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アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
■ 保育学科　　〜子どもたちとともに感動を〜
　保育学科は、卒業後、保育士や幼稚園教諭、保育教諭として活躍することをめざす学科です。そのため「子ど
もが好き」、自分自身が「健康」、「生活態度がしっかりしている」などが必要な資質となり、併せて、子どもたち
と「ともに感動できる」豊かな感受性と、自分自身を常に高めていこうとする意欲的な学生を求めています。
　保育学科を希望されるみなさんには、子どもたちの感性豊かな成長を支え、さらに、人間関係構築の基本であ
り、コミュニケーション能力の基礎となる国語力を身につけてください。また、音楽・美術など幅広い表現力も
入学前に学習されることを希望します。

■ 食物栄養学科　　〜食べ物とからだの健康〜
　食物栄養学科は食を通して人々の健康を支えるための知識と実践力を備えた栄養士として活躍することを目指
す学科です。
　食物や栄養について科学的根拠に基づいた適切なアドバイスをすること、実際に食事を提案し、健康増進や病
気の予防に貢献するのが栄養士の役目です。本学の「建学の精神」および食物栄養学科の「教育方針」をよく理解し、
明るく健康で、「食と健康」に興味を持ち、意欲的に勉学に取り組み、将来は専門的な知識と技術を生かして社会
貢献していきたいという目標をもつ学生、その目標を達成するために不断の努力を惜しまない学生を求めていま
す。食物栄養学科を希望されるみなさんには、入学前に「食と健康」を科学的に学ぶための基礎となる理科や、人
間関係構築の基礎でありコミュニケーション能力育成の基礎となる国語を学習されることを希望します。

■ 情報ビジネス学科　〜ビジネス社会の「プロフェッショナル」をめざす〜
　ビジネス社会で基礎となるのは、人と人とのコミュニケーションです。その中身を形作る一つが「情報」です。
情報ビジネス学科は、文章・会話表現力、社会の動きや世界の地理・歴史などの一般常識、音楽・美術への感性
を持ち、価値ある「情報」をいち早く発信もしくは獲得し、有効に活用できるビジネス社会の「プロフェッショナル」
をめざす意欲的な学生を求めています。
　情報ビジネス学科を希望されるみなさんには、入学前に人間関係構築の基本であり、コミュニケーション能力
の基礎となる国語や、現代社会を理解するための基礎となる地理・歴史への幅広い知識を身につけられるよう希
望しています。
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■ 学部・学科の入学定員
学部名 学科名 修業年限 入学定員

短期大学部
保育学科 ２年※ 170名（男女）

食物栄養学科 ２年  50名（男女）
情報ビジネス学科 ２年  40名（男女）

※計画履修制度もあります。

■ 選考方針・選考種別
　学校推薦と一般の２つの選考形式で学生を募集します。特に、学科への適性や短期大学で学ぶにふさわ
しい資質など、科目試験では計ることが出来ない人物評価を重視し、学校推薦形式の選考に募集の重点を
置いています。

選考形式 選考名 募集人員

学校推薦形式
学校推薦選考Ａ日程

入学定員の50％程度
指定校推薦選考
学校推薦選考Ｂ日程 入学定員の10％程度

一般形式
一般選考 入学定員の10％程度

ＡＯ選考Ａ、Ｂ、Ｃ、D日程 入学定員の30％程度

■ 学修場所
　福島学院大学には、「宮代キャンパス」と「福島駅前キャンパス」があり、保育学科、食物栄養学科は宮代キャ
ンパス、情報ビジネス学科は福島駅前キャンパスで学修します。
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　情報ビジネス学科の開設科目は一部、宮代キャンパスで開講されるものがあります。また、クラブ活動、
学校の諸行事、学生生活にかかる事務手続の一部（奨学金申請等）など、宮代キャンパスで行うものもあります。

■ 大学・短期大学で既に修得した単位の取り扱い
　大学・短期大学を卒業（見込）、もしくは中途退学後、本学へ入学する場合の既修得単位の取り扱いは次のと
おりです。詳細は、本学までお尋ねください。
⑴　学士、短期大学士（準学士）の場合、既修得単位を一定の範囲で本学修得単位として認める制度があります。
⑵　大学、短期大学中途退学者の場合、既修得単位の一部を本学修得単位として認めることがあります。

