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学科 専攻 募集定員 修業年限

家政科

生活デザイン専攻 50名(女子のみ) 2年間
※長期履修学生制度利用の場合は、

3年間または4年間
食物栄養専攻 50名(女子のみ) 2年間

栄養士の資格規定科目は、厚生労働省制定の規則に準拠して

開設し、食物栄養専攻の教育目的を達成するために系統的な

カリキュラムを編成しています。食・栄養の専門家として

食文化の知識、食品開発及び食企画等の能力を有する人材に

なるため、食に関する視野を広げることができるフード

スペシャリスト・フードコーディネーターの資格取得も

可能です。

・一部に履修制限の科目を設け、講義、実験・実習を系統的に

　組み合わせ、プレゼンテーション等のアクティブ・ラーニングを

　積極的に取り入れています。

・外部の標準化されたテストによる評価を取り入れています。

所定の単位を修得することによって、以下の能力を身につけた

学生に対して学位を授与します。

【知識・技能】

・食と栄養について高度な知識及び技術を有し、社会・家庭で

　活かせる能力

【思考力・判断力・表現力】

・食と栄養及び健康に関する課題を発見し、解決・発信できる

　能力

【主体性・多様性・協働】

・多様性の受容と適切なコミュニケーションをもって積極的に

　社会貢献できる能力

【教育目的】

人々の健康の

維持増進に寄与する

食の専門知識と

実践力を備えた

有能な社会人かつ

健全な家庭人の育成

生活デザイン専攻の専門科目は、「基礎科目」「プロダクト

デザイン」「コミュニケーションデザイン」から構成されます。

各科目群は主に以下の学力を身に付けることを目的として編成

されています。

・「基礎科目」は、仕事や家庭での実践に活かすための基礎となる

　知識・技能を修得するための科目群です。

・「プロダクトデザイン」は、豊かで持続可能な生活をデザインし

　提案するために必要な能力を育むための科目群です。

・「コミュニケーションデザイン」は、生活経営や社会活動に

　主体的に参画できる能力と豊かなコミュニケーション能力を

　育むための科目群です。

所定の単位を修得することによって、以下の能力を身につけた

学生に対して学位を授与します。

【知識・技能】

・生活に関する専門的知識・技能を仕事や家庭での実践に

　活かす能力

【思考力、判断力、表現力】

・豊かで持続可能な生活をデザインし、提案できる能力

【主体性、多様性、協働】

・生活経営や社会活動に主体的に参画できる能力と豊かな

　コミュニケーション能力

【教育目的】

豊かで持続可能な

生活を自ら

デザインし、

提案、実践する

ことのできる

有能な社会人かつ

健全な家庭人の育成

建学の精神に則り、高い教養・情操と専門的な知識や実践的な

技術をバランスよく身につけ、家政科の教育目的を達成する

ためのカリキュラムを編成しています。

家政科共通の科目として、共通科目、家政科コア科目、

支援科目（共通）を設置しています。

　

・共通科目は、変動しつつある社会に対応できる力と豊かな

　教養、社会人として必要とされる力を身につけるための

　科目です。

・家政科コア科目は、家庭を中心とした生活を総体的、科学的に

　学ぶ科目です。

・支援科目（共通）は、短期大学の課程を履修するのに必要な

　基礎知識を補完し、かつ、社会人基礎力の礎となる科目です。

所定の単位を修得することによって、以下の能力を身につけた

学生に対して学位を授与します。

【知識・技能】

・仕事や家庭生活に必要な専門的な知識・技術をもち、豊かな

　生活に向けてそれを実践できる能力

【思考力・判断力・表現力】

・高い教養、情操及び倫理観（責任感）をもって物事を的確に

　理解、判断、表現することにより問題解決を図ることが

　できる能力

【主体性・多様性・協働】

・社会的活動や家庭生活に参画するために、多様な他者に配慮

　しつつ協働する能力、自分の意見を主体的に主張できる能力

【教育目的】

職業や実際生活に

必要な能力を

具備する女性の

育成

カリキュラムポリシー ディプロマポリシー

カリキュラムポリシー ディプロマポリシー

卒業入学

入学 卒業

カリキュラムポリシー ディプロマポリシー 卒業入学

ディプロマポリシー(卒業認定・学位授与方針) 本学において育成を目指す人物像・学生が身に付けるべき資質・能力の目標

カリキュラムポリシー(教育課程編成・実施の方針)  ディプロマポリシー達成のための教育課程編成の考え方と学修内容

アドミッションポリシー(入学者受入れの方針) 求める学生像・高等学校卒業段階までに培って欲しい力(履修が望ましい科目等)

