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　入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

本学の建学の精神・教育理念
仁愛女子短期大学は、1965（昭和40）年の開学以来、建学の精神「仁愛兼済（じんあいけんさい）」に基づき、豊かな人間性

と幅広い教養、そして専門分野の学びによる確かな知識と技術を身につけ、地域社会に貢献できる女性を養成することを

教育理念としています。「仁愛兼済（じんあいけんさい）」とは、自分を育ててくれるすべてのいのちのつながりの尊重と相

互敬愛を基本として、社会に役立とうとする精神です。

本学では、この建学の精神および教育理念に基づいた教育研究活動に取り組んでいます。

●生活科学学科 生活情報デザイン専攻の「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）

生活情報デザイン専攻は、各種選抜試験を通して、下記の能力を備えた人物を入学者として求めています。

【知 識 ・ 技 能】　⑴ 短期大学における学修に必要な基礎的学力及び知識を身につけている。

【思考力・判断力・表現力】　⑵ 自分の行動について計画を立てることができる。

　　　　　　　　　　⑶ 自分の考えを自分の言葉で他者へ伝えることができる。

【主体性・多様性・協働性】　⑷ 情報技術、マネジメント技法、デザイン表現に関して、主体的に学ぶ意欲がある。

　　　　　　　　　　⑸ 生活や社会における様々な物事に興味・関心がある。

　　　　　　　　　　⑹ 地域活動に関心を持ち、自ら他者と関わる姿勢がある。

●生活科学学科 食物栄養専攻の「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）

食物栄養専攻は、各種選抜試験を通して、下記の能力を備えた人物を入学者として求めています。

【知 識 ・ 技 能】　⑴ 短期大学における学修に必要な基礎的学力及び知識を身につけている。

　　　　　　　　　　⑵ 他者の話を聞いて内容を理解し、まとめることができる。

【思考力・判断力・表現力】　⑶ 自分の考えを的確に表現し、伝えることができる。

【主体性・多様性・協働性】　⑷ 栄養士をめざし、よりよい食生活の実現によって人々を健康にすることに興味を持っている。

●幼児教育学科の「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）

幼児教育学科は、各種選抜試験を通して、下記の能力を備えた人物を入学者として求めています。

【知 識 ・ 技 能】　⑴ 短期大学における学修に必要な基礎学力及び知識を身につけている。

　　　　　　　　　　⑵ 総合型選抜A（ステップアップ型）を受験する場合は、音楽表現、造形表現、身体表現のいずれか

において優れた能力を有している。

【思考力・判断力・表現力】　⑶ 他者の話や意見を聴くことができる。

　　　　　　　　　　⑷ 自分の考えを自分の言葉や文章で他者に伝えることができる。

【主体性・多様性・協働性】　⑸ 子どもに関心を持ち、その成長を支援したいという意欲を持っている。

　　　　　　　　　　⑹ 将来、教育や福祉分野に関連したことで、社会に貢献したいという目的意識を持っている。

アドミッション・ポリシー
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　入学者選抜日程

　募集人員

募集人員・入学者選抜日程一覧

区　　分 出願期間 試験日 合格発表 入学手続 
締切

授業料等 
納付締切

総合型選抜A（ステップアップ型）

9/1（木）～9/14（水）
17：00必着

※事前ガイダンスに参
加した方のみ出願で
きます。

9/17（土）
または

9/24（土）
11/ 1（火）11/22（火）

3/10（金）

総合型選抜Ｂ（自己推薦型）Ⅰ期 9/26（月）～10/5（水） 
17：00必着

10/ 8（土）
総合型選抜C（資格型）Ⅰ期

学校推薦型選抜（公募制） 11/1（火）～11/9（水） 
17：00必着

11/12（土） 12/ 1（木）12/21（水）
社会人選抜Ⅰ期

総合型選抜B（自己推薦型）Ⅱ期 11/28（月）～12/7（水） 
17：00必着

12/10（土） 12/16（金） 1/11（水）
総合型選抜C（資格型）Ⅱ期

一般選抜A日程
1/6（金）～1/27（金） 

17：00必着

2/ 2（木）
2/10（金） 2/24（金）社会人選抜Ⅱ期

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 ―

大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期
2/13（月）～2/24（金） 

17：00必着
― 3/ 3（金） 3/22（水） 3/22（水）

一般選抜B日程
3/6（月）～3/17（金） 

17：00必着

3/20（月）
3/23（木） 3/31（金） 3/31（金）社会人選抜Ⅲ期

大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 ―

学校推薦型選抜（指定校）の詳細については、指定校に通知します。

区　　分
生活科学学科

幼児教育学科生活情報
デザイン専攻 食物栄養専攻

総合型選抜A（ステップアップ型） 30 10 30

総合型選抜B（自己推薦型）
Ⅰ　期 10 6 12

Ⅱ　期 2 2 3

総合型選抜C（資格型）
Ⅰ　期 2

Ⅱ　期 1

学校推薦型選抜
公募制 10 5 10

指定校制 35 10 35

一般選抜
Ａ日程 5 2 5

Ｂ日程 1 1 1

大学入学共通テスト
利用選抜

Ⅰ　期 2 2 2

Ⅱ　期 1 1 1

Ⅲ　期 1 1 1

社会人選抜 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 若干名 若干名 若干名

合　　　　計 100 40 100
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総合型選抜A（ステップアップ型）生活情報デザイン専攻

