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学園建学の精神

誠をもって
勤倹譲を行え

豊橋創造大学及び豊橋創造大学短期大学部を設置する

学校法人藤ノ花学園の建学の精神は、「誠をもって勤倹譲を行え」である。

これは、創立者伊藤卯一が二宮尊徳の生活信条である至誠・勤勉・倹約・推譲に基づいて定めたものであり、

明治35年の学園創立以来一貫して学園に受け継がれている。

豊橋創造大学では、

「創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、専門的職能教育を施すことを目的とする」

豊橋創造大学短期大学部では、

「創造性豊かで人間味あふれる人格の形成と、新しい時代に適応する職業的教育を目的とする」

という教育理念のもと、本学では幅広い入試方式、入試科目により多様な能力を評価できるような

入試制度を用意しています。みなさんのチャレンジをお待ちしています。
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本学の入試は大きく分けて三つの入試区分があります。

1
総合型選抜
アクティブ入試・
奨学生入試（ ）

●「アクティブ入試｣ と ｢奨学生入試｣ の二つがあります。
●本学で学びたいという強い意志とやる気をもち、出願条件をクリアしていればどなたでも
受験が可能な入試です。学校長の推薦書は必要ありません。
●学習面はもちろん、高校内の活動、課外活動、あるいは特技など、人に負けない「強み」
がある人に向いている入試です。幼児教育・保育科のアクティブ入試【保育こんぱす】
では、合格者の中から、入学金が免除となる「奨学生合格者」もあわせて選抜します。
また、キャリアプランニング科の奨学生入試では、合格者の中から「スカラシップ奨学生」
と「奨学生合格者」もあわせて選抜します。

2
学校推薦型選抜

●「指定校推薦入試」と「（公募制）推薦入試」の二つがあります。指定校推薦入試
は専願制で、公募制の推薦入試は併願制です。いずれも学校長の推薦書が必要です。
●比較的早い時期に合否結果が決まるため、早めに入学準備ができるというメリットがあります。
●推薦入試一期では、入学金が免除となる「奨学生合格者」も選抜します。
※指定校推薦入試の詳細については、出身高等学校等へ直接お問い合わせください。

3
一般選抜

●「一般入試」と「共通テスト利用方式」の二つがあります。特に出願条件はありませ
んので、どなたでも受験ができ、他校との併願もできます。一般入試の選抜方法は学力
試験などを基に合否を判定します。また、地方会場で受験が可能ですので、自宅から近
い会場で受験できるのも魅力です。
●共通テスト利用方式のメリットは、自己採点後に出願できることです。指定された受験科
目の中で高得点を自動的に採用し選考しますので、おおよその合格ラインの目安がわか
ります。また、他の入試の入学検定料よりも安く受験ができます。

豊橋創造大学短期大学部の入試の特徴

長期履修学生制度（キャリアプランニング科）

長期履修学生とは、個人の事情に応じて通常の修業年限（2年）を超えて履修できる新たな制度です。修業年限は学生
自身が決め、4年以内の在学期間を経て、卒業することを目的としています。学費等の詳細は入試センターへお問い
合わせください。

公務員別科（1年課程・男女）

公務員試験受験指導をカリキュラムの中心に据えた、男女共学１年課程の学科です。
主に警察官や消防官、そして県庁や市役所などの地方公務員として働くために必要な知識を学び、1年間で公務員内
定を目指します。詳細は入試センターへお問い合わせください。

入試の特徴

同一学科であれば2回目以降のゼロ出願

入学検定料は0円。 ※�入学検定料が同一の入試に限ります。
詳しくは入学検定料（13ページ）を参照してください。

本学の実施する基礎教養テストと学力試験はすべてマークシート方式です。

学力試験はすべてマークシート方式です ※�一般入試前期の「国語」は一部記述式問題あり。
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WEB出願について

2022年度入試より、WEB出願システムを導入します。

★願書の取り寄せ不要
　��学校の窓口まで願書を取りに行ったり、郵便で取り寄せる必要がないため、締切日間
近で手元に願書がなくても大丈夫！

★24時間いつでも出願可能
　��インターネット環境があれば、パソコンやスマートフォン、タブレットを利用して、
出願期間中に24時間場所を問わずに出願することができます。

★入金・出願の状況が確認できるので安心
　��出願後もマイページで入金や出願の状況をいつでも確認ができます。

★システムが入力エラーを表示するため、記入ミスが減る
　��出願登録時に自動でエラーチェックが行われるため、入力漏れなども防ぐことができ
ます。

WEB出願のメリット

WEB出願対象入試

　幼児教育・保育科
　　◦アクティブ入試【保育こんぱす】（一期～三期）
　　◦指定校推薦入試
　　◦推薦入試（一期・二期）
　　◦一般入試（前期・後期）
　　◦共通テスト利用方式（一期・二期）

　キャリアプランニング科
　　◦奨学生入試
　　◦アクティブ入試（一期～四期）
　　◦指定校推薦入試
　　◦推薦入試（一期・二期）
　　◦一般入試（前期・後期）
　　◦共通テスト利用方式（一期・二期）
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WEB出願の流れ
出願の流れ

24

Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

Step6

Step7

募集要項の確認　
募集要項をよく読み、募集対象や受付期間をご確認ください。

募集要項

パソコン・スマートフォン・タブレット等を通じ、基本情報を入力してユーザー登録を行ってくだ

ユーザー登録

さい。ユーザー登録を行うとマイページが作成されます。

※ユーザー登録するメールアドレスは、その後の連絡に使用するものになりますので、常に受
信できるメールアドレスをご登録ください。

「出願」ボタンより手続きを行ってください。

マイページから出願登録

検定料のお支払いを確認してください。

検定料のお支払い

手続きが完了すると、登録内容が反映された書類と 宛名ラベルを印刷できます。（A4 サイズ）

必要書類と宛名ラベルの印刷

市販の角2封筒に宛名ラベルを貼り、必要書類を郵送してください。

必要書類の郵送

受験番号を願書締切日から2日後に発行し。メールを送信します。

マイページより受験票を印刷

メール受信後、マイページより受験票を印刷してください。

※詳しくは、本学ホームページ受験生応援サイト（http://www.sozo.ac.jp/examination/）をご覧ください。

WEB出願の流れ
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幼児教育・保育科とキャリアプランニング科のAO入試が
2021年度入試から名称が変更となり、「アクティブ入試」となりました。

注）これまでのAO入試とエントリー方法・入試内容は変わりません。

〈幼児教育・保育科〉　アクティブ入試【保育こんぱす】
アクティブ入試【保育こんぱす】は自分の特技や得意なこと、興味を持っていることを通して自分を
表現する入試です。事前審査では、その表現に対してどのような意欲や熱意を持っているかを評価
していきます。（これまでのAO入試と大幅な変更はありません）
保育者にとって、「表現」するということはとても重要です。そのため、アクティブ入試【保育こんぱ
す】では、表現をすることの技術的レベルのみを評価するのではなく、それを表現するための取り
組み方やその過程への努力についても評価し、あなたの特長を一緒に探していき、保育者になりた
いという夢を形にしていきたいと考えています。
アクティブ入試【保育こんぱす】では、オープンキャンパス中に、あなたの表現力を最大限に生かせ
るよう、表現力の【保育こんぱす講座】を実施します。アクティブ入試【保育こんぱす】の4つの表現（音
楽・身体表現・ことば・造形）について、身に付けたいジャンルを選択し、教員や在学生と一緒に、
あなたのための表現力アップを目指した個人のプログラムを体験することができます。また、この
入試で合格した後にも、〈【保育こんぱす】プレミアムプログラム（表現系のプログラム）〉を提供し、
皆さんが大学入学後にスムーズにスタートできるようにいたします。

❖どんなプログラムなの？
略して、保育こんぱす。【保育こんぱす】は、皆
さんの保育者になりたいという夢を具体的な形
に変えていく（実現させていく）プログラムにな
ります。

❖アクティブ入試【保育こんぱす】とは？
教科の枠にとらわれず、得意なジャンルでの自
己表現を行い、そのパフォーマンスに対しての
努力や工夫、選択した理由等の説明を行っても
らい、保育者としての潜在的な能力を見極める
試験方法です。

❖アクティブ入試【保育こんぱす】はど
んな人が受けるといいの？

◦自分を表現することに喜びや達成感を
感じられる人
◦部活動や趣味など自分が好きなことや
得意なことに力をいれてきた人
◦とにかく子どもの成長に関わる仕事に
就きたいと考えている人

【保育こんぱす】とは

Hoiku  Carrier Compass Program

❖どうしたら受講できる？
【保育こんぱす】はオープンキャンパスからスタート
します※。保育者に重要とされる表現力や発表力を模
擬授業で体験していただき、先輩たちの実演やエント
リーシートの書き方等を講座形式で受講できます。ま
た、受験に際しての疑問等にも、先輩や先生がくわし
く説明いたします。合格後も、【保育こんぱす】プレミ
アムプログラムにより、入学後にスムーズなスタート
ができるように、いろいろな表現プログラムをご用意
しています！
※どの時期からのオープンキャンパス参加でも、受講
可能です。
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〈キャリアプランニング科〉アクティブ入試
　キャリアプランニング科のアクティブ入試はオープンキャンパスへの参加が、ス
タートです。オープンキャンパスは、「いっしょに考える」スタイルで、皆さんが将
来の進路を見つけられる場です。アクティブ入試は、高大接続から短大卒業後の就
職までを考えて設けた入試制度です。「アクティブ」という名前に気おくれしてしま
うかもしれませんが、これから「アクティブ」に新たな第一歩を踏み出していこうと
する皆さんを、オープンキャンパス～入試～入学前までしっかりとサポートしてい
く入試がキャリアプランニング科の「アクティブ入試」です。

オープンキャンパスでは、
◦短大での2年間の学びを理解します。
◦模擬授業で、3つのコースをしっかり理解します。
◦キャリアプランニングシートに記入しながら、将来の進路を考えます。
◦教員、職員、在学生が協力して皆さんをサポートします。
◦合格が決まると、入学前学習が始まります。
◦具体的に将来を考える機会は、入学後のキャリアガイダンスに引き継がれます。

オープンキャンパスでの出会いを楽しみにしています
◦あなたは、オープンキャンパスへ参加してみようというだけで、積極的な高校
生です。
◦あなたは、将来に対して漠然とした不安をいだいているだけで、目的意識を持っ
た高校生です。
◦あなたは、「志」（こころざし）を立てたいと考えているだけで、熱意を持った高
校生です。
◦あなたは、模擬授業を受けて、なんとなくおもしろそうと感じただけで、意欲
ある高校生です。
◦そのような、これからアクティブに将来をとらえたい高校生を広く受け入れます。
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P O I N T

