
日本赤十字秋田看護大学大学院 

令和 4 年度入学者選抜日程 
 

 

第Ⅰ期 

手続及び試験 手続期間及び日程 備 考 

出願資格審査受付期間 令和3 年7 月26 日(月) ～ 令和3 年8 月6 日（金） 最終日の消印有効 

事前相談期間 令和3 年7 月26 日(月) ～ 令和3 年8 月30 日（月）  

出願書類受付期間 令和3 年8 月24 日(火) ～ 令和3 年9 月9 日（木） 最終日の消印有効 

入 学 試 験 令和3 年9 月25 日（土） 9 時00 分～ 8 時30 分開場 

合 格 発 表 令和3 年10 月1 日（金） 14 時00 分～  

入学手続期間 令和3 年10 月1 日（金） ～ 令和3 年10 月12 日（火） 最終日の消印有効 

 

第Ⅱ期 

手続及び試験 手続期間及び日程 備 考 

出願資格審査受付期間 令和3 年12 月1 日（水） ～ 令和3 年12 月8 日（水） 最終日の消印有効 

事前相談期間 令和3 年11 月15 日（月） ～ 令和3 年12 月24 日（金）  

出願書類受付期間 令和3 年12 月24 日（金） ～ 令和4 年1 月7 日（金） 最終日の消印有効 

入 学 試 験 令和4 年1 月22 日（土） 9 時00 分～ 8 時30 分開場 

合 格 発 表 令和4 年1 月28 日（金） 14 時00 分～  

入学手続期間 令和4 年1 月28 日（金） ～ 令和4 年2 月9 日（水） 最終日の消印有効 

 

第Ⅲ期 

手続及び試験 手続期間及び日程 備 考 

出願資格審査受付期間 令和4 年1 月31 日（月） ～ 令和4 年2 月24 日（木） 最終日の消印有効 

事前相談期間 令和4 年1 月17 日（月） ～ 令和4 年2 月21 日（月）  

出願書類受付期間 令和4 年2 月7 日（月） ～ 令和4 年2 月25 日（金） 当日必着 

入 学 試 験 令和4 年3 月8 日（火） 9 時00 分～ 8 時30 分開場 

合 格 発 表 令和4 年3 月14 日（木） 11 時00 分～  

入学手続期間 令和4 年3 月14 日（木） ～ 令和4 年3 月22 日（火） 当日必着 

 

   日本赤十字秋田看護大学 入試・広報課   電話 ： 018-829-3759 （直通） 



日本赤十字秋田看護大学大学院 

令和 4 年度入学者選抜日程 
 

 出願から入学までの流れ 
  

 

 

 

 

 

 

 

●大学を卒業している方、あるいは卒業見込みの方 
●学士の学位を有している方 

 ●左記以外の方 
  （専門学校・短期大学卒業の方など） 

出願資格審査（本大学院へ出願する資格を有していることについて審査します） 
  
受付期間  Ⅰ期：7 月26 日（月）～8 月6 日（金） Ⅱ期：12 月1 日（水）～12 月8 日（水） 

事前相談期間 
 
  
 
出願を希望される方は、出願前に各自が専攻を希望する分野・領域の研究指導教員と連絡を取り、 
 本大学院における入学後の研究等について「事前相談」を行ってください。 

Ⅰ期  7 月26 日（月）～8 月30 日（月） Ⅱ期  11月15 日（月）～12月24日（金） 

出願書類 
受付期間 

Ⅰ期 8 月24 日（火）～9 月9 日（木） Ⅱ期 12 月24 日（金）～1 月7 日（金） 

入学試験日 

Ⅰ期 9 月25 日（土） Ⅱ期 1 月22 日（土） 

 合格発表 
Ⅰ期 10 月1 日（金） 14 時 Ⅱ期 1 月28 日（金） 14 時 

入学手続期間 

Ⅰ期 10 月1 日（金）～10 月12 日（火） 

大 学 院 入 学 

Ⅲ期：1 月31 日（月）～2 月24 日（木） 

Ⅲ期  1 月17 日（月）～2 月21 日（月） 

Ⅲ期 2 月7 日（月）～2 月25 日（金） 

Ⅲ期 3 月8 日（火） 

Ⅲ期 3 月14 日（月） 11 時 

Ⅱ期 1 月28 日（金）～2 月9 日（水） 

Ⅲ期 3 月14 日（月）～3 月22 日（火） 

推薦選抜を受験する方は、専攻領域の教授に
｢推薦書｣の作成を依頼してください。 