募集人員　生活情報デザイン専攻　30名

出願資格
本学での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 本学を専願とする者

入学者選抜の流れ

STEP 1 事前ガイダンス・出願　　会場：仁愛女子短期大学
①事前ガイダンス（出願を希望している人は、第1回または第2回のいずれか1回に必ず参加）
　参加申込締切：〈第1回〉 2022年8月3日（水）・〈第2回〉 8月10日（水）　※ホームページからお申し込みください。
　実　施　日：〈第1回〉 2022年8月9日（火）・〈第2回〉 8月20日（土）
　内　　　　容：講座「生活情報デザイン専攻の学び」（90分）
　　　　　　　　事前の準備は必要ありません。本専攻の教員が、生活情報デザイン専攻での学びの内容、卒業後の進路のこと等を説
　　　　　　　　明します。
　　　　　　　　また、STEP2の1次選考の内容（【作文形式】及び【ポートフォリオ形式】）についての説明も行います。
※事前ガイダンスは本学において対面での受講を原則としますが、来学が困難な人を対象にオンラインでの受講（ガイダンスの様子
をリアルタイムでZoom配信）も可能です。

②出願
　出願期間：2022年9月1日（木）～14日（水）
　出願書類：⑴ 入学願書
　　　　　　⑵ 調査書
　　　　　　⑶ 志望理由書
　※STEP2の1次選考で受験する形式を出願時に選択します。

STEP 2 １次選考　　会場：仁愛女子短期大学
①試験　　試験日：2022年9月17日（土） または 24日（土）  ※出願時に選択
【作文形式】または【ポートフォリオ形式】のいずれかの方法で受験します。※出願時に選択

　【作文形式】
　ⅰ 作文（60分）
　　 入学後、本専攻で取り組みたいこと（計画）について、800字程度にまとめます。
　ⅱ 面接（30分程度）
　　 作文に基づき、「生活情報デザイン専攻の2年間で取り組みたいこと」や「将来の目標」について面接を行います。

　【ポートフォリオ形式】
　面接「ポートフォリオについて」（35分程度）

　　持参したポートフォリオについて5分程度説明した後、本学教員と面接を行います。

ポートフォリオについて　※詳細は事前ガイダンスで説明します。
　ポートフォリオとは、これまでに取り組んできた諸成果や自分の興味・関心のあることをまとめたものです。
　以下のいずれかの内容で作成してください。体裁・様式は自由です。

●面接で自分をアピールできるような、自分の興味・関心があることの資料を集めてください。雑誌や記事のスクラップ、手描き
やカラーコピー等、また、入学してからこんなことをしてみたいということが話せるように作成してください。
●自分で制作した作品（美術やデザイン、写真等の部活動、学校祭のTシャツ、修学旅行の冊子、イラスト、アニメ、Webページ
やプログラミングなど）がある人は、作品や授業課題等をまとめて、面接で説明できるように作成してください。

●学校や地域社会で意欲的に取り組んだ活動（部活動、生徒会、課題研究、ボランティア活動など）がある人は、活動の内容を分か
りやすくまとめて（写真やイラストの使用可）、面接で説明できるように作成してください。

②結果通知　　発送日：2022年9月30日（金）
試験の結果と書類審査（調査書、志望理由書）により選考します。
受験者には郵送にて選考結果を通知します。
1次選考の合格者には同時にステップアップレポートについても連絡します。

STEP 3 ２次選考【ステップアップレポート】
提出締切日：2022年10月13日（木）
内　　　容：本学が指定する課題図書を読んで、その感想と自分の意見をレポートにまとめ、指定する期日までに提出します。
　　　　　　（800字程度）
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総合型選抜A（ステップアップ型）生活情報デザイン専攻

STEP 4 合格発表　　合格発表日：2022年11月1日（火）
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類等を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

STEP 5 入学前学習
合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。

日　　程
事前

ガイダンス 出願期間
1次選考 ステップアップ

レポート提出締切 合格発表 入学手続締切 授業料等
納付締切試験日 結果通知

8/9（火）
または

8/20（土）

9/1（木）

～

9/14（水）

9/17（土）
または

9/24（土）
9/30（金） 10/13（木） 11/1（火） 11/22（火） 3/10（金）

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

試　　験 作文またはポートフォリオ及び面接 〇 〇 〇 80

書類審査

調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

ステップアップレポート 〇 〇 －

その他
1次選考の不合格者が、総合型選抜B（Ⅰ期）を再受験する場合は総合型選抜B（Ⅰ期）の検定料を免除します。

事前ガイダンス

ステップアップレポート

合格発表

入学前学習

出　　願

【作文形式】または【ポートフォリオ形式】のいずれかを出願時に選択

１次選考

２次選考

作文試験
※試験日に60分・800字程度の
　作文試験を受験

作文に基づく面接

作文形式

ポートフォリオ持参
※事前にポートフォリオを
　作成して試験日に持参

ポートフォリオに基づく面接

ポートフォリオ形式

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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総合型選抜A（ステップアップ型）食物栄養専攻

