
長崎バス

長崎純心大学へのアクセス
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航空機

自家用車

◎長崎空港から長崎方面（昭和町経由）行きのリムジンバスを利用し
「昭和町」で下車。長崎バス昭和町バス停（西九州トヨタ前）から「恵
の丘」行に乗車。

◎長崎バイパスを「浦上・平和公園・昭和」方面に進み、川平料金所
を通過直後、「川平・三川方面」へ進み出口を右折する。

◎長崎本線浦上駅で下車。浦上駅前から長崎バス「恵の丘」行に乗車。

◎「恵の丘（長崎純心大学）」線　終点下車
◎「畦別当」線　恵の丘下車

アクセス所要時間

この印刷物は、石油系有機溶剤の一部を大豆油に置き換え
たソイインキを使用しています。

●長崎空港
リムジンバス
長崎方面行き「昭和町」下車
約45分　900円

車
約15分

●長崎バイパス川平料金所

長崎純心大学

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約20分　250円 

タクシー
約15分

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約30分　350円

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約35分　390円

昭和町バス停

JR浦上駅前バス停

JR長崎駅前バス停

タクシー
約25分

タクシー
約30分

恵の丘長崎原爆ホーム

至時津

県庁方面

時津方面

長崎駅 浦上駅

JR長崎本線 市布経由

長与経由

西浦上駅
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長崎バイパス

バイパス
料金所

昭和町バイパス
入口より約6km

長崎大学長崎大学

川平小学校

浦上水源池浦上水源池

三川橋
長与方面

国道34号線へ
（東長崎・滝の観音入口）

国道34号線へ
（東長崎・滝の観音入口）

三宝橋バス停

流合橋
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住吉

至浦
上水
源池

長崎バイパス

長崎純心大学

昭
和
町

川

平・三 川 平和公園

県
庁

川平・三川町方面

純心中学校
純心女子高等学校

純心学園募集要項 表紙Ⅳ－Ⅰ Ｋ 加藤 川口 木下

〒852-8558 長崎県長崎市三ツ山町235番地
TEL 095-846-0084 FAX 095-849-1694
E-mail nyushikoho@n-junshin.ac.jp
公式ウェブサイト http://www.n-junshin.ac.jp/univ/
Facebook http://www.facebook.com/n.junshin

事 務 取 扱 月曜日～金曜日 9：00～18：00
※入学試験に関する問い合わせについては、
入試広報課まで照会してください。

背幅2mm（決＊木下）

長崎純心大学 人文学部

2020年度 入学試験要項
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概要
1 アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
長崎純心大学はキリスト教ヒューマニズムに基づき「知恵のみちを歩み 人と世界に奉仕する」を教育研究

の指針としています。学力は豊かな人間性がそなわって知恵となり、人と世界に役立つとき、真の力となるか
らです。この指針のもと、本学人文学部は、文化コミュニケーション学科、地域包括支援学科、こども教育保
育学科によって構成されています。
各分野において高い専門性を有し、人と世界に奉仕できる人間を育成することを使命とする長崎純心大学は、

次のような資質、こころざしを持つ学生を求めます。

○自ら学ぼうとする学習意欲をもち、社会に対する責任感、探究心、協調性を有する者
○大学での学びをとおして、実践的な知識・技能と幅広い教養を習得し、自立的な応用力や判断力を身につけ
ようとする者

○将来、自らの個性や得意分野を生かし、社会に貢献しようとする者

2 学科のアドミッション・ポリシー
文化コミュニケーション学科
文化コミュニケーション学科は、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方法に基づき、以下のような入学

生の受け入れを目指します。
1．人間が共同で築き上げた社会、歴史、文学、思想を国際的な視野から探求しようとする者
2．英語をはじめとする外国語でのコミュニケーションと ICTを活用した情報コミュニケーションに関心を
もつ者

3．将来はビジネス、情報通信の分野や、文化を創造し伝えていく職業に就きたいと考える者

地域包括支援学科
地域包括支援学科は、学位授与方針及び教育課程の編成・実施方法に基づき、以下のような入学生の受け入

れを目指します。
1．基礎的な思考力・判断力・表現力を身につけている者
2．福祉や心理学について興味関心や問題意識があり、自ら学ぼうとする学習意欲を持つ者
3．大学で学修を進めるうえで必要な言語能力および大学で学ぶための基礎的知識を有する者

こども教育保育学科
こども教育保育学科では、保育、教育、福祉に係る専門的知識・技能を備え、子どもの成長発達を促す指導・

支援と子どもに係る種々の課題解決のために尽力する豊かな人間性をもった人材の養成を目的とし、次のよう
な者を求めています。
1．人間と保育、教育、福祉に関する問題意識を持ち、理論的、実践的に自ら学び続けることができる基礎的

学力を身につけている者
2．豊かなコミュニケーション力を持ち、自らの感性と表現力を高めようとする意欲を持つ者
3．学んだ知識と技能を生かし、保育士並びに幼稚園教諭・小学校教諭として社会に貢献しようとする意欲を
持つ者
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4 アドミッション・ポリシーと入学者選抜方法
アドミッション（入学者受け入れ）にあたっては、入学志願者の多様な可能性と将来性を公正に判断し、有為な人材

を見落とすことなく受け入れられるよう、推薦入試、ＡＯ入試、一般入試、センター利用入試などの入試方法を公正に
活用します。それぞれの入学者選抜方法では次のような能力を求めます。
一般入試（Ａ日程）、センター利用入試、学園内入試2期
�高等学校で履修する教育課程（国語、地理歴史、公民、数学、外国語、理科など）について、内容を理解し、高等学
校卒業程度の知識を有している。

地方創生特待生入試
�高等学校で履修する教育課程（国語、地理歴史、公民、数学、外国語、理科など）について、内容を理解し、高等学
校卒業程度の知識を有している。

�全国各地の地方創生に寄与するために、「将来、本学での学びを活かして地方創生に貢献していきたい」という強い
意志を持っている。

公募推薦入試、一般入試（Ｂ日程）
�高等学校段階で育成される基礎的・基本的学力を有している。
�物事を多面的且つ論理的に考察することができ、自分の考えを的確に表現し、正確に伝えることができる。

指定校推薦入試、学園内入試1期
�高等学校段階で育成される基礎的・基本的学力を有している。
�本学の教育研究上の目的を理解し、その達成のため、入学後の学習に対する意欲と目的意識を明確にもっている。

ＡＯ入試、社会人入試、私費外国人留学生入試
�本学の教育研究上の目的を理解し、その達成のため、入学後の学習に対する意欲と目的意識を明確にもっている。
�積極的に他者と関わり、対話を通して相互理解に努めようとする態度を有している。
�人間、文化、自然、教育の諸問題に深い関心があり、社会に積極的に貢献する意欲がある。

3 入学試験区分・試験種別・募集学科・募集人員

注1 地方創生特待生入試は、学部単位で合否判定を行います。
注2 海外帰国子女はＡＯ入試で出願が可能です。
注3 社会人入試、私費外国人留学生入試、編入学・転入学入試の入学試験要項は別冊となります。ご希望の方は、入試広報課

までご連絡ください。また、公式ウェブサイトからも資料請求できます。

学部・学科
入試区分・試験種別

人文学部280名（男女共学）
文化コミュニケーション学科

入学定員80名
地域包括支援学科
入学定員100名

こども教育保育学科
入学定員100名

試験入試

一般入試（Ａ日程） 24 28 28
一般入試（Ｂ日程） 若干名 若干名 若干名
センター利用入試（Ａ日程） 12 16 16
センター利用入試（Ｂ日程） 若干名 若干名 若干名

地方創生特待生入試
24

（概ね8） （概ね8） （概ね8）

推薦入試
公募推薦入試 若干名 若干名 若干名
指定校推薦入試 15 20 20
学園内入試（1期、2期） 15 20 20

AO入試 ＡＯ入試（1期、2期、3期、4期） 6 8 8

特別入試
社会人入試（Ａ日程、Ｂ日程） 若干名 若干名 若干名
私費外国人留学生入試（Ａ日程、Ｂ日程） 若干名 若干名 若干名
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5 入学試験の日程

