２３年３月までの修了見込み者を含む）。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

　２　．選考方法

面接、小研究論文等を総合して選考します。

　３　．出願上の注意

２ページを参照してください。

　４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）

出願確認票に貼付してください。
（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）

英語英米文学専攻Ⅰ期試験要項／一般入試・社会人入試
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（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）小研究論文等

既に卒業した者は、卒業論文（英文）のコピー。ただし、卒業論文が英文で書かれたものでない場合、英語文学・文化、
英語教育学、英語学に関するものではない場合、卒業論文がない場合は、志望分野で自己の主張を論証した小研究論
文（英文Ａ４判、１ページ２５行程度で３枚以上）。
卒業見込みの者は、志望分野で自己の主張を論証した小研究論文（英文Ａ４判、１ページ２５行程度で３枚以上）。

（　６　）研究計画書
志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（日本語２，０００字程度（英語の場合は相当
の分量）、様式自由）。

（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ

原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１０）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ

・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料

３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付

出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場

本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日

２０２２年１０月１５日（土）

１０．試験時間割

※面接の中で英語の基本的な事項についても問います。

１１．受験上の注意

５ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～

面　　　接



－ １３ －

１２．合格発表

合格発表日　２０２２年１０月２２日（土）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２２年１０月２４日（月）～１１月７日（月）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．学費延納期限

２０２３年３月２４日（金）〈書類必着〉

１５．入学手続き

１７ページを参照してください。



－ １４ －

　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（１０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行
政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④２０２３年３月時点で大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上で以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者（２０２３年３月卒業見込み者を含む）。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者（２０２３年３月までの修了見込み者を含む）。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

　２　．選考方法

筆記試験、面接、小研究論文等を総合して選考します。

　３　．出願上の注意

２ページを参照してください。

４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）

出願確認票に貼付してください。
（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）

英語英米文学専攻Ⅱ期試験要項／一般入試・社会人入試



（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）小研究論文等

既に卒業した者は、卒業論文（英文）のコピー。ただし、卒業論文が英文で書かれたものでない場合、英語文学・文化、
英語教育学、英語学に関するものではない場合、卒業論文がない場合は、志望分野で自己の主張を論証した小研究論
文（英文Ａ４判、１ページ２５行程度で３枚以上）。
卒業見込みの者は、志望分野で自己の主張を論証した小研究論文（英文Ａ４判、１ページ２５行程度で３枚以上）。

（　６　）研究計画書
志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（日本語２，０００字程度（英語の場合は相当
の分量）、様式自由）。

（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ

原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１０）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ

・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料

３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付

出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場

本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日

２０２３年３月１１日（土）

１０．試験時間割

※試験時、辞書の持ち込み不可。「英語」は、英語文学・文化、英語教育学、英語学に関する基礎知識を含みます。
※現在「英語教育に関わる職」にある者、または３年を超えて勤務した経験のある者に対しては、「英語」試験を課しま
せん。面接のみとします。該当する場合は、必ずＷｅｂ出願登録時に所定項目に登録し、経歴書の職歴欄に記載するこ
と。「英語教育に関わる職」とは、学校教育法に定められた学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、大学、高等専門学校および専修学校）の教育職員（講師を含む）としての英語教育への従事のほか、学校
以外で英語教育に関わる仕事も含みます。学校以外の職種については、２０２３年２月１７日（金）までに入試広報部へ問い
合わせ、相談を済ませること。
※ＴＯＥＦＬまたはＴＯＥＩＣスコアが一定以上の者にも「英語」試験を免除することがあります。免除希望者は２０２２年４月以
降のスコアを用意して、２０２３年２月１７日（金）までに入試広報部へ問い合わせ、相談を済ませること。

１１．受験上の注意

５ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　合

１５：００～

面　　接

１３：４５～１４：４５

英　　語 休　憩

－ １５ －



－ １６ －

１２．合格発表

合格発表日　２０２３年３月１７日（金）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２３年３月２０日（月）～３月２４日（金）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．入学手続き

１７ページを参照してください。



－ １７ －

　正規入学手続きは、手続期間内に所定の納入金を納め、入学手続書類を提出することによって完了します。手続期間内に手
続きをしない場合は、入学資格を失います。

入学手続期間
Ⅰ期入試：２０２２年１０月２４日（月）～１１月　７　日（月）〈書類必着〉
Ⅱ期入試：２０２３年　３　月２０日（月）～　３　月２４日（金）〈書類必着〉
いずれの場合も、簡易書留による郵送を原則としますが、窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります。
（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます。）

《学費延納について》
　Ⅰ期入学試験の合格者で他大学院受験などの事情がある場合には、入学手続期間に入学金を納入し、学費延納届を提出す
ることによって、正規入学手続きを学費延納期限まで延期することができます。

納　入　金
詳細に関しては、入学手続要項にてお知らせします。
　英語英米文学専攻
［２年履修の場合］

［３年履修の場合］

※茨城キリスト教大学卒業生（卒業見込み者を含む）は入学金を半額とします。

入学手続書類
　本学が交付する書類の他に下記の書類等が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
　（　１　）住　民　票　１通　正規入学手続時３ヶ月以内に発行のもの。外国籍の入学者は住民票とパスポートのコピー各１部を提
　　　　　　　　　　　　出してください。
　（　２　）写　　　真　１枚　４．５㎝×３．５㎝、手続前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー
　（　３　）卒業証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。
　（　４　）成績証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。