募集人員　食物栄養専攻　10名

出願資格
本学での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 本学を専願とする者

入学者選抜の流れ

STEP 1 事前ガイダンス・出願　　会場：仁愛女子短期大学
①事前ガイダンス（出願を希望している人は、第1回または第2回のいずれか1回に必ず参加）
　参加申込締切：〈第1回〉 2022年8月3日（水）・〈第2回〉 8月10日（水）　※ホームページからお申し込みください。
　実　施　日：〈第1回〉 2022年8月9日（火）・〈第2回〉 8月20日（土）
　内　　　　容：講座「食物栄養専攻の学び　～よりよい食生活の実現を目指して～」（60分）
　　　　　　　　事前の準備は必要ありません。本専攻の教員が、栄養士の役割や食物栄養専攻での学びの内容、心構えについて説明
　　　　　　　　します。
　　　　　　　　また、STEP2の1次選考の内容（【作文形式】及び【ポートフォリオ形式】）についての説明も行います。
※事前ガイダンスは本学において対面での受講を原則としますが、来学が困難な人を対象にオンラインでの受講（ガイダンスの様子
をリアルタイムでZoom配信）も可能です。

②出願
　出願期間：2022年9月1日（木）～14日（水）
　出願書類：⑴ 入学願書
　　　　　　⑵ 調査書
　　　　　　⑶ 志望理由書
　※STEP2の1次選考で受験する形式を出願時に選択します。

STEP 2 １次選考　　会場：仁愛女子短期大学
①試験　　試験日：2022年9月17日（土） または 24日（土）  ※出願時に選択
【作文形式】または【ポートフォリオ形式】のいずれかの方法で受験します。※出願時に選択

　【作文形式】
　ⅰ 作文（60分）
　　 入学後、本専攻で取り組みたいこと（計画）について、800字程度にまとめます。
　ⅱ 面接（30分程度）
　　 作文に基づき、「食物栄養専攻の2年間で取り組みたいこと」や「将来の目標」について面接を行います。

　【ポートフォリオ形式】
　面接「ポートフォリオについて」（35分程度）

　　持参したポートフォリオについて5分程度説明した後、本学教員と面接を行います。

ポートフォリオについて　※詳細は事前ガイダンスで説明します。
　ポートフォリオとは、これまでに取り組んできた諸成果や自分の興味・関心のあることをまとめたものです。
　以下のいずれかの内容で作成してください。体裁・様式は自由です。

●面接で自分をアピールできるような、「食」や「栄養」に関係する自分の興味・関心があることの資料を集めてください。入学して
からこんなことをしてみたいということが話せるように作成してください。
●自分で作った料理の写真がある人は、写真やメニュー、調理手順、感想等をまとめて、面接で説明できるように作成してください。
●授業や部活動、ボランティア等で食に関係する活動がある人は、活動の内容を分かりやすくまとめて（写真やイラストの使用可）、
面接で説明できるように作成してください。

②結果通知　　発送日：2022年9月30日（金）
試験の結果と書類審査（調査書、志望理由書）により選考します。
受験者には郵送にて選考結果を通知します。
1次選考の合格者には同時にステップアップレポートについても連絡します。

STEP 3 ２次選考【ステップアップレポート】
提出締切日：2022年10月13日（木）
内　　　容：本学が指定する課題図書を読んで、その感想と自分の意見をレポートにまとめ、指定する期日までに提出します。
　　　　　　（800字程度）
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総合型選抜A（ステップアップ型）食物栄養専攻

STEP 4 合格発表　　合格発表日：2022年11月1日（火）
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類等を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

STEP 5 入学前学習
合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。

日　　程
事前

ガイダンス 出願期間
1次選考 ステップアップ

レポート提出締切 合格発表 入学手続締切 授業料等
納付締切試験日 結果通知

8/9（火）
または

8/20（土）

9/1（木）
〜

9/14（水）

9/17（土）
または

9/24（土）
9/30（金） 10/13（木） 11/1（火） 11/22（火） 3/10（金）

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

試　　験 作文またはポートフォリオ及び面接 〇 〇 〇 80

書類審査

調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

ステップアップレポート 〇 〇 －

その他
1次選考の不合格者が、総合型選抜B（Ⅰ期）を再受験する場合は総合型選抜B（Ⅰ期）の検定料を免除します。

事前ガイダンス

ステップアップレポート

合格発表

入学前学習

出　　願

【作文形式】または【ポートフォリオ形式】のいずれかを出願時に選択

１次選考

２次選考

作文試験
※試験日に60分・800字程度の
　作文試験を受験

作文に基づく面接

作文形式

ポートフォリオ持参
※事前にポートフォリオを
　作成して試験日に持参

ポートフォリオに基づく面接

ポートフォリオ形式

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5
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総合型選抜A（ステップアップ型）幼児教育学科

募集人員　幼児教育学科　30名

出願資格
本学での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 本学を専願とする者

入学者選抜の流れ

STEP 1 事前ガイダンス・出願　　会場：仁愛女子短期大学
①事前ガイダンス（出願を希望している人は、第1回または第2回のいずれか1回に必ず参加）
　参加申込締切：〈第1回〉 2022年8月3日（水）・〈第2回〉 8月10日（水）　※ホームページからお申し込みください。
　実　施　日：〈第1回〉 2022年8月9日（火）・〈第2回〉 8月20日（土）
　内　　　　容：講座「保育者になるための学び」（60分）
　　　　　　　　事前の準備は必要ありません。幼児教育学科の教育内容についての説明を行ったうえで、試験の説明やアドバイスを
　　　　　　　　行います。
※事前ガイダンスは本学において対面での受講を原則としますが、来学が困難な人を対象にオンラインでの受講（ガイダンスの様子
をリアルタイムでZoom配信）も可能です。

