
令和 4年度（2022）
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個人情報の取り扱い

出身高等学校等への合否結果開示 

（裏表紙）

コンビニエンスストアでの入学検定料のお支払い方法

お問合せ先
名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 入試広報課
〒467-8610　　名古屋市瑞穂区汐路町3-40
フリーダイヤル　0120-758-206（平日9:00～17:00）
ホームページ　　https://www.nyusi.nagoya-wu.ac.jp/
E-Mail  　　　　 nyusi＠nagoya-wu.ac.jp

※ 入試日程・選抜方法等を変更する場合があります。その際は速やかに「入試情報サイト」にて
お知らせいたしますので、本募集要項と合わせて「入試情報サイト」も必ずご確認ください。
入試情報サイト　https://www.nyusi.nagoya-wu.ac.jp/
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総合型選抜では、学ぼうとする意欲、積極性、コミュニケーション能力、個性や可能性などを重視し
ます。各学科・専攻が求める学生像と自分がマッチしていると思われる皆さんは、積極的にチャレン
ジしてください。

入試において評価する特性

各学科・専攻が求める学生像については、「令和4年度 入試案内」や本学の入試情報サイト
にて「アドミッション・ポリシー」をご確認ください。
https://www.nyusi.nagoya-wu.ac.jp/about/admissions-policy/

学力

知識 大学での学びの構築に向けて、高等学校までに学習する範囲における基礎的な知識・技能を習得している。
＊学部・学科によって重視される領域・科目が異なる。（学部・学科・専攻が求める学生像参照）

能力

志望する学部・学科において学ぶために必要な基本的能力（思考力・判断力・表現力）を有している。

思考力 自分の興味ある学問領域を深く追究していくために、様々な資料や情報と自分の持っている知識をつなげ、分析
できる力を有している。

判断力 学問的問題や社会的問題を解決していくことに関心を持ち、確かな根拠をもとに適切に判断する力を有している。

表現力 自分が思考した結果や見つけた根拠について、言語化したり図示したりすることや、必要に応じて身体表現を利
用することで、相手に的確に伝える力を有している。

態度

志望する学部・学科において主体的・協働的に学び、お互いの多様なあり方を認め合う姿勢がある。
主体性 家庭や社会で活躍するために必要な高い能力・教養を身につけたいという態度を有している。
協働性 「親切」を家庭生活や社会生活の中で体現することで多くの人と協力して活動したいという態度を有している。
多様性 現代社会を生きる女性として、他者の多様な志を受容する態度を有している。

志望度
志望する学科・専攻における学びへの強い関心・意欲及び入学意志がある。

関心 学科・専攻の領域に対して強い興味がある。
意欲 学科・専攻の領域において進んで学ぶ姿勢がある。

事前提出 入学試験
エントリーカード 調査書 学力試験 面接

学力

知識 知識 ○ ○技能

能力
思考力 ○

△ ○判断力
表現力

態度
主体性

○ △ ○協働性
多様性

志望度 関心 ○ ○意欲
200点満点 50 20 100 30

〇：評価、△：参考

知識
能力
120点

態度
志望度
80点

200点満点

総合型選抜【専願】　募集要項

1．出願資格　次の全ての要件に該当する女子。

2．募集人員

⑴ 　本学を専願する者。

⑵ 　本学の学部・学科・専攻を志望する明確な意志を有する者。

⑶ 　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、及び令和4年3月に卒業見込みの者。

⑷ 　高等学校・中等教育学校の担任または進路指導部の先生の承認を得た者（高等学校・中等教育学校の既卒者は不要）。

※出願条件には、調査書の評定平均値の基準はありません。

※1：Ⅰ期・Ⅱ期の合計人数です
※2：理学療法学科・作業療法学科で第1希

望・第2希望を選択します（第2希望を
選択しないことも可能です）。

＜注意＞　総合型選抜を受験した場合、学校推薦型選抜（指定校制推薦）を受験することはできません。
　　　　　総合型選抜に合格された方には、各学科・専攻から入学前教育として課題が出されます（有料）。