入試のポイント

2022年度入試のポイントを紹介します。

共　　通

◦スカラシップエントリーを導入◦
総合型選抜区分、学校推薦型選抜区分での合格者（手続完了者）および一般入試前期受験者の中から、学納金半額免除とな
る「スカラシップ50奨学生」を選抜します。詳しくは、スカラシップエントリーについて（14ページ）を参照してください。

◦各入試において調査書を最大限活用（加点）◦
すべての入試において、学力の三要素を多面的・総合的に評価するために、出願書類として提出していただく高等学校
等の「調査書」を最大限活用（加点）します。加点の内容については、学科により異なりますが、高等学校等における資格
取得や特別活動、総合的な学習の時間での取り組み内容、３年間の出席状況などを得点化します。

◦民間の英語資格・検定試験の成績を評価◦
すべての入試において、上記の調査書加点対象の一部として、民間の英語資格・検定試験の結果を評価（加点）します。

◦併願制の推薦入試を二回実施◦
推薦入試一期は学力試験（国語）と面接で選考します。推薦入試二期は小論文と面接で選考します。なお、いずれも出願
にあたっては、評定平均値の出願基準はありません。

◦一般入試◦
一般入試の学力試験は、国語と英語の2科目で選抜します。国語の解答形式は一般入試前期ではマークシート方式と一
部記述式、一般入試後期はマークシート方式です。英語の解答形式はマークシート方式です。

◦各入試区分で奨学生合格者を若干名選抜◦
総合型選抜区分、学校推薦型選抜区分、一般選抜区分で、入学金（180,000円）が免除になる奨学生合格者を合格者の中
から選抜します。

幼児教育・保育科

◦アクティブ入試【保育こんぱす】（一期～三期）を実施◦
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1つを選択し、エントリーします。事前審
査を経て、出願許可が与えられます。出願許可後は、面接・書類審査（調査書・保育こんぱすシート）で合否判定します。
詳しくはアクティブ入試【保育こんぱす】概要（19ページ）を参照してください。

キャリアプランニング科

◦奨学生入試を実施◦
本学キャリアプランニング科の理念を深く理解し、高校時代の取り組みや成果を生かして、入学後本学において牽引的
な存在となりうる人材を選抜する入試です。合格者の中から入学金を除く学納金全額免除となる「スカラシップ100奨
学生」、学納金半額免除となる｢スカラシップ50奨学生｣を選抜します。また、入学金を免除する「奨学生合格者」も選抜し
ます。なおスカラシップ100・スカラシップ50奨学生以外の合格者は、スカラシップエントリーに挑戦できます。
詳しくは奨学生入試概要（22ページ）を参照してください。

◦アクティブ入試（一期～四期）を実施◦
オープンキャンパスへの参加を通して、短大での学び、将来の方向性を一緒に考えながら、目的意識や熱意・意欲をより
引き出し、積極性をサポートしていく入試です。エントリーは7月26日（月）より随時受付します。詳しくはアクティブ
入試概要（21ページ）を参照してください。
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幼児教育・保育に関心のある、次のような人を求めている。
■求める人物像

1．保育者を目指す学修に必要な基礎学力を身につけている人
2．子どもに対する適切な愛情を持ち、教育・保育・福祉に興味・関心のある人
3．保育者になる熱意、意欲を継続的に持てる人
4．専門的な知識や技能を修得するために、努力できる人
5．他者とコミュニケーションをとることができ、協力できる人

　保育者は、子どもの成長に深く関わり、多くの人との連携が求められる仕事です。コミュニ
ケーション力が求められるので、授業や行事、部活動やボランティア活動などを通して、多く
の人と関わり、楽しみや喜びを共有する経験をしておくことが大切です。
　学生として専門的科目を学修する際に、国語四技能（読む・書く・聞く・話す）が基礎となりま
す。本や新聞などで活字に親しみ、ニュースや時事問題へ常に関心を持つようにしましょう。
　さらに保育活動には、音楽・美術・体育などの表現活動が重要な役割を担いますので、得意分
野を見つける努力をしましょう。

幼児教育・保育科

豊かな感性や人間性を育むとともに保育理論に基づいた知識や技術は
もちろんのこと、子どもとのふれあいを通じた学びを重視しています。
　1年次からさまざまな現場実習や多彩なイベントを体験することで、実践的な保育力や創造力、表現力
を養成します。また、障がい児教育に対応するため、福祉関連科目も充実。さらに関連科目を受講する
ことにより「ピアヘルパー」「准学校心理士」「おもちゃインストラクター」「ネイチャーゲームリーダー」「認
定絵本士」の資格を取得することも可能です。そして、最新のIT環境を大学と共有する本学では、情
報発信のできる保育者の育成を目指しています。

アドミッションポリシー（求める人物像）

アドミッションポリシーとは
　受験者に求める能力、意欲、適性、経験などについて大学の考えをまとめた基本
的な方針です。
　本学では、新たな勉強のために必要な基礎的学力を充分に備え、建学の精神「誠
をもって勤倹譲を行え」を理解して、意欲と主体性をもって勉学に励むことのでき
る人を広く受け入れます。
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本科の教育目標を達成するため、以下のとおり
アドミッションポリシーを明示する。
■入学者受入方針

　本科では、「女子短大」の存在意義を積極的に見いだし、充実した支援体制のもとで、徹底し
た少人数教育を実施している。学生が自らの適性を見極め、実社会において活躍する場を見
つけるために、多様な人々と共生・共感・協働できる能力の育成を目標としている。
　本科では、社会人基礎力、汎用性のある実務能力に加え、次の何れかの専門分野の能力を身
につけ社会に貢献したい人を受け入れる。�

１．医療事務職をめざす専門分野 
２．事務職・秘書をめざす専門分野 
３．公務員をめざす専門分野 
４．接客、販売、サービス業をめざす専門分野 
５．外国語、国際感覚を活かす専門分野 

　本科のカリキュラムは、高等学校までに身につけたバランスのとれた基礎学力を前提とし
て、ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）を達成できるように組み立てられてい
る。カリキュラムを構成する各科目は、学生の視点から「何ができるようになるか」を明確にし、
その達成度の可視化に努めている。
　学力の3要素である「基礎的な知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等の能力」、「主体性・多様
性・協働性」を評価するために、入学者受け入れに際し、いくつかの選抜方法を用意している。
　多様な学生を受け入れるために、入試区分により評価項目の比重が異なるようにし、調査書
審査に加え、面接や作文・小論文、学力試験の機会を設け、多面的に意欲や能力を判断している。
　高等学校在学中の資格取得・特別活動を加点するので入試ガイドを見て対応しておくことを
勧める。加算点の大きい資格は、本科として入学前の取得を期待しているものである。
　総合型選抜（奨学生入試、アクティブ入試）と学校推薦型選抜（指定校推薦入試、推薦入試）で合
格した入学予定者に対しては、勉強を継続し円滑な高大接続を期すために入学準備学習を課す。

キャリアプランニング科

夢や目標に合わせ、3つのコースからあなただけの最適な履修モデルを
選択。
　入学と同時に始まるキャリア教育で、将来働きたい「業種」やなりたい「職種」を見極め、一人ひとりの
さまざまな夢や目標に合わせた、3つのコース（医療事務、ビジネス・秘書、公務員）に5つの履修モデル
（医療事務、オフィス秘書、公務員、販売士、国際・観光）があります。
　これからの時代を生きる女性にふさわしい職業観や人生設計を考え、“仕事や資格のテーマ別”に分
けられた｢専門ユニット｣から、あなただけの最適な履修モデルを組み立てて、専門知識や技能を修得し
ていきます。

アドミッションポリシー（求める人物像）



10

総
合
型
選
抜
特
集

入
試
概
要

入
試
情
報

区
分 名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否発表日 選抜方法等

総
合
型
選
抜（
専
願
制
）

アクティブ入試

【保育こんぱす】

一期

25名
※奨学生
合格者を

若干名含む

9/27（月）～
10/8（金） 10/16（土）

本学

11/2（火）

　　　　：既卒者は前年度に卒業した者に限る。
※事前に出願許可が必要
出願許可後は、出願期間に必要書類を提出。

◎面接（25点）　　◎調査書（15点）
◎保育こんぱすシート（10点）

エントリー方法
エントリー期間中に保育こんぱすシートに必要事
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（保育こんぱすシート・実技審査・面
談）を経て、出願許可が与えられます。


★成績上位者を入学金（180,000円）免除となる
奨学生合格者として選抜します。

★一期・二期合格者は、スカラシップエント
リーの権利があります。

アクティブ入試

【保育こんぱす】

二期

10名
※奨学生
合格者を

若干名含む

12/1（水）～
12/14（火） 12/18（土）

12/24（金）

アクティブ入試

【保育こんぱす】

三期

5名
※奨学生
合格者を

若干名含む

2/15（火）～
2/28（月） 3/3（木）

3/10（木）

学
校
推
薦
型
選
抜

指定校推薦（専願制）

50名
※奨学生
合格者を

若干名含む

11/2（火）～
11/16（火） 11/20（土）

本学

12/1（水）

（詳細については、出身高等学校等へ直接お問
い合わせください。）

推薦入試一期

　　　　：既卒者は前年度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（25点） ◎調査書（15点）
◎志望理由書（10点）
★成績上位者を入学金（180,000円）免除となる
奨学生合格者として選抜します。

★合格者は、スカラシップエントリーの権利が
あります。

推薦入試二期 2名 12/1（水）～
12/14（火） 12/18（土） 12/24（金）

◎小論文（50点） ◎面接（25点）
◎調査書（15点） ◎志望理由書（10点）
★合格者は、スカラシップエントリーの権利
があります。

一
般
選
抜

一般入試前期

スカラシップエントリー

6名 
※ スカラシップ50

奨学生
合格者を

若干名選抜

1/5（水）～
1/19（水） 1/26（水）

本学・名古屋 
浜松・静岡

飯田
2/4（金）

◎学力試験（200点）
　国語「国語総合（現代文のみ）」
　※一般入試前期のみ記述式問題含む
　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（前期20点・後期40点）
★成績上位者をスカラシップ50奨学生（前期の
み）として選抜します。

一般入試後期 2名 2/10（木）～
2/24（木） 3/3（木） 本学・名古屋

浜松 3/10（木）

共通テスト利用方式

一期
若干名 1/5（水）～

2/4（金） 個別試験なし 2/14（月）

◎共通テスト受験科目
　国語「国語（近代以降の文章）」
　外国語「英語（リスニングを含む）」
　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」
　上記から2科目を選択。
　配点：合計2科目・各科目100点で200点満点
　備考：英語は共通テストの配点を100点に換