②出願
　出願期間：2022年9月1日（木）～14日（水）
　出願書類：⑴ 入学願書
　　　　　　⑵ 調査書
　　　　　　⑶ 志望理由書
　※STEP2の1次選考で受験する実技の分野を出願時に選択します。

STEP 2 １次選考　　会場：仁愛女子短期大学
①試験　　試験日：2022年9月17日（土） または 9月24日（土）  ※出願時に選択
　内　容：ⅰ 面接（1人10分）
　　　　　　 保育者を目指すことになった経緯と熱意、入学後に取り組みたいことについて面接を行います。
　　　　　ⅱ 実技試験
　　　　　　 【音楽】 【造形】 【身体】のいずれかの分野の実技試験
②結果通知　　発送日：2022年9月30日（金）
　試験の結果と書類審査（調査書、志望理由書）により選考します。
　受験者には郵送にて選考結果を通知します。
　1次選考の合格者には同時にステップアップレポートについても連絡します。

STEP 3 ２次選考【ステップアップレポート】
提出締切日：2022年10月13日（木）
内　　　容：本学が指定する課題図書を読んで、その感想と自分の意見をレポートにまとめ、指定する期日までに提出します。
　　　　　　（800字程度）

STEP 4 合格発表　　合格発表日：2022年11月1日（火）
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類等を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

STEP 5 入学前学習
合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。
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総合型選抜A（ステップアップ型）幼児教育学科

【音　楽】
　レッスン形式実技（5分以内）
　　 以下のいずれかにより自選曲を1曲演奏します。
　　　・鍵盤楽器
　　　・管弦打楽器（打楽器はスネアドラムまたは鍵盤打楽器のどちらかに限る）
　　　・声楽（無伴奏アカペラまたは弾き歌い）
　　 出願時に自選曲と演奏する楽器（または声楽）を申告していただきます。
　　 演奏楽曲の楽譜は事前に提出していただきます。

【造　形】
　壁面制作「季節や行事を表現した壁面の制作」（90分）
　　 保育室に飾るための壁面を制作します。主題（季節や行事等）及びモチーフとなる動物は当日発表します。
　　 ※参考資料としてモチーフとなる動物の写真2枚を配付します。
　　●壁面制作の流れ
　　　① 主題（季節や行事等）及びモチーフとなる動物の発表、資料（写真）配付
　　　↓ 説明後、実技開始
　　　② 下書き（スケッチ） （約15分）
　　　↓ 制作する壁面のイメージを下書きする
　　　③ 下書きについてのアドバイス （約15分）
　　　↓ 受験者全員で、それぞれの下書きについてのアドバイスを聴く
　　　④ 制作 （60分）
　　　　 アドバイスを受けて、壁面を制作する
　　●材　料
　　　台紙（八つ切り大色画用紙）、色画用紙（貼り付け用）、お花紙（色のついた薄い紙）、スティック糊、下描き用紙、
　　　色鉛筆、水性色マジック、サインペン、鉛筆、クレヨン
　　●道　具
　　　はさみ、カッターナイフ
　　※材料・道具は、本学が用意したものを使用してください。

【身　体】
　⑴ 運動観察
　　 本学が用意した運動に関する動画を鑑賞した後、その運動を指導する方法について記述します。
　⑵ 運動遊び（けん玉）
　　 けん玉で以下の2つを行います。
　　 ①とめけん　5分間の制限時間内に10回実施し、成功回数を測定します。
　　 ②もしかめ　3分間の制限時間内で、連続成功回数を測定します。
　　 ※けん玉は本学が用意した日本けん玉協会認定けん玉を使用します。
　⑶ 基礎体力検査
　　 以下の2種類の検査を行います。実施方法は文部科学省新体力テスト実施要項（12歳～19歳対象）に準拠します。
　　・20ｍシャトルラン
　　　徐々にペースが上がる音源に合わせて20ｍの往復走を行い、往復できた回数を測定します。
　　・反復横跳び
　　　1ｍの間隔で設置された線を20秒間で跨ぎ越せた回数を測定します。

日　　程
事前

ガイダンス 出願期間
1次選考 ステップアップ

レポート提出締切 合格発表 入学手続締切 授業料等
納付締切試験日 結果通知

8/9（火）
または

8/20（土）

9/1（木）
〜

9/14（水）

9/17（土）
または

9/24（土）
9/30（金） 10/13（木） 11/1（火） 11/22（火） 3/10（金）

実技試験
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総合型選抜A（ステップアップ型）幼児教育学科

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

面　　接 前頁（P7）のとおり 〇 〇 〇 30

実技試験 前頁（P8）のとおり 〇 〇 〇 50

書類審査

調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

ステップアップレポート 〇 〇 －

その他
1次選考の不合格者が、総合型選抜B（Ⅰ期）を再受験する場合は総合型選抜B（Ⅰ期）の検定料を免除します。

事前ガイダンス

ステップアップレポート

合格発表

入学前学習

面　　接　（1人＝10分）

出　　願

【音楽】 【造形】 【身体】のいずれかを出願時に選択

レッスン形式 
実技

自選曲を1曲演奏

音　楽

壁面制作
①説明
②下書き（スケッチ）
③下書きについての
　アドバイス
④制作

造　形

STEP 1

１次選考
STEP 2

２次選考
STEP 3

STEP 4

STEP 5

運動観察

運動遊び（けん玉）

基礎体力検査

身　体
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総合型選抜Ｂ（自己推薦型）

募集人員

学科・専攻
募集人員

Ⅰ期 Ⅱ期

生活科学学科
生活情報デザイン専攻 10 2

食物栄養専攻 6 2

幼児教育学科 12 3

出願資格
本学での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 本学を専願とする者（Ⅱ期は専願または併願のどちらかを選択可能）

