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Ⅵ　令和２年度入学者選抜結果

１　デザイン学部・看護学部

1）　入学者選抜要項

①　アドミッション・ポリシー

【全学部共通アドミッション・ポリシー】

　本学は、教育研究上の理念、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに基づく教育内

容等を踏まえ、以下の方針を定め、入学者を受け入れます。

＜求める学生像＞

1　人間重視を理解し、自身の専門性を生かして未来を創造しようとする姿勢をもつ人

2　人々の幸福や地域社会の持続的な発展に貢献しようとする意志をもつ人

　　そのため、本学は、高等学校等における基礎学力、課外活動等によって培われた協調性及び

責任感のある人を求めています。入学者には、日ごろから、生命、人間及びその生活に興味・

関心をもち、地域社会が抱える課題の発見や解決に向けて、日々の学修の中で幅広い知識・思

考力・表現力を身につけるとともに、多様な人々と協同するためのコミュニケーション能力を

備え、学ぶ意欲があることが求められます。

＜入学者選抜の在り方＞

1　入学者の選抜は、多様な能力を身につけた学生を求めるため、一般選抜、特別選抜及び3年
次編入学で行う。

2　入学者に求める基礎学力の水準は、大学入試センター試験の成績、調査書等で測る。

3　各学部が求める論理的思考力、文章表現力等は、個別学力検査の小論文で測る。

4　専門分野への関心、学習意欲、目的意識、社会性等は個別学力検査の面接で測る。

＜入学者選抜方法＞

1　学部ごとに大学入試センター試験及び個別学力検査の配点を定め、受験生の合計得点を算出

する。

2　個別学力検査の面接結果は、点数化せず、判定資料とする。同様に、調査書等の提出書類も

判定資料とする。

3　入学者の選抜は、受験生の合計得点及び判定資料の内容を総合的に判定して行う。

【デザイン学部アドミッション・ポリシー】

＜求める学生像＞

1　人間重視の姿勢をもち、デザインを通して社会に貢献しようとする姿勢をもつ人

2　豊かな感性と見識をもって、主体的かつ協同して未来のデザインを創造することに意欲のあ

る人

3　デザインを通じ、地域活性化のリーダーとして文化・産業の発展に寄与する意志をもつ人

　これらの学生像は、高等学校等における次のような学習により導かれるものです。

・「国語」及び「英語」において、基本的な読解力とコミュニケーション力を身につけること。

・「数学」及び「理科」において、論理的思考力や、自然科学に対する教養を身につけること。

・「社会」において、人間と社会の諸問題に関心をもつこと。

・「芸術（美術・音楽等）」や課外活動等において、美や文化を理解する感性を育むこと。

＜入学者選抜の在り方＞

1　入学者の選抜は、多様な能力を身につけた学生を求めるため、一般選抜、特別選抜（推薦入

学・社会人・私費外国人留学生）及び3年次編入学で行う。

2　入学者に求める基礎学力の水準は、大学入試センター試験、個別学力検査の成績及び調査書
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等で測る。

