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2020年度　一般入学試験（Ａ日程）要項

文　学　部
　文化交流学科　　１５名
　現代英語学科　　２１名
　児童教育学科
　〈児童教育専攻〉　２１名
　〈幼児保育専攻〉　１９名

生活科学部
　心理福祉学科　　１８名
　食物健康科学科　　２６名

看護学部
　看　護　学　科　　２５名

　２０２０年４月１日現在満１８歳以上で次のいずれかに該当する者。
　（１）高等学校または中等教育学校を卒業した者および２０２０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２０２０年３月修了見込みの者。
　（３）学校教育法施行規則第１５０条第７号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
　　　２０２０年３月３１日までにこれに該当する見込みの者。
　　　※本学における個別の入学資格審査により、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た者で、入学の
　　　　時点で満１８歳以上の者。（個別入学資格審査受付期間：１１月１１日（月）～１１月２２日（金）ただし、１１月１６日（土）は窓口受
　　　　付できません。詳細は、本学入試広報部までお問い合わせ下さい）

　本学で実施する学力検査の成績を主な資料とし､出身学校の調査書を参考にして､以下のように合格者を決定します｡
○総合得点順位方式

　　総合得点の高い順に合格者を決定します。ただし、合否ラインにおいては、得意科目上位者を判定の要因とすることがあ
　ります。

　【文化交流学科・現代英語学科・児童教育学科児童教育専攻・心理福祉学科出願者】
　　児童教育学科幼児保育専攻・食物健康科学科・看護学科・経営学科を除く全学部全学科（専攻含）への第二志望制度の利用
　を認めます。補欠制度はありません。
　※第二志望を申請した場合でも、入学検定料は３２，０００円のみです。
　【児童教育学科幼児保育専攻・食物健康科学科・看護学科・経営学科出願者】

　　第二志望制度はありません。

　【児童教育学科幼児保育専攻・食物健康科学科・看護学科・経営学科出願者】
　　試験の結果、補欠通知を出すことがあります。入学手続状況により、入学辞退者が出た場合、補欠順位上位者から繰上合
　格とします。
　　第二志望制度はありません。

経営学部
　経　営　学　科　　１６名

募集学科および募集人員１

出 願 資 格２

選 抜 方 法３

第二志望制度４

補 欠 制 度５
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　１８ページを参照して下さい。

　（１）「入学試験出願の方法」（１９～２０ページ）を参照下さい。
　（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形封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）を使用し郵
送・提出して下さい。
　プリントアウトできない場合は、下記を角２形封筒（２４ｃｍ×３３．２ｃｍ）に手書きし郵送・提出下さい。
　　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

　（３）出願期間　2020年　1　月　6　日（月）～　1　月20日（月）〈窓口・郵送必着〉
　　　　　　　　出願登録は最終日１６時３０分までとなります。
　　　　　　　　窓口受付は９時～１６時３０分までとなります。（ただし、土曜日の午後、日曜祝日は除きます）
　　　　　　　　※１月１７日（金）、１月１８日（土）は窓口受付できません。

　（４）検定料振込期間　2020年　1　月　6　日（月）～　1　月20日（月）
　　　　　　　　　　　検定料振込は最終日１６時３０分までとなります。

　　＊文学部現代英語学科では、英語の配点を２００点とします。
　　※選択科目は、出願登録時に選択し、出願確認票の所定欄に記載された内容を確認して下さい。
　　　当日の科目変更は認めません。

試　　験　　科　　目（配点）
選択（１科目を選ぶ。１００点）

必須２（１００点）

学　部

生活科
看　護

学　部

経　営

学　科

食物健康科
看　　　護

学　科

経　　　営

選択（１科目を選ぶ。１００点）

生物基礎、化学基礎、数学Ⅰ

日本史Ｂ、現代社会、　　　　
政治・経済、生物基礎、　　　
化学基礎、数学Ⅰ　　　　　　

必須１（１００点）

必須（１００点または２００点＊）

国語（国語総合・現代文Ｂ、
但し出題範囲は現代文に限る）

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・コミュニケーシ
ョン英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・
英語表現Ⅱ）　

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・コミュニケーシ
ョン英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・
英語表現Ⅱ）　

文 全

生活科 心 理 福 祉

国語（国語総合・現代文Ｂ、但し出題範囲は現代文に限る）、日本史Ｂ、
現代社会、政治・経済、生物基礎、化学基礎、数学Ⅰ

試験科目・配点６

出願上の注意７

出 願 方 法８

出 願 書 類９

　出願期間内に下記の書類を一括して提出して下さい。
　（１）出願確認票（Ｗｅｂ出願システムから出力）
　（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下さい。
　（３）出身学校調査書　　1　通※（開封厳禁、出願期間開始３ヶ月以内に発行のもの）
　　　高等学校卒業程度認定試験（または大学入学資格検定）合格者は合格成績証明書　１通（開封厳禁）
　　　廃校その他の理由により出身学校長の調査書が得られない場合は卒業証明書、成績表その他入学志願者が提出できる書
　　　類をもって代えることができます。
　（４）個別入学資格審査結果通知書のコピー（該当者のみ、本学通知のもの）
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　出願締切後、本学所定の受験票（郵便ハガキサイズ）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
下さい。

