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富山短期大学 入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー) 
 

富山短期大学は、昭和 38 年、富山女子短期大学として創立以来、「高い知性と広い教養、健全にして豊かな個性を備えた人材の育

成」を教育理念としてきました。 

地域社会への貢献を社会的使命とする本学では、時代の要請に応えるべく、各分野でのスペシャリストの養成をめざしています。

この教育理念・教育目標に基づき、本学では、卒業認定・学位授与の方針に定める人材を、教育課程編成・実施の方針に則って育成

するために、次のような人の入学を希望します。 

・高等学校での教育課程を幅広く修得している人。 

・大学教育を受けるにふさわしい思考力・判断力・表現力を有している人。  

・知性、教養を身につけ、個性豊かな人間をめざし、主体性をもって自己を高める努力をする人。 

・積極的に他者との関わりをもち、地域社会の発展に貢献する意欲を持つ人。 

 本学ではこのような入学者を適正に選抜するために、多様な入試方法を実施し、本学が求める資質・能力を多面的・総合的に評価

します。 

【健康福祉学科 入学者受入れの方針】 
 

健康福祉学科では、個人の尊厳とその人らしい自立生活を支援するために必要な専門の知識・技術・倫理を併せ持つ介護福祉士、

および社会福祉・福祉ビジネス分野で広く活躍できる人材の養成をめざしています。そのために、健康・生活・福祉・介護から医療・

相談援助・情報等、幅広い分野にわたるカリキュラムを提供しています。この教育目的・教育方針に基づき、本学科では、次のよう

な人の入学を希望します。 

【求める人物像】 

①人の幸せや社会のあり方に深く興味を示し、その人らしい生き方や価値観を尊重できる人。 

②すべての人の命と暮らしを支える福祉・介護・ビジネス分野の仕事に強い関心を持つ人。 

③誠実かつ明朗快活で、心豊かに成長することをめざす人。 

【高等学校で修得しておいてほしい内容】 

・高等学校の教育課程を幅広く修得している。 

・国語総合（現代文）の基礎的な内容を身につけ、読む、書く、聞く、話すのコミュニケーション能力の基礎を身につけている。 

・家庭科の基礎的な内容を身につけ、「自立と支え合い」の生き方を学び、実践しようとしている。 

・学校内外での諸活動（ボランティア活動を含む）、各種資格や検定(漢字、英語やＰＣ検定など)の取得に積極的に取り組んでいる。 

【求める資質・能力】 

  基礎的・基本的な知識・技能、思考力・判断力・表現力等の能力、及び主体性や社会性 

【入学者選抜における評価方法】 

  調査書の各記載項目、活動実績書の各項目、面接や小論文、又は筆記試験等の内容を、本学所定の評価基準に基づき、各入試種

別の選考方法に応じて、多面的･総合的に評価する。なお、推薦入試及び自己推薦入試では、上記以外に推薦書又は自己推薦書(本学

所定様式)、志望理由書の各項目(本学所定様式)も評価の対象に含める。 
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健康福祉学科インタラクティブ入学試験のねらい 

 

 インタラクティブ入学試験は、出願前に受験者と本学科の教員が時間をかけて面談等を行い、入学

の目的や意思、勉学の意欲、能力などを多面的に話し合いながら確認していきます。将来、高齢者・

障害者の介護や家族への介護指導並びに相談援助を担う資質の高い介護福祉士や社会福祉士をはじめ、

社会で広く活躍できる福祉ビジネス人材をめざし、本学の健康福祉学科で意欲的に学ぼうとする現役

高校生を対象として実施します。 

 授業や面談等をとおして、受験者と本学科教員の相互理解を深め、意思確認し合いながら進めてい

きます。 

 

インタラクティブ入学試験の募集人員 
 

  

  募集人員 ２名【健康福祉学科 専願制】 

 

 

インタラクティブ入学試験の流れ （この入学試験は、インターネット出願には対応していません） 

 

 

      エントリー（面談申込）  

 