3　実社会への興味・関心、論理的思考力、文章表現力等は、個別学力検査の小論文で測る。

4　観察力、発想力、描画構成力、表現力等は、個別学力検査の実技で測る。

5　専門分野への関心、学習意欲、目的意識、社会性等は、面接で測る。

6　3年次編入学では、課題解決型の論述能力を小論文で測り、デザイン専門教育で必要とされ

る英語力を英語の試験で測る。また、学修・研究成果、学修意欲、人物、適性等を面接・口頭

試問で測る。

＜入学者選抜方法＞

1　一般選抜は、分離分割方式の「前期日程」と「後期日程」試験を実施する。

2　一般選抜「前期日程」は、大学入試センター試験（国語、地歴・公民、数学、理科、外国

語）と個別学力検査（小論文又は実技）により行う。配点割合は、大学入試センター試験を

8、個別学力検査を3とする。

3　一般選抜「後期日程」は、大学入試センター試験（国語、数学、外国語）と個別学力検査

（小論文又は実技）により行う。配点割合は、大学入試センター試験を6、個別学力検査を5
とする。

4　一般選抜の小論文と実技は、選択制とする。ただし、配点割合は同等とする。

5　特別選抜（推薦入学・社会人・私費外国人留学生）は、個別学力検査の小論文又は実技、及

び面接により行う。小論文と実技は、選択制とする。ただし、評価割合は同等とする。また、

面接は点数化しない。

6　調査書等は、総合判定資料として活用する。

7　3年次編入学は、小論文、英語、面接・口頭試問により行う。小論文、英語、面接・口頭試

問の配点割合は、同等とする。

【看護学部アドミッション・ポリシー】

＜求める学生像＞

1　人々の健康・心・暮らしに関心をもち、生命の尊厳を理解しようとする姿勢をもつ人

2　豊かな感性と探究心をもって、柔軟に物事を考え、自主的に学修できる人

3　他者と協調し、信頼関係を築くことができ、積極的に地域に貢献する意志をもつ人

　このため看護学部では、高等学校等における「国語」「英語」「数学」「理科」などの基礎的

な学力及び課外活動等によって培われた協調性や責任感のある人を求めています。

＜入学者選抜の在り方＞

1　入学者の選抜は、多様な能力を身につけた学生を求めるため、一般選抜、特別選抜（推薦入

学・社会人）及び3年次編入学で行う。

2　入学者に求める基礎学力の水準は、大学入試センター試験、面接等の個別学力検査及び調査

書で測る。

3　読解力、論理的思考力、文章表現力、専門分野への関心、学習意欲、目的意識、社会性等

は、個別学力検査で測る。

＜入学者選抜方法＞

1　面接を用いる選抜方法では、結果を点数化しない。また、調査書等の提出書類の内容は、面

接結果とともに選抜の総合的な判定資料とする。

2　一般選抜は、大学入試センター試験、個別学力検査（面接）及び調査書等の提出書類の内容

に基づき行う。

3　特別選抜

（1）推薦入学の選抜は、個別学力検査（小論文、面接）及び調査書等の提出書類の内容に基

づき行う。

（2）社会人の選抜は、個別学力検査（総合問題、面接）及び提出書類の内容に基づき行う。

　　１　デザイン学部・看護学部



－ 130 －

 令和２年度入学者選抜結果Ⅵ
4　3年次編入学の選抜は、個別学力検査（論述試験、面接）及び提出書類の内容に基づき行

う。

　②　令和2年度入学者選抜概要

　入学定員・募集人員 （単位：名）

学部・学科名 入学定員

募集人員

一般選抜 特別選抜

前期日程 後期日程 推薦入学 社会人
私費外国人

留学生

デザイン学部

デザイン学科
85 59 14 12 若干名 若干名

看護学部

看護学科
80 48 － 32 若干名 －

選抜日程

選抜区分 出願期間 試験日 合格発表等

特
　
別
　
選
　
抜

推薦入学

社会人
2019年11月1日～6日 2019年11月23日

2019年12月9日
【入学手続期間】

2019年12月9日～16日

私費外国人留学生（※）