〈ＡＯ入試日程〉

＊第1次は第1次手続期限、第2次は第2次手続期限を表します。

試験種別 出願期間 ※消印有効 試験日 合格者発表 入学手続期限 試験会場 詳細

一般入試（Ａ日程） 1月6日㈪～1月24日㈮ 2月1日㈯ 2月7日㈮ 第1次 3月10日㈫
第2次 3月23日㈪

長崎（本学）
佐世保、島原
五島、福岡
熊本、大分

Ｐ6

一般入試（Ｂ日程） 2月24日㈪～3月9日㈪ 3月13日㈮ 3月17日㈫ 3月25日㈬ 長崎（本学） Ｐ8

センター利用入試（Ａ日程） 1月6日㈪～2月3日㈪ 個別試験は
課さない 2月14日㈮ 第1次 3月10日㈫

第2次 3月23日㈪
Ｐ10

センター利用入試（Ｂ日程） 2月24日㈪～3月9日㈪ 個別試験は
課さない 3月17日㈫ 3月25日㈬

地方創生特待生入試 1月6日㈪～1月21日㈫ 口頭試験
1月25日㈯ 2月14日㈮ 3月10日㈫ 長崎（本学）

福岡 Ｐ12

公募推薦入試

11月1日㈮～11月12日㈫ 11月19日㈫ 11月29日㈮ 第1次 12月9日㈪
第2次 3月23日㈪

長崎（本学）
佐世保、島原
五島、福岡
熊本、大分

Ｐ14

指定校推薦入試 Ｐ16

ＡＯ入試
（1期、2期、3期、4期） ※下表参照 － ※下表参照 ※下表参照 長崎（本学） Ｐ18

学園内入試1期 11月1日㈮～11月12日㈫ 11月19日㈫ 11月29日㈮ 第1次 12月9日㈪
第2次 3月23日㈪ 長崎（本学）

Ｐ20

学園内入試2期 1月6日㈪～2月3日㈪ 個別試験は
課さない 2月14日㈮ 第1次 3月10日㈫

第2次 3月23日㈪

社会人入試（Ａ日程） 9月20日㈮～9月27日㈮ 10月5日㈯ 10月11日㈮ 第1次 11月11日㈪
第2次 3月23日㈪

長崎（本学） 別冊

社会人入試（Ｂ日程） 12月9日㈪～12月20日㈮ 1月11日㈯ 1月17日㈮ 第1次 2月10日㈪
第2次 3月23日㈪

私費外国人留学生入試
（Ａ日程） 9月20日㈮～9月27日㈮ 10月5日㈯ 10月11日㈮ 第1次 11月11日㈪

第2次 3月23日㈪
長崎（本学） 別冊

私費外国人留学生入試
（Ｂ日程） 12月9日㈪～12月20日㈮ 1月11日㈯ 1月17日㈮ 第1次 2月10日㈪

第2次 3月23日㈪

試験種別 登録期間 面談日 出願可否発表 出願期間 合格者発表 入学手続期限

ＡＯ入試1期 9月2日㈪～
9月13日㈮ 9月21日㈯ 9月27日㈮ 11月1日㈮～

11月12日㈫ 11月29日㈮ 第1次 12月9日㈪
第2次 3月23日㈪

ＡＯ入試2期 11月1日㈮～
11月15日㈮ 11月30日㈯ 12月6日㈮ 12月9日㈪～

12月20日㈮ 1月17日㈮ 第1次 2月10日㈪
第2次 3月23日㈪

ＡＯ入試3期 12月9日㈪～
12月20日㈮ 1月11日㈯ 1月17日㈮ 1月20日㈪～

2月3日㈪ 2月14日㈮ 第1次 3月10日㈫
第2次 3月23日㈪

ＡＯ入試4期 2月3日㈪～
2月17日㈪ 2月22日㈯ 2月28日㈮ 3月2日㈪～

3月9日㈪ 3月16日㈪ 3月25日㈬
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6 入学試験の選抜方法
試験種別 選抜方法

一般入試（Ａ日程）

筆記試験 、 提出書類 の総合判定
筆記試験は下記の①～④のうち2教科2科目選択
①英 語：コミュニケーション英語Ⅰ ※リスニングは含まない。
②国 語：国語総合を出題範囲とし、近代以降の文章、古典を出題する。※漢文は含まない。
③数 学：数学Ⅰ

④
地理歴史
公 民

から1：
地理歴史は「世界史Ｂ」または「日本史Ｂ」を選択。
公民は「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」を出題範囲。

一般入試（Ｂ日程） 小論文 、 個人面接 、 提出書類 の総合判定

センター利用入試
（Ａ日程、Ｂ日程）

令和2年度大学入試センター試験で受験した下記①～⑤の高得点の2教科2科目の成績 、
提出書類 の総合判定（本学独自の個別学力試験は行わない。）
①国 語：国語

②
地理歴史
公 民

：
世界史Ａ、世界史Ｂ、日本史Ａ、日本史Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、
「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」から1

③数 学：「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、
「情報関係基礎」から1

④理 科：物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から1
ただし、基

�

礎
�

を付した科目については、基礎を付した2科目の合計を1科目の
得点として取り扱う。

⑤外 国 語：英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語から1
※英語は、筆記とリスニングの双方を使用する。

地方創生特待生入試
令和2年度大学入試センター試験で受験した高得点の2教科2科目の成績 、 口頭試験 、
提出書類 の総合判定

公募推薦入試 小論文 、 個人面接 、 提出書類 の総合判定

指定校推薦入試 個人面接 、 提出書類 の総合判定

ＡＯ入試
（1期、2期、3期、4期）

多様な能力、活動を 面談 と 提出書類等 で総合評価
※面談時に作文や実技を課すことがある。

学園内入試
（1期、2期）

純心女子高等学校に通知する。

社会人入試
（Ａ日程、Ｂ日程）

小論文 、 個人面接 、 提出書類 の総合判定

私費外国人留学生入試
（Ａ日程、Ｂ日程）

個人面接 、 提出書類 の総合判定
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入学試験詳細

出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

1月6日㈪～1月24日㈮ 2月1日㈯ 2月7日㈮

①英語 コミュニケーション英語Ⅰ ※リスニングは含まない。

②国語 国語総合を出題範囲とし、近代以降の文章、古典を出題。 ※漢文は含まない。

③数学 数学Ⅰ

④
地理歴史
公 民

から1
地理歴史は「世界史Ｂ」または「日本史Ｂ」を選択。
公民は「現代社会」「倫理」「政治・経済」を出題範囲。

1．募集学科・募集定員
人文学部……文化コミュニケーション学科24名 地域包括支援学科28名 こども教育保育学科28名

2．出願資格
次の各項目のいずれか1つに該当する者
⑴ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び2020年3月までに卒業見込みの者
⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2020年3月までに修了見込みの者
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た者及び
2020年3月31日までにこれに該当する見込みの者

⑷ 大学において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た者で、2020年
3月31日までに18歳に達するもの（学校教育法施行規則第150条第7号関係）

※⑷により出願を希望する者は、原則として2019年11月25日㈪までに本学において個別の入学資格認定を受ける必要
があります。詳細は事前に入試広報課までお問い合わせください。

3．入試日程

4．検定料
30，000円（センター利用入試（Ａ日程）、地方創生特待生入試と同時出願する場合は35，000円）
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法
筆記試験及び提出書類の総合判定により合格者を決定します。
次の①～④のうち2教科2科目を選択してください。※全学科共通問題 各100点、合計200点満点

一般入試（Ａ日程）
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1科目目（60分） 10：00～11：00 英語、国語、数学、世界史Ｂ、日本史Ｂ、公民

答案回収（10分） 11：00～11：10 《退出不可》

2科目目（60分） 11：10～12：10 1科目目に受験していない科目

※ 解答科目の順番は、当日の試験監督者の指示に従ってください。

志願票
自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写
真の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は
「振込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

調査書
・出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。
・高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書または合格証明書。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を
貼付してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

健康診断書
（右記該当者のみ）

2018年3月以前の高等学校卒業者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は提出して
ください。
所定の用紙を使用し、出願前3ヶ月以内に受診したものを提出してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