入学手続上の注意
　（　１　）納入金の納入は　銀行振込　で行ってください。
　（２　　）入学手続書類の提出は　原則として郵送（簡易書留）　で行ってください。

入学辞退について
　入学手続完了後、やむを得ない理由により本学入学を辞退する方は、２０２３年３月３１日（金）１６：３０までに入学辞退届（本学
所定様式）を提出してください。その場合、入学金（２００，０００円、茨城キリスト教大学卒業生は１００，０００円）を除く「学納金お
よびその他納入金」を返還いたします。詳細は本学入試広報部までお問い合わせください。入学金はいかなる理由があって
も返還いたしません。

入 学 手 続（抄）（詳細は合格者に通知します）

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
２００，０００円
５７６，０００円
　９０，０００円
　１，７５０円
８６７，７５０円

入学手続時
２００，０００円
２８８，０００円
　４５，０００円
　１，７５０円
５３４，７５０円

２０２３年９月
－

２８８，０００円
　４５，０００円
－

３３３，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

２年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額４３４，７５０円

その他

学
納
金

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

合　　　　計

合　　　　計

年　　額
２００，０００円
３８４，０００円
　６０，０００円
　２，６００円
６４６，６００円

入学手続時
２００，０００円
１９２，０００円
　３０，０００円
　２，６００円
４２４，６００円

２０２３年９月
－

１９２，０００円
　３０，０００円
－

２２２，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

３年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額３２４，６００円

その他

学
納
金

種　　　　別

種　　　　別



〈修士課程〉

食物健康科学専攻
心理学専攻

生活科学研究科



－ １９ －

　生活科学研究科は食物健康科学専攻と、２０２０年度に新設された心理学専攻の２専攻から構成されています。
　食物健康科学専攻は、食物を介した人間の健康における諸問題を科学的に探究し解決する能力を養い、食品管理、健康管理、
医療、食育分野で地域社会に貢献する人材の養成を目指しています。教育・研究フィールドは、「食物科学」分野と、「人間栄
養学」分野の２つの専門領域を設けており、いずれの領域も新たな知見や科学的根拠を導き出し、広くヒトの健康増進に寄与す
ることを目指します。また、栄養教諭の専修免許および中等教育家庭科専修免許資格の取得が可能なことも本専攻の特色です。
　心理学専攻は、心理に関する知識と技能を駆使し、優れたコミュニケーション力と実践応用力をもって地域社会における心
理臨床活動に従事する高度心理専門職業人の養成を目指しています。教育・研究フィールドは、「基礎科目」「応用科目」「実
習科目」の３つの科目群から構成されています。そのカリキュラムは専門的知識と技術を応用実践する力とあわせて、優れた
コミュニケーション力をもって多職種、多機関と連携して対人支援に臨む心理専門職の養成に重きを置いており、本専攻は指
定科目を履修することで、心理学の国家資格である公認心理師国家試験受験資格の取得が可能なことも特色です。
　本研究科は、学部からの進学者だけでなく、社会人のリカレント・リフレッシュメントを目的とする学生の教育・研究機関
でもあります。昼夜間開講制や長期履修制度（２年制・３年制の選択が可能）を設けていますので、社会人の方々が仕事をしな
がら研究をすることも可能です。また、あらかじめ認められた講義については、多様なメディアを利用した遠方からの履修も
可能です。幅広い分野からの入学をお待ちしています。　
入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

　食物健康科学専攻

　食物健康科学専攻では、別に定める教育課程方針に基づく学修を果たし、学位授与方針に掲げる諸能力をもった人を育成
するために、本専攻への入学者として次の事項を満たす方を選考し、受け入れます。

＜建学理念＞
食物健康科学の専門職業人として地域社会に貢献を目指すなど、進んで他者に奉仕しようとする実践的ボランタリズムを
身につけており、本研究科における学修によってその深化が期待できる人。
キリスト教精神における公正性の理解に努め、今後の人生において公正であることに努めようとする意志のある人。

＜学力の３要素＞
　本専攻で学修するために、事前に必要となる知識・技能を、入学までの学びにおいて身につけている人。
　本専攻で学修するために、事前に必要となる思考力・判断力・表現力を、入学までの学びや活動によって身につけている人。

【一般入試・社会人入試】
　生活科学研究科食物健康科学専攻では以下のような学生を求めます。
　１．高度な専門性の修得を目指す者
　２．専門職業人として地域社会に貢献を目指す者
　３．食物健康科学を探究する強い研究意欲をもつ者

このため、各分野で必要な専門知識、外国語能力、研究計画・実施能力・適性などの基礎学力や研究力を有する者を
求めます。　

　心理学専攻

　心理学専攻では、別に定める教育課程方針に基づく学修を果たし、学位授与方針に掲げる諸能力を持った人を育成するた
めに、本専攻への入学者として次の事項を満たす方を選考し、受け入れます。

＜建学理念＞
自らの意思に基づいて心理学に関する専門的知識と技能をもって地域社会と国際社会に貢献することを信条とする実践的
ボランタリズムを有しており、本専攻における学修によってそのさらなる深化が期待できる人。
キリスト教精神における公正性の理解に努め、今後の人生において公正であることに努めようとする意志とともに、専門
的・職業的倫理を遵守し自らを覚え知り成長してゆくことに対して主体的に臨もうとする態度を有している人。

