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男女
共学［健康栄養学部］管理栄養学科 食品学科

東京聖栄大学の管理栄養学科では、
保健・医療・福祉・教育分野において、管理栄養士として必要とされる知識と技術、技能を、
臨地実習や臨床栄養学実習などを通して実践的に身につけることができます。

取得可能資格

「管理栄養学科」はこんな人を歓迎します

東京聖栄大学の食品学科では、
フードサイエンスコースとフードビジネスコースがあり、“食” を多面的に捉え、
素材の研究から分析技術・開発、加工・調理技術、食品の流通、フードビジネスまでを学ぶことができます。
また、豊富な実験・実習を通して、食品を科学し、モノづくりの技術と楽しさを学んだり、
経営学、マーケティング論等を設け、マネジメント能力や起業家精神をも育成します。
インターンシップ、国内外での食品専門研修で“食”のあり方をグローバルな視点で捉える人材を育成します。

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

 INFORMATION

健康栄養学部
管理栄養学科

食品学科

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

取得可能資格

「食品学科」はこんな人を歓迎します

１．人間の健康と栄養に強い興味を持ち、社会に貢献しようという意欲の強い人
２．より広く、より深く健康と栄養やヒトと食物のかかわりについて学ぶことができるようにするため
　 理数系科目の基本的知識を持っている人
３．人間の健康と栄養に強い興味を持ち、学び続ける意欲にあふれた人
４．科学的な思考を通して事実を素直に見つめ、事象を論理的に考えられる人
５．実験・実習を通して理論を検証するプロセスを大切にできる人
６．相手の言葉に耳を傾け、自らの考えを的確に表現して行動に移せる人

●管理栄養士国家試験受験資格　●栄養士　●栄養教諭（一種免許状）

１．食品の生産から消費にいたる一連の分野に強い関心と学習意欲を有する人
２．食と健康のかかわりに深い関心を有する人
３．食の安全・安心に深い探究心を有する人
４．課題の追求や解決に必要な基礎的知識、論理的思考力、コミュニケーション能力、豊かな感受性を備えた人
５．実験・実習の技術・技能修得に主体的に取り組み、そのプロセスを理論的に学習できる人

●食品衛生管理者（任用資格）　●食品衛生監視員（任用資格）　●フードサイエンティスト　●HACCP管理者
●フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト（食品開発、食品流通・サービス）　●フードコーディネーター
●食品微生物検査技士（１級・２級）　●バイオ技術認定　●家庭料理技能検定　●官能評価士　●調理師

健康栄養学部
管理栄養学科

健康栄養学部
食品学科

総合型選抜・学校推薦型選抜

総合型選抜総合型選抜

チャンスは2回！1期はエントリー制チャンスは2回！1期はエントリー制

9月・10月

公募制、専門学科・総合学科共に、
他大学と併願できる！（二次手続き締切日 1/5（水））

公募制、専門学科・総合学科共に、
他大学と併願できる！（二次手続き締切日 1/5（水））

学校推薦型選抜学校推薦型選抜
11月

総合型選抜総合型選抜

他大学と併願できる！（二次手続き締切日 2/28（月））他大学と併願できる！（二次手続き締切日 2/28（月））

自己推薦型・12月

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



丁寧な選抜で、
適性・意欲を
総合的に評価！

POINT

1
1期はエントリー制
自己推薦型含めて
チャンスは3回！

POINT

2

1期については、エントリー制として
「大学入学希望理由書」に代えて「エント
リーシート」の提出となります。また、
1・2期については、「合格内定通知書」
「出願許可書（1期のみ）」を審査結果に
より送付の後、11月1日（月）に合格者
として発表致します。

自己推薦型では
併願受験可能

POINT

3

管理栄養学科 食品学科

将来の夢や目標、学ぶ意欲、適性を一人ひとり、丁寧に選抜！
東京聖栄大学の総合型選抜は、「AO入試」「自己推薦入試」を継承する入試です。
本学への入学希望が強く、教育内容をよく理解している受験生を対象に、「学力の3要素」及び基礎学力、志望動機、課外活動、取得資格等の
実績などを、多面的・総合的に評価します。自ら問題を発見できる人、本学へ入学後も自らの目標に向かって努力できる人など、
学ぶ意欲のあふれる人のチャレンジをお待ちしています。