本学は多様な人材に門戸を開くために、学校推薦型選抜、総合型選抜、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜、特別選抜と多様な
方式の入試を実施しています。各選抜試験では、本学が求める学生像(A.P)に沿って、受験者を多様な方法で多面的に評価します。
なお、入学後の学修のための準備として、入学前教育を実施しています。

A.P

C.P

D.P

【知識・技能】

・専門科目を学ぶために必要な「生物」「家庭」の基礎的な内容を理解している人

・コミュニケーションの基礎となる「国語力」を身につけている人

・栄養士に求められる計算能力を身につけている人

【思考力・判断力・表現力等】

・食と栄養及び健康に関する課題を探求し、解決、発信して社会に貢献できる人

【主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度】

・栄養士としての将来像をもち、周囲の人と協力して積極的に学修に取り組む意欲のある人

【知識・技能】

・専門知識を学ぶために必要な「国語」「英語」「数学」「理科」「家庭」の基礎的な内容を理解している人

【思考力・判断力・表現力等】

・生活の中で生じた疑問や課題を自ら考え、判断してその結果を他者に伝えることができる人

【主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度】

・衣、食、住、保育、介護、医療事務などや生活に関わる学修に深い関心があり、社会や家庭に役立てる

   意欲のある人

・社会貢献にも興味をもち、主体的かつ積極的に取り組み、多様な人々と協働して学ぶことができる人

◆食物栄養専攻

◆家政科

【知識・技能】

・入学後の学習に必要な「国語」「家庭」「情報」「英語」「地理・歴史」などの基礎的な内容を理解している人

【思考力・判断力・表現力等】

・自身あるいは他者の生活について考え、判断し、それを他者に対して適切に伝えていくことができる人

【主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度】

・主体的に学内外の活動に参加し、人との関わりを大切にしながら、相互理解および協力に努めることができる人

◆生活デザイン専攻

アドミッションポリシー

アドミッションポリシー

入学前

アドミッションポリシー入学前

入学前
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WEB出願期間

※出願書類・受験料支払い締切日は

ＷＥB出願後5日以内（必着）

選抜日 合格発表 手続締切日

学校推薦型選抜

（指定校のみ）
1期 2021年11月1日（月）～ 11月7日（日）

11月13日（土）

10:00～
12月 1日（水） 12月10日（金）

2期 2021年11月10日（水）～ 11月21日（日）
11月27日（土）

10:00～
12月 4日（土） 12月15日（水）

3期 2021年11月24日（水）～ 12月12日（日）
12月 21日（火）

15:00～
12月23日（木）   1月 7日（金）

1期 2021年 9月1日（水）～ 12月12日（日）   1月 7日（金）

2期 2022年1月6日（木）～ 3月13日（日）
結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

1期 2021年9月1日（水）～ 12月12日（日）   1月 7日（金）

2期 2022年 1月6日（木）～ 3月13日（日）
結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