出願書類
⑴ 入学願書
⑵ 調査書
⑶ 志望理由書

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

小 論 文 テーマ型（与えられたテーマに対し、自分の意見
を論述する形式）で実施します。【800字・60分】 〇 〇 30

面　　接

提出された調査書及び志望理由書を参考に、基
礎学力の状況を把握するために実施します。単
に志望動機を確認するだけでなく、高校時代に
身につけた多様な能力を判断します。【1人10分】

〇 〇 〇 50

書類審査
調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

【参考】昨年度の小論文課題
右の2題から1題を選択　●東京オリンピックやパラリンピックから思ったこと、感じたこと　●「自分らしさ」という言葉から思うこと

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

Ⅰ期   9/26（月）～10/5（水） 10/ 8（土） 11/ 1（火） 11/22（火） 3/10（金）

Ⅱ期 11/28（月）～12/7（水） 12/10（土） 12/16（金）   1/11（水） 3/10（金）

試験時間
集　合 小論文 面接開始

Ⅰ期 9：20 9：30～10：30（60分） 10：45～（1人10分）

Ⅱ期 10：20 10：30～11：30（60分） 11：45～（1人10分）

試験会場　仁愛女子短期大学

合格発表
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
⑴ 出願は第1志望のほかに、第2志望として他の学科・専攻を志望することができます。
⑵ 総合型選抜Aの1次選考の不合格者が総合型選抜B（Ⅰ期）を再受験する場合は、総合型選抜B（Ⅰ期）の検定料を免除します。
⑶ 合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。
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募集人員
生活科学学科　生活情報デザイン専攻　Ⅰ期：2名　Ⅱ期：1名

出願資格
生活科学学科生活情報デザイン専攻での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 本学を専願とする者
⑶ 出願時点において、以下の資格のいずれかを有する者、または以下の全国商業高等学校協会の検定2級を2つ以上有する者

ビジネス文書実務検定 1級 全国商業高等学校協会

情報処理検定（ビジネス情報部門） 1級 全国商業高等学校協会

情報処理検定（プログラミング部門） 1級 全国商業高等学校協会

簿記実務検定 1級 全国商業高等学校協会

会計実務検定 1級 全国商業高等学校協会

珠算・電卓実務検定 1級 全国商業高等学校協会

ビジネス計算実務検定 1級 全国商業高等学校協会

商業経済検定 1級 全国商業高等学校協会

全商英語検定 1級 全国商業高等学校協会

日商PC検定（文書作成） 2級以上 日本商工会議所

日商PC検定（データ活用） 2級以上 日本商工会議所

日商簿記検定 2級以上 日本商工会議所

日本漢字能力検定 2級以上 日本漢字能力検定協会

秘書検定 2級以上 実務技能検定協会

実用英語技能検定 準2級以上 日本英語検定協会

ITパスポート試験 ｠ 情報処理推進機構

色彩検定 2級以上 色彩検定協会

カラーコーディネーター検定試験 2級以上 東京商工会議所

色彩士検定 2級以上 全国美術デザイン教育振興会

出願書類
⑴ 入学願書
⑵ 調査書
⑶ 志望理由書
⑷ 取得した資格証明書のコピー（上記の資格のうち取得したものすべて提出してください。）

総合型選抜C（資格型）
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総合型選抜C（資格型）

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

面　　接

取得した資格、提出された調査書及び志望理由
書を参考に、基礎学力の状況を把握するために
実施します。単に志望動機を確認するだけでな
く、高校時代に身につけた多様な能力を判断し
ます。取得した資格についての質問も行います。
取得資格についても評価します。【1人10分】

〇 〇 〇 80

書類審査
調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

Ⅰ期   9/26（月）～10/5（水） 10/ 8（土） 11/ 1（火） 11/22（火） 3/10（金）

Ⅱ期 11/28（月）～12/7（水） 12/10（土） 12/16（金）   1/11（水） 3/10（金）

試験時間
集　合 面接開始

Ⅰ期 9：20 9：30～（1人10分）

Ⅱ期 10：20 10：30～（1人10分）

試験会場　仁愛女子短期大学

合格発表
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。
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学校推薦型選抜（公募制）　［併願可能］

募集人員
学科・専攻 募集人員

生活科学学科
生活情報デザイン専攻 10

食物栄養専攻 5

幼児教育学科 10

出願資格
本学での学習を強く志す者で、以下の各項のすべてに該当し、出身学校長が推薦する女子
⑴ 2023年3月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの者、及び2022年3月に卒業した者、あるいは、
 2023年3月に通常の課程による12年の学校教育を修了見込みの者、及び2022年3月に修了した者
⑵ 全体の学習成績の状況が3.0以上の者

出願書類
⑴ 入学願書
⑵ 調査書
⑶ 志望理由書
⑷ 推薦書

選考方法・評価項目

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

国語基礎力
検査

国語の学習に関する基礎的な問題
（古文・漢文除く）【50分】 〇 30

面　　接

提出された調査書及び志望理由書を参考に、基
礎学力の状況を把握するために実施します。単
に志望動機を確認するだけでなく、高校時代に
身につけた多様な能力を判断します。【1人10分】