「調査書」「大学入学希望理由書」「基礎
学力検査」「面接」により選抜します。志望
動機、学習意欲、課外活動歴なども、重要
な評価ポイントです。「大学入学希望理
由書」「面接」では、「本学で何を学びた
いか」「将来はどんな仕事・活動に携わり
たいか」などを、しっかりアピールしてく
ださい。

12月に実施する自己推薦型では、他大学
との併願が可能です。入学手続きは
一次・二次制。二次手続きは、2月28日
（月）なので、他大学の一般選抜との併願
がしやすく、おすすめです。結果により、
本学の一般選抜や大学入学共通テスト
利用型で再チャレンジが可能です。

● 2022年度 総合型選抜1・2期、自己推薦型日程 ●

出願期間（郵送必着）
＊Ⅰ期はエントリー期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

募集人員 入学試験日程

総合型
選抜

1期

2期

自己推薦型

12名

6名

15名

5名

8/2（月）～9/8（水）
[窓口受付] 9/9（木）

9/21（火）～10/6（水）
[窓口受付] 10/7（木）

[選考日]
9/11（土）
[選考日]
10/9（土）

若干名 4名 11/15（月）～12/15（水）
[窓口受付] 12/16（木）

12/18（土）

11/1（月） 11/15（月）

12/21（火）
1/5（水）
併願者のみ

二次 2/28（月）

● 選抜方法 ●

出願書類

試験当日

「調査書」

「大学入学希望理由書」

「エントリーシート」

その他

「基礎学力検査」

「面接」

【備考】〇高等学校長推薦書は不要。1・2期は本学を第一志望とする方のみが対象。自己推薦型は併願可。     
　　　〇二浪まで可。高卒認定試験合格者は、平成14年4月2日生以降の者。     

【備考】〇１期ではエントリー後、審査の結果、出願許可の場合は出願書類（入学願書等）を提出していただきます。＊出願期間：9/15（水）～10/1（金）
　　　〇1・2期については、「合格内定通知書」「出願許可書（1期のみ）」を審査結果により送付の後、11月1日（月）に合格者として発表致します。
　　　〇出願先(1期はエントリー先）は第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は無料）。
　　　〇総合型選抜（自己推薦型）と同日程で、社会人入試1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。 

併願可！
学校推薦型選抜
（公募制）

メリット！
学校推薦型選抜

（専門学科・総合学科）
併願可！

ポイント！
大学入学希望理由書で
面接時のアピール！

学校推薦型選抜（専門学科・総合学科）
は専門高校や総合学科にて栄養・食品・
調理関連の専門科目を学んだ方のみを
対象とした入試です。今まで学んできた
メリットを、入試で活かすチャンスです。
一浪まで出願可。

学校推薦型選抜（公募制）は他大学と
併願が可能な推薦入試です。入学手続きは、
一次・二次制。二次手続きは、1月５日（水）
なので、他大学の結果をふまえて手続き
を進めることが可能です（専門学科・総合
学科も同様）。一浪まで出願可。

学校推薦型選抜（指定校制／公募制／
専門学科・総合学科）、卒業生子女等推薦
入試では、面接が必須となります。大学
入学希望理由書については面接時の参考
資料として利用致しますので、しっかり
アピールしてください。

他大学との併願が可能な推薦入試！
11月に実施する、学校推薦型選抜では併願が可能な、「公募制」「専門学科・総合学科」を実施します。
併願可能という大きな共通点はあるものの、出願基準などは少し異なりますので、下表で違いをチェックしてください。
調査書・推薦書においても「学力の3要素」について積極的に活用致します。

学校推薦型選抜 （指定校制／公募制／専門学科・総合学科）
卒業生子女等推薦入試
＊指定校制／卒業生子女等推薦は［専願］   ＊公募制／専門学科・総合学科は［併願］