1　．本学試験場

〔ＪＲ常磐線大甕駅西口（学園口）隣接〕
おおみか

2　．柏試験場
　新宿セミナー柏校、ＪＲ常磐線・地下鉄千代田線・
　東武野田線　　柏駅東口より徒歩３分

3　．大宮試験場
〔新宿セミナー大宮校、ＪＲ大宮駅東口より徒歩３分〕

4　．仙台試験場
〔仙台ガーデンパレス、ＪＲ仙台駅東口より徒歩３分〕

JR仙台駅
広瀬通

至盛岡
ＡＥＲＡＥＲ 仙台駅地下道出入口

LoFt

ファミリーマート

ヨドバシカメラ

東北福祉大学東北福祉大学
ユアテックユアテック 仙台MTビル仙台MTビル

パルシティ仙台パルシティ仙台

新寺小路
新寺小路

宮城野通り
宮城野通り
至楽天生命パーク　　　　　宮城

西口
東口

至東京 至国道４号線

青葉通

南町通南町通

仙台ガーデンパレス

　32,000円　（Ｗｅｂ出願による検定料支払の際、別途手数料が必要となります。）
　「入学試験出願の方法」（１９～２０ページ）を参照して下さい。

柏駅東口

立体駐車場

柏
マルイ

二番街

サンサン
通り

新宿セミナー柏校
（サンサンビル2F）

※1Fは和食屋「佐渡蔵」

ビックカメラ

日産レンタカー

朝日生命

●三菱ＵＦＪ銀行

東口

●足利銀行

●サンパレス

大宮ソニックシティー●

至高崎・宇都宮 至浦和・東京

埼京線

京浜東北線／新幹線

浦和・大宮（旧中山道）

●
大
宮
タ
カ
シ
マ
ヤ

新宿セミナー
大宮校

◎

大宮駅
ＪＲ・東武野田線
ニューシャトル

　試験場は出願時に選択。試験当日の会場変更は認めません。

※一般入試（Ａ日程）と大学入試センター試験利用入試（Ⅰ期）を同時出願する場合に、一つの封筒に入れて出願書類を提出す
ることも可能ですが、出願締切日は異なりますので、十分注意して下さい。

入学検定料１０

受験票交付１１

試 験 会 場１２



－38－

　　※試験場は、午前８時３０分に開場となります。

　〈文学部・生活科学部心理福祉学科　選択科目：国語選択者〉

　〈文学部・生活科学部心理福祉学科　選択科目：国語以外選択者〉

学　部 学　科

文 全
生活科 心理福祉

試　験　時　間　割
９：５０～１０：５０

国　　語 英　　語

９：３０

集　合

１１：３０～１２：３０

休　憩

学　部 学　科

文 全
生活科 心理福祉

試　験　時　間　割
１１：３０～１２：３０

英　　語 選択科目＊１

１１：１０

集　合

１３：３０～１４：３０

休　憩

　　＊１：日本史Ｂ、現代社会、政治・経済、生物基礎、化学基礎、数学Ⅰの中から１科目選択。
　　※国語以外の選択者は、試験室に午前１１時１０分からの入室となります。
　　※昼食を用意してくることが望ましい。

　１８ページを参照して下さい。

　　＊２：生活科学部食物健康科学科・看護学部看護学科は、生物基礎、化学基礎、数学Ⅰの中から１科目選択。
　　　　　経営学部経営学科は、日本史Ｂ、現代社会、政治・経済、生物基礎、化学基礎、数学Ⅰの中から１科目選択。
　　※試験場は午前８時３０分に開場となります。
　　※昼食を用意してくることが望ましい。

　〈生活科学部食物健康科学科・看護学部看護学科・経営学部経営学科〉

学　部 学　科
試　験　時　間　割

９：３０ １３：３０　　
　～１４：３０

９：５０　　
　～１０：５０

生活科 食物健康科
看　護 看　護
経　営 経　営

集　合 国　　語 休　憩 英　　語 休　憩 選択科目＊２

１１：３０　　
　～１２：３０

　合格発表日　2020年　2　月13日（木）
　（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）合格発表日午前１１時、携帯電話・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出
　　　来ます。
　　　「合否照会システム」については、６１～６２ページをご覧下さい。
　（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。

　2020年　2　月　3　日（月）

試　験　日１３

試験時間割１４

受験上の注意１５

合 格 発 表１６
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　2020年　2　月14日（金）～　2　月25日（火）〈窓口・郵送必着〉
　窓口受付は９時～１６時３０分までとなります。（ただし、土曜日の午後、日曜祝日は除きます）
　６８～６９ページを参照して下さい。

　新入生特待制度について
　２０２０年度一般入学試験（Ａ日程）受験者は、入学試験と併せて「新入生特待制度」の特待候補者の選考も行います。詳し
くは、６６ページを参照して下さい。

　入試過去問題活用宣言

茨城キリスト教大学　一般入学試験（Ａ日程）の学力検査問題について

１．本学のアドミッション・ポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大
　　学の入試過去問題を使用して出題することがあります。必ず使用するとは限りません。

２．入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。また、使用した過去問題に
　　ついては、入学試験終了後、受験者に分かるような形で公表します。

３．「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び参加大学の一覧については、以下のサイトにて公表しております。

　　入試過去問題活用宣言サイト　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｙｕｓｈｉｋａｋｏｍｏｎ．ｊｐ／ｓｅｎｇｅｎ．ｈｔｍｌ

　2020年　3　月23日（月）〈窓口・郵送必着〉

学費延納期限１８

入学手続期間１７