2020年1月27日

～2月5日 2020年2月25日
2020年3月6日
【入学手続期間】

2020年3月6日～13日

一
　
般
　
選
　
抜

前期日程
2020年1月27日

～2月5日 2020年2月25日
2020年3月6日
【入学手続期間】

2020年3月6日～13日

後期日程（※）
2020年1月27日

～2月5日 2020年3月12日
2020年3月23日
【入学手続期間】

2020年3月23日～27日

（※）は、デザイン学部のみ実施

　試験会場

学部・学科名 試験会場

デザイン学部デザイン学科 芸術の森キャンパス

看護学部看護学科 桑園キャンパス

　　１　デザイン学部・看護学部
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選抜方法

選抜区分 学部・学科名 選抜方法

特
　
別
　
選
　
抜

推薦入学

デザイン学部

　デザイン学科

「小論文（課題解決型の論述問題）」又は「実技（鉛筆デッサ

ン）」（いずれかを選択）、面接及び調査書等の提出書類の内容を

総合的に判定して行う。

看護学部

　看護学科

小論文（看護を学ぶ上で必要な読解力、論理的思考力、文章表現力

を見る。）、面接及び調査書等の提出書類の内容を総合的に判定し

て行う。

社会人

デザイン学部

　デザイン学科

「小論文（課題解決型の論述問題）」又は「実技（鉛筆デッサ

ン）」（いずれかを選択）、面接及び提出書類の内容を総合的に判

定して行う。

看護学部

　看護学科

総合問題（国語、英語、自然科学、論述）、面接及び提出書類の内

容を総合的に判定して行う。

私費外国人留学生
デザイン学部

　デザイン学科

「小論文（課題解決型の論述問題）」又は「実技（鉛筆デッサ

ン）」（いずれかを選択）、面接、日本留学試験（EJU）及び提出

書類の内容を総合的に判定して行う。

一般選抜

デザイン学部

　デザイン学科 入学者の選抜は、大学入試センター試験及び本学が実施する個別学

力検査等の成績並びに調査書等の提出書類の内容を総合的に判定し

て行う。看護学部

　看護学科

　一般選抜試験の大学入試センター試験及び個別学力検査等の教科・科目

学部・学科名
学力検査等の

区分・日程

大学入試センター試験の利用教科・科目名 個別学力検査等

教科 科目名等 科目名等

デザイン学部

　デザイン学科

前期日程

国　語 「国」（古文・漢文を含む。）

「小論文（課題

解決型の論述問

題）」又は「実

技（鉛筆デッサ

ン）」のいずれ

かを選択

地　歴

公　民

「世A」「世B」「日A」「日B」「地理A」「地

理B」「現社」「倫理」「政・経」「倫理、政・

経」から1科目

数　学 「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ・数B」の2科目

理　科

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学

基礎」から2科目もしくは「物理」「化学」「生

物」「地学」から1科目

外国語 「英」（筆記及びリスニング）

後期日程

国　語 「国」（古文・漢文を含む。）

数　学 「数Ⅰ・数A」と「数Ⅱ・数B」の2科目

外国語 「英」（筆記及びリスニング）

看護学部

　看護学科
前期日程

国　語 「国」（古文・漢文を含む。）

面　接

数　学 「数Ⅰ・数A」

理　科

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学

基礎」から2科目もしくは「物理」「化学」「生

物」「地学」から2科目

外国語 「英」（筆記及びリスニング）

　　１　デザイン学部・看護学部
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注1）【デザイン学部（前期日程）】