注1 出願後の出願内容（志望学科、選択科目、試験会場等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」や「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人で

あることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

6．試験時間
試験は、1科目目と2科目目を連続して行います。試験時間は、1科目目の60分、2科目目の60分、1科目目と2科
目目の間の答案用紙回収等に要する時間10分間を合わせ130分となります。
1科目目と2科目目の間の10分間は、答案回収等を行うため、退出することは認められません。

7．試験会場
長崎（本学）、佐世保、島原、五島、福岡、熊本、大分 ※P26～27を参照してください。

8．学科併願
人文学部3学科の併願ができます。

9．同時出願
一般入試（Ａ日程）で出願の場合、次の⑴～⑶の入試との同時出願が可能です（Ｐ23参照）。
⑴ 地方創生特待生入試
⑵ センター利用入試（Ａ日程）
⑶ 地方創生特待生入試及びセンター利用入試（Ａ日程）

※センター利用入試（Ａ日程）との同時出願では、学科併願も併用できます。

10．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。
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出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

2月24日㈪～3月9日㈪ 3月13日㈮ 3月17日㈫

小論文 10：00～11：10（70分）
個人面接 11：20～

※ 学科併願した場合、個人面接は第一志望の学科で行います。

1．募集学科・募集定員
人文学部……各学科若干名

2．出願資格
次の各項目のいずれか1つに該当する者
⑴ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び2020年3月までに卒業見込みの者
⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2020年3月までに修了見込みの者
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た者及び
2020年3月までにこれに該当する見込みの者

⑷ 大学において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た者で、2020年
3月31日までに18歳に達するもの（学校教育法施行規則第150条第7号関係）

※⑷により出願を希望する者は、原則として2019年11月25日㈪までに本学において個別の入学資格認定を受ける必要
があります。詳細は事前に入試広報課までお問い合わせください。

3．入試日程

4．検定料
30，000円（センター利用入試（Ｂ日程）と同時出願する場合は35，000円）
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法・試験時間
提出書類、小論文及び個人面接の総合判定により合格者を決定します。

6．試験会場
長崎（本学）
※本要項の裏表紙を参照してください。

7．学科併願
人文学部3学科の併願ができます。

8．同時出願
センター利用入試（Ｂ日程）との同時出願及び学科併願ができます（Ｐ23参照）。

一般入試（Ｂ日程）
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志願票
自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

調査書
・出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。
・高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書または合格証明書。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

健康診断書
（右記該当者のみ）

2018年3月以前の高等学校卒業者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は提出してく
ださい。
所定の用紙を使用し、出願前3ヶ月以内に受診したものを提出してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

注1 出願後の出願内容（志望学科等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」や「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人で

あることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

9．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。
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出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

Ａ日程 1月6日㈪～2月3日㈪
個別試験は課さない

2月14日㈮

Ｂ日程 2月24日㈪～3月9日㈪ 3月17日㈫

①～⑤の高得点の2教科2科目を合否判定に使用。各200点、合計400点満点。
（100点満点の科目は200点満点に換算。ただし、英語はリスニング50点を含めた250点満点を200点満点に換算する。）

①国 語 国語

②
地理歴史
公 民

世界史Ａ、世界史Ｂ、日本史Ａ、日本史Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、
「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」 から1

③数 学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」から1

④理 科 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学 から1・・ただし、基礎を付した科目については、基礎を付した2科目の合計を1科目の得点として取り扱う。

⑤外 国 語 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 から1
英語は、筆記とリスニングの双方を使用する。

大学入試センター試験受験案内に従って出願し、2020年1月18日㈯、19日㈰に実施される令和2年度大学入学者選抜
大学入試センター試験を受験してください。なお、本学独自の個別学力試験は行いません。

1．募集学科・募集定員
Ａ日程 人文学部……文化コミュニケーション学科12名 地域包括支援学科16名 こども教育保育学科16名
Ｂ日程 人文学部……各学科若干名

2．出願資格
令和2年度大学入学者選抜大学入試センター試験において、下記「5．選抜方法」の試験科目を受験した者で、次の
各項目のいずれか1つに該当するもの
⑴ 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び2020年3月までに卒業見込みの者
⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2020年3月までに修了見込みの者
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た者及び
2020年3月までにこれに該当する見込みの者

⑷ 大学において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た者で、2020年
3月31日までに18歳に達するもの（学校教育法施行規則第150条第7号関係）

※⑷により出願を希望する者は、原則として2019年8月23日㈮までに本学において個別の入学資格認定を受ける必要
があります。詳細は事前に入試広報課までお問い合わせください。

3．入試日程

4．検定料
15，000円（一般入試、地方創生特待生入試と同時出願する場合の検定料はＰ24を参照してください。）
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法
令和2年度大学入試センター試験で受験した下記①～⑤の高得点の2教科2科目の成績及び提出書類の総合判定に
より合格者を決定します。本学独自の個別学力試験は行いません。

センター利用入試で利用する試験科目及び配点

大学入試センター試験利用入試(Ａ日程、Ｂ日程）
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志願票
（センター利用入試）

自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

センター試験成績請求票 令和2年度センター試験成績請求票（私立大学用）を貼付してください。

調査書
・出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。
・高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格成績証明書または合格証明書。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

健康診断書
（右記該当者のみ）

2018年3月以前の高等学校卒業者、または高等学校卒業程度認定試験合格者は提出してく
ださい。
所定の用紙を使用し、出願前3ヶ月以内に受診したものを提出してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

注1 出願後の出願内容（志望学科等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」や「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人で

あることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

6．学科併願
人文学部3学科の併願ができます。

7．同時出願
●センター利用入試（Ａ日程）で出願の場合、次の⑴～⑶の入試との同時出願が可能です（Ｐ23参照）。
⑴ 地方創生特待生入試
⑵ 一般入試（Ａ日程）
⑶ 地方創生特待生入試及び一般入試（Ａ日程）

※一般入試（Ａ日程）との同時出願では、学科併願も併用できます。

●センター利用入試（Ｂ日程）で出願の場合、一般入試（Ｂ日程）との同時出願及び学科併願ができます（Ｐ23参照）。

8．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。

11



出願期間 ※消印有効 試験日 合格者発表

1月6日㈪～1月21日㈫ 1月25日㈯ 2月14日㈮

①～⑤の高得点の2教科2科目を合否判定に使用。各200点、合計400点満点。
（100点満点の科目は200点満点に換算。ただし、英語はリスニング50点を含めた250点満点を200点満点に換算する。）

①国語 国語

②
地理歴史
公 民

世界史Ａ、世界史Ｂ、日本史Ａ、日本史Ｂ、地理Ａ、地理Ｂ、
「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」から1

③数学 「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」、「簿記・会計」、「情報関係基礎」から1

④理科 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学から1
ただし、基礎を付した科目については、基礎を付した2科目の合計を1科目として取り扱う。

⑤外国語 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語から1
英語は、筆記とリスニングの双方を使用する。

【趣旨】
人口減少と少子高齢化が進む長崎県をはじめ、全国の市町村が活気にあふれ、誰もが住みやすい地域として持続可能

であるためには、これからの地域社会を担う若者の育成が必要不可欠です。
地方創生特待生入試は、長崎や地元地域の発展に貢献できる質の高い人材を養成し、全国各地の地方創生に寄与する

ために、「将来、本学での学びを活かして地方創生に貢献していきたい」という強い意志を持つ学生を受け入れること
を趣旨としています。

【地方創生特待生の優遇措置】
地方創生特待生入試に合格し入学した者は、入学料と初年度の授業料、教育充実費を免除します。
また、2年次以降も、本学が定めた成績等の条件を満たせば、授業料等の全額または半額免除が継続します
（最長4年間）。

1．募集学科・募集定員
人文学部…24名 ※地方創生特待生入試は、学部単位で合否判定を行います。

2．出願資格
2020年3月までに高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）卒業見込みの者（ただし、2019年度途中において、
または学期の区分に従い高等学校の卒業を認められた者を含む。）及び2019年3月に卒業した者で次の⑴～⑵のすべ
てに該当する者
⑴ 大学入試センター試験受験案内に従って出願し、2020年1月18日㈯、19日㈰に実施される令和2年度大学入学者

