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8 個別相談コーナー

9
入試・総合相談＆
　　　一人暮らし相談

10

5
一般入試
　ワンポイントアドバイス

6 面接対策講座

7 受験生激励交流会

2
学修支援紹介

3 入試説明会

4 学科・専攻ガイダンス

50 13 10 20 30

1 総合ガイダンス

50 12 10 20 30 4050 11 10 20 30 40イベント名 10 10 20 30 40

入試直前相談会プログラム内容

1/11タイムスケジュール ※開催時間は変更になる場合がございます。複数回行われるイベントの内容は全て同じです。

■受付9:30～ ■選べる２つの受付方法！

個別相談コｰナｰ

教職員が個別で相談に応じます。

学科・専攻のこと、入試のことなど

様々な疑問や不安はこちらで

解決しましょう！

総合ガイダンス１

学修支援紹介 ～成績急上昇！“変わる”秘密を教えます!!～

医療系の勉強って難しい？

安心してください！

苦手克服から成績ＵＰまで。

本学の強み『学修支援』について、

担当教員から詳しくお伝えします！

一人暮らしの

相談ブースもあります！

面接対策講座

面接試験に向けて

注意点やポイントなどの対策を

お伝えします。

６

受験生激励交流会

在学生に入試体験談や

学生生活の話を聞いてみよう！

在学生が受験生にエールを送ります！

７

①受付票をダウンロード。記入して当日持参(２ページへ) ②当日、受付票に記入※①を選択していただくと当日スムーズにご案内ができます

日本医療科学大学ってどんな大学？

大学についてぎゅっと情報を

詰め込んでお伝えします！

３ 入試説明会

昨年度の入試結果、

今年度の入試について説明します！

２

８７

リハビリテーション学科
(理学・作業療法学専攻)

看護学科

臨床工学科

診療放射線

学科

生物 国語 英語 数学１ ２ ３ ４

英語 数学 生物 国語１ ２ ３ ４

物理 化学 物理 化学１ ２ ３ ４

１１:０５～１１:２５

１１:０５～１１:２５

１１:０５～１１:２５

１１:３０～１１:５０

１１:３０～１１:５０

１１:３０～１１:５０

１１:５５～１２:１５

１１:５５～１２:１５

１１:５５～１２:１５

１２:２５～１２:４５

１２:２５～１２:４５

１２:２５～１２:４５

１ １０:１０～１０:４０ ２ １２:５０～１３:２０

１０:００～１０:２５

１０:２５～１０:４５

１０:４５～１１:００

終日開催

終日開催 (一人暮らし相談は10:30～)

１１:１０～１３:２０

入試対策講座５

一般入試受験希望者の方必見！

出題傾向やポイントを説明します。

科目ごとに開催時間が異なります。

希望する科目を選択してご参加ください。

～一般入試ワンポイントアドバイス～

生物 国語 英語

数学 物理 化学

学科・専攻ガイダンス

各学科・専攻で目指せる資格、

講義、実習、就職等について

詳しく説明します。

４

～成績急上昇！“変わる”秘密を教えます!!～

１１:０５～１１:４５

１１:５５～１２:２０

１２:２５～１２:５０



　フリガナ

〒(　　　　ー　　　　)
　　　都　　道

　　　府　　県
　

メールアドレス

　　　都　　道 □(　　)年
　　　府　　県　　　立 高等学校 □既卒
　　　市　　私 □社会人(　　歳)

□診療放射線学科 □理学療法学専攻

□作業療法学専攻 □看護学科

□臨床工学科

キリトリ

　　保健医療学部 診療放射線学科

リハビリテーション学科(理学療法学専攻・作業療法学専攻)　　　　　　　　　　

看護学科

　　　　　　　　　　　　臨床工学科
　      　　　　　　　　

＊項目にご記入の上、受付にご提出下さい。

お知らせいただいた住所･氏名･その他の個人情報は,学校見学会など本学からのイベント通知･学校案内等の発送業務･その他統計資料作成を行う為に利用致し
ます。これらについては、個人情報保護法規定に則し行います。申込みをされた方の個人情報は本学が明示する用途に限り使用します。他の目的に利用する
ことはありません。

氏名 性別
□男

□女

現住所

TEL (　　　　　　　　　) 参加回数 初参加　・　(　　　)回目

高校名

志望

学科・専攻

Ｑ.本日は保護者同伴ですか　　　　　　　　　　　　　□同伴　　　　　　　　　　　　　□同伴でない

＊個人情報に関する取扱について＊

入試直前相談会受付票(ＨＰ)

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276

049-230-5000 (入試課・広報課直通)

平日9：00～17：00

お問い合わせ先

①こちらの受付票を、印刷してお持ちください

日本医療科学大学入試課公式LINE

友達追加

してね♪

日本医療科学大学キャラクター

大(たい)君 樹(いつき)ちゃん



【保健医療学部】
●診療放射線学科

●リハビリテーション学科理学療法学専攻

●リハビリテーション学科作業療法学専攻

●看護学科

●臨床工学科

〒350-0435 埼玉県入間郡毛呂山町下川原1276

※東武越生線｢川角駅｣下車 徒歩約10分

※関越自動車道 : 鶴ヶ島インターから約20分

坂戸西スマートインターから約15分

圏央道 : 圏央鶴ヶ島インターから約20分

049-230-5000
平日9：00～17：00お問合せTEL

ACCESS
＊当日は駐車場もございます。

(入試課・広報課直通)

入試対策のラストチャンス！

選べる２つの受付方法！

※①を選択していただくと

当日スムーズにご案内ができます

① 2ページ目にある受付票をダウンロード。

② 入試直前相談会当日、受付で受付票に記入。

入 試 直 相 談 会前

10:00～13:00(受付9:30～）

決

め

る

‼

合

格

入退場自由事前予約不要

出願期間 試験日 試験会場 合格発表

 2020年1月  7日(火)～ 2020年

 2020年1月28日(火) 2月13日(木)

 2020年2月27日(木)～ 2020年

 2020年3月  9日(月) 3月14日(土)

 2020年1月  7日(火)～ 2020年 2020年

 2020年1月28日(火) 2月  5日(水) 2月  8日(土)

 2020年2月  6日(木)～ 2020年 2020年

 2020年2月18日(火) 2月26日(水) 2月28日(金)

 2020年2月27日(木)～ 2020年 2020年

 2020年3月  9日(月) 3月13日(金) 3月14日(土)

入試区分

一般入試

前期

後期

本学独自の

学力試験は課さない

Ⅰ期

Ⅱ期

本学

大宮

推薦入試 公募C 本学

本学

大学入試

センター試験

利用入試

（大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨﾋﾞﾙ）

●総合ガイダンス

●入試説明会

●学科･専攻ガイダンス

定番プログラムも開催

入試対策プログラム

入学試験スケジュール

記入して、当日持参。

●個別面談

●面接対策講座

●一般入試ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ

●受験生激励交流会