算。3科目以上受験した場合は高得点
の2科目を採用。

　※個別試験は実施せず
◎調査書（20点）
★成績上位者を入学金（180,000円）免除となる
奨学生合格者として選抜します（一期のみ）。

共通テスト利用方式

二期
若干名 2/14（月）～

3/1（火） 個別試験なし 3/10（木）

エントリー期間
7/26（月）～ 8/6（金）

出願許可通知
8/31（火）

事前審査
8/17（火）

出願資格

詳しくはP.19・20へ

エントリー期間
7/26（月）～11/12（金）

出願許可通知
11/26（金）

事前審査
11/20（土）

エントリー期間
7/26（月）～ 2/7（月）

出願許可通知
2/14（月）

事前審査
2/10（木）

出願資格

入　試　概　要

幼児教育・保育科
定
員100名（男女）★スカラシップエントリー  総合型選抜区分、学校推薦型選抜区分での合格者（手続完了者）および一般入試

前期受験者の中から、学納金半額免除となる「スカラシップ50奨学生」を選抜する制度です。（P.14）
★ スカラシップ50 奨学生は、入学金を除く学納金半額を免除します。
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区
分 名称・方式 定員 出願期間 試験日 会場 合否発表日 選抜方法等

総
合
型
選
抜（
専
願
制
）

奨学生入試

5名
※ スカラシップ100
　 スカラシップ50

スカラシップ100／
50奨学生合格者を
若干名選抜。
奨学生合格者も選抜。

9/27（月）～
10/8（金）

10/16（土）

本学

11/2（火）

　　　　：2022年3月卒業見込みの者で、評
定平均値3.2以上の者。
◎調査書・キャリアプランニングシート（30点）
※評定平均値を2倍して、資格・特別活動等と、
シートの内容を20点まで加点
◎面接（20点）　
◎小論文（50点）
★成績上位者をスカラシップ100/50奨学生、
入学金（180,000円）免除となる奨学生合格者
として選抜します。

★奨学生合格者、一般合格者は、スカラシッ
プエントリーの権利があります。



アクティブ入試

一期
10名

9/27（月）～10/8（金） ※事前に出願許可が必要
◎面接（50点）
◎キャリアプランニングシート（25点）
◎調査書（25点）

エントリー方法
　オープンキャンパスに参加し、事前相談を
実施、または各期のエントリー期間内にキャ
リアプランニングシートへ必要事項を記入
の上、事前相談を申し込むこと。事前相談
終了後に出願許可が与えられます。

★一期・二期合格者は、スカラシップエントリー
の権利があります。


アクティブ入試

二期
5名

12/1（水）～12/14（火）
12/18（土） 12/24（金）

アクティブ入試

三期
3名

1/21（金）～2/4（金）
2/10（木） 2/16（水）

アクティブ入試

四期
2名

2/16（水）～2/28（月）
3/3（木） 3/10（木）

学
校
推
薦
型
選
抜

指定校推薦（専願制）

27名
※奨学生
合格者を

若干名含む

11/2（火）～
11/16（火） 11/20（土）

本学

12/1（水）

（詳細については、出身高等学校等へ直接お問
い合わせください。）

推薦入試一期

　　　　：既卒者は前年度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（30点） ◎調査書（10点）
◎志望理由書（10点）
★成績上位者を入学金（180,000円）免除となる
奨学生合格者として選抜します。

★合格者は、スカラシップエントリーの権利
があります。

推薦入試二期 2名 12/1（水）～
12/14（火） 12/18（土） 12/24（金）

◎小論文（50点） ◎面接（30点）
◎調査書（10点） ◎志望理由書（10点）
★合格者は、スカラシップエントリーの権利
があります。

一
般
選
抜

一般入試前期

スカラシップエントリー

4名
※ スカラシップ50

奨学生合格者を若干名選抜

1/5（水）～
1/19（水） 1/26（水）

本学・名古屋 
浜松・静岡

飯田
2/4（金）

◎学力試験（200点）
　国語「国語総合（現代文のみ）」
　※一般入試前期のみ記述式問題含む
　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（前期20点・後期40点）
★成績上位者をスカラシップ50奨学生（前期
のみ）として選抜します。

一般入試後期 2名 2/10（木）～
2/24（木） 3/3（木） 本学・名古屋

浜松 3/10（木）

共通テスト利用方式

一期
若干名 1/5（水）～

2/4（金） 個別試験なし 2/14（月）

◎共通テスト受験科目
　国語「国語（近代以降の文章）」
　外国語「英語（リスニングを含む）」
　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」
　上記から2科目を選択。
　配点：合計2科目・各科目100点で200点満点
　備考：英語は共通テストの配点を100点に換

算。3科目以上受験した場合は高得点
の2科目を採用。

　※個別試験は実施せず
◎調査書（20点）
★成績上位者を入学金（180,000円）免除となる
奨学生合格者として選抜します（一期のみ）。

共通テスト利用方式

二期
若干名 2/14（月）～

3/1（火） 個別試験なし 3/10（木）

出願資格

詳しくはP.22へ

エントリー期間
7/26（月）～ 10/5（火）

詳しくはP.21へ

エントリー期間
7/26（月）～ 12/10（金）

エントリー期間
7/26（月）～ 2/1（火）

エントリー期間
7/26（月）～ 2/25（金）

出願資格

定
員 60名（女子）

入　試　概　要

キャリアプランニング科
★スカラシップエントリー総合型選抜区分、学校推薦型選抜区分での合格者（手続完了者）および一般入試
前期受験者の中から、学納金半額免除となる「スカラシップ50奨学生」を選抜する制度です。（P.14）
★ スカラシップ100 奨学生は、入学金を除く学納金全額を免除します。
★ スカラシップ50 奨学生は、入学金を除く学納金半額を免除します。
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総
合
型
選
抜
特
集

入
試
概
要

入
試
情
報

学科 区分 定員 出願期間 試験日 会場 合否
通知日 選抜方法等

全学科

一期 幼児教育・保育科
若干名（男女）

キャリア
プランニング科
若干名（女性）

9/27（月）〜
10/8（金）
消印有効

10/16
（土）
午後

本学

10/23
（土）

●小論文
　�テーマ提示・用語指定方式
800字以内　

●個人面接　

●書類審査
　履歴書、
　出身校の成績証明書等

二期
1/21（金）〜
2/4（金）
消印有効

2/10
（木）
午後

2/17
（木）

出願資格
①�大学入学資格を有し、かつ2022年4月1日までに満20歳に達する者で、社会人としての経験が1年以上ある者。も
しくは短期大学卒業（見込含む）以上の者。
※出願前の事前相談をおすすめしております。（事前相談は、オープンキャンパスにて実施します。出願資格・事前
相談の詳細は、入試センターまでお問い合わせください。）

出願資格（次の各項をすべて満たす者）

①外国籍を有し、外国における学校教育の12年の課程を修了した者（2022年3月31日までに修了見込みの者を含
む）。もしくはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者、または本学が高等学校を卒業した者と同等以上
の学力があると認めた者。
②入学後は「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」の在留資格を取得（更新）できる者。ただし、「出入国管理
及び難民認定法」に定める在留資格「永住者」もしくは「平和条約国籍離脱者等入管特例法」に定める「特別永住
者」は出願できない。
③独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（EJU）」の日本語科目200点以上の者、または「日本
語能力試験（JLPT）」N2以上、「日本語能力試験（JPT）」525点以上の資格を有する者、もしくは相当程度の者。
④本学入学から卒業までの学費、生活費等が確実に支弁できる者。

入　試　概　要

※キャリアプランニング科は「長期履修学生」についてもあわせて募集します。

入試結果

入試区分・名称 募集定員 志願者 受験者 合格者 競争率
アクティブ入試

【保育こんぱす】 40 11 11 11 1.00 

推薦入試 52 32 32 32 1.00 

一般入試※1

（共通テスト利用方式含む） 8 2 2 2 1.00 

合計 100 45 45 45 1.00 

※1　スカラシップエントリー者22名、スカラシップ50奨学生３名

入試区分・名称 募集定員 志願者 受験者 合格者 競争率
アクティブ入試・

奨学生入試※1 25 12 12 12 1.00 

推薦入試 29 31 31 31 1.00 

一般入試※2

（共通テスト利用方式含む） 6 6 6 6 1.00 

合計 60 49 49 49 1.00 

※1　スカラシップ50奨学生１名、奨学生合格者２名
※2　スカラシップエントリー者12名、スカラシップ50奨学生２名

■幼児教育・保育科 ■キャリアプランニング科 

学科 区分 定員 出願期間 試験日 会場 合否
通知日 選抜方法等

全学科
一期 若干名 9/27（月）〜10/8（金）消印有効 10/16（土）午前

本学
10/23（土） ●個人面接　

●書類審査二期 若干名 1/21（金）〜2/4（金）消印有効 2/10（木）午前 2/17（木）

社会人・学士特別入試 ※WEB出願ではありません。

外国人留学生特別入試 ※WEB出願ではありません。
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入　試　情　報

入学検定料 30,000円

幼児教育・保育科／キャリアプランニング科
項　目 入学手続時 1年次（入学後） 2年次（年額）

入 学 金 180,000円 ―――――――― ―――――――― ――――――――

授 業 料 （春学期分）325,000円 （秋学期分）325,000円 （春学期分）325,000円 （秋学期分）325,000円
教 育 充 実 費 （春学期分）160,000円 （秋学期分）160,000円 （春学期分）160,000円 （秋学期分）160,000円

実 験 実 習 費 ――――――――
※（春学期分）
25,000円

（秋学期分）
25,000円 （春学期分）����25,000円 （秋学期分）����25,000円

合　計 665,000円 535,000円 510,000円 510,000円
※１年次（入学後）の実験実習費（春学期分）は、入学後の４月上旬頃、納入案内いたします。

■豊橋創造大学短期大学部入学試験に
　おける奨学金制度　
学業成績、人物ともに優秀で、入学後本学において牽引的な存在となりうる人
材または、本学の建学の理念を深く理解した人材に、特別奨学生として入学金
相当額（180,000円）を給付（減免）します。
■短期大学部スカラシップ制度
スカラシップ100（キャリアプランニング科）
入学金を除く学納金相当額（1,020,000円）を免除いたします。
2年次も、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。

スカラシップ50（幼児教育・保育科、キャリアプランニング科）
入学金を除く学納金相当額の2分の1（510,000円）を免除いたします。
2年次も、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。
※学納金以外の学生会費等は必要になります。
※この制度を受けている者は、「学校法人藤ノ花学園奨学生制度」は適用されません。

■学校法人藤ノ花学園奨学生制度
2年次に、前年度の学業成績が所属する学科の概ね上位5％以内である者には、
半期分の授業料相当額（325,000円）を奨学金として給付（減免）します。
■その他
・保育士修学資金貸付制度・事業
・日本政策金融公庫（国の教育ローン）
・日本学生支援機構
・民間金融機関の「教育ローン」
詳しくは、入試センター（050-2017-2100）までお問い合わせください。