〇 〇 〇 50

書類審査

調査書（「学習成績の状況」を点数化） 〇 10

志望理由書 〇 〇 10

推薦書（面接の参考に活用） 〇 〇 〇 －

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

11/1（火）～11/9（水） 11/12（土） 12/1（木） 12/21（水） 3/10（金）

試験時間
集　合 国語基礎力検査 面接開始

9：20 9：30～10：20（50分） 10：35～（1人10分）

試験会場　仁愛女子短期大学

合格発表
合格発表日に受験者及び学校長に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
⑴ 出願は第1志望のほかに、第2志望として他の学科・専攻を志望することができます。
⑵ 合格者には入学前学習を実施します。日程や内容等については、合格者に通知します。
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一般選抜　A日程・B日程

募集人員

学科・専攻
募集人員

A日程 B日程

生活科学学科
生活情報デザイン専攻 5 1

食物栄養専攻 2 1

幼児教育学科 5 1

出願資格
大学入学資格を有する女子

出願書類
⑴ 入学願書
⑵ 調査書

選考方法・評価項目
■A日程

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

学力検査
以下の2科目より1科目を出願時に選択【60分】
●「国語総合」 …記述式（古文・漢文を除く）
●「数学Ⅰ・A」…計算過程を含む記述式

〇 〇 90

書類審査 調査書 〇 〇 〇 10

■B日程

選考方法 内　　　容

評価項目（学力要素）

点　数知　識
技　能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

小 論 文 課題文型（課題文を読んで自分の意見を論述する形式）
【60分】 〇 〇 90

書類審査 調査書 〇 〇 〇 10

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

A日程 1/6（金）～1/27（金） 2/ 2（木） 2/10（金） 2/24（金） 3/10（金）

B日程 3/6（月）～3/17（金） 3/20（月） 3/23（木） 3/31（金） 3/31（金）

試験時間
集　合 学力検査・小論文

A日程・B日程 10：20 10：30～11：30（60分）

試験会場　仁愛女子短期大学

合格発表
合格発表日に受験者に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
⑴ 出願は第1志望のほかに第2志望として他の学科・専攻を志望することができます。
⑵ 一般選抜A日程と大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期、一般選抜B日程と大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期は同時出願可能です。
⑶ 一般選抜A日程の合格者が、入学手続きを終了した後に実施される入試を再受験し、合格した場合は、後で合格した学科・専攻に
入学するものとします。
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大学入学共通テスト利用選抜　Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

募集人員

学科・専攻
募集人員

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期

生活科学学科
生活情報デザイン専攻 2 1 1

食物栄養専攻 2 1 1

幼児教育学科 2 1 1

出願資格
令和5年度大学入学共通テストで本学が指定する教科・科目（「国語」と「選択科目1科目以上」）を受験した者で、
大学入学資格を有する女子

出願書類
⑴ 入学願書
⑵ 調査書
⑶ 取得資格を証明する書類（合格証書等）のコピー　※CEFR B1（英検2級レベル）以上取得者のみ

選考方法
令和5年度大学入学共通テストの成績と調査書を総合的に判定して選考します。なお、個別学力検査は実施しません。

①大学入学共通テスト

教　科 本学指定科目 配　点 総　点

必　須 国　語 「国語」 100点

200点選　択
（高得点の1教科
1科目を使用）

外国語 「英語」【リーディング】

100点

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」

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」

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」

※大学入学共通テストの配点が200点の科目は100点満点に換算します。
※高得点の科目は、大学入試センターからのデータ提供に基づいて本学が行います。
※理科の基礎を付した科目は2科目で1科目とします。
※令和5年度大学入学共通テストの結果のみを利用します。
※CEFR B1（英検2級レベル）以上の等級、スコア取得者は、大学入学共通テスト【リーディング】の点数を80点とします。
　大学入学共通テストの英語科目を受験している場合は、高得点の方を採用します。

②書類審査（調査書）
入学後の学習の参考資料として活用します。
大学入学共通テストの結果、合格ラインに多数の受験生がいた場合は、2次選考の評価に活用します。

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

Ⅰ期 1/ 6（金）～1/27（金）
個別学力検査は
実施しない

2/10（金） 2/24（金） 3/10（金）

Ⅱ期 2/13（月）～2/24（金） 3/ 3（金） 3/22（水） 3/22（水）

Ⅲ期 3/ 6（月）～3/17（金） 3/23（木） 3/31（金） 3/31（金）

合格発表
合格発表日に受験者に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
⑴ 出願は第1志望のほかに第2志望として他の学科・専攻を志望することができます。
⑵ 一般選抜A日程と大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期、一般選抜B日程と大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期は同時出願可能です。
⑶ 大学入学共通テスト利用選抜の合格者が、入学手続きを終了した後に実施される入試を再受験し、合格した場合は、後で合格した
学科・専攻に入学するものとします。

⑷ 検定料の割引制度があります。
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社会人選抜　Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期

募集学科・専攻
生活科学学科　生活情報デザイン専攻　　若干名
生活科学学科　食物栄養専攻　　　　　　若干名
幼児教育学科　　　　　　　　　　　　　若干名

出願資格
以下の各項のすべてに該当する女性
⑴ 2023年4月1日現在で20歳以上の者
⑵ 大学入学資格を有する者
※社会人選抜Ⅱ期に出願する場合は、一般選抜A日程・大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期に出願できません。
※社会人選抜Ⅲ期に出願する場合は、一般選抜B日程・大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期に出願できません。