1期 2022年1月6日（木）～ 1月26日（水）
 2月6日（日）

13:00～
 2月 ９日（水）  2月18日（金）

2期 2022年1月27日（木）～ 2月12日（土）
 2月19日（土）

10:00～
 2月24日（木）  3月 3日（木）

1期 2022年1月6日（木）～ 2月12日（土）  2月16日（水）

2期 2022年2月21日（月）～ 3月13日（日）
出願書類受理後

8日以内

1期 2021年11月1日（月）～ 11月7日（日）
11月 13日（土）

13:00～
11月18日（木） 12月10日（金）

2期 2022年1月6日（木）～ 1月26日（水）
 2月6日（日）

13:00～
 2月 ９日（水）  2月18日（金）

3期 2022年2月21日（月）～ 3月13日（日）
 3月17日（木）

13:00～
 3月18日（金）  3月24日（木）

特別選抜

（社会人）

大学入学共通テスト

利用選抜

※3

大学入学共通テスト

実施日

結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

一般選抜

総合型選抜 B

（自己推薦型）

出願書類受理後

個別に通知

最終選抜日3月17日（木）

9月、10月試験実施分は

11月１日以降発表

それ以降は、選抜日より

8日以内に発表

総合型選抜 A

（事前エントリー対話型）

出願書類受理後

個別に通知

最終選抜日3月17日（木）

9月、10月試験実施分は

11月１日以降発表

それ以降は、選抜日より

8日以内に発表

学校推薦型選抜

（指定校・公募）

区分

1期

2期

3期

1期

2期

3期

※1 調査書が取得できない場合は、出身高等学校の卒業証明書と成績証明書を提出してください。高等学校卒業程度認定試験合格者は

「合格成績証明書」を、2022年3月31日までに合格見込みの受験生は「合格見込成績証明書」を調査書に代えて提出してください。

成績証明書等が添付できない場合は、アドミッションセンターまでご相談ください。

※2 活動報告書に記載の取得した免許・資格等については、証明書類のコピーを出願書類と一緒に提出してください。

※3 大学入学共通テスト利用選抜を受験する方は「令和4年度大学入学共通テスト成績請求票(私立大学・公私立短期大学用)」を出願書類と

一緒に提出してください。

＊2022年３月卒業見込み以外の受験生は、健康診断書は胸部レントゲンを含むものを提出してください。
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調査書 推薦書

調査書

※１

活動報告書

※２

10% 10%

活動報告書

※２

10%

出願

確認票

ー

提出書類・選抜方法・評価に占める割合（%）

出願確認票 大学入学希望理由書
面接（約20分間）

（プレゼンテーションを含む）

ー 20% 20% 60%

出願確認票 事前相談
面接（約10分間）

（プレゼンテーションを含む）

ー 60% 20%

出願確認票
調査書

※１
大学入学希望理由書

面接（約30分間）

（プレゼンテーション・口頭試問を含む）

ー 10% 20% 60%

出願確認票
調査書

※１

面接（約20分間）

（プレゼンテーションを含む）

筆記試験

（各科目30分間／計2科目）

ー 10% 20% 70%

【科目】国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰより2科目受験　　　【配点】1科目100点、2科目で200点満点

出願

確認票

調査書

※１
大学入学希望理由書 大学入学共通テスト

ー 10% 20% 70%

【科目】国語『国語』または外国語『英語』または数学『数学Ⅰ』より2科目受験　※『英語』はリスニングテストの成績を合否判定に利用しません。
【配点】1科目100点、2科目で200点満点　※『英語』は200点満点を100点に換算します。