奨学生合格者

共通テスト利用方式入学検定料 15,000円

入学検定料

2022年度 学納金・奨学金

■ゼロ出願の例

▲ ▲▲ 一般入試後期 共通テスト
利用方式二期

調査書不要 調査書不要

入学検定料

0円
入学検定料

0円

共通テスト
利用方式一期

調査書不要

入学検定料

15,000円

一般入試前期

調査書1 通

入学検定料

30,000円

■一般入試と共通テスト利用方式を受験する場合 ■共通テスト利用方式のみ受験する場合
一般選抜区分

▲

共通テスト
利用方式二期

調査書不要

入学検定料

0円

共通テスト
利用方式一期

調査書1 通

入学検定料

15,000円

一般選抜区分

▲▲▲▲▲ 一般入試後期

調査書不要

入学検定料

0円

共通テスト
利用方式二期

調査書不要

入学検定料

0円

共通テスト
利用方式一期

調査書不要

入学検定料

15,000円

推薦入試二期

調査書・推薦書不要

入学検定料

0円

一般入試前期

調査書1 通

入学検定料

0円
調査書1 通

入学検定料

30,000円

アクティブ入試 ▲

■総合型選抜と学校推薦型選抜、一般選抜（一般入試・共通テスト利用方式）を受験する場合
総合型選抜区分 学校推薦型選抜区分 一般選抜区分

調査書・推薦書1 通

推薦入試一期

入学検定料

0円

●共通テスト利用方式は、1回の入学検定料（15,000円）で、一期と二期両方を受験できます。
●合格者（手続完了者）のスカラシップエントリーの検定料は0円。専用出願ページより出願してください。
※一度納入された入学検定料は原則として返還しませんので二重納入にご注意ください。
※スカラシップエントリーを除き、社会人・学士特別入試受験者は対象外です。

1回の入学検定料で、同一学科のすべての入試
（入学検定料が同一のものに限る）を0円で受験できます。

Point 1

●最初に提出した調査書を再度利用します。推薦入試の場合は推薦書も1通でOK。
●入試区分が異なる場合や、記載内容に変更のあった場合、新たに調査書が必要です。

同じ入試区分なら調査書は1通でOK！Point 2

ゼロ出願
※「WEB出願」では、入学検定料の他に別途事務手数料がかかります。
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※一般入試前期受験者は入学検定料30,000円でスカラシップエントリーに挑戦できます。

既に合格（手続完了）している人は、スカラシップエントリーに0円で挑戦できる。Point 1

※��既に奨学生合格者（入学金180,000円免除）として選抜されている者が、スカラシップエントリーで選抜された際には、入学金
180,000円を納入し、学納金が半額免除されます。

既に合格（手続完了）している人は、合格の権利はそのままでチャレンジ。Point 2

受験教科は国語と英語の2教科のみ。Point 3

スカラシップエントリーについて

■スカラシップ50奨学生学納金
学納金項目 入学手続時 1年次（入学後） ２年次（年額）

入 学 金 180,000円 ―――――――― ―――――――― ――――――――

授 業 料 （春学期分）�162,500円 （秋学期分）� 162,500円 （春学期分）�162,500円 （秋学期分）�162,500円

教 育 充 実 費 （春学期分） 80,000円 （秋学期分） 80,000円 （春学期分）� 80,000円 （秋学期分）� 80,000円

実 験 実 習 費 ―――――――― （春学期分）
12,500円

（秋学期分）
12,500円 （春学期分）�12,500円 （秋学期分）� �12,500円

合　計 422,500円 267,500円 255,000円 255,000円

※２年次の学納金は、スカラシップ50を継続（各学科の成績基準を満たした）した場合です。
※奨学生合格（入学金180,000円免除）と兼ねることはできません。

スカラシップエントリーとは

総合型選抜区分、学校推薦型選抜区分での合格者（手続完了者）および一般入試前期受
験者の中から、学納金半額免除となる「スカラシップ 50 奨学生」を選抜する制度です。

■スカラシップエントリーの流れ

総合型選抜区分・学校推薦型選抜区分合格者の場合

一般選抜受験の場合
スカラシップ50

1年次学納金

510,000円一般入試前期受験

入学検定料

30,000円
一般合格

1年次学納金

1,020,000円

いずれか合格し、
手続を完了すると

チャレンジ可能

　奨学生入試
　アクティブ入試一期
　アクティブ入試二期

学校推薦型選抜区分
　指定校推薦入試
　推薦入試一期
　推薦入試二期

入学検定料

30,000円

総合型選抜区分

いずれかに
合格

スカラシップ50

学納金
半額免除

1年次学納金

510,000円

受験者の中から
優秀者を選抜

スカラシップエントリー

専用ページから出願

1月26日（水）
一般入試前期受験

0円

※入学金を除く

※入学金を除く
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■出願

A　できません。入学検定料お支払いの前にそれぞれの試
験の内容や受験会場をよく考えて慎重に決めてください。

願書提出後、受験方式や受験会場の変更は
できますか？Q1

■奨学生入試（キャリアプランニング科）

奨学生入試の調査書審査の内容は？

A　まず、各自の評定平均値を2倍し（最大 10 点）、さらに各
種試験・検定・資格、生徒会役員・学級委員等の経歴、部長歴、
部活歴、部活の入賞歴、皆勤又はそれに準ずる出席、ボランティ
ア活動歴、表彰歴等に該当があれば加点（最大 20点）します。
※調査書に記載された各種資格、表彰歴等を加点いたします。
（P.31参照）

Q1

■アクティブ入試

アクティブ入試は専願ですか？

A　アクティブ入試の場合、事前相談または事前審査の結果で
出願許可が出された後、専願で出願していただきます。他校と
の併願はできません。

Q1

事前相談および事前審査の際に出身校の
調査書は必要なのでしょうか？

A　事前相談および事前審査を受ける際には「出身校の調査書」
は不要です。ただし、大学入学資格を確認するため、入学試験の
出願書類受付の時点で、「出身校の調査書等」を提出していただ
きます。

Q2

事前相談および事前審査の際、費用は
かかるのでしょうか？

A　いいえ、費用はかかりません。
Q3

アクティブ入試は学校推薦型選抜の「自己推薦」
とどこが違うのですか？

A　学校推薦型選抜の「自己推薦」の場合は、受験者の学力
や素養または今までに残してきた実績等を評価、審査する入試
です。しかし、アクティブ入試では事前相談等を行うことによっ
て、受験者自身が本学のことを正しく評価することができます。
アドミッションスタッフは、本学で学びたいと考えている受験者
と時間をかけて話し合い、本学のことを十分に知って入学され
ることで、ミスマッチを少なくしたいと考えています。また、ア
クティブ入試では受験者の学ぶ意欲や適性など、受験者の人間
性や将来性を審査します。

Q4

キャリアプランニング科のアクティブ入試の事
前相談は複数回できますか？

A　アクティブ入試において事前相談は、基本的には1回以上行
います。例えば、事前相談終了後、学んでみたいコースについてもっ
と詳しく話が聞きたいといった場合には、各コースの専門の先生と
2回目の事前相談を行うこともできます。受験者のみなさんに理解
を深め納得してもらえるまで何回でも相談が可能です。

Q5

幼児教育・保育科のアクティブ入試【保育こんぱ
す】のエントリー内容について教えてください。

A　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）から一つ選択していただきます。ただし室内でで
きるものに限ります。音楽実技は、グランドピアノ、電子ピアノ（ヤ
マハクラビノーバ）は本学のものを使用します。また、電子オルガン
（ヤマハエレクトーンEL-900ｍ）、打楽器、木管楽器、金管楽
器などについての貸し出しは、事前に入試センターへお問い合わせ
ください。エントリー内容は、自分自身を十分に発揮できるジャンル
を選択すると良いでしょう。事前審査時間は面談を含めて約 15分
を予定しています。（P.20 参照）

Q6

奨学生に選ばれなかった場合、それ以降の入試
で奨学生に選ばれないのでしょうか？

A　いいえ。「一般入試前期（スカラシップエントリー）」で「スカラシッ
プ50奨学生」を選抜します。

Q3

入学試験において奨学生に選ばれなかった場
合、入学後に奨学生となることはできますか？

A　はい。この場合「藤ノ花学園奨学生」へのチャンスがあります。
入学後の学業成績が概ね上位 5％以内である者には学納金のうち
半期分の授業料相当額（325,000 円）が次年時に奨学金として
給付（減免）されます。

Q4

奨学生合格者はスカラシップエントリーにチャ
レンジできますか？

A　はい。合格者（奨学生合格者を含む）はスカラシップエントリー
にチャレンジできますので、スカラシップエントリーからスカラシップ
50奨学生になることができます。その場合、入学金は納入する必
要があります。

Q5

Ａさんの場合 Ｂさんの場合
評定平均値� 3.2×2＝6.4点

全商簿記検定2級取得� ＝2点

全商ワープロ検定3級取得� ＝2点

合計10.4点/30点

評定平均値� 3.8×2＝7.6点

3年間欠席6日以内� ＝3点

部活動3年間� ＝2点

合計12.6点/30点

奨学生入試の調査書審査は資格があると
有利なのですか？

A　下記の事例を参考にしてください。

このように資格だけでなく、部活動や生徒会活動、課外活動、出
席状況など、1人ひとりの長所や努力・実績を幅広く評価するのが、
この調査書審査の特色です。（P.31参照）

Q2

入試なんでもＱ＆Ａ

入　試　情　報

■障がい等への特別配慮
障がいがある場合、何か特別に配慮をしてもら
えるのでしょうか？

A　身体等の機能に障がい（聴覚障がい、視覚障がい、肢体不
自由、発達障がい、病弱等）があり、受験上および修学上の配
慮を希望する場合は、受験生からの申請に基づき審査の上、障が
いや疾病等の程度に応じた措置を講じます。ただし、すべてのご希
望に対応できるとは限りません。
※��受験時の配慮を希望する場合は、原則として本学（豊橋）会場で
の受験となります。

Q1
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入試なんでもＱ＆Ａ

■スカラシップエントリ－

スカラシップエントリーとは何ですか？

A　P.14を参照してください。
Q1

スカラシップエントリーへの出願は
どのようにすればよいですか？

A　総合型選抜、学校推薦型選抜で合格し、入学手続（一次）
を完了された方は、WEB出願ページにスカラシップエントリー
専用ページがありますので、そちらからご出願ください。新た
に入学検定料、調査書は必要ありませんが、出願登録の際に
は必ず合格した入試方式の受験番号を入力してください。
一般入試前期を受験する方（既合格者以外）は、一般入試前
期の出願ページから出願登録をし、調査書を提出してくださ
い。なお、本学を初めて受験する方は入学検定料が必要とな
ります。

