東都クリニック50周年記念
東都大学10周年記念

管理栄養学部管理栄養学科

定員：80名

幕張ヒューマンケア学部看護学科

定員：120名

幕張ヒューマンケア学部理学療法学科

定員：80名

平成31年度 入学者選抜

AO・社会人追加入試のご案内
対象学部
学科

AOⅤ期・社会人Ⅳ期

AOⅥ期・社会人Ⅴ期

3月13日■ 3月20日■

AOⅦ期・社会人Ⅵ期

水

水

水

深谷キャンパス ■管理栄養学部 管理栄養学科

■管理栄養学部 管理栄養学科

幕張キャンパス ■幕張ヒューマンケア学部 看護学科・理学療法学科

■幕張ヒューマンケア学部 理学療法学科

3月27日■

せい えん

学校法人 青淵学園

東都医療大学
平成31年4月より東都医療大学は東都大学
（Tohto University）
に名称が変わります。

■管理栄養学部管理栄養学科■
東都医療大学では、高度な専門職として、保健・医療・福祉施設、行政、学校給食、社員・学校
食堂、研究・教育機関、スポーツ関係などでの栄養指導や食事の管理を行う管理栄養士を主とし
て養成する「管理栄養学部管理栄養学科」を平成 30 年 4 月に開設しました。
本学の管理栄養学部管理栄養学科の特徴は、確実に国家試験に合格するだけでなく、これから
の時代に求められる高いコミュニケーション能力を持ち、適切な栄養評価・指導、食支援を実行でき
る「臨床に強い」管理栄養士になる力を修得できることです。

■幕張ヒューマンケア学部看護学科■
東都医療大学では、高度な専門職として、保健・医療・福祉施設の担い手としてリーダーシップを
発揮し、学問の発展にも貢献できる看護師、保健師を養成する「幕張ヒューマンケア学部看護学科」
を平成 30 年 4 月に開設しました。
既に国家試験などで高い実績を誇るヒューマンケア学部看護学科に続き、千葉市県美浜区に開
設したこの幕張ヒューマンケア学部看護学科の特徴は、確実に国家試験に合格するだけでなく、こ
れからの時代に求められる高いコミュニケーション能力を持ち、「ヒューマンケア」の学びと実践から、
医療業界のニーズに応える看護師・保健師になる力を修得できることです。

■幕張ヒューマンケア学部理学療法学科■
東都医療大学では、医療・保健・予防・福祉の発展に寄与し、教育・研究により社会に貢献する
ことができる理学療法士を養成する「幕張ヒューマンケア学部理学療法学科」を平成 3１年 4 月に
開設します。
本学の理学療法学科の特徴は、確実に国家試験に合格するだけでなく、豊かな人間性と確かな
知識・技術をもち、人や社会に対して包括的にアプローチすることができる理学療法士になる力を修
得できることです。
このたび受験生の皆さんの強いご期待とご要望に応え、受験の機会をすこしでも増やすため、追
加で入学者選抜を実施することといたします。次頁の『平成 31 年度追加入学試験概要』でご確認
いただき、受験のご検討をいただければ幸いです。
なお、すでにお知らせしている平成３１年度入学者選抜に変更はありませんので併せてご検討いた
だければ幸いです。

≪お問合せ≫
【東都医療大学 深谷キャンパス】 入試広報室
TEL：048-574-2500
埼玉県深谷市上柴町西 4-2-11
【東都医療大学 幕張キャンパス】 入試広報室
TEL：043-273-1111
千葉県千葉市美浜区ひび野 1-1
【本学ホームページ】 http:www.tohto.ac.jp/

平成 31 年度 東都医療大学 追加入試概要
管理栄養学部管理栄養学科
幕張ヒューマンケア学部看護学科（AO 入試Ⅴ期・Ⅵ期のみ）
幕張ヒューマンケア学部理学療法学科
実施選抜方式
AO 入試Ⅴ期、AO 入試Ⅵ期、AO 入試Ⅶ期
社会人入試Ⅳ期、社会人入試Ⅴ期、社会人入試Ⅵ期

