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【本学の入学者受入方針】
　富山短期大学は、昭和38年、富山女子短期大学としての創立以来、「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、食物栄養学科・幼児教育学科・経営情報
学科・福祉学科及び専攻科食物栄養専攻を設置し、それぞれの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、次のような人の入学を希望します。
■大学教育を受けるにふさわしい能力、適性、意欲及び目的意識を持つ人
■知性、教養を身につけ、個性豊かな人間をめざし、自己を高める努力をしようとする人
■地域社会の発展に貢献できるよう、専門の知識や技術を学ぶ意欲を持つ人

【各学科及び専攻科の入学者受入方針】
　食物栄養学科
　食物栄養学科では、高齢社会や生活習慣病といった現代の社会問題に対応するために、豊かな感性と社会に奉仕す
る心、自ら学ぶ意欲、そして健康を科学的に管理する能力をもった栄養士の養成をめざしています。そのため、食べ
物と健康、栄養指導、給食の運営等、食品や栄養に関する豊富な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。
■食べ物や食事等食生活に関連する分野について、学ぶ意欲を持つ人
■生活習慣病等健康と栄養について、関心を持つ人
■栄養士として社会に貢献したいという意志を持つ人
　高校時代においては、基礎的な学力として、国語、数学、英語等をバランスよく理解していることが必要です。ま
た、化学や生物を履修していることを希望します。

　幼児教育学科
　幼児教育学科では、子どもの発達援助や保護者の子育て支援に必要な知識と技術を学ぶとともに、その基礎となる
優れた感性と子どもへの深い愛情という豊かな人間性を備えた保育専門職の養成をめざしています。
　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。
■子どもの心を理解する感性を磨き、子どもへの愛情を豊かにしようとする人
■子どもの発達援助や保護者の子育て支援等に、強い意欲を持つ人
■子どもや保護者を取り巻く社会環境のあり方や変化に、高い関心を持つ人
　高校時代においては、すべての教科の学習に意欲的に取り組み、基礎的な学力を高めることが必要です。特に文章力
や表現力をつけることを大事にしてください。これらのことが、本学科での専門的な内容を学ぶ上での土台となります。
 
　経営情報学科
　経営情報学科では、少子高齢化と人口減少、情報化とグローバル化が急速に進展し、常に変化が求められる時代に
対応して、ビジネス社会や地域社会の発展を支える職業人の育成をめざしています。そのために、経営、経済、金融、
会計・簿記から情報・コンピュータ、ビジネス実務関連等、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。
■人の気持ちを思いやり、社会の一員としての責任を自覚して、自立を志す人
■基礎学力があり、身につけた知識・技能を地域・社会で活かし、自ら成長することをめざす人
■広く世界に関心を持ち、旺盛な学習意欲と自ら学び続ける姿勢を持つ人
　高校時代においては、基礎的な学力を幅広く身につけておくことが望まれます。特に、概ね1年次に学習する国語総
合、数学Ⅰ、数学Ａ、コミュニケーション英語Ⅰなどの科目をバランスよく理解していることが必要です。

　福祉学科
　福祉学科では、今日の社会から求められている高齢者・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をはじめ、社会で広く活躍できる人材を養成することをめざしています。そのため、社会のあり
方や人間理解、介護に関する考え方や相談援助のしかた、そして福祉の基本理念などを広く専門的に学びます。
　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。
■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を大事にしようとする人
■高齢者や障害がある人の生活を支える福祉・介護に関わる仕事に関心を持つ人
■明朗快活で、心豊かに成長することをめざす人
　高校時代においては、特に国語を土台にして「聞く」、「話す」、「読む」、「書く」に関する学習に意欲的に取り組ん
でいることが大切です。

　専攻科   食物栄養専攻
　専攻科食物栄養専攻では、健康における栄養問題を解決する能力、地域社会の健康維持・増進に貢献できる実践的
な能力、疾病予防・治療のための栄養指導ができる能力を備えた管理栄養士の養成をめざしています。そのため、栄
養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学など、多くの専門科目を有する豊富な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、専攻科では、次のような人の入学を希望します。
■栄養指導をはじめ食に関連する分野について、深く学ぶ意欲を持つ人
■栄養に関する疾患の予防・治療について、関心を持つ人
■管理栄養士をめざして学ぼうとする強い意志を持つ人
　したがって、教養科目の他に、栄養系の基礎及び応用専門科目を履修しており、栄養士免許を取得していることが
望まれます。
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入学定員・入試区分・募集人員・入試日程1