学部 学科 募集人員※1

医療科学部
理学療法学科※2 8名
作業療法学科※2 5名
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3．選抜日程 ※消＝消印有効、窓＝入試広報課窓口のみ有効（平日のみ、9:00～17:00）

出願期間

Ⅰ期　令和3年10月 4日(月)～13日(水)消
～14日(木)窓

Ⅱ期　令和3年11月15日(月)～24日(水)消
～25日(木)窓

入学手続締切日

Ⅰ期　第1回：令和3年11月11日(木)
第2回：令和3年11月19日(金)

Ⅱ期　第1回：令和3年12月22日(水)
第2回：令和4年 1月 5日(水)

試験日

Ⅰ期
10月23日(土)

Ⅱ期
12月 4日(土)

合格発表日

Ⅰ期
11月 2日(火)

Ⅱ期
12月14日(火)

4．選抜方法　　調査書・エントリーカード・学力試験・面接により選抜します。

学部・学科 集合時間 選抜方法（学力試験の受験科目は試験当日に選択）
　医療科学部
　　理学療法学科
　　作業療法学科

9:20 学力試験（9:30～10:30）
「化学基礎」「生物基礎」から1科目選択

面接（10:45～）
※ 面接開始時間は、受験者数により
変更する場合があります。

5．試験会場

【本学会場】
名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部
地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅1番出口より
東に300m
〒467-8610　名古屋市瑞穂区汐路町 3-40

【津会場】※Ⅰ期のみ地方入試を実施
三重県教育文化会館
JR・近鉄「津」駅東出口より東に500m
〒514-0003
三重県津市桜橋2-142

【浜松会場】※Ⅰ期のみ地方入試を実施
アクトシティ浜松 研修交流センター
JR「浜松」駅より東に500m
〒430-7790 
静岡県浜松市中区板屋町111-1

名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部
名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部

瑞穂警察署

瑞穂
区役所

地
下
鉄「
瑞
穂
区
役
所
」駅

1番出口

三重県社会
福祉会館

津駅

津税務署

郵便局

百五銀行

アスト津

三交不動産

三重県教育
文化会館
三重県教育
文化会館

国
道
23
号
線

ホテルクラウンパレスホテルクラウンパレス

東海調理製菓
専門学校

静岡銀行

アクトシティ浜松
研修交流センター
アクトシティ浜松
研修交流センター第一

通り駅

新浜松駅新浜松駅
JR
浜松
駅

スルガ銀行スルガ銀行

遠鉄
百貨店
遠鉄
百貨店

バス
ターミナル
バス
ターミナル

6．出願手続　下記により所定の期間内に出願してください。
【1】出願書類及び入学検定料　　＜注意＞ご提出いただいた書類の返却はできません。

①志願票
②写真票
③総合型選抜エントリーカード

本学所定の用紙

・写真は、出願日前３か月以内に撮影したもの（2枚）を、
②写真票及び③総合型選抜エントリーカードの所定の位置
に貼付してください。
　（上半身正面、無帽、無背景／縦４cm、横３cm）

④調査書 出身学校の用紙 ・出身学校長が３か月以内に発行したもの（厳封）。

⑤入学検定料　30,000円※ 本学所定の振込用紙
・入学検定料は銀行振込、またはコンビニエンスストアで納
入してください（コンビニエンスストアでの納入は裏表紙
参照）。振込期間は出願期間と同じです。

※一度納入いただいた検定料の返金はできません。但し、下記の場合は返金します（振込手数料はご負担ください）。
1．過入金の場合は過入金分を返金します。
2．出願書類の郵送前に受験辞退を申し出られた場合は該当検定料を返金します。
（注）すでに出願書類が郵送されている場合、及び出願期限までに受験辞退の申し出がなかった場合は返金しませんのでご

注意ください。

【2】出願方法　　＜注意＞出願後の志望学部・学科・専攻の変更は認めません。

郵送の場合 ・「令和4年度総合型選抜出願書類在中」の封筒に入れ、必ず簡易書留で郵送してください。
・Ⅰ期［10月13日（水）］締切日消印有効　　・Ⅱ期［11月24日（水）］締切日消印有効