選抜大学入試センター試験において、下記「5．選抜方法⑴」の受験科目を受験した者
⑵ 地方創生に寄与するために、将来の長崎または地元地域の発展に貢献したいという強い意志をもつ者

3．入試日程

4．検定料
15，000円（一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ日程）、学園内入試2期と同時出願をする場合の検定料は P24
を参照してください。）
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法・試験時間
令和2年度大学入試センター試験で受験した下記①～⑤の高得点の2教科2科目の成績、本学で実施する口頭試験及
び提出書類の総合判定により合格者を決定します。本学独自の個別学力試験は行いません。

⑴ 令和2年度大学入試センター試験で受験した下記①～⑤の高得点2教科2科目の成績
地方創生特待生入試で利用する試験科目及び配点

地方創生特待生入試
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口頭試験 10：00～

※ 口頭試験の終了時刻は、順番により異なります。

志願票（地方創生特待生）
自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

センター試験成績請求票 令和2年度センター試験成績請求票（私立大学用）を貼付してください。

調査書
出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

注1 出願後の出願内容（志望学科等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人であることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

⑵ 口頭試験
地域志向性を重要な判定基準のひとつとします。（100点満点）

6．試験会場
長崎（本学）、福岡 ※Ｐ26～27を参照してください。

7．学科併願
複数学科の併願はできません。

8．同時出願
センター利用入試（Ａ日程）、一般入試（Ａ日程）及び学園内入試2期との同時出願が可能です（Ｐ23参照）。

9．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。
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出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

11月1日㈮～11月12日㈫ 11月19日㈫ 11月29日㈮

1．募集学科・募集定員
人文学部……各学科若干名

2．出願資格
2020年3月までに高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）卒業見込みの者（ただし2019年度学年途中において、
または学期の区分に従い高等学校の卒業を認められた者を含む）及び2019年3月に卒業した者で、次の⑴～⑵のすべ
てに該当する者
⑴ 学業成績、学習態度、生活・行動ともに優れ、高等学校長より推薦された者
⑵ 本学に合格した場合は、必ず入学する意思をもつ者

3．入試日程

4．検定料
30，000円
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法・試験時間
提出書類、小論文及び個人面接の総合判定により合格者を決定します。

6．試験会場
長崎（本学）、佐世保、島原、五島、福岡、熊本、大分
※詳細は P26～27を参照してください。

7．学科併願
複数学科の併願はできません。

公募推薦入試

小論文 10：00～11：10（70分）
個人面接 11：20～
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志願票
自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

調査書 出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。

推薦書 所定の書式を使用し、出身校において作成したもの。

志望理由書
所定の用紙に記入してください。
※WEB出願の場合も自筆・楷書で明瞭に記入してください（書類はWEB出願サイトか
らダウンロードできます）。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。

注1 出願後の出願内容（志望学科、試験会場等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人であることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

8．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。

9．地方創生特待生入試の出願をする場合
公募推薦入試で合格した者も地方創生特待生入試を出願することができます。
公募推薦入試で合格した者が地方創生特待生入試に出願し不合格になった場合は、公募推薦入試合格の取り扱いとし
ます。
※地方創生特待生入試の出願については、Ｐ12～13を参照してください。
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出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

11月1日㈮～11月12日㈫ 11月19日㈫ 11月29日㈮

1．募集学科・募集定員
人文学部……文化コミュニケーション学科15名 地域包括支援学科20名 こども教育保育学科20名

2．出願資格
指定校については、該当の各高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）に通知します。在籍する高等学校が指定
校であるか否かは、進路指導の先生または担任の先生に問い合わせてください。

3．入試日程

4．検定料
30，000円
※検定料の納入方法については入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。
※一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法・試験時間
提出書類、個人面接の総合判定により合格者を決定します。

6．試験会場
長崎（本学）、佐世保、島原、五島、福岡、熊本、大分
※詳細は P26～27を参照してください。

7．学科併願
複数学科の併願はできません。

指定校推薦入試

個人面接 10：00～
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志願票
自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

調査書 出身校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。

推薦書 所定の書式を使用し、出身校において作成したもの

志望理由書
所定の用紙に記入してください。
※WEB出願の場合も自筆・楷書で明瞭に記入してください（書類はWEB出願サイトか
らダウンロードできます）。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。

注1 出願後の出願内容（志望学科、試験会場等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人であることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

8．出願書類
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。

9．地方創生特待生入試の出願をする場合
指定校推薦入試で合格した者も地方創生特待生入試を出願することができます。
指定校推薦入試で合格した者が、地方創生特待生入試に出願し不合格になった場合は、指定校推薦入試合格の取り扱
いとします。
※地方創生特待生入試の出願については、Ｐ12～13を参照してください。
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ＡＯ入試は、学力試験や従来の推薦入試では判別し得ない様々な能力や活動を総合的に判断しようとするものです。
本学の建学の精神であるカトリック教育理念をよく理解しそれに共鳴する者、またはスポーツ、文化、芸術等の分野で
顕著な活動をした者を、大学生活の核となる人物として積極的に受け入れることを趣旨としています。

1．募集学科・募集定員
人文学部……文化コミュニケーション学科6名 地域包括支援学科8名 こども教育保育学科8名

2．出願資格
2020年3月までに高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）卒業見込みの者（ただし、2019年度学年途中におい
て、または学期の区分に従い高等学校の卒業を認められたものを含む。）及び2019年3月に卒業した者で、次の⑴～
⑷のいずれかに該当し、合格した場合は必ず入学の意思を持つもの
⑴本学の建学の精神であるカトリック教育理念をよく理解し、それに共鳴する者
①カトリック教育理念をよく理解し、それに共鳴する者
②兄弟姉妹が本学を卒業又は在学することにより、本学の建学精神をよく理解し、それに共鳴する者
③純心女子学園の同窓生の子女であり、本学の建学精神をよく理解し、それに共鳴する者

⑵高等学校在学中に具体的な目標を持って努力し、本学における学習に強い意欲を持つ者
①行政、社会福祉協議会などの主催による学校外における社会福祉関係の研修を積極的に受講し修了した者
②高等学校在学中に海外留学経験がある者
③外国語を2ヶ国語以上、初級程度習得している者（文化コミュニケーション学科のみ）
④英語に関する条件⒜、情報に関する条件⒝、のいずれかに該当する者（文化コミュニケーション学科のみ）
⒜TOEIC Bridge（150点以上）、TOEIC（500点以上）、英検（2級など）の受験結果を提出できる者
⒝ワープロや表計算などの検定試験に合格した者

⑶高等学校在学中にスポーツ、文化、芸術、ボランティア活動（社会活動）など、学内外において顕著な活動をした者
①都道府県におけるスポーツ競技大会において入賞した者及びこれに相当する活躍をした者
②都道府県における各種調査、研究、作文、展覧会、弁論コンクール等文化的活動において優秀な成績をおさめた者
③体育面、文化面を問わず、クラブ活動や研究活動において積極的かつ継続的な活動をした者
④生徒会役員（生徒会長、同副会長、その他）を1期以上経験した者
⑤ボランティア活動などの社会的活動において多大な貢献が認められる者
⑥国際交流活動を通して日本と諸外国の親善理解に多大な貢献をしたことが認められる者

⑷海外帰国子女
1年以上在外経験のある者で、次の⒜～⒞のいずれかに該当する者
⒜高等学校を2019年3月に卒業した者及び2020年3月までに卒業見込みの者
⒝通常の課程において2019年3月までに12年の学校教育を修了した者及び2020年3月までに修了見込みの者
⒞2018年3月から2020年3月までに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

3．学科併願 複数学科の併願はできません。

4．選抜方法
出願希望者の多用な能力、活動を面談と提出書類等によって総合的に評価し、出願の可否を決定します。出願可となっ
た者が、出願期間中に出願した場合、試験を課さずに合格を決定します。