食物栄養学科
幼児教育学科
経営情報学科
福 祉 学 科
専攻科食物栄養専攻

指定校制
併設校制

公募制

Ⅰ期
Ⅱ期
前期
中期
後期
社会人・
学卒者等
外国人留学生

推薦入試

自己推薦入試

一般入試

大学入試センター
試験利用型入試

特別入試

80名
80名
110名
60名
15名

学科・専攻科 入学定員

入試区分
学科 併　願 食物栄養学科

－

○
－

福祉学科のみ可
○
○
○
○
○

－

－

52名

若干名
－
若干名
23名
若干名
5名
若干名
若干名

幼児教育学科

50名

若干名
若干名
－
23名
若干名
7名
若干名
若干名

経営情報学科

60名

5名
－
3名
20名
若干名
20名
2名
若干名

福 祉 学 科

40名

5名
若干名
若干名
12名
若干名
3名
若干名
若干名

専攻科食物栄養専攻入試

入試区分
種別 第 １ 次 第 ２ 次

15名 若干名

平成28年
10月28日（金）

11月11日（金）

出願期間種　別

平成28年
11月19日（土）

選考日

本学

試験会場

平成28年
11月26日（土）

合格発表日
平成28年
11月28日（月）

12月８日（木）
平成28年
11月28日（月）

12月20日（火）
平成28年
11月28日（月）

12月８日（木）

入学手続期間
推薦入試（指定校制、併設校制、公募制）

〜

〜

〜

〜

特別入試（社会人・学卒者等、外国人留学生）

平成28年
11月28日（月）

12月６日（火）

出願期間

平成28年
12月10日（土）

選考日

本学

試験会場

平成28年
12月14日（水）

合格発表日

平成28年
12月14日（水）

平成29年
１月６日（金）

入学手続期間
自己推薦入試（食物栄養学科、経営情報学科、福祉学科）

〜 〜

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

出願期間

平成29年
１月29日（日）

平成29年
２月20日（月）

選考日

本学
直江津
金沢

本学

試験会場

平成29年
２月４日（土）

平成29年
２月25日（土）

合格発表日

平成29年
２月６日（月）

２月14日（火）【一括・１次】

２月22日（水）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

入学手続期間
一般入試

〜

〜

〜

〜

種　別

Ⅰ期

Ⅱ期

出願期間種　別 選考日 試験会場 合格発表日 入学手続期間
専攻科食物栄養専攻入試

平成29年
１月５日（木）～２月３日（金）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

平成29年
２月27日（月）～３月17日（金）

出願期間

前期

中期

後期

種　別

̶

選考日

̶

試験会場

平成29年
２月10日（金）

平成29年
２月25日（土）

平成29年
３月24日（金）

合格発表日

平成29年
２月10日（金）

２月22日（水）【一括・１次】

３月３日（金）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

平成29年
３月24日（金）～３月29日（水）

入学手続期間
大学入試センター試験利用型入試

※特別入試 外国人留学生は、Ａ日程のみ実施します。募集要項は別途ご請求下さい。

1．入学定員

2．入試区分・募集人員

3．入試日程

専願
併願
市町村連携型

専願

併願

市町村連携型

Ａ日程
Ｂ日程

若　干　名

若　干　名

指定校制
併設校制

公募制 平成28年
９月16日（金）～９月30日（金）

平成29年
２月６日（月）～２月22日（水）

平成28年
８月29日（月）～９月７日（水）

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）

平成28年
９月16日（金）

平成29年
２月４日（土）

平成28年
９月13日（火）

平成29年
１月29日（日）

第１次

第２次
本学

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

出願期間

Ａ日程

Ｂ日程

種　別

平成28年
12月10日（土）

平成29年
２月20日（月）

選考日

本学

試験会場

平成28年
12月14日（水）

平成29年
２月25日（土）

合格発表日

平成28年12月14日（水）～
平成29年１月６日（金）

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

入学手続期間［注意：各試験種別の出願最終日は、書類必着日を表しています。］
※
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入学定員・入試区分・募集人員・入試日程1