■ 入学選考料・ＡＯ選考出願料
30,000円（銀行振込みです）

■ 選考会場
　学校推薦並びに一般選考の選考会場は、本学「宮代キャンパス」または「福島駅前キャンパス」のいずれか本
学の指定する場所となります（選考票に記載します）。

平成30年度　福島学院大学　短期大学部　学生募集要項
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学校推薦選考Ａ日程、Ｂ日程 対象学科：保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科

　人物・学力ともに良好で、志望学科に対する適性・能力があると認められ、学校長の推薦を受けた者
を対象に実施します。

■ 出願資格
【学校推薦選考Ａ日程】
　⑴　高等学校または中等教育学校の全日制課程・定時制課程を平成30年３月卒業見込みで、本学専願の者
　⑵　出身高等学校または中等教育学校における全体の評定平均値が「3.0以上」の者

【学校推薦選考Ｂ日程】
　⑴　  高等学校または中等教育学校の全日制課程・定時制課程を卒業した者、および平成30年３月卒業見込

みの者
　⑵　出身高等学校または中等教育学校における全体の評定平均値が「3.0以上」の者

■ 選考日程

選考日程 出願期間 選考日 合否通知日 入学手続締切

Ａ日程 11／1㈬～11／8㈬必着 11／18㈯ 11／22㈬ 12／22㈮必着

Ｂ日程 1／5㈮～1／12㈮必着 1／20㈯ 1／24㈬ 2／13㈫必着

●　  合否通知書は、合否通知日に本人および学校長あてに速達郵便で発送します。学内掲示による発表は
行いません。

●　合否についての電話等での問い合わせには、一切応じられません。

■ 選考科目
【両選考共通】
　面接（※）

（※） 　面接は、出願時に提出する「志願者調査カードＡ（１）・（２）」（学校推薦選考、指定校推薦選考、AO選考、
保育学科進学就職者選考用）により実施します。
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　本学の指定した高等学校または中等教育学校で、志望学科に対する適性・能力があると認められ、か
つ本学が指定した基準を満たし、学校長の推薦を受けた者を対象に実施します。

指定校推薦選考（専門高等学校対象）� 対象学科：情報ビジネス学科

　情報ビジネス学科の学習と接続性のある学習を行っている商業、工業、農業、総合系などの専門高等
学校、もしくは当該課程を有する高等学校で、本学の指定した学校において、志望学科に対する適性・
能力があると認められ、かつ本学が指定した基準を満たし、学校長の推薦を受けた者を対象に実施します。

■ 出願資格
【両選考共通】
　⑴　本学が指定した高等学校または中等教育学校を平成30年３月卒業見込みで、本学専願の者
　⑵　本学が指定した基準を満たす者

■ 選考日程
【両選考共通】

出願期間 選考日 合否通知日 入学手続締切

11／1㈬～11／8㈬必着 11／18㈯ 11／22㈬ 12／22㈮必着

●　  合否通知書は、合否通知日に本人および学校長あてに速達郵便で発送します。学内掲示による発表は
行いません。

●　合否についての電話等での問い合わせには、一切応じられません。

■ 選考科目
【両選考共通】
　面接（※）

（※） 　面接は、出願時に提出する「志願者調査カードＡ（１）・（２）」（学校推薦選考、指定校推薦選考、AO選考、
保育学科進学就職者選考用）により実施します。

指定校推薦選考� 対象学科：保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科
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■ 出願資格
⑴　高等学校または中等教育学校を卒業した者、および平成30年３月卒業見込みの者
⑵　通常の課程による12年間の学校教育を修了した者
　　（通常課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む）
⑶　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
　ア ．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者
　イ ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者
　ウ ．文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者
　エ ．文部科学大臣が指定した者
　オ ．高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）規定により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認