持参の場合

・「令和4年度総合型選抜出願書類在中」の封筒に入れて持参してください。
・受付日時：Ⅰ期 10月 4日（月）～10月14日（木）9：00～17：00（土日祝は除く）

Ⅱ期 11月15日（月）～11月25日（木）9：00～17：00（土日祝は除く）
・受付場所：名古屋市瑞穂区汐路町3－40　　名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部　入試広報課
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自己推薦型選抜は、他大学を併願することができる入試です。自己推薦型なので、高等学校長からの
推薦は必要ありません。学力試験に加え、面接があり、本学や学びたい分野への志望度を評価します。

入試において評価する特性

各学科・専攻が求める学生像については、「令和4年度 入試案内」や本学の入試情報サイト
にて「アドミッション・ポリシー」をご確認ください。
https://www.nyusi.nagoya-wu.ac.jp/about/admissions-policy/

学力

知識 大学での学びの構築に向けて、高等学校までに学習する範囲における基礎的な知識・技能を習得している。
＊学部・学科によって重視される領域・科目が異なる。（学部・学科・専攻が求める学生像参照）

能力

志望する学部・学科において学ぶために必要な基本的能力（思考力・判断力・表現力）を有している。

思考力 自分の興味ある学問領域を深く追究していくために、様々な資料や情報と自分の持っている知識をつなげ、分析
できる力を有している。

判断力 学問的問題や社会的問題を解決していくことに関心を持ち、確かな根拠をもとに適切に判断する力を有している。

表現力 自分が思考した結果や見つけた根拠について、言語化したり図示したりすることや、必要に応じて身体表現を利
用することで、相手に的確に伝える力を有している。

態度

志望する学部・学科において主体的・協働的に学び、お互いの多様なあり方を認め合う姿勢がある。
主体性 家庭や社会で活躍するために必要な高い能力・教養を身につけたいという態度を有している。
協働性 「親切」を家庭生活や社会生活の中で体現することで多くの人と協力して活動したいという態度を有している。
多様性 現代社会を生きる女性として、他者の多様な志を受容する態度を有している。

志望度
志望する学科・専攻における学びへの強い関心・意欲及び入学意志がある。

関心 学科・専攻の領域に対して強い興味がある。
意欲 学科・専攻の領域において進んで学ぶ姿勢がある。

事前提出 入学試験
調査書 学力試験 面接

学力

知識 知識 ○ ○技能

能力
思考力 ○

△ ○判断力
表現力

態度
主体性

△ ○協働性
多様性

志望度 関心 ○意欲
150点満点 20 100 30

〇：評価、△：参考

知識
能力
120点

態度
志望度
30点

150点満点

自己推薦型選抜　募集要項

1．出願資格　次のいずれかに該当する女子。
⑴ 　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、及び令和4年3月に卒業見込みの者。

⑵ 　通常の課程による12年の学校教育を修了した者、及び令和4年3月修了見込みの者。

⑶ 　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

及び令和4年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、令和4年4月1日までに18歳に達する者。
＊既卒者（修了者）が受験する場合は、成績の部分が記載された調査書またはこれに代わるものを提出できる者に限る。
＊ 上記⑶のうち高等学校卒業程度認定試験合格者及び高等学校卒業程度認定試験合格見込みの者が受験する場合は出願時に「合格成績証明書」または「合格見込成績証明
書」が提出できる者に限る。

※出願条件には、調査書の評定平均値の基準はありません。

※自己推薦のため、高等学校長の推薦書は必要ありません。

2．募集人員
※1：理学療法学科・作業療法学科で第1希

望・第2希望を選択します（志願票には
第1希望のみを記入しますが、第2希望
の方に合格することがあります）。

学部 学科 募集人員

医療科学部
理学療法学科※1 7名
作業療法学科※1 4名
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3．選抜日程