・　地歴・公民について、2科目選択した場合は、第1解答科目を合否判定に利用します。

・　理科について、「基礎を付した科目」（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基

礎」）と「基礎を付していない科目」（「物理」「化学」「生物」「地学」）の両方を選択

した場合は、「基礎を付した科目」の得点を利用します。

　「基礎を付していない科目」のみを選択した場合は、1科目の得点（2科目選択した場合は第

1解答科目の得点）を利用します。

注2）【看護学部（前期日程）】

・　理科について、「基礎を付した科目」（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基

礎」）と「基礎を付していない科目」（「物理」「化学」「生物」「地学」）の両方を選択

した場合には、「基礎を付した科目」の得点を利用します。

注3）【全試験区分共通】

・　外国語について、「英語」の筆記及びリスニングの合計得点を利用します。いずれか一方

を受験しなかった場合は、出願資格はありません。ただし、大学入試センター試験の受験上

の配慮において、リスニングを免除された者を除きます。

　　③　令和2年度3年次編入学者選抜概要

　募集人員　　　　　　　　　　　　　（単位：名）

学部・学科名等 募集人員

デザイン学部デザイン学科 10

看護学部看護学科 10

　選抜日程・試験会場

学部・学科名 出願期間 試験日 試験会場 合格発表

デザイン学部

　デザイン学科

2019年6月21日
～28日 2019年7月20日 芸術の森キャンパス 2019年8月1日

看護学部

　看護学科

2019年8月7日
～13日 2019年9月7日 桑園キャンパス 2019年9月24日

　選抜方法

学部・学科名 選抜方法

デザイン学部

　デザイン学科

入学者の選抜は、本学が実施する小論文（課題解決型の論述問題、図式化、箇条書などを

含む。）、英語、面接・試問及び提出書類の内容を総合的に判定して行う。

看護学部

　看護学科

入学者の選抜は、本学が実施する論述試験、面接及び提出書類の内容を総合的に判定して

行う。

　　１　デザイン学部・看護学部
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2）　選抜状況

　①　入学者選抜状況

　　　a.　選抜・入学状況

　　デザイン学部 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

一般選抜

前期日程 59 122 116 62 59

後期日程 14 143 47 19 18

特別選抜

推薦入学 12 40 40 14 14

社 会 人 若干名 0 0 0 0

私費外国人

留学生
若干名 2 2 0 0

　　看護学部 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

一般選抜 前期日程 48 92 89 48 48

特別選抜

推薦入学 32 89 89 32 32

社 会 人 若干名 8 8 3 3

　　　b.　入学者の内訳 （単位：名）

学部 入学者数

道内外の内訳 男女の内訳

道内
道外 男 女

札幌市内 札幌市外

デザイン学部 91 48 35 8 21 70

看護学部 83 37 41 5 6 77

合計 174 85 76 13 27 147

　②　編入学者選抜状況

　　　a.　選抜・入学状況 （単位：名）

学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

デザイン学部

人間空間デザイン
10

10 10 5 5

人間情報デザイン 7 7 3 3

計 10 17 17 8 8

看護学部 10 9 9 4 3

　　１　デザイン学部・看護学部
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　　　b.　入学者の内訳 （単位：名）

学部 入学者数

道内外の内訳 男女の内訳

道内
道外 男 女

札幌市内 札幌市外

デザイン学部 8 3 1 4 3 5

看護学部 3 2 1 0 0 3

合計 11 5 2 4 3 8

　　１　デザイン学部・看護学部
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２　デザイン研究科・看護学研究科