＜学力の３要素＞
本専攻で学修するために、事前に必要となる心理学に関する基礎的知識および技能を入学までの学びにおいて身につけて
いる人。
本専攻で学修するために、事前に必要となる心理学に関する思考力、判断力、表現力を入学までの学びや活動によって身
につけている人。
学修に主体的に取り組む態度を有している人。

茨城キリスト教大学大学院生活科学研究科概要・募集人員および事前相談



－ ２０ －

本研究科設置の趣旨を活かす措置
　現代社会の要請と地域社会の期待に応える開かれた大学院を目指すという設置の趣旨を生かすため、本研究科はその運営上、
以下のような措置を講じています。
　〔１〕昼夜間開講制

　学部からの進学者だけでなく、広く社会人のリカレント、リフレッシュメントを対象とする教育・研究の機関となる
ため、昼夜間開講制をとっています。時間割は、毎年４月上旬の専攻別ガイダンスで、受講者と相談の上、調整してい
ます。授業は、月曜日から土曜日（場合によっては集中）と夏期等休業中に集中講義の形で行われています。夜間の場
合は、６時限目（１７：４０～）、７時限目（１９：１５～）に行われています。

　〔２〕長期履修制度
　職業を有している等の事情により、定められた修業年限で大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、標準修業年限
２年を超え、３年間で修学できる長期履修制度を導入しています。詳細は、６ページをご覧ください。

　〔３〕学部教職課程履修について
　大学院生が、学部で履修途中だった教育職員免許状等のために、学部の科目を履修する場合、その分の学納金は徴収
しません。現職教員の方は、本学の学部教職課程で単位を修得することで、異校種の免許状を取得することができます。
お持ちの免許状によって必要単位数が異なります。
　いずれの場合も、「大学院本来の教育・研究に支障がないこと」という原則を守って、履修計画を立てることになりま
す。希望者は、可否について原則、各出願期間開始前日〔Ⅰ期：２０２２年９月２６日（月）／Ⅱ期：２０２３年２月１７日（金）〕
までに相談を済ませてください。

　〔４〕納入金について
　履修期間（２年間、３年間）により納入金が異なります。詳細は、３１～３２ページをご覧ください。

入学定員・収容定員

修業年限
　２年（修了に必要な年限は２年以上、４年まで在学可能）
　ただし、長期履修制度では３年のコースを選択することもできます。
　修業年限は、担当教員と事前相談の上、出願時に選択しますが、１年次後期に１回に限り変更が可能です。

課程の修了および学位
　生活科学研究科に２年以上在学し、所定の単位（３０単位以上）を修得し、かつ食物健康科学専攻では修士論文、心理学専攻
では修士論文またはケース研究論文の審査に各々合格することで、修士（食物健康科学）または修士（心理学）の学位を授与し
ます。

募集人員

事前相談
　研究内容・履修期間等について必ず担当教員による事前相談を行うこととします。出願希望者は入試広報部にお問い合わ
せいただき、Ⅰ期試験に出願する場合は２０２２年９月２６日（月）まで、Ⅱ期試験に出願する場合は２０２３年２月１７日（金）までに
事前相談を済ませてください。特に以下の場合には注意が必要です。

※心身に持病・障がいのある方は、時間的余裕をもってご相談ください。本学が必要と判断した場合には、出願時に健康診
断書を提出いただく場合があります。

研　究　科

生活科学研究科（修士課程）

専　　攻

食物健康科学専攻
心　理　学　専　攻

専　　攻

食物健康科学専攻

心　理　学　専　攻

入学定員

５名
５名

収容定員

１０名
１０名

試　験　区　分

Ⅰ期一般入学試験・社会人入学試験
Ⅱ期一般入学試験・社会人入学試験

Ⅰ期一般入学試験・社会人入学試験
Ⅱ期一般入学試験・社会人入学試験

募集人員

５名

５名
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　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（２０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下の（１）または（２）の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）管理栄養士免許、または管理栄養士国家試験受験資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上でかつ有職経験が１年以上ある者で、（１）または（２）の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）管理栄養士免許、または管理栄養士国家試験受験資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

　２　．選考方法

一　般：外国語（英語）、専門科目、面接を総合して選考します。
社会人：小論文、専門科目、面接を総合して選考します。

　３　．出願上の注意

２ページを参照してください。

　４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

食物健康科学専攻Ⅰ期試験要項／一般入試・社会人入試



－ ２２ －

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。
（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）研究計画書
　　志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（様式自由）。
（　６　）在職期間を証明できる在職証明書（所属長印のあるもの）　※社会人のみ
（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）管理栄養士免許・登録証のコピー、または管理栄養士国家試験受験資格取得（見込）証明書　※該当者のみ
（１０）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ

原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１１）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ

・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料

３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付

出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場

本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日

２０２２年１０月１５日（土）

１０．試験時間割

【一般】

※「外国語（英語）」は本専攻の教育に関わる内容のものとします。試験時、英和辞典１冊持ち込み可能（電子辞書は持ち込  
　み不可）。
※「専門科目」については、「食品学」、「栄養学」、「生化学」より２科目選択とします。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

外　国　語（英語）

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接
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【社会人】

※「小論文」は本専攻の教育研究への取組意欲等がわかる内容とします。
※「専門科目」については、「食品学」、「栄養学」、「生化学」より２科目選択とします。

１１．受験上の注意

５ページを参照してください。

１２．合格発表

合格発表日　２０２２年１０月２２日（土）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２２年１０月２４日（月）～１１月７日（月）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．学費延納期限