5．ＡＯ入試の日程とながれ
ＡＯ入試は、出願前に必ずＡＯ登録が必要です。次の「日程表」及び「ながれ」を確認して登録・出願を行ってくだ
さい。

ＡＯ入試（1期、2期、3期、4期）

1期 2期 3期 4期

登録期間
※消印有効 9月2日㈪～9月13日㈮ 11月1日㈮～11月15日㈮ 12月9日㈪～12月20日㈮ 2月3日㈪～2月17日㈪

面 談 9月21日㈯ 11月30日㈯ 1月11日㈯ 2月22日㈯
出願可否発表 9月27日㈮ 12月6日㈮ 1月17日㈮ 2月28日㈮

出願期間
※消印有効 11月1日㈮～11月12日㈫ 12月9日㈪～12月20日㈮ 1月20日㈪～2月3日㈪ 3月2日㈪～3月9日㈪

合格者発表 11月29日㈮ 1月17日㈮ 2月14日㈮ 3月16日㈪

日程表
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志願票 自筆で記入する場合、別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。
WEB出願の場合、画面に従って入力し、検定料を納付後に志願票を出力してください。

写真票

写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真の裏面に志望学
科と氏名を必ず書いてください。
※WEB出願の場合、出力した志願票に貼付してください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振込通知書」を
貼付してください。
※WEB出願の場合、貼付の必要はありません。

ＡＯ出願票 出願可通知に同封します。必要事項を記入してください。

返信用封筒 受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼付してください。

注1 出願後の出願内容（志望学科等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人であることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

ながれ

6．出願書類（出願可となった者）
出願書類は、本学所定の出願用封筒、または任意の角2封筒にWEB出願サイトで出力したラベルを貼付し、簡易書
留速達扱いで郵送してください。

7．地方創生特待生入試の出願をする場合
ＡＯ入試で合格した者も地方創生特待生入試を出願することができます。
ＡＯ入試で合格した者が、地方創生特待生入試に出願し不合格になった場合は、ＡＯ入試合格の取り扱いとします。
※地方創生特待生入試の出願については、Ｐ12～13を参照してください。

①
登
録

「2．出願資格」を確認し、該当する出願資格に必要な提出書類をＡＯ登録期間内に郵送で提出してください
（任意の封筒を使用）。
●出願資格⑴ ＡＯ入試出願準備カード＊、ＡＯ入試推薦書＊、調査書、

ＡＯ入試課題作文「カトリック教育に共鳴すること」（600字程度）＊
●出願資格⑵⑶ ＡＯ入試出願準備カード＊、出願資格のいずれかを証明できる書類、ＡＯ入試推薦書＊、調査書
●出願資格⑷ ＡＯ入試出願準備カード＊（その他の書類に関しては、入試広報課までお問い合わせください。）
※「＊」印の書類は別冊「2020年度 入学試験出願書類」にあります。

②
面
談

●ＡＯ登録（提出書類受理）後、面談時間等を登録者へ連絡します。
●ＡＯ登録内容に基づいて面談を行います。
●面談の際に作文や実技を課すことがあります。
面談会場 長崎試験会場（本学）で実施します。

本項の裏表紙参照。詳細については、ＡＯ登録者へ直接連絡します。

③
出
願
可
否

の
決
定

●出願可否発表日に、出願可否の通知を送付します。
●出願可の場合は「ＡＯ出願票」を発行し通知と一緒に送付します。

④
出
願

出願可となった者は、ＡＯ出願期間内に出願することができます。
検定料を納入し、出願期間内に出願書類を提出してください。
※検定料 30，000円（一旦受理した検定料はいかなる理由があっても一切返還できません。検定料の納入方法に
ついては入学試験出願書類またはWEB出願サイトを参照してください。）
※出願書類については、「6．出願書類」を参照してください。

⑤
合
格
者

発
表

合格者発表日に選抜結果通知を送付します。
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試験種別 出願期間 ＊消印有効 試験日 合格者発表

1期 11月1日㈮～11月12日㈫ 11月19日㈫ 11月29日㈮

2期 1月6日㈪～2月3日㈪ 個別試験は課さない 2月14日㈮

試験種別 検定料

1期 30，000円

2期 15，000円

1．募集学科・募集定員
人文学部……文化コミュニケーション学科15名 地域包括支援学科20名 こども教育保育学科20名

2．出願資格
純心女子高等学校の生徒のみを対象にした入試です。
詳細については純心女子高等学校に通知します。

3．入試日程

4．検定料

※検定料の納入方法については入学試験出願書類を参照してください。
※一旦受理した検定料はいかなる理由があっても一切返還できません。

5．選抜方法・試験時間
1期と2期では、選抜方法が異なります。
詳細については、純心女子高等学校に通知します。

6．学科併願
複数学科の併願はできません。

学園内入試（1期、2期）
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志願票 別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。

写真票
写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。

調査書 純心女子高等学校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。

推薦書 所定の書式を使用し、純心女子高等学校において作成したもの。

志望理由書 所定の用紙に記入してください。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。

志願票（センター利用入試） 別冊「2020年度 入学試験出願書類」を使用してください。

写真票
写真は出願前3ヶ月以内に撮影されたもので、サイズは縦4cm×横3cm。
上半身、脱帽、正面に撮影したものを貼付してください。白黒・カラーいずれも可。写真
の裏面に志望学科と氏名を必ず書いてください。

検定料納付票
検定料納付票にゆうちょ銀行払込の場合は「振替払込受付証明書」、銀行振込の場合は「振
込通知書」を貼付してください。

センター試験成績請求票 令和2年度センター試験成績請求票（私立大学用）を貼付してください。

調査書 純心女子高等学校において文部科学省の様式により作成、厳封したもの。

推薦書 所定の書式を使用し、純心女子高等学校において作成したもの。

返信用封筒
受験票送付用。任意の長3封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し、84円切手を貼
付してください。
※同時出願する場合も、1部の提出で構いません。

注1 出願後の出願内容（志望学科等）の変更は一切認められません。
注2 「調査書」等に記載の氏名が、現在の氏名と異なる場合は、本人であることを証明する公的書類を添付してください。
注3 受け付けた出願書類に虚偽の記載事項が発見された場合には、入学を取り消すことがあります。

7．出願書類（別冊「2020年度 入学試験出願書類」参照） ※WEB出願はできません。

出願書類は、黒のペンまたはボールペンを用い、自筆で楷書で明瞭に記入してください。
1期

2期

8．地方創生特待生入試の出願をする場合
⑴ 学園内入試1期で合格した者も地方創生特待生入試を出願することができます。

学園内入試1期で合格した者が、地方創生特待生入試に出願し不合格になった場合は、学園内入試合格の取り扱
いとします。

⑵ 学園内入試2期で出願の場合、地方創生特待生入試との同時出願が可能です（Ｐ23参照）。
※地方創生特待生入試の出願については、P12～13を参照してください。

21



出願

１ ２

入試要項
の確認 入力

出願する試験種別の出願資格、試験日、出願書類等を確
認してください。

本学ウェブサイトにアクセス後、画面に掲載されている
手順や注意事項を必ず確認し、必要事項を入力してくだ
さい。

４

志願票の
印刷

支払い完了後メールが届き、志願票の印刷に進むことが
できます。

３

検定料の
支払い

銀行（Pay-easy）、コンビニエンスストア、クレジットカー
ドのいずれかで検定料を支払います。

５

郵送 出　願　完　了

調査書や切手などのその他の必要書類とともに、本学所定の出願用封筒または任意の角２封筒にWEB出願サイトで出力し
たラベルを貼付し、簡易書留速達扱いで郵送してください。

1 ＷＥＢ出願
出願方法は、「WEB出願」と「紙媒体による出願」の2通りあります。
出願しやすい方法を利用してください。

WEB出願のメリット
・願書の取り寄せが不要なので、締切り間近でもパソコンとプリンターがあれば出願できます。
・チェック機能があるので、記入漏れを事前に防止してくれます。
・クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行（Pay-easy）でいつでも検定料の支払いが可能です。

WEB出願の手順

※WEB出願の詳細は本学WEB出願サイトまたは、別冊WEB出願ガイドを必ず確認してください。
※紙媒体による出願をする場合は、「2020年度 入学試験出願書類」を取り寄せてください。
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2 同時出願時の出願書類
・一般入試とセンター利用入試を同時出願する場合→Ａへ
・一般入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試を同時出願する場合→Ｂへ
・センター利用入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試、学園内入試2期と地方創生特待生入試を同時出願する場合→Ｃへ
・一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試を同時出願する場合→Ｄへ
Ａ．一般入試とセンター利用入試を同時出願する場合