※消＝消印有効、窓＝入試広報課窓口のみ有効（平日のみ、9:00～17:00）

出願期間

令和3年10月18日(月)～26日(火)消
～27日(水)窓

入学手続締切日

第1回：令和3年11月25日(木)
第2回：令和3年12月 3日(金)

試験日

11月6日(土)

合格発表日

11月16日(火)

4．選抜方法　　調査書・学力試験・面接により選抜します。

学部・学科 集合時間 選抜方法（学力試験の受験科目は試験当日に選択）
　医療科学部
　　理学療法学科
　　作業療法学科

9:20
学力試験（9:30～10:30）
「化学基礎」「生物基礎」から
1科目選択

面接（10:45～）
※ 面接開始時間は、受験者数により
変更する場合があります。

5．試験会場
【本学会場】
名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部
地下鉄桜通線「瑞穂区役所」駅1番出口より東に300m
〒467-8610
名古屋市瑞穂区汐路町 3-40

名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部
名古屋女子大学
名古屋女子大学短期大学部

瑞穂警察署

瑞穂
区役所

地
下
鉄「
瑞
穂
区
役
所
」駅

1番出口

6．出願手続　下記により所定の期間内に出願してください。

【1】出願書類及び入学検定料　　＜注意＞ご提出いただいた書類の返却はできません。

①志願票
②写真票 本学所定の用紙

・写真は、出願日前３か月以内に撮影したもの（2枚）を、
①志願票及び②写真票の所定の位置に貼付してください。
　（上半身正面、無帽、無背景／縦４cm、横３cm）
※エントリーカードの提出は必要ありません。

③調査書 出身学校の用紙 ・出身学校長が３か月以内に発行したもの（厳封）。

④入学検定料　30,000円※ 本学所定の振込用紙
・入学検定料は銀行振込、またはコンビニエンスストアで納
入してください（コンビニエンスストアでの納入は裏表紙
参照）。振込期間は出願期間と同じです。

※一度納入いただいた検定料の返金はできません。但し、下記の場合は返金します（振込手数料はご負担ください）。
1．過入金の場合は過入金分を返金します。
2．出願書類の郵送前に受験辞退を申し出られた場合は該当検定料を返金します。
（注）すでに出願書類が郵送されている場合、及び出願期限までに受験辞退の申し出がなかった場合は返金しませんのでご

注意ください。

【2】出願方法　　＜注意＞出願後の志望学部・学科・専攻の変更は認めません。

郵送の場合 ・「令和4年度自己推薦型選抜出願書類在中」の封筒に入れ、必ず簡易書留で郵送してください。
・［10月26日（火）］ 締切日消印有効

持参の場合

・「令和4年度自己推薦型選抜出願書類在中」 の封筒に入れて持参してください。
・受付日時：10月18日（月）～10月27日（水）9：00 ～ 17：00（土日祝は除く）
・受付場所：名古屋市瑞穂区汐路町3－40

名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部　入試広報課
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■受験上の注意事項
⑴　受験票は普通郵便（圧着ハガキ）で送付します。下記の未着問い合わせ日になっても受験票が届かない場合は、入試広報課ま
で連絡してください。　 フリーダイヤル　0120-758-206（平日 9:00～17:00）

　　　未着問い合わせ日　総合型選抜：Ⅰ期 10月21日（木）　Ⅱ期 12月2日（木）　自己推薦型選抜：11月4日（木）
⑵　試験当日、受験票を忘れたり紛失したりした場合は、仮受験票を発行しますので、受験する前に必ず係に申し出てください。
⑶　試験会場（本学）の下見は、試験前日まで受付しています。ただし、各試験室への立ち入りはできません。
⑷　各試験場（教室）には、時計がありません。各自で時計を準備してください。ただし、計時以外の機能が付いたものの使用は
認めません。また、携帯電話等を時計として使用することはできません。

⑸　所定の集合時刻までに、指定された試験室に入室してください。
⑹　試験室では、机上の「受験番号」を確認して、着席してください。
⑺　机上には、「受験票、黒鉛筆、シャ－プペンシル、消しゴム、時計（計時機能だけのもの）、眼鏡、鉛筆キャップ」以外のも
のを置かないでください。