２０２３年３月２４日（金）〈書類必着〉

１５．入学手続き

３１～３２ページを参照してください。

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

小　　論　　文

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接



－ ２４ －

　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（２０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下の（１）または（２）の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）管理栄養士免許、または管理栄養士国家試験受験資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上でかつ有職経験が１年以上ある者で、（１）または（２）の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）管理栄養士免許、または管理栄養士国家試験受験資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

　２　．選考方法

一　般：外国語（英語）、専門科目、面接を総合して選考します。
社会人：小論文、専門科目、面接を総合して選考します。

　３．出願上の注意

２ページを参照してください。

　４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

食物健康科学専攻Ⅱ期試験要項／一般入試・社会人入試



－ ２５ －

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。
（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）研究計画書
　　志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（様式自由）。
（　６　）在職期間を証明できる在職証明書（所属長印のあるもの）　※社会人のみ
（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）管理栄養士免許・登録証のコピー、または管理栄養士国家試験受験資格取得（見込）証明書　※該当者のみ
（１０）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ

原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１１）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ

・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料

３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付

出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場

本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日

２０２３年３月１１日（土）

１０．試験時間割

【一般】

※「外国語（英語）」は本専攻の教育に関わる内容のものとします。試験時、英和辞典１冊持ち込み可能（電子辞書は持ち込 
　み不可）。
※「専門科目」については、「食品学」、「栄養学」、「生化学」より２科目選択とします。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

外　国　語（英語）

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接
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【社会人】

※「小論文」は本専攻の教育研究への取組意欲等がわかる内容とします。
※「専門科目」については、「食品学」、「栄養学」、「生化学」より２科目選択とします。

１１．受験上の注意

５ページを参照してください。

１２．合格発表

合格発表日　２０２３年３月１７日（金）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２３年３月２０日（月）～３月２４日（金）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．入学手続き

３１～３２ページを参照してください。

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

小　　論　　文

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接



－ ２７ －

　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（２０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行
政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上で以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

　２　．選考方法

英語、専門科目、面接を総合して選考します。

　３　．出願上の注意

２ページを参照してください。

　４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。

心理学専攻Ⅰ期試験要項／一般入試・社会人入試
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（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）卒業（研究）論文のコピーまたは研究計画書
　　研究計画書は、志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を記述したもの（４，０００字程度、様式自由）
（　６　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　７　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　８　）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ
　　原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（　９　）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ
　　・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
　　・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料
３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付
出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場
本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日
２０２２年１０月１５日（土）

１０．試験時間割

※「英語」については、試験時、英和辞典１冊持ち込み可能（電子辞書は持ち込み不可）。

１１．受験上の注意
５ページを参照してください。

１２．合格発表
合格発表日　２０２２年１０月２２日（土）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間
２０２２年１０月２４日（月）～１１月７日（月）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．学費延納期限
２０２３年３月２４日（金）〈書類必着〉

１５．入学手続き
３１～３２ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

英　　　語

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接
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心理学専攻Ⅱ期試験要項／一般入試・社会人入試

　１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（２０ページ参照）を行ってください。
〈一般〉

以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行
政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

〈社会人〉

２０２３年４月１日現在、満２５歳以上で以下のいずれかに該当する者。
①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
④その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

　２　．選考方法

英語、専門科目、面接を総合して選考します。

　３　．出願上の注意

２ページを参照してください。

　４　．出願方法

（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

　５　．出願書類〈一般・社会人〉

出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。



（　３　）出身大学の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）出身大学の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願期
　　間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）卒業（研究）論文のコピーまたは研究計画書
　　研究計画書は、志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を記述したもの（４，０００字程度、様式自由）
（　６　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　７　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　８　）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ
　　原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（　９　）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ
　　・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
　　・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料
３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付
出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場
本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

９　．試験日
２０２３年３月１１日（土）

１０．試験時間割

※「英語」については、試験時、英和辞典１冊持ち込み可能（電子辞書は持ち込み不可）。

１１．受験上の注意
５ページを参照してください。

１２．合格発表
合格発表日　２０２３年３月１７日（金）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間
２０２３年３月２０日（月）～３月２４日（金）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．入学手続き
３１～３２ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１４：４５

英　　　語

１５：００～１６：００

専 門 科 目 休　憩休　憩

１６：１５～

面　　　接

－ ３０ －



－ ３１ －

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料
合　　　　計

年　　額
２００，０００円
６１５，０００円
　９０，０００円
　１，７５０円
９０６，７５０円

入学手続時
２００，０００円
３０７，５００円
　４５，０００円
　１，７５０円
５５４，２５０円

２０２３年９月
－

３０７，５００円
　４５，０００円
－

３５２，５００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

２年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額４５４，２５０円

その他

学
納
金

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
２００，０００円
４１０，０００円
　６０，０００円
　２，６００円
６７２，６００円

入学手続時
２００，０００円
２０５，０００円
　３０，０００円
　２，６００円
４３７，６００円

２０２３年９月
－

２０５，０００円
　３０，０００円
－

２３５，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

３年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額３３７，６００円

その他

学
納
金

合　　　　計

種　　　　別

種　　　　別

　心理学専攻

※公認心理師国家試験受験資格取得希望者は、「公認心理師課程費」６０，０００円が別途必要となります。（２年次のみ）
［２年履修の場合］

［３年履修の場合］

※茨城キリスト教大学卒業生（卒業見込み者を含む）は入学金を半額とします。

　正規入学手続きは、手続期間内に所定の納入金を納め、入学手続書類を提出することによって完了します。手続期間内に手
続きをしない場合は、入学資格を失います。

入学手続期間
Ⅰ期入試：２０２２年１０月２４日（月）～１１月　７　日（月）〈書類必着〉
Ⅱ期入試：２０２３年　３　月２０日（月）～　３　月２４日（金）〈書類必着〉
いずれの場合も、簡易書留による郵送を原則としますが、窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります。
（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます。）