     本募集要項に添付の「エントリーシート」に必要事項を記入して、高等学校の担任の 

先生又は進路の先生に確認のサイン（又は捺印）を必ずもらってください。 

面談希望日時は第二希望まで記入し、エントリー締切日までに本学へ提出してください。 
   ※面談日時は、「日程」の項目でご確認ください。 

 

   〈エントリーシート提出方法〉 

    エントリーシートは、締切日までに必着で、 

郵送又は本学へ直接ご持参ください。 

 

 
   ※エントリー時点では入学検定料の納入は不要です。 

※エントリーシート受理後、本学より面談日時を郵送又は電話によりお知らせします。 

※併せて、面談当日に提出いただく課題の内容についてもお知らせします。 

 

 

      課題作成 

 

     面談日時お知らせの際に、課題の内容についても詳しくお知らせします。 

     課題の作成要領に従い、調査をして、自分なりの考えをまとめてください。 

なお、作成いただいた課題は、面談当日に提出していただきます。 

 

      面談 【初めに学科での授業を受けていただき、その後に面談を実施します】 

 

     まず、学科の授業を 30分間受講していただきます。この授業は、対話や体験を交えて 

    福祉分野について、楽しく考えていただく内容です。面談の際の参考にもなります。 

     面談では、将来の夢や今後の目標など、あなたの考えや思いを、友人と会話する雰囲気で、 

たくさん聞かせていただきたいと考えています。質問も遠慮なくしていただいて結構です。 

 

STEP 
 1 

エントリーシート提出先・問い合わせ先 

 

富山短期大学 入試・広報センター 

〒930-0193 富山市願海寺水口 444 

TEL 076-436-5160（直通） 

E-mail nyushi@toyama-c.ac.jp 

窓口受付時間：9:00～16:00 

STEP 
 2 

STEP 
 3 

mailto:nyushi@toyama-c.ac.jp
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      出願許可 

 

     これまでの面談や提出課題などの書類内容を、多面的・総合的に評価して、出願を 

許可するかどうかについて、郵送により通知します。 
      ※ 出願不許可となった場合は、以下の「ＳＴＥＰ５ 出願」以降には進めません。 

 

 

      出願 

 

     出願を許可されたら、出願期間内に入学検定料を納入し、出願に必要な書類を必着で 

提出してください。 
   ※入学検定料を納入し、入学願書等の書類一式を、出願期間内に郵送又は本学に直接ご持参ください。 

   ※提出書類に不備がある場合や期間を過ぎての受理はできませんのでご注意ください。 

 

 

      合格発表 

 

     合格発表日に受験者と出身高等学校長宛に、判定結果を郵便で通知します。 

     合格者には入学手続に関する書類一式もあわせて送付します。 

     合格発表については、「合格発表」の項目をご覧ください。      

 

 

      入学手続 

 

     入学手続期間内に学納金等の納入と入学手続書類をご提出ください。 

     入学手続については、「入学手続」の項目をご覧ください。 

 

 

 

インタラクティブ入学試験に出願できる方 

 

高等学校又は中等教育学校を平成 31年３月に卒業見込みの方で、短大生活を送るにふさわしい 

能力、適性、意欲、目的意識等を有し、本学を専願とする方で、次のアまたはイのいずれかの項目 

に該当する方。 

ア 高等学校における評定平均値 3.0以上の方。 

イ 将来，福祉・介護又は関連分野に従事する意欲が高く、本学で学ぶことの目的意識を 

持っている方。 

 

 