食物栄養学科
幼児教育学科
経営情報学科
福 祉 学 科
専攻科食物栄養専攻

指定校制
併設校制

公募制

Ⅰ期
Ⅱ期
前期
中期
後期
社会人・
学卒者等
外国人留学生

推薦入試

自己推薦入試

一般入試

大学入試センター
試験利用型入試

特別入試

80名
80名
110名
60名
15名

学科・専攻科 入学定員

入試区分
学科 併　願 食物栄養学科

－

○
－

福祉学科のみ可
○
○
○
○
○

－

－

52名

若干名
－
若干名
23名
若干名
5名
若干名
若干名

幼児教育学科

50名

若干名
若干名
－
23名
若干名
7名
若干名
若干名

経営情報学科

60名

5名
－
3名
20名
若干名
20名
2名
若干名

福 祉 学 科

40名

5名
若干名
若干名
12名
若干名
3名
若干名
若干名

専攻科食物栄養専攻入試

入試区分
種別 第 １ 次 第 ２ 次

15名 若干名

平成28年
10月28日（金）

11月11日（金）

出願期間種　別

平成28年
11月19日（土）

選考日

本学

試験会場

平成28年
11月26日（土）

合格発表日
平成28年
11月28日（月）

12月８日（木）
平成28年
11月28日（月）

12月20日（火）
平成28年
11月28日（月）

12月８日（木）

入学手続期間
推薦入試（指定校制、併設校制、公募制）

〜

〜

〜

〜

特別入試（社会人・学卒者等、外国人留学生）

平成28年
11月28日（月）

12月６日（火）

出願期間

平成28年
12月10日（土）

選考日

本学

試験会場

平成28年
12月14日（水）

合格発表日

平成28年
12月14日（水）

平成29年
１月６日（金）

入学手続期間
自己推薦入試（食物栄養学科、経営情報学科、福祉学科）

〜 〜

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

出願期間

平成29年
１月29日（日）

平成29年
２月20日（月）

選考日

本学
直江津
金沢

本学

試験会場

平成29年
２月４日（土）

平成29年
２月25日（土）

合格発表日

平成29年
２月６日（月）

２月14日（火）【一括・１次】

２月22日（水）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

入学手続期間
一般入試

〜

〜

〜

〜

種　別

Ⅰ期

Ⅱ期

出願期間種　別 選考日 試験会場 合格発表日 入学手続期間
専攻科食物栄養専攻入試

平成29年
１月５日（木）～２月３日（金）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

平成29年
２月27日（月）～３月17日（金）

出願期間

前期

中期

後期

種　別

̶

選考日

̶

試験会場

平成29年
２月10日（金）

平成29年
２月25日（土）

平成29年
３月24日（金）

合格発表日

平成29年
２月10日（金）

２月22日（水）【一括・１次】

３月３日（金）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

平成29年
３月24日（金）～３月29日（水）

入学手続期間
大学入試センター試験利用型入試

※特別入試 外国人留学生は、Ａ日程のみ実施します。募集要項は別途ご請求下さい。

1．入学定員

2．入試区分・募集人員

3．入試日程

専願
併願
市町村連携型

専願

併願

市町村連携型

Ａ日程
Ｂ日程

若　干　名

若　干　名

指定校制
併設校制

公募制 平成28年
９月16日（金）～９月30日（金）

平成29年
２月６日（月）～２月22日（水）

平成28年
８月29日（月）～９月７日（水）

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）

平成28年
９月16日（金）

平成29年
２月４日（土）

平成28年
９月13日（火）

平成29年
１月29日（日）

第１次

第２次
本学

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）

出願期間

Ａ日程

Ｂ日程

種　別

平成28年
12月10日（土）

平成29年
２月20日（月）

選考日

本学

試験会場

平成28年
12月14日（水）

平成29年
２月25日（土）

合格発表日

平成28年12月14日（水）～
平成29年１月６日（金）

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

入学手続期間［注意：各試験種別の出願最終日は、書類必着日を表しています。］
※
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推 薦 入 試2