1．出願期間 一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）との同時出願期間 1月6日㈪～1月24日㈮
一般入試（Ｂ日程）とセンター利用入試（Ｂ日程）との同時出願期間 2月24日㈪～3月9日㈪

2．検 定 料 35，000円
3．出願書類
□志願票（一般入試）・写真票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□志願票（センター利用入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□調査書（1通）
□返信用封筒（1通）
□健康診断書（該当者のみ1通）

※詳細は各入試のページを参照してください。

Ｂ．一般入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試を同時出願する場合

1．出願期間 同時出願期間 1月6日㈪～1月21日㈫
2．検 定 料 35，000円
3．出願書類
□志願票（一般入試）・写真票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□志願票（地方創生特待生入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□調査書（1通）
□返信用封筒（1通）
□健康診断書（該当者のみ1通）

※詳細は各入試のページを参照してください。

Ｃ．センター利用入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試、学園内入試2期と地方創生特待生入試を同時出願する場合

1．出願期間 同時出願期間 1月6日㈪～1月21日㈫
2．検 定 料 20，000円
3．出願書類
□志願票（センター利用入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□志願票（地方創生特待生入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□調査書（1通）
□返信用封筒（1通）
□推薦書（該当者のみ1通）
□健康診断書（該当者のみ1通）

※詳細は各入試のページを参照してください。

Ｄ．一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試を同時出願する場合

1．出願期間 同時出願期間 1月6日㈪～1月21日㈫
2．検 定 料 35，000円
3．出願書類
□志願票（一般入試）・写真票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□志願票（センター利用入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□志願票（地方創生特待生入試）・写真票・センター成績請求票・検定料納付票（WEB出願の場合は不要）
□調査書（1通）
□返信用封筒（1通）
□健康診断書（該当者のみ1通）

※詳細は各入試のページを参照してください。
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試験の種類 検定料 学科併願
公募推薦入試
指定校推薦入試
学園内入試1期
ＡＯ入試（1期、2期、3期、4期）

30，000円
学科併願不可

地方創生特待生入試
学園内入試2期

15，000円

一般入試（Ａ日程、Ｂ日程） 30，000円
学科併願可能（併願しても検定料は変わりません）

センター利用入試（Ａ日程、Ｂ日程） 15，000円

試験の種類 検定料 学科併願

一般入試とセンター利用入試との同時出願 35，000円
それぞれの入試で学科併願可能
（併願しても検定料は変わりません）

一般入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試との同時出願 35，000円
一般入試（Ａ日程）のみ学科併願可能
地方創生特待生入試は学科併願不可

センター利用入試（Ａ日程）と地方創生特待生入試と
の同時出願

20，000円
センター利用入試（Ａ日程）のみ学科併願可能
地方創生特待生入試は学科併願不可

学園内入試2期と地方創生特待生入試との同時出願 20，000円 学科併願不可

一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）と
地方創生特待生入試との同時出願

35，000円
一般入試（Ａ日程）とセンター利用入試（Ａ日程）は
学科併願可能
地方創生特待生入試は学科併願不可

※平成28年熊本地震に伴う入学試験検定料免除の特別措置
地震被災者の皆さまの経済的負担の軽減を図るため、入学試験検定料の全額免除を行います。詳細は入試広報課までお問い合
わせください。

3 検定料
一旦受理した検定料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

同時出願時の検定料

■WEB出願の場合
銀行（Pay-easy）、コンビニエンスストア、クレジットカードのいずれかで検定料を納入してください。
※利用できるクレジットカードは本人もしくは親族名義のものに限ります。

■紙媒体による出願の場合
銀行振込、郵便局（ゆうちょ銀行）振込で検定料を納入してください。
※クレジットカード、コンビニエンスストアでの支払いはできません。
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受験

交番

ココウォーク茂里町バス停（マツモトキヨシ前）長崎駅前

1 貸切バス運行案内
下記入学試験の際は、長崎純心大学まで貸切バス（無料）を運行します。
2019年11月19日㈫ 公募推薦入試、指定校推薦入試
2020年1月25日㈯ 地方創生特待生入試
2020年2月1日㈯ 一般入試（Ａ日程）

運行予定表
次の各路線バス（長崎バス）停に停車します。

Mapバス停留所案内地図

2020年2月1日㈯ 一般入試（Ａ日程）のみ試験終了後、長崎駅前まで貸切バス（無料）を運行します。
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〔長崎会場〕長崎純心大学

〒852－8558 長崎市三ツ山町235 ＊本学へのアクセスは本要項の裏表紙をご覧ください

TEL095－846－0084

〔佐世保会場〕JAさせぼホール

〒857－0052 佐世保市松浦町2－28

TEL0956－24－3123

アクセス JR佐世保駅からバスで約15分（松浦町バス停下車）

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

〔島原会場〕純心聖母会島原修道院

〒855－0045 島原市上の町895

TEL0957－62－2092

アクセス 島原鉄道島原駅から徒歩5分

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

〔五島会場〕カンパーナホテル

〒853－0015 五島市東浜町1－1－1

TEL0959－72－8111

アクセス 福江港ターミナルから徒歩6分

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

2 試験会場

試験会場案内図
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〔福岡会場〕TKP博多駅前シティセンター

〒812－0011 福岡市博多区博多駅前3－2－1
日本生命博多駅前ビル8階

TEL092－433－2833
アクセス JR博多駅から徒歩約2分

●西日本シティ銀行

●
ホテル日航福岡

●
博多区役所

●損保ジャパン
　福岡ビル

●
博多ターミナルビル

至小倉

至熊本

●
JR博多シティ

博
多
口

TKP博多駅前
シティセンター

博
多
駅

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

地方創生特待生入試 1月25日㈯

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

〔熊本会場〕TKPガーデンシティ熊本

〒860－0807 熊本県熊本市中央区下通1－7－18
ホテル サンルート熊本内5階

TEL096－312－1616
アクセス 熊本市電 花畑町駅から徒歩3分

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

〔大分会場〕J：COMホルトホール大分

〒870－0839 大分市金池南1－5－1

TEL097－576－7555

アクセス JR大分駅上野の森口から徒歩2分

公募推薦、指定校推薦 11月19日㈫

一般入試（Ａ日程） 2月1日㈯

〔注意事項〕
�入学試験及び試験会場に関する問い合わせは、すべて本学入試広報課へ連絡してください。本学以外の試験会場
へ直接問い合わせをすることはご遠慮ください。
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3 受験に関する注意事項

4 受験上特別な配慮を必要とする者の事前相談
受験に特別な配慮を必要とする場合は、受験の準備の関係上、出願の1ヶ月前までに入試広報課までご相談ください。
・必要に応じて、診断書またはそれに代わる書類等の提出を求める場合があります。
・必要に応じて、志願者またはその関係者等との面談を行う場合があります。
・事前相談は受験上の配慮について確認するためのものであり、合否判定とは一切関係ありません。

5 合格者発表
・選抜結果通知書は、合格者発表日にレターパックプラスで発送するため、地域によって到着日が異なる場合がありま
す。選抜結果は、本人及び出身高等学校長宛に文書で通知します。

・合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合、追加合格を行います。ただし、既に入学手続（第1次入学手続及び
第2次入学手続）をした者、入学を辞退した者は対象になりません。
・公式ウェブサイト上の発表は行っていません。
・電話での問い合わせは間違いの原因となりますので、一切応じられません。

試験会場の下見

・本学試験会場の場合…試験前日の9：00～16：30まで可能です。ただし、校舎内に立ち入ることはで
きません。
・本学以外の試験会場の場合…会場までの交通の確認にとどめ、施設内には立ち入らないようにしてく
ださい。

交通
・試験会場までの交通案内はＰ25～27ページを参照してください。
・遠方からの受験生は、気象及び交通状況などを考慮して十分にゆとりを持った日程で試験に臨んでく
ださい。