総合型選抜 ［専願］
総合型選抜 (自己推薦型)［併願］

【備考】〇専門学科・総合学科の履修条件においては、「化学基礎」「生物基礎」を履修していることが望ましいとします。
　　　〇指定校制に関する書類等は、本学が指定した高等学校の進路指導部宛に送付致します。受験生への個別送付は行っておりません。
　　　〇卒業生子女等推薦入試においては、「高等学校長推薦書」の代わりに「卒業生子女等推薦入試推薦書」が必要となります。

選抜方法

「調査書」「面接」「大学入学希望理由書」

「調査書」「面接」
「大学入学希望理由書」
「入学基礎テスト

（国・英・数・化基・生基）」

学校推薦型選抜
（指定校制）
学校推薦型選抜
（公募制）
学校推薦型選抜
（専門学科・総合学科）

卒業生子女等推薦入試 

現役生

現役生・一浪可

対象

不問

評定平均値

＊詳細は高校にてご確認ください

「化学基礎」
「生物基礎」

なし

履修条件

必要

不要

高等学校長
推薦書

● 選抜方法 ●

管理栄養学科 食品学科

募集人員 入学試験日程

15名

10名

2名

若干名

25名

5名

2名

若干名

11/1（月）～11/11（木） 11/13（土） 12/1（水）

12/15（水）

12/15（水）

12/15（水）

出願期間（郵送必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

● 2022年度 学校推薦型選抜、卒業生子女等推薦入試日程 ●

併願者のみ
二次 1/5（水）

【備考】〇出願先（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は無料）。＊指定校制以外

学業成績の条件は不問　履修条件なし

本学で学びたいこと、将来の目標など　＊1期のエントリー者以外は提出

本学で学びたいこと、将来の目標など　＊1期のエントリー者のみ提出 

資格・検定等証明書、各種大会・コンクールなどでの顕彰など

基礎学力を問う問題（英語・化学基礎 20問）　時間は30分

面接官2名との個人面接（10分程度）　入学意欲、学科内容の理解度、将来の目標などを確認します。

学校推薦型選抜
（指定校制）
学校推薦型選抜
（公募制）
学校推薦型選抜
（専門学科・総合学科）

卒業生子女等推薦入試 



丁寧な選抜で、
適性・意欲を
総合的に評価！

POINT

1
1期はエントリー制
自己推薦型含めて
チャンスは3回！

POINT

2

1期については、エントリー制として
「大学入学希望理由書」に代えて「エント
リーシート」の提出となります。また、
1・2期については、「合格内定通知書」
「出願許可書（1期のみ）」を審査結果に
より送付の後、11月1日（月）に合格者
として発表致します。

自己推薦型では
併願受験可能

POINT

3

管理栄養学科 食品学科

将来の夢や目標、学ぶ意欲、適性を一人ひとり、丁寧に選抜！
東京聖栄大学の総合型選抜は、「AO入試」「自己推薦入試」を継承する入試です。
本学への入学希望が強く、教育内容をよく理解している受験生を対象に、「学力の3要素」及び基礎学力、志望動機、課外活動、取得資格等の
実績などを、多面的・総合的に評価します。自ら問題を発見できる人、本学へ入学後も自らの目標に向かって努力できる人など、
学ぶ意欲のあふれる人のチャレンジをお待ちしています。

「調査書」「大学入学希望理由書」「基礎
学力検査」「面接」により選抜します。志望
動機、学習意欲、課外活動歴なども、重要
な評価ポイントです。「大学入学希望理
由書」「面接」では、「本学で何を学びた
いか」「将来はどんな仕事・活動に携わり
たいか」などを、しっかりアピールしてく
ださい。

12月に実施する自己推薦型では、他大学
との併願が可能です。入学手続きは
一次・二次制。二次手続きは、2月28日
（月）なので、他大学の一般選抜との併願
がしやすく、おすすめです。結果により、
本学の一般選抜や大学入学共通テスト
利用型で再チャレンジが可能です。