本学が指定する高等学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身高等学校長が推薦する者とする。
※指定校制推薦入試については、当該高等学校長宛に別途通知します。
富山国際大学付属高等学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、当該学校長が推薦する者とする。
⑴　専願（食物栄養・幼児教育・経営情報・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身学校長が推薦する者とする。
⑵　併願（食物栄養・幼児教育・経営情報・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、出身学校長が推薦する者とする。
⑶　市町村連携型（幼児教育・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身学校長の推薦があり、富山県
内市町村の福祉奨学資金の給付が見込まれる者とする。

5．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下さい。
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、入試区分の略号（1：推薦）、第一志望学科の略号
（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には
住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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を卒業見込みの者は、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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

　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　　　選考日の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下さい。

8．合格発表

平成28年11月26日（土）

⑴　合格発表日に受験者及び出身学校長宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。
⑷　合格者を対象に入学前教育を実施しています。詳細は後日お知らせします。

9．入学手続期間

指定校制、併設校制、公募制専願、公募制市町村連携型： 平成28年11月28日（月）～12月 8 日（木）
公募制併願 　 　　　　　　　　： 平成28年11月28日（月）～12月20日（火）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

1．出願資格

選考方法

出願書類 注意事項 確認

時　間
書類審査（70点程度、ただし食物栄養学科 公募制併願は50点程度）…学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書※
小論文（資料提示形式）（50点満点）
面接（10点満点）
の合計130点程度、ただし食物栄養学科 公募制併願は110点程度による総合評価。
指定校制、公募制市町村連携型は、点数化しない。

小論文…60分
面　接…５分程度

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます（指定校制、公募制市町村連携型を除く）。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校長の推薦書
５．志望理由書
６．活動実績書

７．出身学校の調査書

８．福祉奨学資金の給付が見込まれる書類
９．入学志願者カード
10．受験票送付用封筒
11．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 :         
添付書類等 :
添付書類等:

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

公募制専願、公募制併願、併設校制は提出。
指定校制、公募制市町村連携型は提出不要。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」も提出。
ただし、在籍校の調査書に前籍校に関する記載がある場合は、提出不要。）
公募制市町村連携型のみ提出。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

※指定校制、公募制市町村連携型志願者は、活動実績書の提出は不要です。

3．選考方法

4．出願書類

2．入試日程

【指定校制推薦入試】

【併設校制推薦入試】

【公募制推薦入試】

平成28年
10月28日（金）～11月11日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）

指定校制
併設校制
　 専願
　 併願
　 市町村連携型

平成28年
11月19日（土）

平成28年
11月26日（土）

平成28年
11月28日（月）～12月８日（木）
平成28年11月28日（月）～12月20日（火）
平成28年11月28日（月）～12月８日（木）

入学手続期間合格発表日選考日出願期間種　別

公
募
制

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

1
1

1

2-1
2-2
3-1

9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接
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推 薦 入 試2

本学が指定する高等学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身高等学校長が推薦する者とする。
※指定校制推薦入試については、当該高等学校長宛に別途通知します。
富山国際大学付属高等学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、当該学校長が推薦する者とする。
⑴　専願（食物栄養・幼児教育・経営情報・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身学校長が推薦する者とする。
⑵　併願（食物栄養・幼児教育・経営情報・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、出身学校長が推薦する者とする。
⑶　市町村連携型（幼児教育・福祉学科）
高等学校又は中等教育学校を平成29年3月卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者であって、出身学校長の推薦があり、富山県
内市町村の福祉奨学資金の給付が見込まれる者とする。

5．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下さい。
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、入試区分の略号（1：推薦）、第一志望学科の略号
（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には
住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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を卒業見込みの者は、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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

　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　　　選考日の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下さい。

8．合格発表

平成28年11月26日（土）

⑴　合格発表日に受験者及び出身学校長宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。
⑷　合格者を対象に入学前教育を実施しています。詳細は後日お知らせします。

9．入学手続期間

指定校制、併設校制、公募制専願、公募制市町村連携型： 平成28年11月28日（月）～12月 8 日（木）
公募制併願 　 　　　　　　　　： 平成28年11月28日（月）～12月20日（火）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

1．出願資格

選考方法

出願書類 注意事項 確認

時　間
書類審査（70点程度、ただし食物栄養学科 公募制併願は50点程度）…学校長推薦書、志望理由書、調査書、活動実績書※
小論文（資料提示形式）（50点満点）
面接（10点満点）
の合計130点程度、ただし食物栄養学科 公募制併願は110点程度による総合評価。
指定校制、公募制市町村連携型は、点数化しない。