 エントリーしようか迷っている方へ（事前相談のおすすめ） 
 

  学科の内容やインタラクティブ入学試験の進め方などについては、本学オープンキャンパスや進

学相談会などで詳細に説明します。今年度の本学オープンキャンパスは、7 月 14 日（土）、8 月 25

日（土）に開催します。また、オープンキャンパス以外の日でも、個別のご相談に応じています。 

個別相談をご希望される場合は、事前に本学の入試・広報センターまでご連絡ください。 

なお、インタラクティブ入学試験に関する事前のご相談は、平成 30 年 8 月 31 日（金）を最終日

といたしますので、早めに予約されることをお勧めします。 

  インタラクティブ入学試験について不安や不明な点がある方は、ぜひ事前相談をしてください。 

STEP 
 4 

STEP 
 5 

STEP 
 6 

STEP 
 7 
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 インタラクティブ入学試験の日程 
 

エントリー期間 平成 30年 8月 20日（月）～ 9月 5日（水）【必着】 

面談日 

平成 30年 9月 8日（土）の午前あるいは午後、 

または 平成 30年 9月 15日（土）の午前あるいは午後 

 のいずれかの日時を事前に選択 

出願許可伝達 面談終了後に別途通知 

出 願 期 間 平成 30年 9月 25日(火) ～ 10月 5日(金)【必着】 

合格発表日 平成 30年 10月 10日(水) 【判定結果は郵便で通知】 

入学手続期間 平成 30年 10月 10日(水) ～ 10月 19日(金) 【必着】（一括手続） 

 

 【面談時間についての注意】 
 

  面談時間は、午前の部（9：10～12：10）と午後の部（13：10～15：10）のいずれかの時間帯で実

施予定です。面談時間はエントリー受理後、本学より別途お知らせいたします。 

また、上記以外の面談日時での面談は実施しませんので、ご了承ください。 

   

 

 インタラクティブ入学試験の選考方法 

 

選考方法 

 ① 書類審査（40点程度） ･･･ エントリーシート、調査書の全項目 

 ② 提出課題（20点満点） ･･･ エントリー受理後に課された課題 

 ③ 面談（40点満点） ･･･････ 面談の内容 

 の合計 100点程度による総合評価により選考 

 

 

 出願に関する相談 

 

  出願が許可された方で、出願等について相談したい場合は、本学までお知らせください。 

個別のご相談に応じます（平日の 9：00～16：00の時間帯）。 

 

 

 インタラクティブ入学試験で提出いただくもの 

 

 【面談を受けようとする方】 
 

   エントリーシート ･･･ 面談を受けるため、まず提出が必要です。（写真１枚を貼付） 

              提出する前に、高等学校の担任の先生又は進路の先生の確認署名（又は

捺印）を必ず受けてください。面談日時は別途お知らせします。 

              また、面談当日に提出していただく課題等についても、文書でお知らせ

いたします。 

 

 【面談当日】 
 

 エントリー受理後にお知らせした課題を、面談当日にご提出ください。学科での授業とその後

の面談の際には、特にご提出いただくものはありません。 
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【出願を許可された方】 
 

   出願を許可された方は、出願期間内に下記のものを準備し、入試・広報センターまで提出して

ください。 

なお、本入学試験はインターネットによる出願には対応していません。 
 

① 入学願書・受験票 ･･･････ 本学所定用紙に必要事項を記入 写真１枚を貼付 

    ② 入学検定料振込証明書 ･･･ ①の入学願書と一連になっているもの 

        ③ 調査書 ･････････････････ 高等学校発行で厳封されたもの 

    ④ 受験票送付用封筒 ･･･････ 362円分の切手を貼り、志願者本人の住所･氏名を記入 

    ⑤ 判定結果通知用封筒 ･････ 485円分の切手を貼り、志願者本人の住所･氏名を記入 

 

 

 出願手続 

 

  入学検定料   30,000 円（銀行振込） 
          ・入学願書Ａ票、受験票Ｂ票、振込証明書Ｃ票、振込依頼書Ｄ票、振込金受取書Ｅ票に必要事項

を記入し、切り離さずに金融機関窓口に提出し、検定料収納印を受けてください。 

          ・振込証明書Ｃ票、振込依頼書Ｄ票は、必ず志願者本人の氏名を記入してください。振込依頼書

Ｄ票には、住所、電話番号も記入してください。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は

受付致しませんのでご注意ください。 

          ・入学検定料の納入期間は、出願期間と同じです。 

          ・富山国際大学付属高等学校卒業見込みの方は、入学検定料は免除となります。 

 

