
一般選抜、大学入学共通テスト利用型

入試ガイド 2022

男女
共学［健康栄養学部］管理栄養学科 食品学科

2022年度 一般選抜、大学入学共通テスト利用型の概要
募集人員 入学試験日程

管理栄養学科

6名

3名

若干名

若干名

１期 

２期 

３期 

４期 

一般選抜

大学入学共通テスト
利用型

2名

2名

若干名

若干名

16名

10名

若干名

若干名

12名

8名

若干名

若干名

1/5（水）～2/7（月） 

1/5（水）～2/21（月） 

2/15（火）～2/28（月）

3/1（火）～3/18（金）

1/28（金）

2/12（土）

3/2（水）

3/22（火）

2/1（火）

2/15（火）

3/4（金）

3/22（火）

2/15（火）

2/26（土）

3/4（金）

3/22(火）

3/1（火）

3/7（月）

3/14（月）

3/25（金）

2/14（月）

3/1（火）

3/14（月）

3/25（金）

食品学科 出願期間（郵送必着） 試験日 合格発表日 入学手続
期限

［窓口受付］ 1/26（水）
1/5（水）～1/25（火）

［窓口受付］ 2/9（水）
1/5（水）～2/8（火）

［窓口受付］ 2/28（月）
2/1（火）～2/26（土）

3/1（火）～3/18（金）

1期
　★★

2期

3期

4期

★★ 1期は「入試成績優秀者特待生制度」対象入試。詳しくは、学生募集要項等よりご確認ください。

インターネット出願

便利！
パソコンはもちろん、

スマートフォンやタブレットからも出願可能。
プリンターで志願票（入力情報）を

印刷しなくてもいいので、とても便利です。
※手順については、本学Webサイトにてご確認ください

安心！
記入もれ防止システム、

適宜表示される入力情報確認画面で、
正しい入力をサポートします。

3Dセキュア（クレジットカード本人認証サービス）で、
セキュリティ対策も万全です。

お得！

就職に強い、即戦力となる
食の専門家（食品技術者）と管理栄養士を養成

お問い合わせ先
〒124-8530 東京都葛飾区西新小岩1-4-6
◆入試・広報課 TEL.03-3692-0238（直通）
URL https://www.tsc-05.ac.jp/　E-mail nyushi@tsc-05.ac.jp