小論文…60分
面　接…５分程度

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます（指定校制、公募制市町村連携型を除く）。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校長の推薦書
５．志望理由書
６．活動実績書

７．出身学校の調査書

８．福祉奨学資金の給付が見込まれる書類
９．入学志願者カード
10．受験票送付用封筒
11．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 :         
添付書類等 :
添付書類等:

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

公募制専願、公募制併願、併設校制は提出。
指定校制、公募制市町村連携型は提出不要。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」も提出。
ただし、在籍校の調査書に前籍校に関する記載がある場合は、提出不要。）
公募制市町村連携型のみ提出。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

※指定校制、公募制市町村連携型志願者は、活動実績書の提出は不要です。

3．選考方法

4．出願書類

2．入試日程

【指定校制推薦入試】

【併設校制推薦入試】

【公募制推薦入試】

平成28年
10月28日（金）～11月11日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）

指定校制
併設校制
　 専願
　 併願
　 市町村連携型

平成28年
11月19日（土）

平成28年
11月26日（土）

平成28年
11月28日（月）～12月８日（木）
平成28年11月28日（月）～12月20日（火）
平成28年11月28日（月）～12月８日（木）

入学手続期間合格発表日選考日出願期間種　別

公
募
制

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

1
1

1

2-1
2-2
3-1

9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接
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9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接

9:30 9:40 11:00

注意事項伝達 面接

自己推薦入試3

［対 象 者］高等学校又は中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者とする。

［出願条件］次のアからエのいずれかの項目に該当する者。
ア　評定平均値3.5以上の者。
イ　理科の評定平均値が4.0以上の者。
ウ　食物調理技術検定が1級又は2級の者。
エ　高校生活で優れた実績のある者。（生徒会・部活動・学校行事・ボランティア等）

［対 象 者］高等学校又は中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者とする。

［出願条件］次のアからオのいずれかの項目に該当する者。
ア　評定平均値3.5以上の者。
イ　得意3教科の評定平均値が4.3以上の者。
ウ　スポーツ、文化活動、社会的な活動において、顕著な活動をした者。
エ　資格・検定等で優れた成績を修めた者。（日商簿記検定3級、日商PC検定3級、ITパスポート試験、
実用英語技能検定2級、TOEIC500点以上、日本漢字能力検定1級などの学生に推奨している公的資
格を有する者）

オ　年代を超えてコミュニケーション能力を有し、かつ、就業意欲が高いと自己をアピールできる者。
［対 象 者］高等学校若しくは中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者又は卒業した者で、入学時（平成29年4

月1日現在）において満22歳以下の者とする。
［出願条件］次のアからエのいずれかの項目に積極的に自己アピールできる者。

ア　高校生活で優れた実績のある者。（生徒会・部活動・学校行事・ボランティア等）
イ　資格取得や検定等に積極的に取り組み、成果を修めた者。
ウ　高等学校における国語、地理歴史、公民、保健体育、家庭の5教科のうち、評定平均値3.5以上が1教
科以上ある者。

エ　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者。

5．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下さい。
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、入試区分の略号（2：自己推薦）、志望学科の略号
（Ｆ：食物栄養、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には住所、電話番号も記
入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

　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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

　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　　　選考日の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下さい。

8．合格発表

平成28年12月14日（水）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。
⑷　合格者を対象に入学前教育を実施しています。詳細は後日お知らせします。

9．入学手続期間

平成28年12月14日（水）～平成29年１月6日（金）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

出願書類 注意事項 確認
1．入学願書
2．受験票

3．入学検定料振込証明書

4．自己推薦書
5．活動実績書

6．出身学校の調査書

7．入学志願者カード
8．受験票送付用封筒
9．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : 
添付書類等 :
添付書類等 :

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
それぞれ、志望学科の様式に記入して下さい。
食物栄養学科、福祉学科のみ提出。
福祉学科：既卒者のみ提出。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