ー 20% 30%

調査書

※１
大学入学希望理由書

活動報告書

※２

面接（約30分間）

（プレゼンテーションを含む）

50%



※1 調査書が取得できない場合は、出身高等学校の卒業証明書と成績証明書を提出してください。高等学校卒業程度認定試験合格者は

「合格成績証明書」を、2022年3月31日までに合格見込みの受験生は「合格見込成績証明書」を調査書に代えて提出してください。

成績証明書等が添付できない場合は、アドミッションセンターまでご相談ください。

※2 活動報告書に記載の取得した免許・資格等については、証明書類のコピーを出願書類と一緒に提出してください。

※3 大学入学共通テスト利用選抜を受験する方は「令和4年度大学入学共通テスト成績請求票(私立大学・公私立短期大学用)」を出願書類と

一緒に提出してください。

＊2022年３月卒業見込み以外の受験生は、健康診断書は胸部レントゲンを含むものを提出してください。

WEB出願期間

※出願書類・受験料支払い締切日は

ＷＥＢ出願後5日以内（必着）

選抜日 合格発表 手続締切日

学校推薦型選抜

（指定校のみ）
1期 2021年11月1日（月）～ 11月7日（日）

11月13日（土）

10:00～
12月 1日（水） 12月10日（金）

2期 2021年11月10日（水）～ 11月21日（日）
11月27日（土）

10:00～
12月 4日（土） 12月15日（水）

3期 2021年11月24日（水）～ 12月12日（日）
12月 21日（火）

15:00～
12月23日（木）   1月 7日（金）

1期 2021年 9月1日（水）～12月12日（日）   1月 7日（金）

2期 2022年1月6日（木）～ 3月13日（日）
結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

1期 2021年9月1日（水）～ 12月12日（日）   1月 7日（金）

2期 2022年 1月6日（木）～ 3月13日（日）
結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

1期 2022年1月6日（木）～ 1月26日（水）
 2月6日（日）

13:00～
 2月 ９日（水）  2月18日（金）

2期 2022年1月27日（木）～ 2月12日（土）
 2月19日（土）

10:00～
 2月24日（木）  3月 3日（木）

1期 2022年1月6日（木）～ 2月12日（土）  2月16日（水）

2期 2022年2月21日（月）～ 3月13日（日）
出願書類受理後

8日以内

1期 2021年11月1日（月）～ 11月7日（日）
11月 13日（土）

13:00～
11月18日（木） 12月10日（金）

2期 2022年1月6日（木）～ 1月26日（水）
 2月6日（日）

13:00～
 2月 ９日（水）  2月18日（金）

3期 2022年2月21日（月）～ 3月13日（日）
 3月17日（木）

13:00～
 3月18日（金）  3月24日（木）

区  分

学校推薦型選抜

（指定校・公募）

総合型選抜　A

（事前エントリー対話型）

出願書類受理後

個別に通知

最終選抜日3月17日（木）

9月、10月試験実施分は

11月１日以降発表

それ以降は、選抜日より

8日以内に発表

総合型選抜　B

（自己推薦型）

出願書類受理後

個別に通知

最終選抜日3月17日（木）

9月、10月試験実施分は

11月１日以降発表

それ以降は、選抜日より

8日以内に発表

一般選抜

大学入学共通テスト

利用選抜

※3

大学入学共通テスト

実施日

結果発表日より10日以内

最終手続き日3月24日（木）

特別選抜

（社会人）

調査書 推薦書

調査書

※１

活動報告書

※２

10% 10%

活動報告書

※２

10%

出願

確認票

ー

提出書類・選抜方法・評価に占める割合（%）

出願確認票 大学入学希望理由書
面接（約20分間）

（プレゼンテーションを含む）

ー 10% 30% 60%

出願確認票 事前相談
面接（約10分間）

（プレゼンテーションを含む）

ー 60% 20%

出願確認票
調査書

※１
大学入学希望理由書

面接（約30分間）

（プレゼンテーション・口頭試問を含む）

ー 10% 20% 60%

出願確認票
調査書

※１

面接（約20分間）

（プレゼンテーションを含む）

筆記試験

（各科目30分間／計2科目）

ー 10% 20% 70%

【科目】国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケーション英語Ⅰより1科目、数学Ⅰ、化学基礎、生物基礎より1科目　　　【配点】1科目100点、2科目で200点満点

出願

確認票

調査書

※１
大学入学希望理由書 大学入学共通テスト

ー 10% 20% 70%

【科目】国語『国語』または外国語『英語』より1科目、数学『数学Ⅰ』または理科①『化学基礎』『生物基礎』（2科目あわせて1科目として扱います）より1科目、計2科目受験
　※『英語』はリスニングテストの成績を合否判定に利用しません。　　　【配点】1科目100点、2科目で200点満点　※『英語』は200点満点を100点に換算します。