[出願を希望される方へ]
１ 出願方法は Web 出願のみとなります。Web 環境の準備が難しい方は、入試広報室までお問合せください。
２ 下記の追加入試概要の他、『平成 31 年度 Web 出願利用ガイド』の 11 ページ以降（下記参照）をよくお読
みください。
・出願手続き ・Web 出願システムのご利用方法 ・受験上の注意 ・合格発表 ・入学手続き
・入学前教育について ・奨学金 ・試験場案内

[追加入試概要]
＜AO 入試Ⅴ期、AO 入試Ⅵ期、AO 入試Ⅶ期＞
※下記の記載内容は AO 入試Ⅴ期、Ⅵ期、Ⅶ期の共通事項です。
（１）募集定員

管理栄養学部管理栄養学部：20 人程度
幕張ヒューマンケア学部看護学科（AO 入試Ⅴ期・Ⅵ期のみ）：30 人程度
幕張ヒューマンケア学部理学療法学科：10 人程度

（２）出願資格
ア

高等学校（特別支援学校の高等部を含む）若しくは中等教育学校（後期課程含む）を平成 30 年３月に
卒
業した者及び平成 31 年３月卒業見込みの者

イ

高等専門学校第３学年を平成 30 年３月に修了した者及び平成 31 年３月修了見込みの者

ウ

文部科学大臣が高等学校の課程と同等又は相当の課程を有するものとして認定又は指定した
在外教育施設の当該課程を平成 30 年４月から平成 31 年３月までに修了又は修了見込みの者

エ

高等学校卒業認定試験規則による平成 29 年度に実施された又は、平成 30 年度に実施された（する）
高等学校卒業程度認定試験の合格者（見込み者）

（３）出願要件
本学での勉学を強く志望し、合格した場合には必ず入学することを確約できる者（専願）

（４）提出書類
ア 入学志願票 A、受験票 A、写真票 A
イ 調査書
ウ 志願理由書（ＡＯ入試用）
《受験生の皆様へ》平成 31 年度ＡＯ入試の志願理由書様式を本学ホームページからダウンロードするこ
と
ができます。入力後、出力して、出願書類とともに提出してください。
エ 受験票送付用封筒（市販の長３形封筒：郵送用宛名ラベルⅠを貼付）
オ 選抜結果通知書送付用封筒（市販の角２形封筒：郵送用宛名ラベルⅡ－①を貼付）
カ

実用英語技能検定（英検）合格証明書の複写（実用英語技能検定（英検）準２級以上の資格を有する
者）

※ 幕張ヒューマンケア学部看護学科を志願する受験生は、幕張ヒューマンケア学部理学療法学科もしくは
管理栄養学部管理栄養学科を同時併願することができます。第一志望の学科を不合格になった場合、
再度、同時併願学科の合否判定を行います。 第一志望学科に合格した場合は、同時併願学科の判定
は行われませんので、ご注意ください。 幕張ヒューマンケア学部理学療法学科もしくは管理栄養学部管
理栄養学科を志願する受験生は、 他学科の同時併願はできません。なお、この仕組みで併願しても、
追加の入学検定料は発生しません。また、新たに受験し直す必要もありません。

（５）選抜方法
出願書類（志願理由書、調査書）の内容、国語読解力考査（多肢選択方式）及び面接の結果を総合して
合格者を決定します。
※ 国語読解力考査は入学後に専門教育を受ける上で、文章だけでなく多種多様な情報を読み取る力（人の
気持ちや場の雰囲気を読み取り理解する力）が身についているかを確認する試験です。
○実用英語技能検定（英検）準２級以上の資格を有する者は、合否決定に際し、考慮します。

（６）試験日程
選抜方式

Web 出願システム

出願期間

利用開始日

[締切日必着]

入学手続き

試験日

合格発表日

3/13（水）

3/14（木）

3/19（火）

3/20（水）

3/22（金）

3/27（水）

3/27（水）

3/28（木）

3/29（金）

締切日[消印有効]