● 2022年度 総合型選抜1・2期、自己推薦型日程 ●

出願期間（郵送必着）
＊Ⅰ期はエントリー期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

募集人員 入学試験日程

総合型
選抜

1期

2期

自己推薦型

12名

6名

15名

5名

8/2（月）～9/8（水）
[窓口受付] 9/9（木）

9/21（火）～10/6（水）
[窓口受付] 10/7（木）

[選考日]
9/11（土）
[選考日]
10/9（土）

若干名 4名 11/15（月）～12/15（水）
[窓口受付] 12/16（木）

12/18（土）

11/1（月） 11/15（月）

12/21（火）
1/5（水）
併願者のみ

二次 2/28（月）

● 選抜方法 ●

出願書類

試験当日

「調査書」

「大学入学希望理由書」

「エントリーシート」

その他

「基礎学力検査」

「面接」

【備考】〇高等学校長推薦書は不要。1・2期は本学を第一志望とする方のみが対象。自己推薦型は併願可。     
　　　〇二浪まで可。高卒認定試験合格者は、平成14年4月2日生以降の者。     

【備考】〇１期ではエントリー後、審査の結果、出願許可の場合は出願書類（入学願書等）を提出していただきます。＊出願期間：9/15（水）～10/1（金）
　　　〇1・2期については、「合格内定通知書」「出願許可書（1期のみ）」を審査結果により送付の後、11月1日（月）に合格者として発表致します。
　　　〇出願先(1期はエントリー先）は第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は無料）。
　　　〇総合型選抜（自己推薦型）と同日程で、社会人入試1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。 

併願可！
学校推薦型選抜
（公募制）

メリット！
学校推薦型選抜

（専門学科・総合学科）
併願可！

ポイント！
大学入学希望理由書で
面接時のアピール！

学校推薦型選抜（専門学科・総合学科）
は専門高校や総合学科にて栄養・食品・
調理関連の専門科目を学んだ方のみを
対象とした入試です。今まで学んできた
メリットを、入試で活かすチャンスです。
一浪まで出願可。

学校推薦型選抜（公募制）は他大学と
併願が可能な推薦入試です。入学手続きは、
一次・二次制。二次手続きは、1月５日（水）
なので、他大学の結果をふまえて手続き
を進めることが可能です（専門学科・総合
学科も同様）。一浪まで出願可。

学校推薦型選抜（指定校制／公募制／
専門学科・総合学科）、卒業生子女等推薦
入試では、面接が必須となります。大学
入学希望理由書については面接時の参考
資料として利用致しますので、しっかり
アピールしてください。

他大学との併願が可能な推薦入試！
11月に実施する、学校推薦型選抜では併願が可能な、「公募制」「専門学科・総合学科」を実施します。
併願可能という大きな共通点はあるものの、出願基準などは少し異なりますので、下表で違いをチェックしてください。
調査書・推薦書においても「学力の3要素」について積極的に活用致します。

学校推薦型選抜 （指定校制／公募制／専門学科・総合学科）
卒業生子女等推薦入試
＊指定校制／卒業生子女等推薦は［専願］   ＊公募制／専門学科・総合学科は［併願］

総合型選抜 ［専願］
総合型選抜 (自己推薦型)［併願］

【備考】〇専門学科・総合学科の履修条件においては、「化学基礎」「生物基礎」を履修していることが望ましいとします。
　　　〇指定校制に関する書類等は、本学が指定した高等学校の進路指導部宛に送付致します。受験生への個別送付は行っておりません。
　　　〇卒業生子女等推薦入試においては、「高等学校長推薦書」の代わりに「卒業生子女等推薦入試推薦書」が必要となります。