40%

調査書

※１
大学入学希望理由書

活動報告書

※２

面接（30分間程度）

（プレゼンテーションを含む）

ー 30% 30%
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学校推薦型選抜
（指定校・公募）

2022年3月高等学校卒業見込みで、出身学校長が推薦する者。次の①～④の推薦基準全てに該当すること。

①人物・学習意欲に優れ、健康良好な者。

②充分なコミュニケーション能力を有し、協調性のある者。

③本学を第一志望とする者(専願)。

④調査書の「全体の学習成績の状況」が3.0以上の者。

総合型選抜
（A・B）

一般選抜

大学入学
共通テスト
利用選抜

【総合型選抜 A】本学で学びたいという強い意欲・熱意があり、次の①～⑦のいずれかに該当する者(併願可)。

【総合型選抜 B】本学を専願とし、本学で学びたいという強い意欲・熱意があり、次の①～⑦のいずれかに該当する者。

【一般選抜】本学で学びたいという意欲があり、次の①～⑦のいずれかに該当する者。

【大学入学共通テスト利用選抜】2022年度大学入学共通テストを受験した者で、次の①～⑦のいずれかに該当する者。

①高等学校を卒業した者、および2022年3月卒業見込みの者。

②高等専門学校の第3年次を修了した者、および2022年3月同修了見込みの者。

③通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の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)。

④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。

⑤文部科学大臣が高等学校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。

⑥高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む)。

⑦学校教育法施行規則第150条の規定により、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た者。

特別選抜
（社会人）

入学時に20歳以上で、社会的経験がある者のうち、本学で学びたいという意欲・熱意があり、次の①～⑦のいずれかに該当する者。

※ここでいう社会的経験とは、職業経験(パート・アルバイト等非正規雇用を含む)、社会的活動(NPO、NGO、ボランティア

活動等)の経験、主婦等の経験を指し、学校教育法上の学校、専修学校、各種学校および外国の教育機関での在学は含みません。

①高等学校を卒業した者。

②高等専門学校の第3年次を修了した者。

③通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の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)。

④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。

⑤文部科学大臣が高等学校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。

⑥高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧大学入学資格検定に合格した者を含む)。

⑦学校教育法施行規則第150条の規定により、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た者。
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学校推薦型選抜(指定校・公募) 【定員の50％】