試験当日
持参するもの

□受験票
紛失または忘れた場合は、試験開始までに本学関係者へ申し出てください。
試験日の前日までに受験票が届かなかった場合は、本学入試広報課までご連絡ください。

□筆記用具 筆記具は黒鉛筆かシャープペンシルを使用してください（黒ボールペンは不可）。

□時計
時計の貸し出しは行いませんので各自準備してください。
なお、携帯電話等の通信機能付きの電子機器は時計として使用できません。

※上履きは不要です。

受験中の注意事項

・試験室には、試験開始10分前までに入室してください。9：00から入室可能です。
・遅刻した場合は直ちに本学関係者に申し出てその指示に従ってください。原則として試験開始後20分
までは試験室に入室できます。ただし、試験時間の延長は行いません。
・受験票は、机上の受験番号札のそばに置き、席を離れる際は必ず携帯してください。
・机上には受験票、筆記具、消しゴム、時計以外は置いてはいけません。
・携帯電話、スマートフォンは電源を切り、カバン等にしまってください。
・問題用紙・解答用紙とも試験監督の指示があるまで触れてはいけません。
・試験時間中の途中退室はできません。
・不正行為者については、直ちに退場を命じ、すべての試験を無効とします。
・気分が悪くなるなどの予期せぬ事態が生じた場合は本学関係者に申し出て、その指示に従ってくださ
い。
・試験当日は試験監督者の指示に従ってください。

（その他）
・保護者及び付添者は、入試会場、受験生控室への入室はできません。
・保護者及び付添者の控室は学生食堂です。
（本学以外の試験会場の場合、保護者及び付添者の控室はありません）
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入学手続

手続
方法 試験種別 手続内容 手続期限 ※消印有効

2
段
階
手
続

公募推薦入試
指定校推薦入試
ＡＯ入試1期
学園内入試1期

第1次手続 ●入学料の納入
●誓約書・保証書の提出 12月9日㈪

第2次手続 ●授業料、教育充実費の納入 3月23日㈪

ＡＯ入試2期
第1次手続 ●入学料の納入

●誓約書・保証書の提出 2月10日㈪

第2次手続 ●授業料、教育充実費の納入 3月23日㈪

一般入試（Ａ日程）
センター利用入試（Ａ日程）
学園内入試2期
ＡＯ入試3期

第1次手続 ●入学料の納入
●誓約書・保証書の提出 3月10日㈫

第2次手続 ●授業料、教育充実費の納入 3月23日㈪

一
括
手
続

地方創生特待生入試 ●誓約書・保証書の提出 3月10日㈫

センター利用入試（Ｂ日程）
一般入試（Ｂ日程）
ＡＯ入試4期

●入学料の納入
●誓約書・保証書の提出
●授業料、教育充実費の納入

3月25日㈬

※2段階手続で第1次手続をしていない場合、第2次手続を行うことはできません。
※2段階手続で第1次手続の際、第2次手続を同時に行うことができます。
※一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ日程）及び学園内入試2期の第2次手続のための振込用紙は、第1次手続完了後
に送付します。
※純心女子高等学校卒業及び卒業見込みの者は、入学料を免除します。

入学手続の詳細は、合格者へ送付する「入学者要項」で確認してください。

1 入学手続
試験種別を確認し、所定の期間内に次の入学手続を完了してください。
一旦納入された入学料は、いかなる理由があっても一切返金できません。
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納 期
費 目

第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

手続時 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月）

入 学 料 240，000 － － － － － － －

授 業 料 335，000 335，000 345，000 345，000 355，000 355，000 365，000 365，000

教 育 充 実 費 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000

合 計 695，000 455，000 465，000 465，000 475，000 475，000 485，000 485，000

文化コミュニケーション学科・地域包括支援学科

納 期
費 目

第1年次 第2年次 第3年次 第4年次

手続時 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月） 前期（4月） 後期（10月）

入 学 料 240，000 － － － － － － －

授 業 料 345，000 345，000 355，000 355，000 365，000 365，000 375，000 375，000

教 育 充 実 費 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000 120，000

合 計 705，000 465，000 475，000 475，000 485，000 485，000 495，000 495，000

こども教育保育学科

※長崎純心大学人文学部に兄弟姉妹が2人以上在学することとなった場合、2人目以降の学生に授業料の減免制度があります。
詳細については入試広報課へお問い合わせください。

2 学費案内（2020年度）

3 入学許可書
入学手続完了を確認した後（2段階入学手続の場合は第1次入学手続後）に入学許可書を発行します。
発行の時期は、入学手続期限以降（2段階手続の場合は第1次入学手続期限以降）となります。
2段階手続の場合、第2次入学手続を行わなかった場合は、入学許可は無効となります。

4 入学辞退
入学手続（第1次入学手続及び第2次入学手続ともに完了）後、やむを得ない事情によって本学への入学を辞退する
場合は、2020年3月25日㈬（消印有効）までに入学辞退の手続を行ってください。入学料以外の納入金を返還します。
なお、2020年4月1日以降の入学辞退者は、退学者として取り扱われますので、入学料、授業料及び教育充実費は返
還できません。
手続方法の詳細は、合格者に送付する「入学者要項」で案内します。

5 入学後の経費
入学後、次の経費が必要となります。納付方法は、合格者に送付する「入学者要項」で案内します。

⑴ 入学時の納入金（人文学部共通 2019年度入学者実績）
学生会費（1年分） …………………………………………………5，000円
学生教育研究災害傷害保険料（4年間分） ………………………4，660円
学章バッジ代 …………………………………………………………1，000円
長崎純心大学後援会費………………………………………………40，000円

合計50，660円
⑵ その他の経費（各人の履修内容によって必要時に納入する経費）
① 資格等の取得を希望する場合の履修費や実習費
② 講義等で使用するテキスト代（各学科とも年間30，000円程度）
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その他
1 2019年度入試状況

＊ＡＯ入試において、志願者・受験者は登録した者、合格者は出願した者を表す。
注1．志願者・受験者・合格者は、学科併願を含む延べ人数。
注2．最高点・最低点は合格者によるもので、一般入試（Ａ日程）は200点満点、センター利用入試は400点満点。

文化コミュニケーション学科
試験種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 最高点 最低点

一般入試（Ａ日程） 24 90 90 88 191 81
一般入試（Ｂ日程） 若干名 11 11 9
センター利用（Ａ日程） 12 140 140 132 341 196
センター利用（Ｂ日程） 若干名 27 27 26 364 213
地方創生特待生入試 8 21 21 16
公募推薦入試 若干名 1 1 1
指定校推薦入試 15 14 14 14
学園内入試 15 26 26 26
ＡＯ入試 6 4 4 4
社会人入試 若干名 0 0 0
私費外国人留学生 若干名 0 0 0
合計 80 334 334 316

地域包括支援学科
試験種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 最高点 最低点

一般入試（Ａ日程） 28 82 82 79 186 90
一般入試（Ｂ日程） 若干名 11 11 10
センター利用（Ａ日程） 15 122 122 106 350 227
センター利用（Ｂ日程） 若干名 19 19 10 364 274
地方創生特待生入試 10 26 26 13
公募推薦入試 若干名 3 3 3
指定校推薦入試 20 21 21 21
学園内入試 20 20 20 20
ＡＯ入試 7 8 8 8
社会人入試 若干名 2 2 2
私費外国人留学生 若干名 0 0 0
合計 100 314 314 272

こども教育保育学科
試験種別 募集人員 志願者 受験者 合格者 最高点 最低点

一般入試（Ａ日程） 28 97 97 89 189 117
一般入試（Ｂ日程） 若干名 12 12 8
センター利用（Ａ日程） 15 156 156 128 360 232
センター利用（Ｂ日程） 若干名 17 17 9 336 265
地方創生特待生入試 10 45 45 22
公募推薦入試 若干名 2 2 2
指定校推薦入試 20 26 26 26
学園内入試 20 20 20 20
ＡＯ入試 7 14 14 14
社会人入試 若干名 0 0 0
私費外国人留学生 若干名 0 0 0
合計 100 389 389 318
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2 入学者選抜に関わる個人別成績開示
本学では、2020年度入学者選抜試験（一般入試（Ａ日程）、センター利用入試（Ａ日程、Ｂ日程））の個人成績を受験
者本人からの請求により提供します。請求する試験の種類ごとに成績開示手数料800円を添え、下記期間に必要な書類
を本学入試広報課まで提出してください。

