
AO入試・推薦入試合格後も

それが、豊橋創造大学の

スカラシップ
エントリー

目標をもって
学習習慣を
維持できる！

高校の担任・進路指導の先生へ

■ スカラシップエントリー対象入試

名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否通知日 選抜方法等

出願資格

保
健
医
療
学
部 

（
理
学
療
法
学
科
／
看
護
学
科
）

アクティブ入試
※理学療法学科のみ

推薦入試一期（専願制）

推薦入試二期

1/7（火）～1/21（火）

10/23（水）～11/5（火）

11/28（木）～12/10（火）

1/29（水）

10/12（土）

11/9（土）

12/14（土）

10/19（土）

11/16（土）

12/21（土）

本学・名古屋
浜松・静岡
飯田

本学
理学療法学科

看護学科

20名
36名

一般入試前期 A方式

スカラシップエントリー
理学療法学科

看護学科

20名
39名

●学力試験 
必須：外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）」 
選択：国語「国語総合（現代文のみ）」数学「数学Ⅰ・数学A」理科「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」
上記から2科目を選択。 配点：合計3科目・各100点で300点満点
●調査書
※数学Aについては、「場合の数と確率」「図形の性質」の2分野とする。
※理科については、基礎を付した3科目の中から2科目選択で1科目とする。

2/8（土）

出願資格　　　　 ：既卒者は2019年3月に卒業した者に限る。
●総合評価（75点）●アクティブシート（25点）●調査書
★奨学生合格者は入学金（300,000円）が免除されます。

　　　　 ：既卒者は2019年3月に卒業した者に限る。
※看護学科は評定平均値3.0以上。
理学療法学科：●小論文（50点）※基礎学力問題を含む●面接（25点）●調査書（25点）
看護学科：●小論文（60点）※基礎学力問題を含む●面接・調査書（40点）
★奨学生合格者（一期のみ）は入学金（300,000円）が免除されます。

9/26（木）～10/8（火）
エントリー期間

7/30（火）～9/6（金）

5名
※奨学生合格者若干名を含む。

※奨学生合格者若干名を含む。

理学療法学科

看護学科 7名
5名

A方式（3科目型）

本学

名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否通知日 選抜方法等

全
学
部
学
科
共
通

指定校推薦（専願制）

※奨学生合格者若干名を含む。

※定員人数は各学科推薦
入試一期に含めます。

理学療法学科
看護学科
経営学科

幼児教育・保育科

キャリアプランニング科
10/23（水）～11/5（火） 11/9（土） 11/16（土）

（詳細については高等学校等へ直接お問い合わせください。）

名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否通知日 選抜方法等

出願資格

出願資格

AO入試二期 12/14（土） 12/21（土）
経
営
学
部 

経
営
学
科

1/7（火）～1/21（火） 1/29（水） 2/8（土）
本学・名古屋
浜松・静岡
飯田

一般入試前期 A方式

スカラシップエントリー

●学力試験
必須：外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リスニングを除く）」 
選択：国語「国語総合（現代文のみ）」 地歴「日本史B」 数学「数学Ⅰ・数学A」
上記から2科目を選択。 配点：合計3科目・各100点で300点満点
●調査書 
※数学Aについては、「場合の数と確率」「図形の性質」の2分野とする。

A方式（3科目型）

推薦入試一期 10/23（水）～11/5（火） 11/9（土） 11/16（土）

14名
※上記のうち「推薦入試一期」受験
者については下記の奨学生を選抜。

入試成績上位3位以内で調査書の評定平均
値3.8以上、かつ得点率70%以上の者を選抜。

AO入試一期
12名

10/12（土） 10/19（土）

本学

　　　　 ：既卒者は2018年3月以降に卒業した者に限る。
●エントリーシート（25点）※事前に出願許可が必要●面接（60点）
●調査書（15点）※学内外での活動を点数化します。 

　　　　　　エントリー期間中にエントリーシートに必要事項を記入し、事前
面談を申し込む。最低一回の事前面談を実施し、出願許可を得る。

9/26（木）～10/8（火）
エントリー期間

7/13（土）～10/4（金）

11/28（木）～12/10（火）
エントリー期間

11/5（火）～12/6（金）

エントリー方法

　　　　 ：既卒者は2019年3月に卒業した者に限る。
●小論文（50点）●面接（25点）●調査書（25点）

出願資格　　　　 ：既卒者は2019年3月に卒業した者に限る。
●基礎教養テスト（100点）国語総合（現代文のみ）●面接（50点）●調査書

●小論文（50点）●面接（50点）●調査書

※ スカラシップ50

2名
※ スカラシップ50

※ スカラシップ50

17名

名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否通知日 選抜方法等

出願資格

本学

AO入試一期

短
期
大
学
部 

（
幼
児
教
育
・
保
育
科
／
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
科
）

1/7（火）～1/21（火） 1/29（水） 2/8（土）
一般入試前期 A方式

スカラシップエントリー

AO入試二期

　　　    ：既卒者は2019年3月に卒業した者に限る。(幼児教育・保育科のみ)
※事前に出願許可が必要。 幼児教育・保育科は出願許可後、出願期間に必要
書類を提出、書類審査のみで合否判定。 
幼児教育・保育科：●調査書
キャリアプランニング科：●面接（50点）●調査書  