高校での取り組みや実績を重視した選抜です。学問に真摯に向き

合う意欲と十分なコミュニケーション能力を有し、協調性のある

人材を求めています。

大学入学共通テスト利用選抜 【定員の約12％】

自分の得意科目を活かすことができる選抜です。大学入学希望理

由書と併せて総合的に評価します。これまで学んできた知識を活

かし、各専攻の専門的知識・技術の修得に向けて意欲的に取り組

んでいける人材を求めています。

総合型選抜(A・B) 【A・Bあわせて定員の約20％】

A（併願） 事前エントリー型の対話を重視した選抜です。

オープンキャンパス等に参加して本学のことを知っていただい

た上で、受験生の皆さんの将来の希望に本学がどのようにお応

えできるか事前相談を行います。本学も皆さんを知る機会とと

らえ、学修に対する意欲・熱意や個性を重要な要素として、ア

ドミッションポリシーに合っているかを含めて多面的・総合的

に評価します。既卒者も同じ条件で出願できます。

B（専願） 自己推薦型の選抜です。本学での学修に対する意

欲・熱意を重要な要素として、アドミッションポリシーに合っ

ているかを含めて多面的、総合的に評価します。既卒者も同じ

条件で出願できます。

特別選抜(社会人) 【定員の約８％】

入学時に20歳以上で社会的経験があり、本学で主体的に学ぶ意

欲・意欲をもつ方を対象とする選抜です。本学では多様な社会的

経験を評価し、ともに考え学んでいく方を歓迎します。

※家事、就業等の事情により時間的・経済的制約のある方（例

えば介護、育児等で毎日通学できない方、パートタイム労働

に従事する方等）の学習を容易にするために、長期履修学生

制度を設けています。

p.11の「長期履修学生制度のご案内」もご覧ください。

一般選抜 【定員の約10％】

自分の得意科目を活かすことができる選抜です。面接と併せて多

面的・総合的に評価します。これまで学んできた知識を活かし、

各専攻の専門的知識・技術の修得に向けて意欲的に取り組んでい

ける人材を求めています。

【 】内は募集人員

総合型選抜(A・B)の詳細については
別紙「総合型選抜ガイド」を参照して
ください。

提出書類・選抜方法 学力の三要素 記載事項および評価の観点等

書類選考
学力の三要素の修得状況や意欲的に取り組んだ活動等の取組状況を確認・評価します。

また、面接の前に本学が受験生の皆さん自身を理解する資料としても活用します。

調査書 ※1 ● ● 学力の三要素の修得状況および学内外で意欲的に取り組んだ活動等の取組状況および

取得済みの資格や合格している検定等を確認・評価します。推薦書 ●●●

大学入学希望理由書 ●●

入学希望の理由や入学後に学びたい内容・計画、これまでに培った知識・技術・経験を

短期大学でどのように活かしていくか、短期大学卒業後を見据えた目標等を具体的に

記入してください。記載内容を評価するとともに、面接時にもこの資料をもとに質問して

評価します。

活動報告書 ※2 ●●●

学内外で意欲的に取り組んだ活動等の取組状況および取得済みの資格や合格している

検定等を記載して下さい。

社会人の方は、本学での学修と関連のある内容を中心に、自身のこれまでの経験や

意欲的に取り組んだ活動を記載してください。記載内容を評価するとともに、面接時

にも質問して評価します。

面接
全ての選抜で個別面接を行います。提出書類の内容をもとに、思考力・判断力・表現力等、

コミュニケーション能力および意欲・熱意を確認・評価します。

プレゼンテーション ●●
大学入学希望理由書の内容について、面接の冒頭で３分間以内でプレゼンテーションして

いただき、評価します。

口頭試問
生活デザイン専攻 ●●● 生活全般に関わる基礎的な知識を確認します。衣食住や家族・福祉・介護についての専門

知識・技術を修得していくことができるかを評価します。

口頭試問
食物栄養専攻 ●●●

栄養計算に必要となる割合等の知識などを確認します。栄養士としての知識・技術を修得し

ていくことができるかを評価します。

筆記試験 ●● 筆記試験では知識・技能、思考力・判断力・表現力等を評価します。

大学入学共通テスト ※3 ●● 大学入学共通テストの結果から、知識・技能、思考力・判断力・表現力等を評価します。

主体性・多様性・協働

思考力・判断力・表現力等

知識・技能

人生１００年時代。学校から仕事・社会へのトランジションを見据えた

生きる力・確かな学力は社会で自立して活動していくために必要な力

学力の三要素

＊ 各選抜に必要な書類は、各専攻入試概要(p.4～p.7)を参照ください。

※1 調査書が取得できない場合は、出身高等学校の卒業証明書と成績証明書を提出してください。高等学校卒業程度認定試験合格者は

「合格成績証明書」を、2022年3月31日までに合格見込みの受験生は「合格見込成績証明書」を調査書に代えて提出してください。

成績証明書等が添付できない場合は、アドミッションセンターまでご相談ください。

※2 活動報告書に記載の取得した免許・資格等については、証明書類のコピーを出願書類と一緒に提出してください。

※3 大学入学共通テスト利用選抜を受験する方は、「令和4年度大学入学共通テスト成績請求票(私立大学・公私立短期大学用)」を出願書類と

一緒に提出してください。

＊2022年３月卒業見込み以外の受験生は、健康診断書は胸部レントゲンを含むものを提出してください。 9

●＝主体性を持ち多様な人々と協働しつつ学習する態度

●＝思考力・判断力・表現力等

●＝知識・技能