定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者、またはこれと同等以上の学力があると認められる者

■ 選考日程
出願期間 選考日 合否通知日 入学手続締切

2／19㈪～2／26㈪必着 3／5㈪ 3／7㈬ 3／23㈮必着

●　 合否通知書は、合否通知日に本人および学校長あてに速達郵便で発送します。学内掲示による発表は
行いません。

●　合否についての電話等での問い合わせには、一切応じられません。

■ 選考科目
　小論文（※１）、面接（※２）

（※１）　 小論文は、当日テーマを出題。60分間で本学指定の原稿用紙（横書き）に800字から1000字、100点満
点です。

（※２）　面接は、出願時に提出する「志願者調査カードＢ」（一般選考用）により実施します。

一般選考� 対象学科：保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科
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　ＡＯ（アドミッションズ・オフィス）選考は、自己推薦で本学への入学を希望する人たち一人ひとりと
「これまでやってきたこと」、「本学に入学してからのこと」、「将来のこと」など様々な事柄について時間
をかけて対話し、入学を決めていく方式です。
　２回程度の事前相談と小論文課題の作成で、入学の意思や学業への意欲、学部学科への適性等を確認
した結果、本学入学にふさわしいと判断された場合、ＡＯ登録を行います。登録された方は、出願によ
り入学が承認されます。

■ 出願資格
⑴　高等学校または中等教育学校を卒業した者、および平成30年３月卒業見込みの者
⑵　通常の課程による12年間の学校教育を修了した者
　　（通常課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む）
⑶　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
　ア ．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者
　イ ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者
　ウ ．文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者
　エ．文部科学大臣が指定した者
　オ ．高等学校卒業程度認定試験規則（旧大学入学資格検定規程）により文部科学大臣が行う高等学校卒業

程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者、またはこれと同等以上の学力があると認められる者
⑷　出身高等学校または中等教育学校における全体の評定平均値が「Ｃ段階以上（3.0以上が望ましい）」の者

■ ＡＯ選考申込資格
　出願資格を満たし、AO選考申込資格【Ａ】の全ての要件に適い、併せてAO選考申込資格【Ｂ】の①～⑤の
いずれかの要件に適う者。ＡＯ選考は自己推薦のため、学校長の推薦は不要です。
AO選考申込資格【A】　全ての要件に適っていることが必要です。
◎ 福島学院大学　短期大学部で学ぶ意欲を強く持つ、本学専願の人
○ 入学目的や大学卒業後の将来計画など問題意識がしっかりしている人
○ 学ぶ分野への関心度が高く、積極性があり、知的好奇心が旺盛である人

AO選考申込資格【Ｂ】　①～⑤のどの要件に適うかは、希望者本人が判断。

①　個性豊かな人
発想力：個性豊かな発想、あるいはユニークな視点を持っている
創造力：新しい価値観や着眼点を大切にし、自らも作り出せる
感受性：音楽・美術ばかりでなく、人の心の動きにも関心を持てる

②　学生生活に積極的な人 行動力、リーダーシップがある（生徒会活動、課外活動など）
③　社会性のある人 校外において社会的活動やボランティア活動等に積極的に参加してきた
④　表現力豊かな人 美術、音楽または、スポーツや研究発表において優れた能力や表現力を持っている
⑤　学力水準の高い人 高等学校または中等教育学校在学中の成績が優れている

■ 選考日程

選考名 事前相談申込 事前相談 出願期間 合格通知日 入学手続締切

Ａ日程 6／12㈪～9／8㈮ 7／18㈫～9／29㈮ 10／2㈪～10／6㈮必着 11／1㈬ 12／1㈮必着

Ｂ日程 9／11㈪～11／2㈭ 10／2㈪～11／24㈮ 11／30㈭～12／6㈬必着
入学志願書
受付締切
翌週

1／26㈮必着

Ｃ日程 11／6㈪～1／19㈮ 11／27㈪～1／26㈮ 2／5㈪～2／9㈮必着 3／9㈮必着

Ｄ日程 1／22㈪～3／16㈮ 1／29㈪～3／20㈫ 3／7㈬～3／23㈮必着 3／28㈬必着

ＡＯ選考Ａ・Ｂ・C・Ｄ日程 対象学科：保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科
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■ 各Stepの概要と注意点

Step－１
　申し込み

１．現役高校生の場合、必ず担任もしくは進路指導担当の先生と相談のうえ、事前相談の申
し込みを行ってください。受付の際、相談された先生のお名前を確認します。

２．事前相談希望者本人が電話で相談予約申し込みを行ってください。
【申込先】　 福島学院大学　入試広報課　　℡ 024（553）3253 （直通）
 　　　　　受付：月曜日～金曜日（祝日を除く）　９時～16時30分