1）　博士前期課程

　ⅰ　入学者選抜要項

　　①　アドミッションポリシー

【デザイン研究科博士前期課程】

　本課程は、地域社会全体に内在する様々な課題に対してデザインによる解決策を教育・研究

することにより、高度で専門的なデザイン能力を持った職業人の育成を目指し、産業・芸術・

文化等の振興、地域再生・活性化などの貢献を果たすことを目的としています。この目的を達

成するために、本課程が求める学生像は次のとおりです。

＜デザイン研究科博士前期課程の求める学生像＞

1　デザインに関する基礎的知識を備え、豊かな感性と深い見識を持ち、人間重視の視点か

らデザインの発展に寄与できる人

2　各種のデザインを統合し、先導的なプロジェクトを主体的・戦略的に展開することに意

欲のある人

3　デザインを通じ、地域を創成していくリーダーとして文化・産業の発展に貢献する意思

を持った人

【看護学研究科】

　本課程では、広い視野に立って看護学の基盤を学修した個々人の専門性及び学識を深めつ

つ、看護学の発展、様々な形態での看護の実践及び幅広く地域社会に貢献できる高度で専門的

な人材を育成することを目的としています。この目的を達成するために、本課程が求める学生

像は次のとおりです。

＜看護学研究科博士前期課程が求める学生像＞

1　看護学の基礎知識と総合的な学力を有し、豊かな人間性と高い探究心を持って、自主

的・意欲的に看護実践の向上に寄与できる人

2　柔軟で論理的な思考を持って保健・医療・福祉の諸問題に積極的に取り組み、問題解決

に向けた研究を遂行できる人

3　高い倫理観を有し、地域社会や国際社会に貢献する意志と責任感を持った人

　　②　令和2年度入学者選抜概要

　　　募集人員 （単位：名）

研究科・専攻名 推薦選抜 一般選抜
特別選抜

（社会人）

特別選抜

（私費外国人留学生）

デザイン研究科

　デザイン専攻
9 9 若干名 若干名

看護学研究科

　看護学専攻
18（一般選抜、特別選抜を含む）

※デザイン研究科の特別選抜（社会人・私費外国人留学生）の若干名は、入学定員18名に含む。

　　２　デザイン研究科・看護学研究科
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　選抜日程

研究科・専攻名 選抜区分 出願期間 試験日 合格発表等

デザイン研究科

　デザイン専攻

推薦選抜
2019年6月21日

～28日 2019年7月20日
2019年8月1日
【入学手続期間】

2019年8月1日～7日

一般選抜

2019年8月30日
～9月6日 2019年9月28日

2019年10月15日
【入学手続期間】

2019年10月15日～23日
特別選抜（社会人・

私費外国人留学生）

一般選抜

【第2次募集】
2020年1月31日

～2月7日 2020年2月29日
2020年3月11日
【入学手続期間】

2020年3月11日～17日
特別選抜（社会人・

私費外国人留学生）

【第2次募集】

看護学研究科

　看護学専攻

一般選抜

2019年8月20日
～26日 2019年9月28日

2019年10月15日
【入学手続期間】

2019年10月15日～23日
特別選抜（社会人・

私費外国人留学生）

一般選抜

【第2次募集】
2020年1月7日

～14日 2020年2月8日
2020年2月26日
【入学手続期間】

2020年2月26日～3月4日
特別選抜（社会人・

私費外国人留学生）

【第2次募集】

　試験会場

研究科名 試験会場

デザイン研究科 芸術の森キャンパス

看護学研究科 桑園キャンパス

　選抜方法

研究科・専攻名 選抜区分 選抜方法

デザイン研究科

　デザイン専攻

推薦選抜
本学大学院が実施する面接・試問の評価及び研究計画書等の

提出書類の内容を総合的に判定して行う。

一般選抜

本学大学院が実施する学力検査（専門科目の筆記試験）、面

接・試問の評価及び研究計画書等の提出書類の内容を総合的

に判定して行う。

※英語はTOEICのスコアにより評価する。

特別選抜（社会人・私

費外国人留学生）

本学大学院が実施する学力検査（専門科目の筆記試験）、面

接・試問の評価及び研究計画書等の提出書類の内容を総合的

に判定して行う。

看護学研究科

　看護学専攻

一般選抜 本学大学院が実施する筆記試験（英語、専門科目）、面接

（口頭試問含む）及び提出書類の内容を総合的に判定して行

う。
特別選抜（社会人・私

費外国人留学生）

　　２　デザイン研究科・看護学研究科
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　ⅱ　選抜状況

　　①　入学者選抜状況

　　　a.　選抜・入学状況

　　　　　デザイン研究科【第1次・第2次募集合計】 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

推薦選抜 9 3 3 3 3

一般選抜 9 10 10 7 6

特別選抜

社会人 若干名 1 1 1 1

私費外国

人留学生
若干名 13 13 7 7

　　　　　看護学研究科【第1次・第2次募集合計】 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

一般選抜

18

4 4 3 3

特別選抜

社会人 19 18 15 15

私費外国

人留学生
0 0 0 0

　　　b.　入学者の内訳 （単位：名）

研究科 入学者数

道内外の内訳 男女の内訳

道内
道外 男 女

札幌市内 札幌市外

デザイン研究科 17 17 0 0 8 9

看護学研究科 18 16 1 1 7 11

合計 35 33 1 1 15 20

2）　博士後期課程

　ⅰ　入学者選抜要項

　　①　アドミッションポリシー

【デザイン研究科博士後期課程】

＜教育研究の理念＞

　本課程は、人間重視を根幹とした高度な教育・研究を実践し、「知と創造の拠点」として

地域からの負託に応え、高度の専門知識・技術を基盤に地域社会の発展に寄与します。さら

に、高度で先進的な教育・研究の中枢機関として機能し、新たな理論構築や技術開発に独創

的に取り組み、新たな社会価値の創造を図ることが教育研究の理念です。

＜教育研究の目的＞

　本課程は、地域社会に内在する様々な課題をデザインの視点から幅広く発見するととも

に、高度な教育・研究の成果を通じて、その解決策を見い出し、より豊かな人間生活や地域

社会の実現に貢献できる人材を育成することを目的としています。この目的を達成するため

に、本課程が求める学生像は次のとおりです。

＜デザイン研究科博士後期課程の求める学生像＞

1　柔軟な思考と独創的な視点に立って地域課題を発見・明確化し、その課題解決に向けて

　　２　デザイン研究科・看護学研究科
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旺盛な探究心を持って自立した研究を遂行できる人