2021 2022

６～８月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

総合型選抜（A） 1期

エントリー・事前相談

9/1～12/12

出願書類受理後個別に通知

9月、10月実施
11/1以降

11月以降実施
選抜日より8日以内

1/7

総合型選抜（B） 1期

9/1～12/12

出願書類受理後個別に通知

9月、10月実施
11/1以降

11月以降実施
選抜日より8日以内

1/7

学校推薦型選抜（指定校のみ） 1期
11/1
～

11/7
11/13 12/1 12/10

特別選抜（社会人） 1期
11/1
～

11/7
11/13 11/18 12/10

学校推薦型選抜（指定校・公募） 2期
11/10

～
11/21

11/27 12/4 12/15

学校推薦型選抜（指定校・公募） 3期 11/24～12/12 12/21 12/23 1/7

エントリー・事前相談

総合型選抜（A） 2期

1/6～3/13

出願書類受理後個別に通知 最終選抜日3/17

選抜日より8日以内

結果発表日より10日以内 最終手続き日：3/24

総合型選抜（B） 2期

1/6～3/13

出願書類受理後個別に通知 最終選抜日3/17

選抜日より8日以内

結果発表日より10日以内 最終手続き日：3/24

大学入学共通テスト利用選抜 1期

大学
入学
共通
テス
ト

1/6～2/12 2/16
結果発表日より10日以内

最終手続き日：3/24

大学入学共通テスト利用選抜 2期

2/21～3/13

出願書類受理後
8日以内

結果発表日より10日以内
最終手続き日：3/24

一般選抜 1期 1/6～1/26 2/6 2/9 2/18

特別選抜（社会人） 2期 1/6～1/26 2/6 2/9 2/18

一般選抜 2期 1/27～2/12 2/19 2/24 3/3

特別選抜（社会人） 3期 2/21～3/13 3/17 3/18 3/24

WEB出願期間 選抜日 合格発表 入学手続締切日エントリー・事前相談
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【出願手続きの事前準備】

１．インターネット・プリンター環境の確認

インターネットに接続できるスマートフォン・タブレット・パソコンのいずれかとプリンターをご用意ください。
プリンターをお持ちでない方は、学校やコンビニエンスストアのネットプリントサービスなどを利用し、必要書類を印刷して
ください。

２．顔写真データの用意 ＊以下の条件を満たしているものをご用意ください。

・3か月以内に撮影されたもの

・上半身、正面、脱帽、カラー、背景無地

・縦４cm×横３cm

・ファイルサイズ5MB以下でファイル拡張子［jpg］

※顔写真のデータがない場合は、出願手続きの際に本学HP掲載の仮データ(ダミー画像）をご利用いただき、
出願確認票を印刷後ダミー画像の上からご本人の顔写真(縦４cm×横３cm)を貼り付けてください。

出願サイトにアクセスして新規登録

本学ホームページの入試案内ページからアクセスして、新規登録をしてください。

https://www.aikoku-jc.ac.jp/admissions/exam-information/

ステップ１

出願手続き

画面の表示に従って希望する選抜区分を選択し、必要な情報を入力してください。

ステップ２

入学検定料（30,000円）の支払い

入学検定料の支払い方法(クレジットカード・コンビニ・ペイジー)を選択し、支払い手続きを行ってください。

入学検定料はすべての選抜で同じ金額です（振込手数料はご負担ください)。

ステップ３

必要書類のダウンロード・送付

各選抜の必要書類をダウンロードしてください。レターパックプラスもしくは簡易書留等、書類を折り曲げずに

受取り確認が可能な方法にて、出願書類締切日(WEB出願後5日以内必着)までに郵送してください。

出願書類締切日までは窓口受付も可能です。

※必要書類は選抜区分によって異なりますのでご注意ください。

ステップ４

試験当日

受験票は当日、受付にお見せください。試験開始15分前までに入室してください。

ステップ５

合否発表

本学のWEB出願サイトで発表いたします。学内掲示、窓口や電話での対応は行いません。

また、入学手続等の詳細は後日郵送にて、お知らせいたします。

ステップ６

出願手続きはすべての選抜でWEB出願となります。
詳細は本学ホームページの入試案内ページに掲載してありますので、ご参照ください。

WEB出願手続きおよび書類の印刷ができない場合は、本学にてWEB出願のお手伝いをいたします。

事前に電話にてご予約ください。

入試案内ページ
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Ⅰ．三浦亮一奨学基金

建学の精神および学則に定める教育目的の実現に向けて、学業および人物共に優れた学生の支援を目的として、以下の一定の要件を
満たす学生に奨学金を給付します。

①入学金の一部給付

■学校推薦型選抜利用入学者で、調査書の「全体の学習成績の状況」が3.0以上の者

■社会人入学者

■留学生

②授業料の一部給付

■入学後の成績優秀者

Ⅱ．独立行政法人日本学生支援機構

本学では、独立行政法人日本学生支援機構による奨学金制度を紹介しています。
機構の奨学金は、経済的に修学が難しいと認められ、貸与基準（学力・家計・人物・健康）を満たす学生を対象とする貸与奨学金です。