《学費延納について》
　Ⅰ期入学試験の合格者で他大学院受験などの事情がある場合には、入学手続期間に入学金を納入し、学費延納届を提出す
ることによって、正規入学手続きを学費延納期限まで延期することができます。

納　入　金
詳細に関しては、入学手続要項にてお知らせします。
　食物健康科学専攻

［２年履修の場合］

［３年履修の場合］

※茨城キリスト教大学卒業生（卒業見込み者を含む）は入学金を半額とします。

入 学 手 続（抄）（詳細は合格者に通知します）

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
２００，０００円
６１５，０００円
１５０，０００円
　１，７５０円
９６６，７５０円

入学手続時
２００，０００円
３０７，５００円
　７５，０００円
　１，７５０円
５８４，２５０円

２０２３年９月
－

３０７，５００円
　７５，０００円
－

３８２，５００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

２年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額４８４，２５０円

その他

学
納
金

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
２００，０００円
４１０，０００円
１００，０００円
　２，６００円
７１２，６００円

入学手続時
２００，０００円
２０５，０００円
　５０，０００円
　２，６００円
４５７，６００円

２０２３年９月
－

２０５，０００円
　５０，０００円
－

２５５，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

３年間分
本学卒業生のみ入学時納入金額３５７，６００円

その他

学
納
金

合　　　　計

合　　　　計

種　　　　別

種　　　　別
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入学手続書類
　本学が交付する書類の他に下記の書類等が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
　（　１　）住　民　票　１通　正規入学手続時３ヶ月以内に発行のもの。外国籍の入学者は住民票とパスポートのコピー各１部を提
　　　　　　　　　　　　出してください。
　（　２　）写　　　真　１枚　４．５㎝×３．５㎝、手続前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー
　（　３　）卒業証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。
　（　４　）成績証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。

入学手続上の注意
（　１　）納入金の納入は　銀行振込　で行ってください。
（２　　）入学手続書類の提出は　原則として郵送（簡易書留）　で行ってください。

入学辞退について
　入学手続完了後、やむを得ない理由により本学入学を辞退する方は、２０２３年３月３１日（金）１６：３０までに入学辞退届（本学
所定様式）を提出してください。その場合、入学金（２００，０００円、茨城キリスト教大学卒業生は１００，０００円）を除く「学納金お
よびその他納入金」を返還いたします。詳細は本学入試広報部までお問い合わせください。入学金はいかなる理由があって
も返還いたしません。



〈修士課程〉

看護学専攻

看護学研究科
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　看護学研究科看護学専攻は、①「社会の保健医療ニーズに応える高度専門職業人の育成」②「高度専門能力を支える実践看護学
研究やその教育の担い手の育成」③「慢性病者の在宅医療システムの開発」④「専門職業人の自立とキャリア形成」⑤「Ｅｖｉｄｅｎｃｅ
ｂａｓｅｄ　Ｎｕｒｓｉｎｇを支える基礎看護科学研究やその教育の担い手の育成」を教育研究上の理念・目的として、基礎看護科学分野及び
実践看護学分野［ＣＮＳ教育課程（慢性看護専門看護師、クリティカルケア看護専門看護師）を含む］２分野を設置しました。基礎看
護科学分野では、地域や臨床でリーダーシップを発揮すべく、看護管理学、看護教育学を充実させたカリキュラムを編成してい
ます。実践看護学分野では、多様化・複雑化する看護機能に的確に対応できる高度な看護実践実現のための専門的な知識や技術
を修得することや、看護実践上の諸問題の実態把握や構造分析を通して、科学的かつ論理的に課題解決に取り組むことのできる
研究能力を育成することを目指しています。この分野には、生活支援看護学領域、発達支援看護学領域、精神看護学領域の３領
域があります。特に生活支援看護学領域においては、臨床から地域・住宅までの幅広い研究のみならず、２つのＣＮＳ教育課程、
すなわち慢性看護のコース、クリティカルケア看護のコースにて、卓越した看護実践を究めることが出来ます。「チーム学校」の
中核的役割を果たすべく、養護教諭専修免許も取得出来るようになりました。また社会人にも広く学びの場を提供するため、昼
夜間開講制・３年間の長期履修制度を設け、少人数で、丁寧な教育を実施します。
　　
入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
＜建学理念＞
広く医療に携わる看護職を対象とし、大学院入学の意志と意欲を強くもち、その勤務経験から指導的な経験を有するなど、
進んで他者に奉仕しようとする実践的ボランタリズムを有し、本研究科における学修によってその深化が期待できる人。
キリスト教精神における公正性の理解に努め、今後の人生において公正であることに努めようとする意志のある人。

＜学力の３要素＞
本専攻で学修するために、事前に必要となる知識・技能を、入学までの学びにおいて身につけている人。
本専攻で学修するために、事前に必要となる思考力・判断力・表現力を、入学までの学びや活動によって身につけている人。
看護に関わる多様な人々と協働し、課題解決のための学修に主体的に取り組む態度を有している人。