  出願書類提出先 〒930-0193 富山市願海寺水口 444 富山短期大学 入試・広報センター 

             出願書類は本学所定の入学願書提出用封筒に一括して入れ、出願期間内必着で本学

に提出してください。 

 

  窓口受付時間  9：00～16：00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません） 

 

  受験票     合格発表日の 2 日前になっても受験票が届かない場合は、入試・広報センター 

までご連絡ください。 

 

 

 面談会場 
 

  富山短期大学 【 富山県富山市願海寺水口 444 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 合格発表 
 

 ・合格発表日に受験者と高等学校長宛に、判定結果を郵便で通知します。 

 ・合格者には入学手続に関する書類一式もあわせて送付します。 

 ・判定結果について、電話等による問い合わせには一切お答えできません。 

 ・合格者を対象に入学前教育を実施します。詳細は入学手続完了後、別途お知らせします。 

 

 

 入学手続 
 

 ・合格者は、所定の期限までに、学生納入金等を一括納入し、入学関係書類を提出してください。 

 ・入学関係書類に不備がある場合は受理できません。 

 ・期限までに所定の手続を終えない場合は、入学資格を取り消します。 

 

    入学手続期間   平成 30年 10月 10日（水）～ 10月 19日（金）【必着】 
 

  平成 31 年度学生納入金                              （円） 

区分 
１年次 ２年次 

入学手続時 後期(10月) 前期(４月) 後期(10月) 

入 学 金 200,000 － － － 

授 業 料 315,000 315,000 315,000 315,000 

教育環境充実費 150,000 150,000 150,000 150,000 

実習費（調理実習等の材料費除く） 30,000 30,000 30,000 30,000 

合     計 695,000 495,000 495,000 495,000 

 

 ・学生納入金は非課税です。 

・学生納入金以外に後援会費（入学時 12,000円、２年次前期 12,000円）、学生教育研究災害傷害保

険料及び接触感染予防保険（1,440 円）、学生会関係費（入学時 7,000 円、2 年次前期 7,000 円）、    

同窓会費（2年次前期 10,000円）を納入することになっています。 

 ・富山国際大学付属高等学校を卒業見込みの方は、入学金は免除となります。 

 

 

 奨学金制度 
 
 ・人物・学業ともに優秀かつ健康でありながら、経済的理由により学業継続が困難な学生のために、学資を貸与また

は給付する制度が設けられています。奨学金には、日本学生支援機構、地方公共団体や企業の奨学事業団体など数

種類あります。出願手続きなどについては、学務課で支援しています。 

 ・学生の修学を奨励し、有為な人材を育成することを目的として、成績優秀者に対して学業奨励奨学金を給付してい

ます。当該年度の在学生を対象とし、各学科各学年２名以内（専攻科１名）の成績優秀者に対して 10 万円の奨学

金を給付しています。 

                                      ※実績人数は全学科の合計人数 

名  称 月/年 金  額 平成 29年度実績 

日本

学生

支援

機構 

第一種奨学金(自宅・自宅外通学者) 

月額 

３万円 27名 

第一種奨学金(自宅通学者) ５万３千円 71名 

第一種奨学金(自宅外通学者) ６万円 ５名 

第二種奨学金 ３・５・８・10・12万円(選択) 85名 

第一種・第二種併用者 － 13名 

富山県奨学資金(自宅通学者) 

年額 

５４万円 １名 

富山市奨学資金(自宅通学者) ４９万２千円 ２名 

富山県社会福祉協議会介護福祉士等修学資金 

(入学準備金、就職準備金各 20万円、国家試験受験対策費 4万円) 

１６８万円 

(2年間での上限合計) 
34名 

生命保険協会介護福祉士養成奨学資金(２年生) ２４万円 １名 



7 

 

 

 注意事項 
 

 

１．面談について 
 

 ●教室への入室について 

  ・開始時間の 20分前までに、本学より連絡した集合場所に入室して待機してください。 

  ・開始時間を 30分経過しての遅刻は、受験放棄とみなします。ただし、不測の事態が生じ、開始

時間までに到着できないと判断される場合は、事前に必ず本学へご連絡ください。 

 