Ⅲ．【高等教育無償化】修学支援の対象校

大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第８号)による修学支援の対象校です。内容については次のURLからご確認下さい。

■文部科学省 高等教育の修学支援制度 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1421393.html

■JASSOホームページ「奨学金の制度(給付型)」 https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html

【制度の目的】
本学では、広く社会に門戸を解放し、家事、就業等の事情により時間的・経済的制約のある方（例えば、介護や育児等で毎日の通学が
できない方、パートタイム労働に従事する方等）にも学修の機会を提供する目的で、長期履修学生制度を設けております。

【修業年限と履修計画】
この制度を利用することにより、個人の事情に応じて、通常の修業年限(2年間)を超えて、3年間から4年間にわたる柔軟な履修計画を
立てることが可能となります。所定の単位を修得すれば、卒業時に短期大学士の学位を取得できます。

【納付金について】
修業年限を延長しても、2年間分の納付金と生活安全費の僅かな増額のみで就学が可能です。1年間当たりの納付金を減額でき、経済的な
負担の軽減となります。

※詳細は本学ホームページ ＞社会人のリスタート応援 ページをご覧ください。

専攻

1年次 2年次

入学金
授業料等（半期分） 納付金合計 授業料等（半期分） 納付金合計

授業料
施設

設備費
実験

実習費
入学時 後学期 授業料

施設
設備費

実験
実習費

前学期 後学期

生活デザイン専攻 200,000 340,000 180,000 50,000 770,000 570,000 340,000 180,000 50,000 570,000 570,000

食物栄養専攻 200,000 340,000 180,000 90,000 810,000 610,000 340,000 180,000 90,000 610,000 610,000

納付期日
合格通知

受理後指定の
期日まで

8月下旬頃
1年次

2月下旬頃
8月下旬頃

その他経費

学友会費：3,000（年額）・母師会費：3,000（年額）
・生活安全費：4,300（2年間分）・教科書代、教材費等

学友会費：3,000（年額）・母師会費：3,000（年額）
・卒業準備金：50,000・栄養士専攻費：10,000（食物栄養
専攻のみ）・教科書代、教材費等

※学費、その他の経費は変更することがあります。

※特段の経済的事情により、一括して納付することが困難な方はご相談ください。

※入学手続き終了後、2022年3月31日までに入学辞退を申し出た場合、納付済みの納付金のうち入学金を除く納付金を返還いたします。

アドミッションセンター

〒133-8585 東京都江戸川区西小岩5-7-1 TEL.03-5668-7260 FAX.03-5693-4566

●平日：9:00～17:00 ●土曜日：9:00～14:00 ※日曜日、祝祭日、学校閉鎖日は除く。

入試案内 オープンキャンパス

総合型選抜Aの事前相談は

オープンキャンパス・学校公開日に

あわせて開催します。

開催日の追加や変更等がある場合は、

ホームページでお知らせします。

＼ これからオープンキャンパスに参加される方へ ／

来校型オープンキャンパスの体験授業の受講および

学生広報チーム(NCA)による校内案内・在学生懇談に

ぜひご参加ください。

学校説明や入試説明、個別相談の時間も設けております。

オンライン開催の場合は、本学HPのMovieページから、

各種紹介動画もご覧ください。

総合型選抜A
（事前エントリー対話型）

オープンキャンパス等に参加

出願許可証発行

入学手続

総合型選抜B
（自己推薦型）

事前エントリー不要エントリー＆事前相談

書類選考（調査書・大学入学希望理由書・活動報告書）
面接 約30分間（口頭試問・プレゼテーション含む）

書類選考（調査書・活動報告書）
面接 約10分間（プレゼンテーション含む）

事前相談で説明やアドバイスを
受けてから出願

直接出願

出 願

選考と評価

合格発表

A B