３．申し込み受付後、次の書類を送付します。
【送付する書類】　事前相談予約確認書 ／ ＡＯ選考エントリーカード ／ 事前相談確認書

４．事前相談の申し込み受付は、事前相談期間であってもＡＯ登録者が募集人員になり次第、
終了となりますので、ご注意ください。

　　なお、受付終了のお知らせは、本学ホームページへ掲載します。
５．学科によってはStep－３で求める小論文を、事前に提出していただくことがあります。

Step－２
事前相談①

１．本学キャンパスもしくは本学の指定する場所で実施します。
【相談時に持参するもの】
① ＡＯ選考エントリーカード（必要事項記入、顔写真〈縦4cm×横３cm〉貼付）
② 調査書もしくは事前相談確認書（※）
③ 筆記用具
（※）　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は、②に代わって当該試験（検定）の
　「合格証明書」と「合格成績証明書」を持参してください。

 　　 既に高等学校を卒業されている方で、「調査書」を取得することができない方は、「卒業証明書」
および「成績証明書」を持参してください。

２．提出されたＡＯ選考エントリーカードをもとに、学業への意欲、目的意識、学部・学科
への適性を見ます。

Step－３
小論文課題
の作成・提出

１．事前相談①の相談結果が良好な場合、相談終了時に課題として小論文の作成を指示します。
２．テーマは、相談終了時にお知らせします。
３．２週間程度の作成期限を設定しますので、期限内に郵送で入試広報課へ提出してください。
４．提出された小論文内容を確認した結果を、電話にて本人に連絡いたします。小論文の結
果によっては事前相談②に進むことができない場合があります。

Step－４
事前相談②

１．本学キャンパスで事前相談②を実施します。
２．提出された小論文課題に関する口頭試問を実施し、短期大学で学ぶために必要な論述能
力を見ます。

Step－５
　ＡＯ登録

事前相談②の結果、本学入学にふさわしいと判断された場合、ＡＯ登録者として「ＡＯ登録書」
をお渡しします。

Step－６
出願＝合格

１．ＡＯ登録者は、ＡＯ登録書に記載の期間内に出願書類を提出してください。
２．出願準備にあたり、出願料30,000円を銀行振込みで支払ってください。
３．出願書類の提出が確認された時点で合格です。
４．合格者には、「合格通知書」を送付します。
５．合格通知書は、本人および学校長あてに速達郵便で発送します。学内掲示による発表は
行いません。

６．ＡＯ選考結果についての電話等による問い合わせには、一切応じられません。

Step－７
　入学手続 「合格通知」到着後、期限日までに所定の入学手続を行ってください。
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　この制度は、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり、計画的に教
育課程を履修することができる制度です。社会人の方にも均等に受験の機会を与えることができるよう、
学校推薦形式の選考ではなく、一般形式に区分されるＡＯ選考で、入学選考を実施しています。

■ 出願資格
⑴　高等学校または中等教育学校を卒業した者、および平成30年３月卒業見込みの者
⑵　通常の課程による12年間の学校教育を修了した者
　　（通常課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む）
⑶　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
　ア ．外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者
　イ ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者
　ウ ．文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を修了した者
　エ．文部科学大臣が指定した者
　オ ．高等学校卒業程度認定試験規則（旧大学入学資格検定規程）により文部科学大臣が行う高等学校卒業

程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者、またはこれと同等以上の学力があると認められる者

■ 選考日程
●　 ＡＯ選考の方式で実施します。希望者は、ＡＯ選考の申し込みの際に、「保育学科の計画履修制度希望」

であることを忘れずに申し出てください。

計画履修制度について 対象学科：保育学科
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■ 学費
１．保育学科、食物栄養学科、情報ビジネス学科（平成29年度実績） 単位：円

学科・納期
費目

各学科共通 保育学科 食物栄養学科 情報ビジネス学科
入学手続時 前期 後期 前期 後期 前期 後期

入 学 金 120,000
施 設 設 備 費 100,000
授 業 料 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000
教 育 充 実 費 140,000 140,000 142,500 142,500 147,500 147,500

計 220,000 480,000 480,000 482,500 482,500 487,500 487,500
前・後期合計　960,000 前・後期合計　965,000 前・後期合計　975,000