3/1（金）～
AO 入試Ⅴ期

2/18(月)～

AO 入試Ⅵ期

3/1（金）～

3/8（金）
3/7（木）～
3/14（木）
3/15（金）～

AO 入試Ⅶ期

3/8(金)～

3/22（金）

（７）試験時間
受験者入室

９：００まで

国語読解力考査

９：３０ ～ １０：２０

面接

１０：4５ ～

（８）試験会場
管理栄養学部管理栄養学科
…東都医療大学 深谷キャンパス（埼玉県深谷市）
幕張ヒューマンケア学部看護学科（AO 入試Ⅴ期・Ⅵ期のみ）、幕張ヒューマンケア学部理学療法学科
…東都医療大学 幕張キャンパス（千葉県千葉市美浜区）

■ご質問等ございましたらお気軽に下記までお問合せください■
東都医療大学 深谷キャンパス入試事務室
電話：０４８－５７４－２５００
〒３６６－００５２
埼玉県深谷市上柴町西４－２－１１
東都医療大学 幕張キャンパス入試事務室
電話：０４３－２７３－１１１１
〒２６１－００２１
千葉県千葉市美浜区ひび野１－１

＜社会人入試Ⅳ、社会人入試Ⅴ期、社会人Ⅵ期＞
※下記の記載内容は社会人入試Ⅳ期、Ⅴ期、Ⅵ期の共通事項です。
（１）募集定員

管理栄養学部管理栄養学科：若干名
幕張ヒューマンケア学部看護学科（社会人入試Ⅳ期・Ⅴ期のみ）：若干名
幕張ヒューマンケア学部理学療法学科：若干名

（２）出願資格
ア 高等学校（特別支援学校の高等部を含む）若しくは中等教育学校（後期課程含む）を卒業した者
イ 高等専門学校第３学年を修了した者
ウ

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
エ 平成 31 年４月１日現在、満 23 歳以上に達する者
（３）出願要件
本学での勉学を強く志望し、合格した場合には必ず入学することを確約できる者（専願）
（４）提出書類
ア 入学志願票 A、受験票 A、写真票 A
イ 調査書
ウ 受験票送付用封筒（市販の長３形封筒：郵送用宛名ラベルⅠを貼付）
エ 選抜結果通知書送付用封筒（市販の角２形封筒：郵送用宛名ラベルⅡ－①を貼付）
オ

実用英語技能検定（英検）合格証明書の複写（実用英語技能検定（英検）準２級以上の資格を有する

者）
（５）選抜方法
出願書類（調査書）の内容、国語読解力考査（多肢選択方式）及び面接の結果を総合して合格者を決定し
ます。
※ 国語読解力考査は入学後に専門教育を受ける上で、文章だけでなく多種多様な情報を読み取る力（人の
気持ちや場の雰囲気を読み取り理解する力）が身についているかを確認する試験です。
○実用英語技能検定（英検）準２級以上の資格を有する者は、合否決定に際し、考慮します。
（６）試験日程
選抜方式

Web 出願システム

出願期間

利用開始日

[締切日必着]

入学手続き

試験日

合格発表日

3/13（水）

3/14（木）

3/19（火）

3/20(水)

3/22(金)

3/27(水)

3/27(水)

3/28(木)

3/29(金)

締切日[消印有効]

3/1（金）～
社会人入試Ⅳ期

2/18（月）～

社会人入試Ⅴ期

3/1(金)～

社会人入試Ⅵ期

3/8(金)～

3/8（金）
3/7(木)～
3/14(木)
3/15(金)～
3/22(金)

（７）試験時間
受験者入室

９：００まで

国語読解力考査

９：３０ ～ １０：２０

面接

１０：４５ ～

（８）試験会場
管理栄養学部管理栄養学科
…東都医療大学 深谷キャンパス（埼玉県深谷市）
幕張ヒューマンケア学部看護学科（AO 入試Ⅴ期・Ⅵ期のみ）、理学療法学科
…東都医療大学 幕張キャンパス（千葉県千葉市美浜区）

■ご質問等ございましたらお気軽に下記までお問合せください■
東都医療大学 深谷キャンパス入試事務室
電話：０４８－５７４－２５００
〒３６６－００５２
埼玉県深谷市上柴町西４－２－１１
東都医療大学 幕張キャンパス入試事務室
電話：０４３－２７３－１１１１
〒２６１－００２１
千葉県千葉市美浜区ひび野１－１