●フードビジネスコース
●フードサイエンスコース

東京聖栄大学

健康栄養学部
管理栄養学科

食品学科

入学検定料は、
紙の願書で、出願をした場合より、

2,000円割引されます。

１期・２期は【2科目型】

「英語」「国語」「数学」「化学基礎」「生物基礎」から
2科目受験が可能！

たとえば、

「国語」「英語」での【文系型受験】
「生物基礎」「化学基礎」での「理系型受験】

いずれもOK！

３期・４期は【1科目型】
3期は

「英語」「国語」「数学」「化学基礎」「生物基礎」から
１科目受験が可能！

4期は
「化学基礎」1科目で受験が可能！

4回の出願チャンス！
1・2期は高得点2科目、3・4期は高得点1科目で勝負ができる！

「便利！」「安心！」「お得！」なインターネット出願を利用可能！

一般選抜

大学入学共通テスト利用型

2科目型

2科目型

1科目型

1科目型

※個別学力試験なし

 INFORMATION
オープンキャンパス
7/17（土） 8/1（日）、22（日）
※いずれも、12:30受付　13:00～16:00

要予約 総合型選抜・学校推薦型選抜 受験対策講座
8/1（日） 9/18（土）
※12:30受付　13:00～16:00

要予約

受験相談会
9/18（土） 10/23（土） 12/4（土） 
※12:30受付　13:00～16:00

要予約

入試説明会
5/15（土） 6/20（日）
※いずれも、12:30受付　13:00～16:00

要予約

オープンキャンパス、
受験相談会と
同日開催

11/6（土）、7（日）
※両日とも、午前の部10:00～12:00
　　　　　 午後の部13:00～15:00

受験相談会 聖栄葛飾祭
（大学祭）
同日開催

要予約

下記日程以外、オンライン説明会も開催！（開催日時など、詳細は本学ホームページまで）

一般選抜受験対策講座
8/22（日）
※12:30受付　13:00～16:00

要予約

オープンキャンパスと同日開催



一般選抜1・2・3・4期 大学入学共通テスト利用型 1・2・3・4期

一般選抜、大学入学共通テスト利用型では、

多様な判定方式で、チャンスがいっぱい！

一般選抜(1科目型)3・4期 選抜方法

一般選抜(2科目型)1・2期 選抜方法

【備考】○出願先（第1志望学科）以外に、他学科を第2志望として受験可（第2志望学科の入学検定料無料）。　 
　　   ○試験日当日の受験科目（選択科目）は、事前登録制（当日変更不可）。 
　　   ○3・4期は、調査書における学習の成果等について、積極的に活用。
　　   ○一般選抜3期と同日程で、社会人入試2期を実施致します。選抜方法等はホームページ等よりご確認ください。 

〈管理栄養学科・食品学科〉

〈管理栄養学科・食品学科〉
試験教科・科目

3期

4期

英語 ： 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」
国語 ： 「国語総合（近代以降の文章）」
数学 ： 「数学Ⅰ・数学A」（全範囲）
理科 ： 「化学基礎」「生物基礎」

理科 ： 「化学基礎」

※いずれか1科目を選択・解答

※1科目を解答

試験教科・科目

1期
2期

英語 ： 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」「英語表現Ⅰ」
国語 ： 「国語総合（近代以降の文章）」
数学 ： 「数学Ⅰ・数学A」（全範囲）
理科 ： 「化学基礎」「生物基礎」

※いずれか2科目を選択・解答

大学入学共通テスト利用型 1・2・3・4期 選抜方法
試験教科・科目

1期
2期

3期
4期

左記4教科6科目より高得点2科目選択
（※理科は、第一解答科目）

左記4教科6科目より高得点1科目選択
（※理科は、第一解答科目）

外国語 ： 「英語（リーディング）」（リスニングは除く）

国語 ： 「国語総合（近代以降の文章）」

数学 ： 「数学Ⅰ・数学A」

理科 ： 「化学」「生物」「化学基礎・生物基礎」

【備考】○出願先（第1志望学科）以外に、他学科を第2志望として受験可（第2志望学科の入学検定料無料）。
　　   ○令和3年度大学入学共通テスト成績、令和2年度大学入試センター試験成績の利用も可（本学指定科目は上記と同様）。　 
　　   ○3・4期は、調査書における学習の成果等について、積極的に活用。 

〈管理栄養学科・食品学科〉

1期は、「入試成績優秀者特待生制度」対象入試
1期は、「入試成績優秀者特待生制度」対象入試です。 
特待生制度の内容等詳細については、学生募集要項等よりご確認ください。

一般選抜３・４期とも、
【1科目型】で受験可能！
両学科共に、3期は「英語」「国語」「数学」「化学基礎」「生物基礎」から、１科目受験が可能です。
4期は「化学基礎」1科目で受験が可能です。
また、3・4期共に調査書における学習の成果等についても、積極的に活用します。

一般選抜１・２期とも、
【2科目型】で受験可能！
両学科共に、「英語」「国語」「数学」「化学基礎」「生物基礎」から、2科目受験が可能です。

1・2期は、高得点2科目で判定 ！
大学入学共通テストより、本学が指定する4教科6科目の内、高得点2科目で受験できます。
（本学独自の学力試験は課しません。）
必須科目はありませんので、得意科目2科目での成績で判定します。

3・4期は、高得点1科目で判定 ！
大学入学共通テストより、本学が指定する4教科6科目の内、高得点１科目で受験できます。
（本学独自の学力試験は課しません。）
必須科目はありませんので、得意科目１科目での成績で判定します。
また、調査書における学習の成果等についても、積極的に活用します。

一般選抜との同時出願の場合、
調査書は1通で出願可能
一般選抜と大学入学共通テスト利用型で、願書提出期間が同一期間内でかつ、同時出願の場合、
封筒1通につき、調査書1通にて出願をすることが可能です。
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