選抜方法

「調査書」「面接」「大学入学希望理由書」

「調査書」「面接」
「大学入学希望理由書」
「入学基礎テスト

（国・英・数・化基・生基）」

学校推薦型選抜
（指定校制）
学校推薦型選抜
（公募制）
学校推薦型選抜
（専門学科・総合学科）

卒業生子女等推薦入試 

現役生

現役生・一浪可

対象

不問

評定平均値

＊詳細は高校にてご確認ください

「化学基礎」
「生物基礎」

なし

履修条件

必要

不要

高等学校長
推薦書

● 選抜方法 ●

管理栄養学科 食品学科

募集人員 入学試験日程

15名

10名

2名

若干名

25名

5名

2名

若干名

11/1（月）～11/11（木） 11/13（土） 12/1（水）

12/15（水）

12/15（水）

12/15（水）

出願期間（郵送必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

● 2022年度 学校推薦型選抜、卒業生子女等推薦入試日程 ●

併願者のみ
二次 1/5（水）

【備考】〇出願先（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は無料）。＊指定校制以外

学業成績の条件は不問　履修条件なし

本学で学びたいこと、将来の目標など　＊1期のエントリー者以外は提出

本学で学びたいこと、将来の目標など　＊1期のエントリー者のみ提出 

資格・検定等証明書、各種大会・コンクールなどでの顕彰など

基礎学力を問う問題（英語・化学基礎 20問）　時間は30分

面接官2名との個人面接（10分程度）　入学意欲、学科内容の理解度、将来の目標などを確認します。

学校推薦型選抜
（指定校制）
学校推薦型選抜
（公募制）
学校推薦型選抜
（専門学科・総合学科）

卒業生子女等推薦入試 



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

東京聖栄大学の管理栄養学科では、
保健・医療・福祉・教育分野において、管理栄養士として必要とされる知識と技術、技能を、
臨地実習や臨床栄養学実習などを通して実践的に身につけることができます。

取得可能資格

「管理栄養学科」はこんな人を歓迎します

東京聖栄大学の食品学科では、
フードサイエンスコースとフードビジネスコースがあり、“食” を多面的に捉え、
素材の研究から分析技術・開発、加工・調理技術、食品の流通、フードビジネスまでを学ぶことができます。
また、豊富な実験・実習を通して、食品を科学し、モノづくりの技術と楽しさを学んだり、
経営学、マーケティング論等を設け、マネジメント能力や起業家精神をも育成します。
インターンシップ、国内外での食品専門研修で“食”のあり方をグローバルな視点で捉える人材を育成します。

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

 INFORMATION

健康栄養学部
管理栄養学科

食品学科

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

取得可能資格

「食品学科」はこんな人を歓迎します

１．人間の健康と栄養に強い興味を持ち、社会に貢献しようという意欲の強い人
２．より広く、より深く健康と栄養やヒトと食物のかかわりについて学ぶことができるようにするため
　 理数系科目の基本的知識を持っている人
３．人間の健康と栄養に強い興味を持ち、学び続ける意欲にあふれた人
４．科学的な思考を通して事実を素直に見つめ、事象を論理的に考えられる人
５．実験・実習を通して理論を検証するプロセスを大切にできる人
６．相手の言葉に耳を傾け、自らの考えを的確に表現して行動に移せる人

●管理栄養士国家試験受験資格　●栄養士　●栄養教諭（一種免許状）

１．食品の生産から消費にいたる一連の分野に強い関心と学習意欲を有する人
２．食と健康のかかわりに深い関心を有する人
３．食の安全・安心に深い探究心を有する人
４．課題の追求や解決に必要な基礎的知識、論理的思考力、コミュニケーション能力、豊かな感受性を備えた人
５．実験・実習の技術・技能修得に主体的に取り組み、そのプロセスを理論的に学習できる人

●食品衛生管理者（任用資格）　●食品衛生監視員（任用資格）　●フードサイエンティスト　●HACCP管理者
●フードスペシャリスト・専門フードスペシャリスト（食品開発、食品流通・サービス）　●フードコーディネーター
●食品微生物検査技士（１級・２級）　●バイオ技術認定　●家庭料理技能検定　●官能評価士　●調理師

健康栄養学部
管理栄養学科

健康栄養学部
食品学科

総合型選抜・学校推薦型選抜

総合型選抜総合型選抜

チャンスは2回！1期はエントリー制チャンスは2回！1期はエントリー制

9月・10月

公募制、専門学科・総合学科共に、
他大学と併願できる！（二次手続き締切日 1/5（水））

公募制、専門学科・総合学科共に、
他大学と併願できる！（二次手続き締切日 1/5（水））

学校推薦型選抜学校推薦型選抜
11月

総合型選抜総合型選抜

他大学と併願できる！（二次手続き締切日 2/28（月））他大学と併願できる！（二次手続き締切日 2/28（月））

自己推薦型・12月

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
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