大学院入学の意志と意欲を備え、自己成長と自身の向上を目指す人は、履修の可能性や研究計画等について事前相談を行
った後、一般入試・社会人入試をⅠ期（１０月）とⅡ期（３月）に実施しています。　

本研究科設置の趣旨を活かす措置
　現代社会の要請と地域社会の期待に応える開かれた大学院を目指すという設置の趣旨を生かすため、本研究科はその運営
上、以下のような措置を講じています。

　〔１〕昼夜間開講制
　学部からの進学者だけでなく、広く社会人のリカレント、リフレッシュメントを対象とする教育・研究の機関となる
ため、昼夜間開講制をとっています。昼夜間開講制を導入することにより、看護の臨床経験がある有識者等を含めた多
様な学生がお互い研鑽する環境を整えることになります。そこで、社会人に広く門戸を開放するために、履修者の選択
の自由度を高め、授業を月曜日から金曜日の夜間、および土曜日の昼夜にも開講します。

　〔２〕長期履修制度
　職業を有している等の事情により、定められた修業年限で大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、標準修業年限
２年を超え、３年間で修学できる長期履修制度を導入しています。詳細は、６ページをご覧ください。

　〔３〕納入金について
　履修期間（２年間、３年間）により納入金が異なります。詳細は、４２ページをご覧ください。

入学定員・収容定員

修業年限
　２年（修了に必要な年限は２年以上、４年まで在学可能）
　ただし、長期履修制度では３年のコースを選択することもできます。
　修業年限は、担当教員と事前相談の上、出願時に選択しますが、１年次後期に１回に限り変更が可能です。

研　究　科

看護学研究科（修士課程）

専　　攻

看護学専攻

入学定員

６名

収容定員

１２名

茨城キリスト教大学大学院看護学研究科概要・募集人員および事前相談
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課程の修了および学位
　看護学研究科に２年以上在学し、看護学専攻の授業科目について所定の単位（３０単位以上）以上を修得し、かつ必要な研究
指導を受け、修士の学位論文の審査および課程修了の審査に合格することで、修士（看護学）の学位を授与します。ただし、
専門看護師（ＣＮＳ）を目指すためのコースを選択した学生は４０単位以上を修得するものとします。

募集人員

事前相談
　研究内容・履修期間等について必ず担当教員による事前相談を行うこととします。出願希望者は入試広報部にお問い合わせ
いただき、Ⅰ期試験に出願する場合は２０２２年９月２６日（月）まで、Ⅱ期試験に出願する場合は２０２３年２月１７日（金）までに事前
相談を済ませてください。特に以下の場合には注意が必要です。

※心身に持病・障がいのある方は、時間的余裕をもってご相談ください。本学が必要と判断した場合には、出願時に健康診
　断書を提出いただく場合があります。

専　　攻

看 護 学 専 攻

募集人員

６名

試　験　区　分

Ⅰ期一般入学試験・社会人入学試験
Ⅱ期一般入学試験・社会人入学試験
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１　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（３５ページ参照）を行ってください。
〈一般〉
以下の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）保健師、助産師、看護師、養護教諭一種のいずれかの資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

〈社会人〉
保健師、助産師、看護師または養護教諭として３年以上の勤務歴があり、以下の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
⑥出願時点で、専修学校の専門課程を修了し、看護職として３年以上の勤務歴を有する現職者。

（２）保健師、助産師、看護師、養護教諭一種のいずれかの資格を有する者。

　２　．選考方法
小論文、面接の結果を総合して選考します。

３　．出願上の注意
２ページを参照してください。

　４　．出願方法
（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２２年９月２７日（火）～１０月６日（木）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

看護学専攻Ⅰ期試験要項／一般入試・社会人入試
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５　．出願書類〈一般・社会人〉
出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。
（　３　）最終出身校の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）最終出身校の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願
　　期間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）卒業（研究）論文のコピーまたは研究計画書
　　研究計画書は、志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（様式自由）。
（　６　）看護職または養護教諭として３年以上勤務したことを証明できる在職証明書（所属長印のあるもの）　※社会人のみ
（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）保健師、助産師、看護師の登録証または養護教諭（一種）免許状のコピー　※一般および社会人
　　または国家試験受験資格取得（見込）証明書、あるいは養護教諭（一種）免許状取得見込証明書　※一般のみ
（１０）受験承諾書（本学公式サイトからダウンロード）　※該当者のみ
　　（退職して入学する予定の者または受験承諾書の提出が困難な者は、本人がその旨を明記した文書〔受験申立書：様
　　　式自由、要押印〕をもって、受験承諾書に代えることができます。）
（１１）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ
　　原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１２）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ
　　・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。

・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料
３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付
出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場
本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日

２０２２年１０月１５日（土）

１０．試験時間割

※「小論文」は、長文読解を含みます。

１１．受験上の注意
５ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１５：１５

小　論　文

１５：３０～

面　　　接休　憩
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１２．合格発表

合格発表日　２０２２年１０月２２日（土）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２２年１０月２４日（月）～１１月７日（月）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．学費延納期限

２０２３年３月２４日（金）〈書類必着〉

１５．入学手続き

４２ページを参照してください。
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　１　　．出願資格　出願にあたり必ず事前相談（３５ページ参照）を行ってください。
〈一般〉
以下の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者、および２０２３年３月大学卒業見込みの者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者、および２０２３年３月までに修了見込みの者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