⑻　携帯電話等は、試験室に入る前にアラームの設定を解除し、電源を切っておいてください。
⑼　遅刻については、試験開始後20分以内に限り、受験を認めます。
⑽　試験が終了するまでは、試験室からの退室は認めません。ただし、試験途中で体調が悪くなった場合には、すぐに監督者に申
し出てください。

⑾　けが、病気等で通常の試験会場での受験に支障のある者は、事前に下記まで連絡してください。
　　　連絡先：入試広報課直通　 フリーダイヤル　0120-758-206（平日 9:00～17:00）

■合格発表
受験者全員に合否結果を速達郵便で通知します。なお、合格者には、合格通知書及び入学手続書類を同封します。
＜注意＞電話等による合否に関する個別の問い合わせには応じません。

試験当日、本学周辺で合否に関する電報等の勧誘があっても、本学とは関係ありません。この種の電報等による
無発信、無連絡、不着のトラブルについては、本学は責任を負いませんので十分注意してください。

■入学手続
合格者は、合格通知書に同封する「入学手続要項」に従い、入学手続書類の提出及び学納金の納入を行ってください。
⑴　入学手続書類（誓約書・高等学校卒業証明書）の送付期限は、下表のとおりです（締切日消印有効）。
⑵　学納金は、第１回納入締切日までに入学金を、第２回納入締切日までに授業料（前期分）・教育充実費（前期分）・実験実習
費（年額）及び諸費用を銀行振込により納入してください（銀行収納印日付有効）。

学納金納入締切日 書類提出締切日
第1回 第2回 誓約書 高等学校卒業証明書

総合型選抜 Ⅰ期 令和3年11月11日(木) 令和3年11月19日(金) 令和3年11月19日(金)
令和4年3月18日(金)Ⅱ期 令和3年12月22日(水) 令和4年 1月 5日(水) 令和4年 1月 5日(水)

自己推薦型選抜 令和3年11月25日(木) 令和3年12月 3日(金) 令和3年12月 3日(金)

⑶　入学手続に関する注意
　　①定められた期限までに入学手続を完了しない場合は、入学を許可しません。
　　② 入学手続後さらに本学の他の学部・学科・専攻に合格し、かつその学部・学科・専攻に入学を希望する場合は、先に納入し

た学納金を改めて入学手続する学部・学科・専攻の学納金に振り替えますので、事前に申し出てください（学校推薦型選
抜・総合型選抜を除く）。振り替えを希望する場合は、入試広報課まで、ご連絡をお願いします。

　　③ 入学手続完了者のうち、専願入試（学校推薦型選抜／総合型選抜）以外の者で、令和4年３月31日（木）17：00までに入学
辞退を申し出た場合は、授業料、教育充実費、実験実習費及び諸費用を返還します。

■学納金
⑴ 学費（令和4年度入学者）

入学金 授業料 教育充実費 実験実習費 諸費用 1年次納入金
(合計金額)

200,000 800,000 380,000 250,000 59,000 1,689,000

（単位：円）

① 入学金は入学時のみ納入。
② 授業料と教育充実費は毎年度、前期及び後期の年2回に分けて納入（各期：年額の半額）。
 ただし、実験実習費・諸費用は前期に一括納入。
③ 諸費用は変更になる場合があります。詳細については、「令和4年度入学手続要項」にてご確認ください。
 諸費用の内訳は下記⑶参照。
④ 履修によって必要な資格取得等実習費は、上記とは別に入学後徴収いたします。
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⑵ 入学手続時納入金
入学手続時 入学後

1年次納入金
(合計金額)

第1回納入 第2回納入
授業料（後期分）
教育充実費（後期分）入学金

授業料（前期分）
教育充実費（前期分）
実験実習費（年額）

諸費用

200,000 840,000 59,000 590,000 1,689,000

⑶　諸費用の内訳は、越原学舎研修費（9,100円）、GPS-Academic（3,600円）と下記の①学生教育研究災害傷害保険料及び②
委託徴収金等の合計金額です。