幼児教育・保育科：エントリー期間中にエントリーシートに必要事項を記入し、申
し込むこと。5種のエントリージャンル（音楽・身体表現・ことば・造形・その他の特
技等）から一つを選択し、事前審査（エントリーシート・実技審査・面接）を経て、出
願許可が与えられます。

★幼児教育・保育科の奨学生合格者は入学金（180,000円）が免除されます。

★奨学生合格者は入学金（180,000円）が免除されます。

エントリー方法

本学・名古屋
浜松・静岡
飯田

●学力試験（200点）
必須：国語「国語総合（現代文のみ）」外国語「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ（リ
スニングを除く）」の2科目 
●調査書

キャリアプランニング科：オープンキャンパスに参加し、事前面談を実施、また
は各期のエントリー期間中にキャリアプランニングシートへ必要事項を記入の
上、事前面談を申し込むこと。事前面談終了後に出願許可が与えられます。

※奨学生合格者若干名を含む。
幼児教育・保育科 25名

キャリアプランニング科 10名

幼児教育・保育科 7名
キャリアプランニング科 5名

※奨学生合格者若干名を含む。
幼児教育・保育科 10名

キャリアプランニング科 5名

10/12（土）

事前審査
8/20（火）

幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

12/14（土）

事前審査
10/12（土）

幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

10/19（土）

9/25（水）
幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

12/21（土）

11/16（土）
幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

9/4（水）～9/18（水）
エントリー期間

7/20（土）～8/7（水）

出願許可通知
8/27（火）

9/26（木）～10/8（火）
エントリー期間

7/13（土）～10/4（金）

幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

10/25（金）～11/8（金）
エントリー期間

9/11（水）～10/4（金）

出願許可通知
10/18（金）

11/28（木）～12/10（火）
エントリー期間

7/13（土）～12/6（金）

幼児教育・保育科

キャリアプランニング科

推薦入試一期 10/23（水）～11/5（火）

推薦入試二期 11/28（木）～12/10（火） 12/14（土） 12/21（土）

11/9（土） 11/16（土）
※奨学生合格者若干名を含む。

幼児教育・保育科 48名
キャリアプランニング科 25名

幼児教育・保育科 8名
キャリアプランニング科 2名

※短期大学部キャリアプランニング学科の奨学生入試もスカラシップエントリーの対象です。詳細は、入試ガイドをご確認ください。

〒440-8511 愛知県豊橋市牛川町松下20-1
［入試センター直通］ TEL:050-2017-2100  FAX:050-2017-2113 短期大学部　■ 幼児教育・保育科　■ キャリアプランニング科

経　営　学　部　■ 経営学科
保健医療学部　■ 理学療法学科　■ 看護学科

【ホームページ】
http://www.sozo.ac.jp/

【E-mail】
nyushi@sozo.ac.jp



豊橋創造大学には学びたい学部・学科があり、
スカラシップエントリーで自分の力を試したいと思
い挑戦しました。過去問題を解くことで教科ごと
の出題傾向が見え、対策ができました。繰り返し
解くことで正答率も上がり、モチベージョンを高く
維持することができました。今は国家試験を一発
合格することが目標です。

大学入学後の学業不振・一般入試受験者への配慮などの課題に対応し、
生徒が学習習慣を維持できる入試制度が、

豊橋創造大学のスカラシップエントリーです。

AO・推薦受験生が与える
一般入試受験者への悪影響

が「ある」と
回答
出展：Benesse教育研究開発センター「高等学校からみた大学改革の課題に関する調査」（2010年2～3月実施） 調査対象は全国の高校の進路指導担当教員

49.4%
AO・推薦入試で合格した生徒にも、
センター試験を受験させている。

やる気を生み出す！ 豊橋創造大学の「スカラシップエントリー」
合格の権利はそのままに、学納金の半額免除にチャレンジできる独自の制度「スカラシップエントリー」。

AO・推薦入試で合格を勝ち取った生徒がモチベーションを維持したまま、学習に励むことができる新しい取り組みです。

良い成績にするために努力し、
高校の授業も最後まで集中できました。

将来、学費を親に返したいと考えているので、学
費が一部免除になる制度はとても魅力的でし
た。また、オープンキャンパスで大学の温かい雰
囲気を感じ、受験を決めました。スカラシップエン
トリーに挑戦したことで勉強をする習慣が身に付
きました。課題も毎日コツコツでき、やればできる
という自信が付きました。