（２）保健師、助産師、看護師、養護教諭一種のいずれかの資格を有する者（取得見込みの者を含む）。

〈社会人〉
保健師、助産師、看護師または養護教諭として３年以上の勤務歴があり、以下の条件を満たす者。
（１）以下のいずれかに該当する者。

①大学を卒業した者。
②外国において学校教育における１６年の課程を修了した者。
③文部科学大臣の指定した者（昭和２８年文部省告示第５号：旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独
立行政法人個別法による大学校を卒業した者等）。

④大学に３年以上在学し、本大学院が、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑤その他本大学院が、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
⑥出願時点で、専修学校の専門課程を修了し、看護職として３年以上の勤務歴を有する現職者。

（２）保健師、助産師、看護師、養護教諭一種のいずれかの資格を有する者。

　２　　．選考方法
小論文、面接の結果を総合して選考します。

　３　　．出願上の注意
２ページを参照してください。

　４　　．出願方法
（　１　）「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。
（　２　）郵送（簡易書留）を原則とします。

出願書類は、Ｗｅｂ出願システムから宛名ラベルをプリントアウト・貼付した角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出してください。
プリントアウトできない場合は、下記を角２封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出してください。
提出先（送付先）　〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
　　　　　　　　　　　　　　　茨城キリスト教大学　入試広報部大学院係

（　３　）出願期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）〈書類必着〉
　　　　　出願登録は出願初日９時００分～締切日１６時３０分までとなります。
　　　　　窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

（　４　）入学検定料支払期間　２０２３年２月２０日（月）～３月３日（金）
　　　　　　　　　　　　入学検定料支払いは締切日１６時３０分までとなります。

看護学専攻Ⅱ期試験要項／一般入試・社会人入試
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５　．出願書類〈一般・社会人〉
出願期間内に下記の書類を一括して提出してください。
（　１　）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムからプリントアウト）
（　２　）写真　１枚（４㎝×３㎝、出願前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景）
　　出願確認票に貼付してください。
（　３　）最終出身校の卒業証明書または卒業見込証明書　１通（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
（　４　）最終出身校の成績証明書　１通（開封厳禁、既修得単位数および現在履修中の科目についても記載のあるもの、出願
　　期間開始３ヶ月以内に発行のもの、単位修得見込証明書の添付でもかまいません。）
（　５　）卒業（研究）論文のコピーまたは研究計画書
　　研究計画書は、志望分野で今後研究したいと考えている課題や方法を具体的に記述したもの（様式自由）。
（　６　）看護職または養護教諭として３年以上勤務したことを証明できる在職証明書（所属長印のあるもの）　※社会人のみ
（　７　）経歴書（学歴、職歴、取得免許状を記載したもの、様式自由）
（　８　）大学院長期履修学生申請書（本学公式サイトからダウンロード、長期履修生を希望する場合）
（　９　）保健師、助産師、看護師の登録証または養護教諭（一種）免許状のコピー　※一般および社会人
　　または国家試験受験資格取得（見込）証明書、あるいは養護教諭（一種）免許状取得見込証明書　※一般のみ
（１０）受験承諾書（本学公式サイトからダウンロード）　※該当者のみ
　　（退職して入学する予定の者または受験承諾書の提出が困難な者は、本人がその旨を明記した文書〔受験申立書：様式
　　　自由、要押印〕をもって、受験承諾書に代えることができます。）
（１１）パスポートのコピー　※外国籍の志願者のみ
　　原則として表紙、写真、氏名、署名、最新の在留資格の記載のあるページすべて
（１２）在留カードのコピーまたは住民票　※外国籍の志願者のみ

・在留カードのコピーを提出する場合は、表・裏両面コピーしたもの。
・住民票を提出する場合は、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもので在留資格を証明できるもの。

　６　．入学検定料
３２，０００円（Ｗｅｂ出願による検定料支払いの際、別途手数料が必要となります。）
検定料の支払方法については「入学試験出願の方法」（３～４ページ）を参照してください。

　７　．受験票の交付
出願締切後、本学所定の受験票（ハガキサイズ）を郵送します。試験日前日までに不着の場合は、入試広報部までご連絡
ください。

　８　．試験会場
本学試験場〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕

　９　．試験日
２０２３年３月１１日（土）

１０．試験時間割

※「小論文」は、長文読解を含みます。

１１．受験上の注意

５ページを参照してください。

おおみか

１３：３０

集　　　合

１３：４５～１５：１５

小　論　文

１５：３０～

面　　　接休　憩



－ ４１ －

１２．合格発表

合格発表日　２０２３年３月１７日（金）
（　１　）合格者には合格通知書および入学手続書類を送付します。本学での書類の直接交付は行いません。
（　２　）合格発表日１１時００分、インターネットによる「合否照会システム」を利用し、合否結果を確認することができます。
　　「合否照会システム」については、７ページを参照してください。
（　３　）入試広報部への電話などによる合否についての問い合わせには一切応じません。

１３．入学手続期間

２０２３年３月２０日（月）～３月２４日（金）〈書類必着〉
窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます）。

１４．入学手続き

４２ページを参照してください。
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　正規入学手続きは、手続期間内に所定の納入金を納め、入学手続書類を提出することによって完了します。手続期間内に手
続きをしない場合は、入学資格を失います。