Q2

指定校推薦入試で合格してもスカラシップ
エントリーにチャレンジできますか？

A　できます。ぜひチャレンジしてください。
Q3

既に合格した者がスカラシップエントリーで
不合格になることはありますか？

A　ありません。既に合格し、入学手続（一次）を完了され
ている方は、「合格の権利そのままで」スカラシップエント
リーにチャレンジできますので、安心してチャレンジしてく
ださい。ただし、併願区分の入試で合格し、入学手続が完了
していない場合は、この限りではありません。

Q4

スカラシップエントリーの試験会場は
本学だけですか？

A　いいえ、本学会場のほかに地方会場でも受験することが
出来ます。

Q6

スカラシップエントリーの試験内容は？

A　一般入試前期の試験問題と一緒です。
試験科目は、国語と英語の 2 科目です。

Q7

スカラシップエントリーでのスカラシップ50奨学生
の判定基準、また何名ぐらい選抜されますか？

A　成績上位者を順番にスカラシップ 50奨学生として選抜
します。
判定基準としては 2科目の合計得点と調査書加点の合計が満
点（220点）のおおよそ 6～ 7割以上が目安となります。
選抜人数は、受験者数にもよりますが、概ね各学科総定員の
5％～ 8％程度となります。

Q8

スカラシップ50奨学生に選ばれなかった場合、
入学後に奨学生となることはできますか？

A　はい。この場合「藤ノ花学園奨学生」へのチャンスが
あります。入学後の学業成績が概ね上位 5％以内である者
には学納金のうち半期分の授業料相当額（325,000円）が
奨学金として給付（減免）されます。

Q9

■一般選抜

一般入試の学力試験の出題傾向は？

A　教科書の基礎・基本事項を重視した内容ですので、教科
書をしっかりと復習し、知識・理解をより正確なものにしておく
のが良いでしょう。

Q1

一般入試前期の「国語」について教えてください

A　「国語」はマークシート問題に加え、記述式問題も出題さ
れます。配点は100点中10点で記述文字数は 80 字程度の
ものとなります。また部分点も採用します。

Q2

既に合格した者がスカラシップエントリーに
チャレンジする際の注意点は何ですか？

A　必ず入学手続（一次）を完了してください。総合型選抜、
学校推薦型選抜で合格した方には、入試選考結果通知書とと
もに、入学手続に関する書類を送付します。送付された入学
手続に関する書類に従って、手続締切日までに入学金の納入
と誓約書・同意書を提出することが必要です。入学金の納入
と誓約書・同意書の提出が一次手続となります。

Q5

2021年度入試のスカラシップ選抜結果を
教えてください。

A　下記の表を参照してください。
学　科 選抜人数 備　考

幼児教育・
保育科

スカラシップ50
3名

一般入試前期� 1 名
スカラシップエントリー者� 2 名
アクティブ入試【保育こんぱす】
� 一期合格者　1名、
指定校推薦入試合格者� 1 名

キャリア
プランニング科

スカラシップ50
3名�※

奨学生入試� 1 名
一般入試前期� 2 名

※��「指定校推薦入試におけるスカラシップ選抜」は除く。

（ ）

Q10

地方会場で受験すると、不利にならないので
しょうか？

A　不利になることはありません。どの会場も本学会場と同一
の問題で実施しますので有利・不利は全くありません。ゆとり
を持って行ける試験会場で受験することをお勧めします。

Q3

■学校推薦型選抜／奨学生入試

小論文の傾向と対策は？

A　本学では文章の「うまさ」よりも「内容」を重視します。つま
り受験者の「自分なりの考え・意見」が主に評価の対象となります。
基本的な文章表現を復習するとともに、普段自分たちにとっては何
でもないと思われることでも、他者の目にはどのように映っているだろ
うか、また、自分の意見を他人に納得してもらうために上手に説明
できるだろうか、などといったことを考える習慣を身につけましょう。ま
た、キャリアプランニング科の奨学生入試では漢字の書き取り問題
が出題されます（漢検 3級程度）。

Q1
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■キャリアプランニング科「奨学生入試」過去問題より一部抜粋

作文と小論文の違い

小論文のチェックポイント

◆作文とは、「～だと思う。」「～して楽しかった。」
　など、自分の経験を中心に、
　感じたことや考えたことを書く文章です。
　評価のポイントは、感受性と表現力です。
　感情が豊かに表現されている文章が
　高く評価されます。

◆制限字数等の出題条件を厳守する
◆設問の指示や資料の内容をしっかり把握する
◆テーマに沿った自分の考えを明示する
◆説得力ある事例を選択する
◆資料の引用はほどほどに
◆論理の流れを一貫させる

◆読みやすい文章にする為に
●誤字・脱字に気をつける
●文節の長さは適当にする
●段落構成に気を配る
●主語と述語がねじれないように気をつける
●話し言葉の使い方を間違わない
●あいまいな言いまわしに注意する

◆小論文とは、「私は～だと考える。
　なぜなら、～だからだ。」というような、
　ある意見に対して自分の意見を述べ、
　その理由を根拠を挙げて書く文章です。
　評価のポイントは、論理的思考力と説得力です。
　自分の意見を、論理的に筋道を立てて、
　明確に表現されている文章が高く評価されます。�

小論文は自分の意見を明確にして、その理由を書き、読み手を納得させる文章です。

小論文対策のポイント

■入学前準備学習
入学前準備学習は、どのようなことを
行うのでしょうか？

A　例年、幼児教育・保育科では通信教育による事前課題と
3月のスクーリング、キャリアプランニング科はテキストに
よる事前課題と 3月の入学準備学習スクーリングを実施する
予定です。実施内容等、毎年変わりますので、一次手続を完
了された方へ順次ご案内いたします。

Q1

入　試　情　報

■入学後に必要なパソコン環境
入学前（後）にパソコンなどの機器・インターネット
環境を自宅に準備しておく必要はありますか？

A　豊橋創造大学短期大学部では、レポートの作成や論文作成、
教材参照など、数多くの機会にパソコンとインターネットを活用しま
す。入学に際しては、自宅におけるインターネット接続環境および
学習用のパソコンをご準備ください。入学後に学内のパソコンをご
利用いただくことは可能ですが、遠隔授業への対応等を含め、ご自
宅におけるパソコン環境の整備をお願いします。なおパソコンはデス
クトップ型よりも停電時などに強いノート型をおすすめします。（パソコ
ン環境などの準備は入学後でも大丈夫です。不明な点があれば入
学後、教務課 050��–2017–2102および教員に確認してください。）

Q1

2021 年　奨学生入試

【入学試験問題】

豊橋創造大学短期大学部
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入
試
情
報

入
試
概
要

総
合
型
選
抜
特
集

入　試　情　報

面接の評価方法

面接の種類

■面接の評価方法は、点数化する場合もありますが、多くの場合はA～Cの3段階評価や、A～Eの5段階評価の方法が
とられます。質問を通じて、判断力や積極性、コミュニケーション能力などを評価します。
■面接で判断されるのは人物ですが、人物評価はかならずしも「してきたこと」や「考え方」だけで判断されるものではありませ
ん。�言葉遣いや態度、身だしなみなどからも総合的に判断します。
■すべての受け答えについて、面接担当者が厳しくチェックしているのは、答えの内容が筋道立っているかどうかです。
　つまり、受験者が質問の主旨を正確に理解し、答えを相手に分かりやすく伝える能力が問われているのです。

面接の評価ポイント

□✓�大学が求める人物像（アドミッションポリシー）に近いか。
□✓�志望分野や資格・職業の内容を理解しているか。
□✓�学習意欲や心がまえが備わっているか。
□✓�自主性、積極性、協調性、表現力は豊かかどうか。
□✓�高校生としての教養とマナーを身につけているか。
□✓�健康状態はよいか。

まずは、オープンキャンパスに
参加して、大学が求める
人物像を理解しよう！

面接の種類はいろいろあります。種類によって準備のポイントも少し違います。

■個人面接
受験者1人に対して面接担当者が1人または数人というオーソドックスな形式です。自分のペースで話すことができるので、自分を
売り込むには最適です。素直に自分の志望動機、勉学意欲や長所をアピールしましょう。

□✓�質問をよく聞き、主旨を理解する
□✓�自分のことをしっかり理解・認識し、表現する
□✓�うつむいたりせず、面接担当者の目を見ながら話す

■集団面接
数人（3～5人）の受験者が一緒に面接を受ける形式です。面接担当者が質問し、指名された順に答えたり、任意に答える場合が
あります。ほかの受験者の態度や発言内容が気になりますが、いつもの自分らしさを失わないよう、冷静に自分の意見を述べましょう。

□✓�自分の持ち時間は短いので、的確かつ具体的な内容を簡潔に答える
□✓�ほかの受験者の意見をしっかりと聞く
□✓�発言者のほうを見る

■グループディスカッション
受験者がグループ（5～10人）になり、与えられたテーマでディスカッション（討論）をし、意見を述べる形式です。人数にもよります
が、司会者、書記、発表者などの役割を決めて討論します。どの役割が良い、悪いはありません。指導力、積極性、協調性などが
チェックされます。話の流れをしっかり理解しながら、積極的に発言しましょう。

□✓�早い段階で自分の役割をつかみ、意識的に表現する
□✓�目立とうと思ってほかの人の意見を否定したり、やり込めるような態度をとらない
□✓�グループ全体に目を配り、積極的に参加する姿勢を見せる

ポイント

ポイント

ポイント

重要

面接対策のポイント
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事前審査の申し込み（エントリー）

出願許可通知

出願許可

出願（WEB出願）

合否発表

事前審査  一期8月17日㈫、二期11月20日㈯、三期2月10日㈭

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（ジャンル
審査および面談）を経て、出願許可を出します。