2　豊かな感性と深い見識を持ち、高度な教育・研究による成果をもとにデザインの発展に

貢献しようとする意識を有する人

3　既成の概念にとらわれず、自立して独自のデザイン理論構築や技術開発に取り組み、新

たな社会価値の創造を目指す意欲と実行力を有する人

【看護学研究科博士後期課程】

　本課程では、高度な学識と豊かな実践経験を基礎に様々な看護現象の分析や評価を行い、そ

の研究成果をもとに将来を見据えた看護の枠組みを再構築し、システム開発などを行うことが

できる人材を育成することを目的としています。この目的を達成するために、本課程が求める

学生像は次のとおりです。

＜看護学研究科博士後期課程が求める学生像＞

1　柔軟な思考と独創的な視点に立って、看護を軸とした諸課題を発見・明確化し、その課

題解決に向けて旺盛な探究心を持って自立した教育・研究を遂行できる人

2　保健医療福祉分野における新たな理論構築や技術開発等を通じて、より質の高い看護

サービスのあり方を探求する意欲を有する人

3　卓越した看護知識と高い倫理観に基づく実践能力を有し、教育・管理能力の研鑽に励

み、将来を見据えた保健医療福祉分野の指導者となりうる人

　　②　令和2年度入学者選抜概要

　　　　　募集人員　　　　　　　　　　（単位：名）

研究科・専攻名 一般選抜

デザイン研究科

デザイン専攻
3

看護学研究科

看護学専攻
3

　　　　　選抜日程

研究科・専攻名 選抜区分 出願期間 試験日 合格発表等

デザイン研究科

デザイン専攻
一般選抜

2020年1月31日
～2月7日

2020年2月29日
2020年3月11日
【入学手続期間】

2020年3月11日～17日

看護学研究科

看護学専攻
一般選抜

2020年1月7日
～14日

2020年2月8日
2020年2月26日
【入学手続期間】

2020年2月26日～3月4日

　　　　　試験会場

研究科名 試験会場

デザイン研究科 芸術の森キャンパス

看護学研究科 桑園キャンパス
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　　　　選抜方法

研究科・専攻名 選抜区分 選抜方法

デザイン研究科

デザイン専攻
一般選抜

本学大学院が実施する面接（研究計画書に基づくプレゼンテー

ション、口頭試問を含む）の評価及び研究計画書等の提出書類

の内容を総合的に判定して行う。

看護学研究科

看護学専攻
一般選抜

本学大学院が実施する筆記試験（英語）、面接（研究計画書に

基づくプレゼンテーション、口頭試問を含む）及び提出書類の

内容を総合的に判定して行う。

ⅱ　選抜状況

　①　入学者選抜状況

　　a.　選抜・入学状況

　　　デザイン研究科 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

一般選抜 3 4 4 3 3

　　　　看護学研究科 （単位：名）

選抜区分 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

一般選抜 3 10 10 5 5

　　　b .　入学者の内訳� （単位：名）

研究科 入学者数

道内外の内訳 男女の内訳

道内
道外 男 女

札幌市内 札幌市外

デザイン研究科 3 1 1 1 2 1

看護学研究科 5 3 1 1 1 4

合計 8 4 2 2 3 5

３　助産学専攻科

1）　入学者選抜要項

①　アドミッションポリシー

　本専攻科は、看護学を基盤に、助産に関する幅広く高度な知識と正確な技術を育み、地域社会

における母子保健の向上に貢献できる人間性豊かな助産師の育成を目的としています。

　これらの目的を達成するために、本専攻科が求める学生像は次のとおりです。

＜助産学専攻科が求める学生像＞

1　「生命の誕生」に、責任を持って真摯に向き合える誠実で優しい人

2　看護学を基盤に、倫理観を持ち、主体的に「助産学」を積み重ねることができる人

3　広い視野で現代社会をとらえ、母子保健を取り巻くさまざまな課題の解決を追求できる人
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②　令和2年度入学者選抜概要

　　　　募集人員　　　　　　　　　　（単位：名）

専攻科名 募集人員

助産学専攻科 10

　　　　選抜日程

出願期間 試験日 合格発表等

2019年8月7日
～13日 2019年9月7日

2019年9月24日
【入学手続期間】

2019年9月24日～10月1日

　　　　試験会場

専攻科名 試験会場

助産学専攻科 桑園キャンパス

　　　　選抜方法

専攻科名 選抜方法

助産学専攻科

入学者の選抜は、本学専攻科が実施する筆記試験（専門科目

（看護学一般）、小論文）、面接及び提出書類の内容を総合

的に判定して行う。

2）　選抜状況

①　入学者選抜状況

　　a.　選抜・入学状況 （単位：名）

募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数

10 12 12 10 10

　　b.　入学者の内訳 （単位：名）

入学者数

道内外の内訳 男女の内訳

道内
道外 男 女

札幌市内 札幌市外

10 6 3 1 － 10

　　３　助産学専攻科