（学費には消費税がかかりません）
◎　授業料、教育充実費は、入学手続後、一括納入される場合は３月31日までに納入してください。
　 　２期分割で納入することも可能です。その場合、前期分を３月31日まで、後期分を９月30日までに納入してください。
　　一括、分割（前期分）いずれも、３月31日までに納入されない場合は、入学を辞退したものとします。

２．保育学科　計画履修制度（平成29年度実績） 単位：円
学科・納期

費目 入学手続時 第１期 第２期 第３期 第４期

入 学 金 80,000
施 設 設 備 費 60,000
授 業 料 100,000 100,000 100,000 100,000
教 育 充 実 費  55,000 　55,000 　55,000 55,000

計 140,000 155,000 155,000 155,000 155,000
４期合計　620,000

（学費には消費税がかかりません）
◎　授業料、教育充実費は、入学手続後、一括納入される場合は３月31日までに納入してください。
　　 ４期分割で納入することも可能です。その場合、前期分を３月31日まで、第２期分を７月31日まで、第３期分を９月30

日まで、第４期分を12月25日までに納入してください。
　　一括、分割（前期分）いずれも、３月31日までに納入されない場合は、入学を辞退したものとします。

３．共通事項
①　入学金および施設設備費は、各選考の入学手続期間内に納入してください（詳細は合格通知に記載します）。
② 　事情により、入学を辞退する場合、入試広報課までご連絡ください。入学辞退届（専用書式）を送付し
ますので、必要事項を記入のうえ、平成30年３月31日の16時まで（必着）に返送してください。施設設備
費を返還します（学校推薦選考Ａ、Ｂ日程および　指定校推薦選考合格者が入学を辞退する場合、学校長
名による辞退の公文書も併せて必要です）。
③　納入方法は、銀行振込みです（詳細は合格通知に記載します）。

■ 入学金減免制度について
　入学の意欲が強く、かつ就学意欲はありながら経済的に困難である方に対し、入学金を減免することに
よって就学機会を支援することを目的とした奨学金制度です。

対象となる方
　以下の「ア」もしくは「イ」の家計基準に該当する方
ア．給与所得者　　　841万円以下
イ．給与所得者以外　355万円以下
　家計基準の金額とは、学生本人の父母又はこれに代わって家計を支えている人（主たる家計支持者）の収
入金額をいい、「給与所得者」にあっては源泉徴収票の支払金額とし、「給与所得者以外」にあっては確定申
告書等の所得金額とします。

免除内容
　入学金　120,000円を半額免除
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申請方法
　「平成30年度　選考要項」に綴じ込まれている「入学金減免申請書」に必要事項を記入し、下記の該当書類
とともに各出願期間内に出願書類とともに提出してください。
【提出書類】
①　入学金減免申請書（本学所定）
②　家計基準を証明する書類
　ア．「給与所得者」の場合　前年の「源泉徴収票」の写し
　イ．「給与所得者以外」の場合　前年の「確定申告書」の写し

審査結果
　所定の審査を経て合格通知と共に通知いたします。

■ その他の経費
学外施設等に委託して行う実習の委託費
保育学科 （平成28年度実績）
授業等名 実習先 実習委託費 履修年次 実習日数 備考

教育実習 福島学院大学認定こども園 3,000円 １年次 １週間
幼稚園 11,000円 ２年次 ３週間

保育実習 保育所 8,000円 ２年次 概ね10日間
腸内感染症検査料を１
回につき2,500円程度
徴収することがあります。

児童福祉施設 8,000円 ２年次 概ね10日間
保育実習Ⅱ 保育所 8,000円 ２年次

いずれか１科目を選択 概ね10日間保育実習Ⅲ 児童福祉施設
食物栄養学科 （平成28年度実績）
授業等名 実習先 実習委託費 履修年次 実習日数 備考
給食管理
実習

事業所、学校、福祉施設、
病院等 5,000円 ２年次 ５日間 腸内感染症検査料を

2,500円程度徴収します。
◎ 実習にかかる委託費は、当該実習に先立って徴収します。
　 実験実習費　実験、実習を伴う科目によっては別途実費が必要です。
　 家族会経費 　（平成29年度実績）　入会費　5,000円（各学科共通）　年会費　15,000円（計画履修者は10,000円）
　 研 修 旅 行　研修旅行等に参加する場合、旅費が必要です。