詳しくは次ページ（P.20）を参照してください。

※巻末ハガキも同封または持参してください。

エントリー期間保育こんぱすシート・巻末ハ
ガキ※に必要事項を記入し、
エントリー期間内に入試セン
ターへ郵送（封筒は任意のも
の）または持参してください。

出願期間出願許可者は、出
願期間内に出願登
録をし、必要書類
を郵送（持参でも
可）してください。

一期
9月27日月

～
10月8日金
消印有効

12月1日水
～

12月14日火
消印有効

二期
2月15日火

～
2月28日月
消印有効

三期

事前審査の結果を
郵送します。

一期
8月31日火

発送
11月26日金

発送

二期
2月14日月

発送

三期

エントリー 5 ジャンル

一期
7月26日月

～
8月6日金

必着

7月26日月
～

11月12日金
必着

二期
7月26日月

～
2月7日月

必着

三期

試験日

10月16日土一期 12月18日土二期

  3月  3日木三期

調査書と面接（受験者 1名に対して面接担当者 2名）で
選考を行います。

　アクティブ入試【保育こんぱす】は自分の特技や得意なこと、興味
を持っていることを通して自分を表現する入試です。事前審査では、そ
の表現に対してどのような意欲や熱意を持っているかを評価していき
ます。
　保育者にとって、「表現」するということはとても重要です。そのた
め、アクティブ入試【保育こんぱす】では、表現をすることの技術的レ
ベルのみを評価するのではなく、それを表現するための取り組み方や
その過程への努力についても評価し、あなたの特長を一緒に探して
いき、保育者になりたいという夢を形にしていきたいと考えています。
　アクティブ入試【保育こんぱす】では、オープンキャンパス中に、あな
たの表現力を最大限に生かせるよう、表現力の【保育こんぱす講座】
を実施します。アクティブ入試【保育こんぱす】の4つの表現（音楽・身
体表現・ことば・造形）について、身に付けたいジャンルを選択し、教員
や在学生と一緒に、あなたのための表現力アップを目指した個人のプ
ログラムを体験することができます。また、この入試で合格した後にも、
【保育こんぱすプレミアムプログラム（表現系のプログラム）】を提供
し、皆さんが大学入学後にスムーズにスタートできるようにいたします。

豊橋創造大学短期大学部
事前審査会場

●幼児教育・保育科の教育目標・求める人物像等に深く共鳴し、本科で学
ぶことを強く希望し、下記のいずれかに該当する者。

① 高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月に卒業した者また
は2022年3月卒業見込みの者。

② 通常の課程による12年の学校教育を2021年3月に修了した者ま
たは2022年3月修了見込みの者。

③ 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2021年3月に認められた者または
2022年3月末日までにこれに該当する見込みの者。

事前審査日

出願資格

一期 2021年  8月17日（火）
二期 2021年11月20日（土）
三期 2022年  2月10日（木）

入試日
一期 2021年10月16日（土）
二期 2021年12月18日（土）
三期 2022年  3月  3日（木）

●面接（25点）　●調査書（15点）
●保育こんぱすシート（10点）

選抜方法

一期 2021年11月 2日（火）
二期 2021年12月24日（金）
三期 2022年  3月10日（木）

合否発表日

二期　10名 三期　5名一期　25名
定員

総 合 型 選 抜 特 集

アクティブ入試【保育こんぱす】（幼児教育・保育科） 専願制

■入試合格者の特典

合格者の中で成績上位者は「奨学生合格者｣ となり、
入学金（180,000 円）が免除されます。

一期・二期合格者は、合格の権利そのままで、一般入試前
期受験でスカラシップ 50（学納金半額免除）に挑戦できます。

奨学生合格

スカラシップエントリー

■アクティブ入試概要・評価基準

■保育こんぱすプレミアムプログラム
一期・二期合格者（入学手続者）は、特別講座として、
表現系のプログラムに参加することができます。
合格者に別途案内致します。
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◦エントリーできるジャンルはひとつだけです。
◦全てのジャンルについて、実技内容 1・2のあとに面談を行います。面談時間は約 8分程度です。
◦��面談では「実技内容 1・2」について、それを選んだ理由や伝えたいこと、さらにその経験などについても話
していただきます。
◦エントリー内容は室内でできるものに限ります。
◦��音楽実技は、グランドピアノ、電子ピアノ（ヤマハクラビノーバ）は本学のものを使用します。また、電子オ
ルガン（ヤマハエレクトーンEL-900m）、打楽器、木管楽器、金管楽器などについての貸し出しは、事前にお
問い合わせください。

備考

アクティブ入試【保育こんぱす】の事前審査では、各ジャンルの実技内容1と実技内容2の両方を受験してください。

実技内容 1 実技内容 2

音楽 ・��任意の曲を演奏してください。
＊楽器の指定はありません。
＊ジャンルは自由です。
＊��時間：3分程度（3分程度で数曲の演奏も可）。
＊��会場には、グランドピアノ、電子ピアノ（ヤ
マハクラビノーバ）、譜面台があります。
＊��電子オルガン（ヤマハエレクトーンＥＬ -900
ｍ）、打楽器（和太鼓含む）、木管楽器、金管
楽器についての当日貸し出しは、事前に必ず
ご相談ください。

・��以下の①～④の童謡曲の中から 1曲を選び、「弾き
歌い」もしくは「アカペラ（歌のみ）」を行ってく
ださい。

①もりのくまさん（2番まで）� アメリカ民謡
②とけいのうた（2番まで）� 村上太朗　作曲
③おばけなんてないさ（2番まで）� 峯　　陽　作曲
④ホ・ホ・ホ（2番まで）� 越部信義　作曲
＊音（声）の高さは自由です。
＊楽譜は自由です（本学は用意しません）。
＊��伴奏を録音したものを持参し、歌唱することも可です。

身体表現 ・��ダンス（ジャンルは問いません）など、身体
での表現をしてください。
＊��音源を使用する場合は、本学でCDプレーヤー
を用意します。
＊��表現のための道具の使用は可です（持参する
こと）。
＊時間：3～ 5分程度。

・��以下の①～④の童謡曲の中から 1曲を選び、自分
で振付けしたものを表現してください。

①もりのくまさん（2番まで）� アメリカ民謡
②とけいのうた（2番まで）� 村上太朗　作曲
③おばけなんてないさ（2番まで）� 峯　　陽　作曲
④ホ・ホ・ホ（2番まで）� 越部信義　作曲
＊��音源はCDの使用可です。その際CDは持参してく
ださい。

＊アカペラで歌いながらの身体表現も可です。

ことば ・��絵本、紙芝居の中から、任意の作品１点を選
び、読み聞かせ・語り聞かせを行ってください。
（紙芝居用舞台は本学にあります）
＊出版社は自由です。

・��以下の①～⑤の作品の中から 1点を選び、読み聞
かせを行ってください。絵本は本学で用意します。

①『ぐりとぐら』（福音館書店）
②『三びきのこぶた』瀬田貞二訳（福音館書店）
③『赤ずきん』バーナデット・ワッツ絵（岩波書店）
④『こんとあき』（福音館書店）
⑤『おもちのきもち』（講談社）
＊��時間：「実技内容 1」と「実技内容 2」を合わせて
10分程度。

造形 ・��自身が授業外で制作した美術作品や、保育教
材（絵本や紙芝居など）を持参してください。
＊ ��2021 年に制作し、自身が考えたものに限り
ます。

＊たて十よこ十高さ =150cm以内。

・��持参した作品について 5分から 8分程度、解説し
てください。

＊��解説の内容は自身で考え、準備をしてきてください
（PCやプロジェクターの使用可）
＊��制作した絵本や紙芝居などの読み聞かせは必要あり
ません。

その他の
特技等

高等学校 3年間で受賞歴があるなどの自分が得
意とするもの（部活動などで行っている特技の
披露も可）。
＊時間：5分程度

実技内容1の特技に対する解説（プレゼンテーション）
をする。
＊実技内容・時間：3分程度

総 合 型 選 抜 特 集

エントリー 5ジャンル
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エントリー期間内に事前相談を実施します。事前相談日の決定（②③）

総 合 型 選 抜 特 集

　アクティブ入試は、高大接続から短大卒業後の就職までを
考えて設けた入試制度です。「アクティブ」という名前に気おく
れしてしまうかもしれませんが、これから「アクティブ」に新たな
第一歩を踏み出していこうとする皆さんを、オープンキャンパス
～入試～入学前までしっかりとサポートしていく入試がキャリ
アプランニング科の「アクティブ入試」です。

豊橋創造大学短期大学部
試験会場

●キャリアプランニング科の教育目標・求める人物像等
に深く共鳴し、本科で学ぶことを強く希望し、下記の
いずれかに該当する女子。

① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者また
は2022年3月卒業見込みの者。
② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者ま
たは2022年3月修了見込みの者。
③ 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
た者または2022年3月末日までにこれに該当する見
込みの者。

定員
一期 10名 二期 5名
三期 3名 四期 2名

一期 2021年10月16日（土）
二期 2021年12月18日（土）
三期 2022年  2月10日（木）
四期 2022年  3月  3日（木）

●面接［50点］
●キャリアプランニングシート［25点］
●調査書［25点］

選抜方法

一期 2021年11月  2日（火）
二期 2021年12月24日（金）
三期 2022年  2月16日（水）
四期 2022年  3月10日（木）

合否発表日

試験日

出願資格

■アクティブ入試一期・二期合格者の特典

専願制アクティブ入試（キャリアプランニング科） 専願制

合格の権利そのままで、一般入試前期受験でスカラシップ
50（学納金半額免除）に挑戦できます。

スカラシップエントリー

事前相談（①②③）

エントリー期間内に最低 1回の相談を実施、受験者と
本学との相互理解をじっくり深めてから出願許可とな
ります。
オープンキャンパスに参加した場合は、その日のうち
に相談ができます。

キャリアプランニングシート持参
①オープンキャンパス参加者は後日提出でも可。

合否発表

事前相談の申し込み（エントリー）

①オープンキャンパスに参加
　その日のうちに事前相談OK。
　※ ��2021 年 3月以降の開催のものであれば、エント

リー期間前でもOK。
②入試センターに電話・メール
　（TEL：050 － 2017 － 2100）もしくはメール
（nyushi@sozo.ac.jp）で事前相談の申し込み。
※メールの場合は、件名を「アクティブ入試エントリー希
望」として、連絡先を必ず明記して申し込みをしてください。
③大学展、進学相談会などで申し込み。

エントリー期間（②③）

  7月26日月～
10月  5日火　締切

一
期

  7月26日月～
12月10日金　締切

二
期

  7月26日月～
  2月  1日火　締切

三
期

  7月26日月～
  2月25日金　締切

四
期

エントリー完了＆出願許可

試験日

10月16日土一期 12月18日土二期

  2月10日木三期   3月  3日木四期

調査書と面接（受験者 1名に対して面接担当者 2名）
で選考を行います。

出願（WEB 出願）

出願期間

  9月27日月～
10月  8日金消印有効

一
期

12月  1日水～
12月14日火消印有効

二
期

  1月21日金～
  2月  4日金消印有効

三
期

  2月16日水～
  2月28日月消印有効

四
期

出願許可者は、出願期間内に出願登録をし、必要書類を
郵送（持参でも可）してください。

■アクティブ入試－求める人物像・入試概要－

■アクティブ入試概要
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入
試
情
報

総
合
型
選
抜
特
集

入
試
概
要

総 合 型 選 抜 特 集

奨学生入試とは

学業成績、人物ともに優秀で、入学後本学において牽引的な存在となりうる人材または、
本学キャリアプランニング科の理念を深く理解した人材を選抜する入試です。
合格者の中から、入学金を除く学納金（授業料・教育充実費・実験実習費）が全額免除され
る「スカラシップ100奨学生」と半額免除される｢スカラシップ50奨学生｣、入学金が免
除となる「奨学生合格者」を選抜します。