選考方法
以下の各項による総合評価
⑴ 書類審査…入学願書、履歴書、最終学校（大学等在学中の方は在籍校）の成績証明書、志望理由書
⑵ 個人面接… 15分程度
⑶ 小 論 文…テーマ型（与えられたテーマに対し、自分の意見を論述する形式）【800字・60分】

日　　程
出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料等納付締切

Ⅰ期 11/1（火）～11/ 9（水） 11/12（土） 12/ 1（木） 12/21（水） 3/10（金）

Ⅱ期 1/6（金）～ 1 /27（金） 2/ 2（木） 2/10（金） 2/24（金） 3/10（金）

Ⅲ期 3/6（月）～ 3 /17（金） 3/20（月） 3/23（木） 3/31（金） 3/31（金）

試験会場　仁愛女子短期大学

合格発表
合格発表日に受験者に選考結果を郵送します。合格者には同時に入学手続書類を郵送します。
なお、電話等による選考結果の問い合わせには応じられません。

その他
⑴ 社会人入学生には学納金の減免制度があります。
⑵ 生活科学学科食物栄養専攻及び幼児教育学科は「専門実践教育訓練給付金制度」の対象となっています。
 ご自身が支給の対象であるかどうかはハローワークにお問い合わせください。
⑶ 本学を2023年3月に卒業見込みの者を対象とした特別な社会人選抜を11月12日（土）に実施します。
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受験会場案内 

受験に関する注意
⑴ 試験会場内の下見はできません。
⑵ 試験当日は、試験開始10分前までに試験会場に入室してください。
⑶ 試験会場へ入室し、座席に着いたとき、受験票の「受験番号」と机に貼ってある「受験番号」が同じであることを確認してください。
⑷ 受験票は、試験会場で机上の指定された場所においてください。
⑸ 携帯電話や音の出る機器は必ず試験会場に入る前にアラームの設定を解除し、電源を切って、かばん等に入れておいてください。
⑹ 試験会場の机上に置ける物は、受験票、腕時計、鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、メガネです。
⑺ 携帯電話を時計として使用することはできません。腕時計を持参してください。なお、腕時計として使用できるものは時計機能だ
けのものです。辞書や電卓等の機能があるもの、秒針音のするものは使用できません。また、ウェアラブル端末は使用できません。
ウェアラブル端末については着用することもできません。なお、辞書、電卓、端末等の機能の有無が判別しづらいものを使用して
いた場合は、解答を一時中断させて試験終了まで預かることがあります。

⑻ マスクの着用をお願いします。ただし、本人確認のため、はずしていただくことがあります。
⑼ 発熱・咳等の症状のある場合は、申し出て下さい。
⑽ 試験時間中に試験会場からの退室はできません。ただし、気分が悪くなった場合には、挙手をして、監督者の指示に従ってください。
⑾ 試験時間中に不正行為（カンニングや携帯電話の操作など）をした場合は、退室を命じ受験を無効とします。

新型コロナウイルス対応専用窓口について
　受験者専用の対応窓口です。　☎（0776）56 ー 1133

不測の事態が発生した場合の諸注意について
　災害等により不測の事態が発生した場合の入学者選抜に関する情報は、
本学ホームページにて告知いたします。

個人情報の取扱いについて
出願の前に、必ずお読みください。
　提出された出願書類等は志願者本人の同意の上に提出されたものとみなします。
　本学では個人情報保護法に基づき、個人情報を適切に管理し、法律が認める場合を除き、本人の承諾を得ないで第三者に個人情報を
提供いたしません。
　出願の際に取得する全ての個人情報は入学者選抜及び入学者選抜に関する業務、入学に関する業務に利用いたします。
　なお、2023年3月までに高等学校を卒業見込みの者の選考結果については、学校長宛にも通知いたします。

試験会場案内

JR森田駅より徒歩15分

本学会場
会　場　仁愛女子短期大学
所在地　福井県福井市天池町43－1－1
　　　　　☎（0776）56－1133
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https://www.jin-ai.ac.jp
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出願手続

　全ての入学者選抜において、インターネットで出願手続きを行います。インターネット出願に関する詳細は、本学ホーム
ページの「入試情報」→「インターネット出願」→「インターネット出願ガイド」をご確認ください。

1. 出願書類
⑴ 総合型選抜Ｂ・Ｃ、学校推薦型選抜（公募制）、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜

総合型
選抜Ｂ

（自己推薦型）

総合型
選抜Ｃ
（資格型）

学校推薦型
選　抜
（公募制）

一般選抜
大学入学
共通テスト
利用選抜

備　　考

1. 入学願書・写真票 ○ ○ ○ ○ ○
インターネット出願サイトで出願
登録後、ダウンロード印刷し写真
貼付。

2. 調査書 ＊注1 ○ ○ ○ ○ ○ 3ヶ月以内に出身学校長が作成、
厳封したもの。＊注2

3. 志望理由書 ○ ○ ○ 本学所定用紙＊注3で本人自筆の
もの。

4. 推薦書 ○ 本学所定用紙＊注3に出身学校長
が作成、厳封したもの。

5. 取得資格を証明する書類
  （合格証書等）のコピー ○ ○

＊注1　廃校、被災等の事情により調査書が得られない場合は、出願に先立ち各試験の出願受付開始日までに、本学入試事務局にご相談ください。
＊注2　高等学校卒業程度認定試験（旧 大学入学資格検定）の合格者は、合格証明書及び合格成績証明書を提出してください。なお、高等学校等にお