勉強する習慣が身に付き、
将来「あの時、頑張ってよかった」と絶対に思います。

短期大学部 幼児教育・保育科

［静岡県立浜松湖北高等学校出身］柴田 真綾さん
保健医療学部 理学療法学科

［愛知県立小坂井高等学校出身］大谷 澪莉さん

奨学生Voice

特別入試区分、推薦入試区分で既に

合格（手続完了）している人は、

選抜されなかった場合でも、

合格の権利は
そのまま。

スカラシップ奨学生として、
学納金の秋学期分が免除になります。

選抜者は学納金
半額免除。

受験教科は

一般入試前期
（A方式）と同じ。

※短期大学部は国語と英語の2教科のみ。

特別入試区分、推薦入試区分で既に

合格（手続完了）している人、

および一般入試前期（A方式）受験者は、

エントリー無料。

原則、受験者には
スカラシップ
エントリーを推奨。
合格後も学習継続の目的になります。

AO入試・推薦入試には、さまざまな課題があります。

43.9%

■AO・推薦入学者の高校3年時の1日あたりの
　学習時間「1時間未満」の学生の割合

■推薦・AO入試拡大による高校側への影響と対応策

■大学生の中途退学の主な要因

※Benesse 「大学生が振り返る大学受験調査」より（平成22年11/26）
※「1日あたりの学習時間」は「週の平均的な学習日数」×「勉強する平均的な学習時間」÷7より算出。

54.4%
高3  4月｜55.9%

高3  9月｜45.0%

高3 12月｜62.2%

私立大学では、入学者の約半数が利用するAO・推薦入試。合
格が決まる時期が早いため、その後の継続学習を行わないまま
に大学に入学する生徒が過半数を占めている状況です。

進路の決定時期が早いた
め、一般入試受験者に悪影
響を与えてしまう可能性があ
るAO・推薦入試制度。解決
策として、合格者にセンター
試験を受験させる高校が約
半数を占めています。

「学業不振による退学」が、大学生の中途退学の主な要因のひ
とつとなっています。高校時代の学びと大学教育とのギャップに
学生が対応できていない可能性が考えられます。

学業不振

※文部科学省調べ（平成26年9/25）

（第3位）14.5%

経済的理由
20.4%

転学転学
15.4%15.4%

就職
13.4%

その他
25.3%

学業不振
14.5%

充実した未来のために、
AO・推薦入試合格後も継続的に学ぶことが重要！！

だから！

1年次の学納金が

半額免除
※入学金を除く学納金半額を免除。

スカラシップ50

2年次以降も前年度の学業成績が学内基準を満たしている者は継続します。

全学部全学科対象

4年間で最大

保健医療学部の場合

免除万円 免除万円306 102
2年間で最大

短期大学部の場合

一般入試前期（A方式）受験

1/29（水）
選 抜日

特別入試区分・推薦入試区分合格者の場合

スカラシップエントリーの流れ

一般入試受験者の場合

スカラシップエントリー

エントリー無料

願書のみ提出

※4年間継続の場合。
1年次学納金半額（授業料・教育充実費・実験実習費）・
2年次学納金半額・3年次学納金半額・4年次学納金半額含む。

※2年間継続の場合。
1年次学納金半額（授業料・教育充実費・実験実習費）・
2年次学納金半額含む。

●学力試験：全問マークシート方式です。
●保健医療学部／経営学部
　必須科目を含む3科目
　（各100点／300点満点）を受験。
●短期大学部
　2科目（各100点／200点満点）を受験。◎本学

◎名古屋
◎浜松
◎静岡

◎飯田

※合否判定とともにスカラシップ奨学生を選抜。
※試験教科・科目は学部・学科により異なります。
　詳しくは、「学生募集要項」でご確認ください。

出願期間：２０２０年1/7(火)～1/21(火)
選抜日／試験日：2020年 1/29（水）
合否発表：2020年 2/8（土）

選考・選抜方法

試験会場

日程

1/29（水）試験日/
選抜日

※大学はB方式との併願受験も可能。

［入学検定料］
大学：35,000円
短大：30,000円

一般入試前期（A方式）受験

 一般入試前期（A方式）
出願で自動エントリー

スカラシップエントリー

エントリー無料

いずれかに合格
（手続完了）

特別入試区分・
推薦入試区分の
入学試験の

※特別入試区分・
　推薦入試区分の
　入学検定料はかかります。

合格後の
学習時間の減少

学業不振による
中途退学・休学

大学入学後、
専門的学習内容への

ギャップ

豊橋創造大学と他大学との比較

AO・推薦合格

AO・推薦合格

一般入試

入 学

入学前学習

豊橋創造大学 AO・推薦入試

豊橋創造大学 一般入試

他大学 AO・推薦入試

他大学 一般入試

一般入試
スカラシップエントリー プレイスメントテスト

補習授業

合格後も入学まで学習習慣をしっかりフォロー！ 入学後も安心して
学べます！