請求期間：2020年4月20日㈪～2020年4月30日㈭ ※郵送の場合は必着のこと
請 求 者：受験者本人に限る（本人確認のため、身分証明書等の提示を求めます）
提出書類：①長崎純心大学入学者選抜試験成績開示請求書（本学所定のもの）

②受験票（コピーは不可）
③成績開示通知用封筒（長3封筒に開示請求者の宛先を明記し、392円分の切手を貼付したもの）
④その他の必要と認める書類

開示内容：①個別学力試験の科目ごとの得点
②大学入試センター試験の教科・科目ごとの得点（本学が合否判定に利用した教科・科目）

3 入学試験問題集の請求方法
■長崎純心大学公式ホームページ

■電話095‐846‐0084（代）
入試広報課（月曜日～金曜日9：00～18：00）

■FAX095‐849‐1694
必要事項①～④を明記の上、送信してください。
①郵便番号
②住所
③氏名
④「入学試験問題集請求」と明記

■はがき
〒852‐8558 長崎県長崎市三ツ山町235番地 長崎純心大学 入試広報課宛
必要事項①～④を明記の上、送付してください。
①郵便番号
②住所
③氏名
④「入学試験問題集請求」と明記
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4 プライバシーポリシー（長崎純心大学における個人情報の取扱いについて）
長崎純心大学（以下「本学」という。）へ興味を持っていただいた皆さんからお預かりする個人情報は、本学に関す

る情報提供のために利用させていただきます。
なお、その管理については、本学入試広報課が責任を持って行います。

（本学が取扱う個人情報）
1 本学において、情報提供を行うために、個人情報の主体である本人の個人情報のうち、氏名、性別、生年月日、郵
便番号、住所、電話番号、E-mail アドレス、所属する団体（学校名など）、志望学科名の情報を取得し保有していま
す。

2 教育・進学ガイド誌の発行元に代表される企業から個人情報に関する情報処理等を委託され、その企業の指示に
従った取扱いを行って、返却・削除するまでの間、個人情報を保有しています。

3 上記以外のものについては、個人情報を取得するときに、その利用目的と問い合わせ先を明示します。それによっ
て取得した個人情報を保有しています。

（本学が保有する個人情報の利用目的）
1 本学が行う以下の目的に利用します。
⑴ 大学案内、入試要項、過去の入試問題等の送付
⑵ 大学説明会、進学説明会等のお知らせ
⑶ オープンキャンパスのお知らせ
⑷ その他本学からのお知らせ

2 教育・進学ガイド誌の発行元に代表される企業から個人情報に関する情報処理等を委託され、預託された個人情報
の利用目的については、委託された範囲を超えて利用することはありません。

3 上記以外のものについては、個人情報を取得するときに、その利用目的と問い合わせ先を明示します。それによっ
て取得した個人情報は、明示している目的の範囲を超えて利用することはありません。

（個人情報の利用目的の制限）
本学は、本人の同意を得ることなく、あらかじめ明示した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うこ

とはありません。

（個人情報の第三者への提供の制限）
本学は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することはありません。ただし、個人情

報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第二十三条第一項に規定された場合を除きます。

（本学が保有する個人情報の安全管理）
1 本学は、保有する個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適
切な措置を講じます。ただし、コンピュータ管理上、不正なアクセスを防止する絶対的な技術が存在しないことはご
了解いただきます。

2 本学の個人データ管理責任者及び個人データを取扱う教職員に対し、個人情報保護のための教育を行います。
3 本学が開設しているウェブサイトから個人情報を取得するときは、暗号化（SSL）を用いて、本人が個人情報を安
全に送信していただくことができます。

4 本人の意思により、教育・進学ガイド誌の発行元に代表される企業に個人情報を提供した場合、本学は提供先にお
ける個人情報に関する責任を負いません。

（個人データの開示、訂正、利用停止等の手続き）
保有個人データは、原則として本人に限り、開示、訂正、利用停止等の手続きを個人情報管理責任者に求めることが

できます。そのうち、開示の請求については、本学所定の様式により本人であることが確認できた場合、別に定める開
示の実施の方法に従い速やかに対応いたします。ただし、個人情報の取得に使用したハガキなどの書面原本は、一定期
間保存した後、廃棄処分しておりますので、書面原本そのものに対する訂正等は対象外とさせていただきます。

1．開示の請求方法について
本学所定用紙（保有個人データ開示等請求書）により受付けますが、合わせて次の方法で請求者の確

認を行います。
⑴ 請求者が本人の場合
対面における学生証、運転免許証、パスポート等の本人であると確認できる写真付きの身分証明書等

の提示を求めます。
⑵ 請求者が本人の代理人の場合
本人に準ずる方法及び代理を示す委任状等（任意）の提出を求めます。

2．開示の手数料について
1回の請求について別に定める手数料を徴収します。

（窓口）
個人情報保護の取扱いに関する相談や苦情については個人情報管理責任者までご連絡ください。

個人情報管理責任者
長崎純心大学入試広報課
〒852‐8558 長崎市三ツ山町235番地
TEL095‐846‐0084 FAX095‐849‐1694 【事務取扱】
E-mail nyushikoho@n-junshin.ac.jp 月曜日～金曜日 9：00～18：00
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長崎バス

長崎純心大学へのアクセス

ＪＲ

航空機

自家用車

◎長崎空港から長崎方面（昭和町経由）行きのリムジンバスを利用し
「昭和町」で下車。長崎バス昭和町バス停（西九州トヨタ前）から「恵
の丘」行に乗車。

◎長崎バイパスを「浦上・平和公園・昭和」方面に進み、川平料金所
を通過直後、「川平・三川方面」へ進み出口を右折する。

◎長崎本線浦上駅で下車。浦上駅前から長崎バス「恵の丘」行に乗車。

◎「恵の丘（長崎純心大学）」線　終点下車
◎「畦別当」線　恵の丘下車

アクセス所要時間

この印刷物は、石油系有機溶剤の一部を大豆油に置き換え
たソイインキを使用しています。

●長崎空港
リムジンバス
長崎方面行き「昭和町」下車
約45分　900円

車
約15分

●長崎バイパス川平料金所

長崎純心大学

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約20分　250円 

タクシー
約15分

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約30分　350円

長崎バス
「恵の丘」行
　終点下車
　約35分　390円

昭和町バス停

JR浦上駅前バス停

JR長崎駅前バス停

タクシー
約25分

タクシー
約30分

恵の丘長崎原爆ホーム

至時津

県庁方面

時津方面

長崎駅 浦上駅

JR長崎本線 市布経由

長与経由

西浦上駅

206

長
崎
純
心
大
学

の
看
板

長崎純心大学
の看板

長崎バイパス

バイパス
料金所

昭和町バイパス
入口より約6km

長崎大学長崎大学

川平小学校

浦上水源池浦上水源池

三川橋
長与方面

国道34号線へ
（東長崎・滝の観音入口）

国道34号線へ
（東長崎・滝の観音入口）

三宝橋バス停

流合橋
バス停

至諫早

昭和町

住吉

至浦
上水
源池

長崎バイパス

長崎純心大学

昭
和
町

川

平・三 川 平和公園

県
庁

川平・三川町方面

純心中学校
純心女子高等学校

純心学園募集要項 表紙Ⅳ－Ⅰ Ｋ 加藤 川口 木下

〒852-8558 長崎県長崎市三ツ山町235番地
TEL 095-846-0084 FAX 095-849-1694
E-mail nyushikoho@n-junshin.ac.jp
公式ウェブサイト http://www.n-junshin.ac.jp/univ/
Facebook http://www.facebook.com/n.junshin

事 務 取 扱 月曜日～金曜日 9：00～18：00
※入学試験に関する問い合わせについては、
入試広報課まで照会してください。

背幅2mm（決＊木下）

長崎純心大学 人文学部

2020年度 入学試験要項