いて、科目を修得したことにより高等学校卒業程度認定試験の受験科目を一部免除された場合は、その免除された科目の高等学校等の成績
証明書又は調査書（出身学校長が作成し、厳封したもの）を併せて提出してください。

＊注3　本学ホームページからダウンロードしてください。
＊注4　CEFR B1（英検2級レベル）以上取得者は、その証明書のコピーを提出してください。
＊注5　再受験の場合は、あらためて出願書類一式を提出してください。

⑵ 上記 ⑴ 以外

受験区分 出願書類の入手方法

総合型選抜Ａ（ステップアップ型） 事前ガイダンス参加者にお渡しします。

学校推薦型選抜（指定校制） 高校進路指導部を通じて入学・地域支援課　入試・広報室に請求してください。

社会人選抜・外国人選抜 入学・地域支援課　入試・広報室に請求してください。

2. 入学検定料
入学検定料の納入方法については、本学ホームページの「インターネット出願ガイド」をご確認ください。検定料は以下のとおりです。
入学検定料の他に別途、払込手数料990円が必要です。

受験区分 検 定 料

大学入学共通テスト利用選抜以外 30,000円

大学入学共通テスト利用選抜 10,000円（割引制度申請の場合は5,000円）※

※大学入学共通テスト利用選抜　検定料の割引制度について
本学の大学入学共通テスト利用選抜の検定料は10,000円ですが、以下のいずれかの場合、大学入学共通テスト利用選抜の検定料を割引し、5,000
円とします。なお、以下の入学者選抜は全て2023年度入試をしめします。

①学校推薦型選抜（公募制）の不合格者が、大学入学共通テスト利用選抜に出願する場合
②一般選抜に出願した者が、大学入学共通テスト利用選抜に出願する場合（一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜を同時出願する場合を含む）

出願後に、検定料の割引を申請しても、検定料の差額は返金いたしませんのでご注意ください。また、出願後、本学の確認により①②のいずれの
条件も満たしていないことが判明した場合は、検定料の差額を納入していただきます。

＊注4
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入学手続及び授業料等の納入（詳細は合格者に通知します）

入学手続
入学手続は、入学手続締切日までに入学手続書類と入学料を提出・納入して完了となります。入学手続完了者には、入学手続締切日以
降に入学許可証を送付します。入学手続完了者は、引き続き授業料等納付金を期日までに納入してください。

入学料　200,000円

授業料等納付金

学科・専攻
1年次前期
授業料

1年次前期
教育充実費

1年次
実習費 合  計

生活科学学科
生活情報デザイン専攻 340,000円 162,500円 － 502,500円

食物栄養専攻 340,000円 162,500円 66,300円 568,800円

幼児教育学科 330,000円 152,500円 24,000円 506,500円

入学時納付金の返還
2023年3月31日（金）17：00〔必着〕までに入学の辞退を届け出た場合は、納入された授業料等納付金を銀行振込にて返還します。

入学後の納付金
1年次後期には、1年次前期授業料及び1年次前期教育充実費と同額を納入していただきます。

麻疹の感染予防について
生活科学学科食物栄養専攻及び幼児教育学科では、免許・資格取得に必要な校外実習を行うために、入学前に麻疹の抗体検査を受けて
いただき、抗体がない場合には予防接種を受けていただきます。生活科学学科生活情報デザイン専攻では、麻疹の発生・流行を防止 
するため、入学時に予防接種の有無を確認させていただきます。詳細は入学手続の際にご連絡致します。

3. 入学検定料の返還について
一旦納入された入学検定料は返還致しません。
ただし、次の事由に該当する場合は申請（別途申請書類あり）により返還致します。
⑴ 入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合
⑵ 出願が受理されなかった場合
⑶ 入学検定料を誤って二重に納入した場合
　 返還の申請をする場合は、出願締切日17：00までに入試事務局に電話連絡ください。
　 状況を確認のうえ、申請書類をお送り致します。

4. 出願書類の提出
⑴ 提出先
　 〒910-0124　福井県福井市天池町43-1-1　仁愛女子短期大学　入試事務局
⑵ 出願書類は 簡易書留で郵送または本学入試事務局に直接持参してください。出願締切日17：00必着です。
⑶ 出願用封筒は、市販の封筒（角形２号）を使用し、前面に所定の封筒貼付用宛名シートを貼り付けてください。
　 （封筒貼付用宛名シートは、入学検定料支払手続完了後、インターネット出願サイトよりダウンロードできます。）
⑷ 出願書類受領後に、本学入試事務局より受験票を郵送します。

5. 特別な配慮や支援を必要とする入学希望者の事前相談
特別な配慮や支援を必要とする入学希望者は、出願に先立ち、入試事務局にご相談ください。
事前相談を希望される方は、「特別な配慮や支援を必要とする入学希望者の事前相談申請書」（本学ホームページからダウンロード）に必
要事項を記入し、入試事務局宛にメールまたは郵送にて提出してください。提出締切日は、出願受付開始日の約1か月前です。書類を
確認次第、入試事務局より事前相談の日程等に関する連絡をいたします。
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お問い合わせ

〒910-0124　福井市天池町43-1-1

TEL（0776）56-1133
https://www.jin-ai.ac.jp

入学・地域支援課  入試・広報室

本学は令和２年度（一財）
大学・短期大学基準協会
による認証評価の結果、
適格と認定されました。