選抜方法

豊橋創造大学短期大学部

2021年10月16日（土）

本学キャリアプランニング科を第1志望とし、次の各項をすべて満たす女子。
①調査書の評定平均値3.2以上の者。
②高等学校および中等教育学校、または文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を2022年
　3月卒業見込みの者。
③人物、性格ともに優れ、志望学科に対する能力、適性について優秀な者。

試験会場

試験日

●調査書・キャリアプランニングシート審査［30点］
※評定平均値を2倍（最大10点）し、さらに各種資格・検定、特別活動等における実績と、キャリアプランニングシート
　の内容について最大20点まで加点します。加点の対象は、調査書に記載されているもののみとします。（P.31参照）
●小論文［50点］
●面接［20点］

出願資格

定員
5名
入試成績上位者の中からスカラシップ100奨学生、スカラシップ50奨学生、奨学生合格者を選抜。

2021年11月2日（火）

2021年9月27日（月）～10月8日（金）締切日消印有効
※窓口取扱い時間は平日午前9時から午後5時までです。

出願期間（WEB出願）

合否発表日

奨学生入試（キャリアプランニング科） 専願制

※スカラシップ100奨学生は、教育資金として入学金を除く学納金相当額（1,020,000円）を免除いたします。
　スカラシップ50奨学生は、教育資金として入学金を除く学納金半額（510,000円）を免除いたします。
　奨学生合格者は、入学金（180,000円）を免除いたします。

■奨学生入試の特典

スカラシップ
100 1,020,000円免除

学納金全額 スカラシップ
50 510,000円免除

学納金半額

奨学生合格者
及び

一般合格者
合格の権利そのままで、一般入試前期受験でスカ
ラシップ50（学納金半額免除）に挑戦できます。

スカラシップエントリー
奨学生合格 180,000円免除

入学金
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表

裏

キャリアプランニングシート（キャリアプランニング科）
※印（受付日と受付番号）の欄は記入しないでください

※受
付
日

受
付
番
号

生
年
月
日

連
絡
先

性別
（西暦）

（　　　　  年 卒業見込・卒業）

電話
〒

住　所

卒業（見込）
高校等

名　前

フリガナ

試験方式

―

高等学校 科
学　校立

携帯 ―　　　　 ―

―　　　　 ―

年　　　　月　　　　日生
女

※

奨学生入試

都・道
府・県
市・私

①志望理由を記入してください。

②高校時代について記入してください。
　　学習　得意科目：

　　　　　理　　由：

　　　　　苦手科目：

　　　　　理　　由：　

　　部活動　大会名なども記入してください：　

　　取得資格：

③本学入学後について記入してください。
　　興味ある講義：

　　所属希望部・サークル活動：

　　取得希望資格：

（裏面へ）

豊橋創造大学短期大学部　キャリアプランニング科

名　前

フリガナ

④本学卒業後に就きたい仕事について記入してください。理由も記入してください。
　就きたい仕事：

　　理由：

⑤特技があれば記入してください。

　　

⑥自己PRを記入してください。

保育こんぱすシート・キャリアプランニングシートは、あなた自身をアピールするための大切な
書類です。　※記入に際しては黒の油性ボールペンを使用してください。

No.1 志望動機
本学科に入学したい理由をまとめます。
パンフレットを読んで考えるだけでなく、実際にオープンキャン
パスなどへ参加して、雰囲気を感じ取っておくことが大切です。

No.3 入学後の目標
本学科で何を学びたいかを書きます。
本当に自分の学びたいことが学べる学科なのか、内容をよく理
解しておきましょう。「こういうことに興味があるので、将来は○
○になりたい。だからこの分野を学びたい」などのように、将
来の目標まで書けるとベスト。

No.4 卒業後の進路
2年後の自分についてを書きます。
学んだ内容を将来にどう活かしたいか、また具体的にどんな職
業に就きたいかを書けると良いでしょう。

No.2 これまでのこと
高校時代に何に力を入れてきたかを書きます。
たくさんあれば良いというものではありません。特に力を入
れてきたことのみ、記入します。
なぜそのことに興味を持ったか、活動を通して何を得たか等、
質問されることを想定しておくと良いでしょう。

総 合 型 選 抜 特 集

保育こんぱすシート・キャリアプランニングシートの書き方

No.5・6 特技・自己PR
自分が最もアピールできることを書きます。
また自分の性格等も含めて書けると良いでしょう。

★記入に際しては、黒の油性ボールペンを使用してください。
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保育こんぱすシート（幼児教育・保育科）
※印（受付日と受付番号）の欄は記入しないでください

入試ガイド　　　ハガキ（事前審査受付票）と
同時に提出してください。

※受
付
日

受
付
番
号

生
年
月
日

連
絡
先

性別
（西暦）

（　　　　  年 卒業見込・卒業）

電話
〒

住　所

卒業（見込）

アクティブ入試
［保育こんぱす］

•一期
•二期
•三期

高 校 等

名　前

フリガナ

試験方式

―

高等学校 科
学　校立

都・道
府・県
市・私

携帯 ―　　　　 ―

―　　　　 ―

年　　　　月　　　　日生
男・女

※該当方式を○で囲んでください

巻末

①本学を志望する理由を記述してください。

②あなたが、保育士や幼稚園教諭を目指そうとする理由を記述してください。

③これまでの生活において、仲間と一緒に協力してやり遂げたことや問題解決したことなどを、
以下の3つのポイントから具体的に記述してください。

1その問題や課題とはどのようなことでしたか。

2それは、どのような仲間と、どのような取り組みをしたのですか。

3それらのことから得られた成果や学んだことは何でしたか。

（裏面へ）

切
り
取
り
線

出願方式

★記入に際しては、黒の油性ボールペンを使用してください。
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切
り
取
り
線

豊橋創造大学短期大学部　幼児教育・保育科

名　前

フリガナフリガナ

名　前

エントリーのジャンルに○をつけ、入試ガイド p.20 を参照して必要なところを記述してください。

ジャンル 実技内容 1 実技内容 2

音楽
◦楽器（� ）
◦曲目（� ）

◦曲目
（� ）

身体表現

◦表現内容
（� ）
※ジャズダンス、ヒップホップダンス、日本舞踊
　など、表現の内容を書いてください。

◦曲目
（� ）
� の曲に振り付けをします。

ことば
◦表現内容に○をつけてください
　　　 　絵本　　　　　 　紙芝居
◦題名（� ）

◦絵本の題名
（� ）

造形
持参する作品の内容に○をつけてください。
　　　 　美術作品　　　 　保育教材

当日作品の解説を行ってください。

その他

◦特技の内容
（� ）
◦発表方法
（� ）

実技内容1のプレゼンテーション
を行ってください。

　中学校・高等学校での活動について書けることがあれば記述してください。

内　　容 中 学 校 高 等 学 校

委員会等

部 活 動

学外での活動
（ボランティアなど）

特　　技
（受賞歴など）

趣　　味

取得資格

例：書道初段（中学 3年）、実用英語技能検定 2級（高校 2年）

※発表時に必要とする備品があれば○をつけてください。以下は本学で準備します。
 パソコン　　 プロジェクター　　 譜面台　　 紙芝居用舞台　　 イス　　 CDプレーヤー
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キャリアプランニングシート（キャリアプランニング科）
※印（受付日と受付番号）の欄は記入しないでください

※受
付
日

受
付
番
号

生
年
月
日

連
絡
先

性別
（西暦）

（　　　　  年 卒業見込・卒業）

電話
〒

住　所

卒業（見込）
高校等

名　前

フリガナ

試験方式

―

高等学校 科
学　校立

携帯 ―　　　　 ―

―　　　　 ―

年　　　　月　　　　日生
女

※

奨学生入試

都・道
府・県
市・私

①志望理由を記入してください。

②高校時代について記入してください。
　　学習　得意科目：

　　　　　理　　由：

　　　　　苦手科目：

　　　　　理　　由：　

　　部活動　大会名なども記入してください：　

　　取得資格：

③本学入学後について記入してください。
　　興味ある講義：

　　所属希望部・サークル活動：

　　取得希望資格：

（裏面へ）

切
り
取
り
線

出願方式

★記入に際しては、黒の油性ボールペンを使用してください。



27

豊橋創造大学短期大学部　キャリアプランニング科

名　前

フリガナ

④本学卒業後に就きたい仕事について記入してください。理由も記入してください。
　就きたい仕事：

　　理由：

⑤特技があれば記入してください。

　　

⑥自己PRを記入してください。

切
り
取
り
線
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※印（受付日と受付番号）の欄は記入しないでください

該当方式を○で囲んでください ※受
付
日

受
付
番
号

生
年
月
日

連
絡
先

性別
（西暦）

（　　　　  年 卒業見込・卒業）

電話
〒

住　所

卒業（見込）

豊橋創造大学短期大学部　キャリアプランニング科

高 校 等

名　前

フリガナ

試験方式

―

高等学校 科
学　校立

携帯 ―　　　　 ―

―　　　　 ―

年　　　　月　　　　日生
女

※

都・道
府・県
市・私

キャリアプランニングシート（キャリアプランニング科）

①どの分野に興味がありますか？ 番号に○印をつけてください。（複数でも可）
　　1．医療事務や「診療報酬請求事務能力認定試験」合格をめざす専門分野

　　2．オフィスワーク、秘書をめざす専門分野

　　3．公務員をめざす専門分野

　　4．接客業、サービス業をめざす専門分野

　　5．英語力、国際感覚を活かす専門分野

②高校時代に力を入れたことを記入してください。
　　学　習：

　　部活動：

　　資　格：

③入学後に挑戦してみたいことを記入してください。
　　学　習：

　　部・サークル活動：

　　資　格：

④どのような就職先を考えているか記入してください。
　　分野や会社名・官公庁：

　　理　由：

アクティブ入試
•一期　　•二期
•三期　　•四期

切
り
取
り
線

出願方式

★記入に際しては、黒の油性ボールペンを使用してください。



切
り
取
り
線
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★いずれも調査書記載のものに限るが、高校在学中に取得、実績があるものであれば加点の対象とする。同じ区分のものは上位のものを一つだけ採用。
★調査書が提出できない場合は、その他の書類等（成績証明書・履歴書等）の記載内容を上記に準じて配点する。
※1�民間英語資格・検定試験については、CEFRレベル対照表を準拠。TOEICについてはS&Wのスコアを2.5倍して合算したスコアで判定。
※2���新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種資格・検定試験が実施できなかった場合、その取り組みの成果等が高等学校からの調査書（推薦書等）に記載されていれ
ば、加点する。