①学生教育研究災害傷害保険料 ②委託徴収金等
学部・学科 金額（円）

大学 医療科学部 3,300

区分 金額（円） 区分 金額（円）
学生会　　　入会金 1,000 教育後援会　入会金 10,000
　〃　　　　年会費 6,000 　　〃　　　年会費 16,000
同窓会　　　入会金 10,000

（単位：円）

■奨学金制度
春光会（同窓会）奨学金（給付）
学業・人物・健康ともに優れ、他の学生の模範となる学生で、さらにボランティアで同窓会の運営を援助することが可能な学生
に対し、「春光会奨学生規程」に基づき、所定の奨学金を給付します。給付額15万円（現行）、返還の義務はありません。給付
期間は１年間です。

NJ奨学金（給付）
家計急変などにより就学が困難になった学生に対し、所定の奨学金を給付します。給付額は、年額18万円、返還の義務はありま
せん（給付額は年度によって変更することがあります）。給付期間は1年間です。

名古屋女子大学緊急支援小川奨学金（給付）
家計が急変し緊急に奨学金が必要になった場合は、学生支援センターにご相談ください。

日本学生支援機構奨学金
学業・人物ともに優れかつ健康で、経済的理由により修学困難な学生は、日本学生支援機構奨学金の貸与を申請することができ
ます。

●第一種奨学金（無利子）〈月額：円〉

● 第二種奨学金（有利子）
月額20,000円～120,000円（10,000円単位）から選択できます。

区　分 大学 短期大学部

自宅通学者 20,000、30,000、40,000、
54,000

20,000、30,000、40,000、
53,000

自宅外通学者 20,000、30,000、40,000、
50,000、64,000

20,000、30,000、40,000、
50,000、60,000

高等教育の修学支援新制度への対応について
名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部は、
高等教育の修学支援新制度における対象校として
文部科学省より認定されました。予約申請の有無
で対応が異なりますので、詳しくは入試広報課に
ご相談ください。

■教育ローン

■個人情報の取り扱い

■出身高等学校等への合否結果開示

＜国の教育ローン（日本政策金融公庫）＞
学生一人あたり350万円以内を貸与する国の融資制度です。合格発表前に申込が可能です。申込から融資が決定するまで、通常10
日程度かかります。入試時期は申込が集中するので、余裕をもって、早めに申込手続を行ってください。詳細は、日本政策金融公
庫のホームページを参照ください。
●教育ローンについてのご相談・お問い合わせ先　【教育ローンコールセンター】
　ナビダイヤル：0570-008656　　ホームページ：https://www.jfc.go.jp/

入学志願票に記載された個人情報は、受験票等の発送の他、入学者名簿の作成作業等に一部利用します。
なお、取得した個人情報のデータ処理等を外部の事業者に委託する場合があります。この場合、大学内のガイドラインに基づい
て、守秘契約等を締結して、個人情報の不適切な利用がないよう、委託先を監督します。
●入学試験に係る個人情報についてのお問い合わせ先　【名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 入試広報課】
　フリーダイヤル：0120-758-206（平日 9:00～17:00）　　E-mail：nyusi@nagoya-wu.ac.jp

本学の入学試験にあたって、合否選考に必要な出願書類（推薦書・調査書等）を出身高等学校等から提出いただくことから、「受験の
有無」「合否結果」「入学手続状況」を出身高等学校長宛に「親展」で通知いたします。あらかじめ了解の上、出願してください。
⑴　上記については、出身高等学校等に限定し、それ以外の学外他者への通知等を行うことは一切ありません。
⑵　自己推薦型選抜において、何らかの理由で出身高等学校等への通知を希望されない受験生（入学後は「学生」）は、出願時
に、志願票の「高等学校等への開示」欄にチェックをお願いします（開示欄が空白の場合は、承諾したとみなします）。



＜コンビニエンスストアでの入学検定料のお支払い方法＞