■ 入学金・授業料などの振込みにあたっての注意
入学金・授業料を金融機関において現金で振込まれる場合、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの
本人確認書類をご用意ください。

　本人確認手続に関する法令により、金融機関で100,000円を超える現金の振込みを行う場合、本人確
認書類の提示が必要です（ATMでは、100,000円を超える現金の振込みができませんのでご注意ください）。

① 　本人確認書類の提示がない場合、金融機関で100,000円を超える現金による入学金・授業料などの振込
みができませんのでご注意ください。
② 　ご家族の方などが、振込名義人（入学者など）に代わって振込み手続を行う場合、金融機関で振込みの
目的（入学金・授業料であること）を尋ねられることがあります。
③　振込み手続に関する詳細は、金融機関窓口でご確認ください。
◎ 　現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合、ＡＴＭ・窓口のいずれにおいても、これまでと
同様の手順・方法で振込むことができます（口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合、窓口で
本人確認書類の提示が必要となることがあります）。
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■ 連絡事項
１．キーボード所有のすすめ　【対象学科／保育学科】
　保育学科は、幼稚園教諭二種免許状と保育士資格の取得を目指しています。「ピアノ演習」を履修する方で、
ピアノ等の鍵盤楽器を所有していない方は、ピアノ演奏力を身に付けるため、キーボードの所有をおすす
めします。
　なお、宮代キャンパスの「音楽館」には、ピアノ練習個室、電子ピアノ、初心者用キーボードを設置して
いますので、空き時間などに利用することができます。
◎ 　保育学科で鍵盤楽器がどうしても苦手、あるいはギターに興味がある方は、「ギター演習」を設定して
います。履修を希望する方は、入学後履修が確定してからギター（クラシックもしくはアコースティック）
を各自で準備してください。ただし、履修者が６名以下の場合は、休講となりますのでご留意ください。

２．ノートパソコンの準備　【対象学科／情報ビジネス学科】
　Windows系のノートパソコンを個人で準備してください。
　なお、ノートパソコンの性能や装備する機器等、詳細は、学校推薦選考Ａ、Ｂ日程、指定校推薦選考、
ＡＯ選考Ａ、Ｂ日程合格者には２月下旬頃、ＡＯ選考Ｃ、Ｄ日程、一般選考合格者には合格通知の後、ご
連絡します。

３．パソコン所有のすすめ　【対象学科／全学科】
　就職活動でも求人検索や就職試験エントリーでの使用のほか、パソコン操作ができることを採用条件と
する職場が多くなっています。パソコンを所有し積極的に活用されることをおすすめします。

■ 再出願
　万一、選考結果が不合格であった場合、それぞれ次の選考に再出願することができます。

選考名 再出願できる選考名 選考名 再出願できる選考名
学校推薦選考Ａ日程 学校推薦選考Ｂ日程 学校推薦選考Ｂ日程 一般選考指定校推薦選考
◎　再出願の場合、入学選考料は不要です。
◎ 　学校推薦選考Ａ・Ｂ日程、指定校推薦選考の選考結果が不合格であった場合、その後、同学科のＡＯ
選考の事前相談に申し込むことはできません。

■ 障がいのある受験生に対する配慮について
　身体に障がいをもち、本学で教育を受けること、及び受験の際に特別な配慮が必要と思われる受験生は、
受験前に必ず、本学入試広報課までお問い合わせください。本学の施設設備や教育体制について十分にご
理解いただいたうえで受験いただくことをお勧めいたします。



■ 個人情報保護方針
　資料請求やＡＯ選考事前相談申し込み、各選考へ出願される場合、あなたの個人情報は以下のように安全に守られます。
　次の事項を十分に理解した上で資料請求や出願手続を行ってください。
①  　資料請求やＡＯ選考事前相談申し込みの際お知らせ頂いた、もしくは出願書類に記載された個人情報は、資料送付、入
学選考、選考や入学に係る諸連絡、統計的集計以外の目的では使用いたしません。

②　  本学が入手した個人情報について、変更や削除依頼等の申し出があった場合、すぐに申し出に応じます。
③　本学が入手した個人情報は、厳重な管理によって保護されます。
④　資料請求やＡＯ選考事前相談申し込み、出願された時点で、あなたが上記事項を理解し、同意したものとします。
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