※3�部活動大会出場は3年次までの成績。

調査書における資格・検定試験、特別活動等加点対象一覧
幼児教育・保育科

加算点 資格・検定・試験等 体育・文化系活動・表彰・ボランティア 特別活動・欠席日数

5

実用英語能力検定2級以上 部活動全国大会出場 ３年間【皆勤】
TOEIC 790～（L&R 550～ or S&W 240～）
TOEIC Bridge 160
TOEFL junior standard 745～
TEAP 225～
TEAP CBT 420～
GTEC（3技能）570～
GTEC（4技能）960～
漢字能力検定準1級以上
基本情報技術者試験合格
ITパスポート試験合格
日商PC検定1級
日商簿記検定1級
全経簿記検定上級
ヤマハ音楽能力検定 グレード5級以上

4

実用英語能力検定準2級 部活動ブロック大会出場以上 ３年間欠席日数【３日以内】
全商英語検定1級 各種団体表彰（全国レベル）  生徒会会長
TOEIC 385～（L&R 225～ or S&W 160～）
TOEIC Bridge 140
TOEFL junior standard 645～
TEAP 135～
TEAP CBT 235～
GTEC（3技能）410～
GTEC（4技能）690～
漢字能力検定2級
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種1級
日商簿記検定2級
全経簿記検定1級
ヤマハ音楽能力検定 グレード6級

3

実用英語能力検定3級 部活動県大会入賞 ３年間欠席日数【６日以内】
全商英語検定2級 各種団体表彰（県レベル） 生徒会執行部役員
TOEIC 200～（L&R 120～ or S&W 80～） 体力テストA評価
TOEIC Bridge 120 部活動部長
TOEFL junior standard 600～
GTEC（3技能）360～
GTEC（4技能）550～
漢字能力検定準2級
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種2級以上
全商簿記検定1級
全経簿記検定2級
ヤマハ音楽能力検定 グレード7級
被服製作技術検定1級
食物調理技術検定1級

2

漢字能力検定3級 各種団体表彰（市町村レベル） ３年間欠席日数【10日以内】
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種3級以上 部活動3年間継続（コロナの影響を加味） 各種委員会委員長・級長・室長
全商簿記検定2級
日商簿記検定3級
ヤマハ音楽能力検定 グレード8～10級
被服製作技術検定2級
食物調理技術検定2級
保育検定1級

1

被服製作技術検定3級 各種ボランティア活動など 実行委員会活動
食物調理技術検定3級 
保育検定2級
各種検定・試験への取り組み（※コロナの影響を加味）
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★いずれも調査書記載のものに限るが、高校在学中に取得、実績があるものであれば加点の対象とする。同じ区分のものは上位のものを一つだけ採用。
★調査書が提出できない場合は、その他の書類等（成績証明書・履歴書等）の記載内容を上記に準じて配点する。
※1�民間英語資格・検定試験については、CEFRレベル対照表を準拠。TOEICについてはS&Wのスコアを2.5倍して合算したスコアで判定。
※2���新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各種資格・検定試験が実施できなかった場合、その取り組みの成果等が高等学校からの調査書（推薦書等）に記載されていれ
ば、加点する。

※3�部活動大会出場は3年次までの成績。

キャリアプランニング科
加算点 資格・検定・試験等 体育・文化系活動・表彰・ボランティア 特別活動・欠席日数

5

実用英語能力検定準1級以上 部活動全国大会出場 ３年間【皆勤】
TOEIC 1095～（L&R 785～ or S&W 310～）
TOEFL junior standard 850～
TEAP 309～
TEAP CBT 600～
GTEC（3技能）730～
GTEC（4技能）1190～
漢字能力検定準1級以上
基本情報技術者試験合格
ITパスポート試験合格
日商PC検定1級
日商簿記検定1級
全経簿記検定上級

4

実用英語能力検定2級 部活動ブロック大会出場以上 ３年間欠席日数【３日以内】
TOEIC 790～（L&R 550～ or S&W 240～） 各種団体表彰（全国レベル）
TOEIC Bridge 160
TOEFL junior standard 745～
TEAP 225～
TEAP CBT 420～
GTEC（3技能）570～
GTEC（4技能）960～
漢字能力検定2級
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種1級
日商簿記検定2級
全経簿記検定1級

3

実用英語能力検定準2級 部活動県大会入賞 ３年間欠席日数【６日以内】
全商英語検定1級 各種団体表彰（県レベル） 生徒会会長
TOEIC 385～（L&R 225～ or S&W 160～） 部活動部長
TOEIC Bridge 140
TOEFL junior standard 645～
TEAP 135～
TEAP CBT 235～
GTEC（3技能）410～
GTEC（4技能）690～
漢字能力検定準2級
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種2級以上
全商簿記検定1級
全経簿記検定2級

2

実用英語能力検定3級 各種団体表彰（市町村レベル） ３年間欠席日数【10日以内】
全商英語検定2級 部活動3年間継続（コロナの影響を加味） 生徒会執行部役員
TOEIC 200～（L&R 120～ or S&W 80～）
TOEIC Bridge 120
TOEFL junior standard 600～
GTEC（3技能）360～
GTEC（4技能）550～
漢字能力検定3級
IT系、ビジネス系資格・試験・検定各種3級以上
全商簿記検定2級
日商簿記検定3級

1
各種検定・試験への取り組み（※コロナの影響を加味） 各種ボランティア活動など 各種委員会委員長・級長・室長

 実行委員会活動

調査書における資格・検定試験、特別活動等加点対象一覧
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2022年度　豊橋創造大学短期大学部
幼児教育・保育科　アクティブ入試【保育こんぱす】

事前審査受付票
　「保育こんぱすシート」を受理いたしましたので、事前審
査受付票（本ハガキ）を送付します。
　この事前審査受付票（本ハガキ）は、以下の審査日に必ず
持参してください。

審査番号

フリガナ

氏名

出身高校等
高等学校
学　　校

試験会場 豊橋創造大学短期大学部

審査日時 年　　月　　日（　 ）　　：　　～
※本学A棟　　教室へ　　時　　分までに入室して下さい。

 持ち物： 事前審査受付票（本ハガキ） 
自分が選んだエントリージャンルに必要なもの

 備　考：１） 太枠内を記入のうえ、審査当日に忘れずにお持
ちください。

 　　　 ２） 事前審査については、『豊橋創造大学短期大学部
2022入試ガイドのP.19』を確認してください。

ご不明な点がありましたら、入試センター
（050–2017–2100）までご連絡ください。

キ　

リ　

ト　

リ

幼児教育・保育科　アクティブ入試【保育こんぱす】事前審査受付票

保育こんぱすシートと同時に提出してください。

巻末

記入要領 2022年度　豊橋創造大学短期大学部
幼児教育・保育科　アクティブ入試【保育こんぱす】

事前審査受付票
　「保育こんぱすシート」を受理いたしましたので、事前審
査受付票（本ハガキ）を送付します。
　この事前審査受付票（本ハガキ）は、以下の審査日に必ず
持参してください。

審査番号

ﾌﾘガﾅ

氏名

出身高校等
高等学校
学　　校

試験会場 豊橋創造大学短期大学部

審査日時 年　　月　　日（　 ）　　：　　～
※本学A棟　　教室へ　　時　　分までに入室して下さい。

 持ち物： 事前審査受付票（本ハガキ）
自分が選んだエントリージャンルに必要なもの

 備　考：１） 太枠内を記入のうえ、審査当日に忘れずにお持
ちください。

 　　　 ２） 事前審査については、『豊橋創造大学短期大学部
2022入試ガイドのP.19』を確認してください。

ご不明な点がありましたら、入試センター
（050‒2017‒2100）までご連絡ください。

キ
　
リ
　
ト
　
リ

幼児教育・保育科　アクティブ入試【保育こんぱす】事前審査受付票

保育こんぱすシートと同時に提出してください。

巻末

記入要領

様

郵 便 は が き

63円分

切手

貼付

豊 橋 創 造 大 学 短 期 大 学 部
愛知県豊橋市牛川町松下 20–1
TEL050–2017–2100（入試センター）

　切手
必ず、通常ハガキ分
の切手（63円分）を
貼付してください。

　住所・氏名
志望者の現住所
と氏名を記入して
ください。

様

郵 便 は が き

63円分

切手

貼付

豊 橋 創 造 大 学 短 期 大 学 部
愛知県豊橋市牛川町松下 20–1
TEL050–2017–2100（入試センター）

　切手
必ず、通常ハガキ分
の切手（63円分）を
貼付してください。

　住所・氏名
志望者の現住所
と氏名を記入して
ください。



様

郵 便 は が き

63円分

切手

貼付

豊 橋 創 造 大 学 短 期 大 学 部
愛知県豊橋市牛川町松下 20–1
TEL050–2017–2100（入試センター）



20212021
ENTRANCE  

EXAMINATION

G U I D E

開催日 ※日時・内容等変更になる場合があります。

17土
7/

2021 8日
8/

25土
9/

29日
8/

25土
12/ 2022 26土

3/

12土
6/

23土

24日

10/

※大学祭同時開催

●短大わくわくキャンパス
　（短大限定） 　　※要予約

開催時間
開催時間、プログラムはホームページを
ご確認ください。

豊橋創造大学 オープンキャンパス

事前予約制
予約フォーム

https://entry.s-axol.jp/sozo/?f=128
参加には事前予約が必要です。
こちらから予約をお願いいたします。

■おもなプログラム
●学部・学科紹介	 	 	 	 ●2021年度入試結果報告＆2022年度入試概要説明　
●小論文対策講座	 	 	 	 ●面接対策講座	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●一般入試学力試験対策講座
●体験授業	 	 	 	 	 	 	 ●就職実績・就職サポート説明会	 	 	 	 ●公務員試験対策説明会	 	 	 	 ●個別相談
●奨学金セミナー	 	 	 	 ●保護者向け説明会	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ●キャンパス見学ツアー
	 ※プログラム内容はホームページをご確認ください。

Point1 本学の学生・教員と会える！話せる！大学の雰囲気がよくわかります。
Point2 学校推薦型選抜、総合型選抜に欠かせない「小論文対策」や「面接対策」など、特別講義も充実。
Point3 その他にも楽しいイベントが盛りだくさん！
Point4 参加者にオリジナルキャンパスグッズプレゼント！
Point5 希望者に過去の入試問題集プレゼント。

■オープンキャンパスポイント

●保健医療学部 理学療法学科／看護学科
●経営学部 経営学科
●短期大学部 幼児教育・保育科／キャリアプランニング科

※詳細については2022年度学生募集要項で必ず確認してください。

〒440-8512 愛知県豊橋市牛川町松下20-1

豊橋創造大学
豊橋創造大学短期大学部

豊橋創造大学

Email. nyushi@sozo.ac.jp

22土

5/