 ●当日の持ち物等について 

  ・内履きは必要ありません。 

  ・筆記用具、本人を証明するもの（学生証等）、その他本学から特に持参依頼があったもの。 

  ・待機時も含み構内での携帯電話、スマートフォン等の電子機器の使用は一切禁止します。 

万が一使用が確認された場合は、不正行為として対処し、面談等を中止します。 

 

 ●受験に際して特別な配慮を要する方へ 

  疾病・負傷や身体障害のために、面談に際して特別な配慮を希望する方は、エントリー前に本学

入試・広報センターへ申し出てください。申し出内容を確認の上、公平性を確保できる範囲で配慮

可能な方法を検討します。 

  また、入学後の学習や学生生活についても相談に応じますので、入試・広報センターへ事前に申

し出てください。 

 

 

２．出願について 
 

 ●出願書類 

  ・各提出書類の記載内容に相違がないよう、十分に注意・確認をして提出してください。 

  ・提出書類に不備がある場合は、受理できないことがあります。 

  ・一旦受理した書類は、理由にかかわらず一切返却しません。 

  ・特に指示がない限り、出願書類は本学所定の様式、及び封筒を使用して作成し、提出期限内必

着で郵送又は窓口へ持参して提出してください。 

 

 ●第二志望 

  ・この入学試験は、第二志望学科として健康福祉学科以外の学科を志望することはできません。 

 

 ●再出願・受験 

  ・この入学試験に合格し、入学手続を完了した者は、当該年度に本学が実施する他の入学試験に

出願することはできません。ただし、出願不許可の場合、当該年度に本学が実施する他の入学

試験に出願することは可能です。 

 

 ●入学検定料の返還請求について 

  １．入学検定料の返還請求ができるのは、以下の場合とします。それ以外の場合は、いかなる理

由があっても振り込み済みの入学検定料は返還しません。 

   ①入学検定料を振り込んだが、出願しなかった（出願書類を提出しなかった）または、出願書

類が受理されなかった場合。 

   ②振り込む必要のない入学検定料を振り込んだ場合。 

 

  ２．返還請求の方法 

    本学 Web サイトから「入学検定料返還請求書」をダウンロードして、必要事項を記入し、入

学願書Ｃ票「入学検定料振込証明書」(上記１．①の場合は必要)、Ｅ票「入学検定料振込金受

取書」(本人控え)を添付して、富山短期大学入試・広報センターへ提出してください。 
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    なお、「入学検定料返還請求書」の提出期間は、出願期間終了後 5日以内とし、返還に必要な

振込手数料は志願者負担とします。 

 

 ●その他 

  ・富山市ひとり親家庭奨学資金の受給申請を富山市に提出される予定がある方は、富山短期大学

入試・広報センターへその旨をお知らせください。 

 

 

３．個人情報の取扱について 
 

 １．本学では、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、富山国際学園「個人情報の保

護に関する規定」等に基づき、本学が保有する個人情報の適正な利用と保護に努めます。 

 

 ２．本学が入学試験を実施するうえで入手した個人情報は、平成 31年度入学試験及び入学に係る業

務、出身学校への判定結果通知業務及びこれら業務を適正且つ確実に遂行するうえで本学が必要

と認めた業務に使用いたします。 

 

 ３．平成 31年度入学試験の受験及び入学に必要な関係書類が、志願者から本学に提出された時点で、

上記の各項目について、志願者本人からの同意を得たものとみなします。 

 

 

試験実施に関する情報 及び 問い合わせ先 
 

 入学試験実施に関する情報は、本学 Webサイトで公開しますので、必ずご確認ください。 

 

  ＵＲＬ http://www.toyama-c.ac.jp/ 
 

 

問い合わせ先 

      富山短期大学 入試・広報センター 

         〒930-0193 富山市願海寺水口 444 

               TEL：076-436-5160(直通) 

               FAX：076-436-0133 

               E-mail：nyushi@toyama-c.ac.jp 
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