入学手続期間
Ⅰ期入試：２０２２年１０月２４日（月）～１１月　７　日（月）〈書類必着〉
Ⅱ期入試：２０２３年　３　月２０日（月）～　３　月２４日（金）〈書類必着〉
いずれの場合も、簡易書留による郵送を原則としますが、窓口受付は９時００分～１６時３０分までとなります。
（ただし、土曜日午後、日曜祝日は除きます。）

《学費延納について》
　Ⅰ期入学試験の合格者で他大学院受験などの事情がある場合には、入学手続期間に入学金を納入し、学費延納届を提出す
ることによって、正規入学手続きを学費延納期限まで延期することができます。

納　入　金
詳細に関しては、入学手続要項にてお知らせします。
　看護学専攻

※専門看護師（ＣＮＳ）受験資格取得希望者は、「専門看護師（ＣＮＳ）課程費」２００，０００円が別途必要となります。（２年次のみ）
［２年履修の場合］

［３年履修の場合］

※茨城キリスト教大学卒業生（卒業見込み者を含む）は入学金を半額とします。

入学手続書類
　本学が交付する書類の他に下記の書類等が必要となりますので、あらかじめご承知おきください。
　（　１　）住　民　票　１通　正規入学手続時３ヶ月以内に発行のもの。外国籍の入学者は住民票とパスポートのコピー各１部を提
　　　　　　　　　　　　出してください。
　（　２　）写　　　真　１枚　４．５㎝×３．５㎝、手続前３ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽、無背景、カラー
　（　３　）卒業証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。
　（　４　）成績証明書　１通　２０２３年３月卒業見込み者は、卒業後速やかに提出してください。

入学手続上の注意
　（　１　）納入金の納入は　銀行振込　で行ってください。
　（２　　）入学手続書類の提出は　原則として郵送（簡易書留）　で行ってください。

入学辞退について
　入学手続完了後、やむを得ない理由により本学入学を辞退する方は、２０２３年３月３１日（金）１６：３０までに入学辞退届（本学
所定様式）を提出してください。その場合、入学金（２００，０００円、茨城キリスト教大学卒業生は１００，０００円）を除く「学納金お
よびその他納入金」を返還いたします。詳細は本学入試広報部までお問い合わせください。入学金はいかなる理由があって
も返還いたしません。

入 学 手 続（抄）（詳細は合格者に通知します）

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
　２００，０００円
　８１０，０００円
　３００，０００円
　　７，０００円
１，３１７，０００円

入学手続時
２００，０００円
４０５，０００円
１５０，０００円
　７，０００円
７６２，０００円

２０２３年９月
－

４０５，０００円
１５０，０００円

－
５５５，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

各年次年額７,０００円
本学卒業生のみ入学時納入金額６６２，０００円

その他

学
納
金

入　学　金
授　業　料
設備拡充費

学生災害保険料

年　　額
２００，０００円
５４０，０００円
２００，０００円
　７，０００円
９４７，０００円

入学手続時
２００，０００円
２７０，０００円
１００，０００円
　７，０００円
５７７，０００円

２０２３年９月
－

２７０，０００円
１００，０００円

－
３７０，０００円

備　　　　　　考
入学時のみ※

各年次年額７,０００円
本学卒業生のみ入学時納入金額４７７，０００円

その他

学
納
金

種　　　　別

種　　　　別

合　　　　計

合　　　　計
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■試験会場へのアクセス

試験会場へのアクセス・問い合わせ先

入試広報部受付時間
　月～金曜日：９時００分～１６時３０分

　　　　　　　　　　土曜日　　：９時００分～１２時００分

【入試広報部事務室休業日】

土曜日午後、日曜祝日
９月１５日（木）、１０月２５日（火）、１１月１８日（金）、１２月２７日（火）～１月５日（木）、１月１３日（金）、１月１４日（土）
※ただし、９月１９日（月）、９月２３日（金）は窓口・電話受付をいたします。

■問い合わせ

茨城キリスト教大学　入試広報部
〒３１９－１２９５　茨城県日立市大みか町６－１１－１
［　Ｔ　Ｅ　Ｌ　］　０１２０－５６－１８９０（入試広報部専用）
　　　　　　　０２９４－５４－３２１２（入試広報部直通）
［　Ｅ‒ｍａｉｌ　］　ｎｙｕｓｈｉ＠ｉｃｃ．ａｃ．ｊｐ
［公式サイト］　ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ．ｉｃｃ．ａｃ．ｊｐ/



茨城キリスト教大学長　殿

西暦　　　　年　　月　　日

志 願 専 攻　　　　　　　　　　　　　　専攻

２０２３年度　大学院長期履修学生申請書

志願者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

下記のとおり、長期履修学生制度の適用を申請いたします。

長期履修期間：２０２３年４月から２０２６年３月までの３年間

申請理由：

大学院使用欄

事前相談担当者研究科長



受 験 承 諾 書

　上記の者が、２０２３年度　茨城キリスト教大学大学院看護学研究科修士課程

の入学試験を受験することを許可します。

　なお、同人が貴大学院看護学研究科修士課程に入学した場合には、在職の

まま就学することを承諾いたします。

勤　務　先
機　関　名

所　在　地

職　　　名

所属長又は
代表者氏名

［公印又は職印］

（注）看護職または養護教諭として勤務し、入学後もその身分を有する「社会人入試」受験者のみ提出すること。

茨城キリスト教大学大学院
　　看 護 学 研 究 科 長 　殿

氏　　名

生年月日（西暦）　　　　年　　月　　日生

西暦　　　　年　　月　　日