経営情報学科

食物栄養学科、福祉学科
選考方法 時　間学　科

食物栄養学科
福 祉 学 科

経営情報学科

①書類審査（100点程度）…自己推薦書、調査書、活動実績書
②面接（30点満点）
の合計130点程度による総合評価
①書類審査（80点満点）…自己推薦書、調査書
②小論文（資料提示形式）（50点満点）
③面接（30点満点）
の合計160点満点による総合評価

面　接…20分程度

小論文…60分　　
面　接…20分程度

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することはできません。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期間

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成28年
12月10日（土）

平成28年
12月14日（水）

平成28年　　　平成29年
12月14日（水）～１月６日（金）

1．出願資格
【食物栄養学科】

【経営情報学科】

【福 祉 学 科】

4．出願書類

3．選考方法

2．入試日程

1
1

1

4
3-1
3-2

7 8



9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接

9:30 9:40 11:00

注意事項伝達 面接

自己推薦入試3

［対 象 者］高等学校又は中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者とする。

［出願条件］次のアからエのいずれかの項目に該当する者。
ア　評定平均値3.5以上の者。
イ　理科の評定平均値が4.0以上の者。
ウ　食物調理技術検定が1級又は2級の者。
エ　高校生活で優れた実績のある者。（生徒会・部活動・学校行事・ボランティア等）

［対 象 者］高等学校又は中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者で、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、本学を専願とする者とする。

［出願条件］次のアからオのいずれかの項目に該当する者。
ア　評定平均値3.5以上の者。
イ　得意3教科の評定平均値が4.3以上の者。
ウ　スポーツ、文化活動、社会的な活動において、顕著な活動をした者。
エ　資格・検定等で優れた成績を修めた者。（日商簿記検定3級、日商PC検定3級、ITパスポート試験、
実用英語技能検定2級、TOEIC500点以上、日本漢字能力検定1級などの学生に推奨している公的資
格を有する者）

オ　年代を超えてコミュニケーション能力を有し、かつ、就業意欲が高いと自己をアピールできる者。
［対 象 者］高等学校若しくは中等教育学校を平成29年3月に卒業見込みの者又は卒業した者で、入学時（平成29年4

月1日現在）において満22歳以下の者とする。
［出願条件］次のアからエのいずれかの項目に積極的に自己アピールできる者。

ア　高校生活で優れた実績のある者。（生徒会・部活動・学校行事・ボランティア等）
イ　資格取得や検定等に積極的に取り組み、成果を修めた者。
ウ　高等学校における国語、地理歴史、公民、保健体育、家庭の5教科のうち、評定平均値3.5以上が1教
科以上ある者。

エ　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者。

5．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下さい。
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、入試区分の略号（2：自己推薦）、志望学科の略号
（Ｆ：食物栄養、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には住所、電話番号も記
入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

　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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

　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　　　選考日の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下さい。

8．合格発表

平成28年12月14日（水）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。
⑷　合格者を対象に入学前教育を実施しています。詳細は後日お知らせします。

9．入学手続期間

平成28年12月14日（水）～平成29年１月6日（金）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

出願書類 注意事項 確認
1．入学願書
2．受験票

3．入学検定料振込証明書

4．自己推薦書
5．活動実績書

6．出身学校の調査書

7．入学志願者カード
8．受験票送付用封筒
9．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : 
添付書類等 :
添付書類等 :

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
それぞれ、志望学科の様式に記入して下さい。
食物栄養学科、福祉学科のみ提出。
福祉学科：既卒者のみ提出。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

経営情報学科

食物栄養学科、福祉学科
選考方法 時　間学　科

食物栄養学科
福 祉 学 科

経営情報学科

①書類審査（100点程度）…自己推薦書、調査書、活動実績書
②面接（30点満点）
の合計130点程度による総合評価
①書類審査（80点満点）…自己推薦書、調査書
②小論文（資料提示形式）（50点満点）
③面接（30点満点）
の合計160点満点による総合評価

面　接…20分程度

小論文…60分　　
面　接…20分程度

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することはできません。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期間

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成28年
12月10日（土）

平成28年
12月14日（水）

平成28年　　　平成29年
12月14日（水）～１月６日（金）

1．出願資格
【食物栄養学科】

【経営情報学科】

【福 祉 学 科】

4．出願書類

3．選考方法

2．入試日程

1
1

1

4
3-1
3-2

7 8



9:45 10:00 10:50 11:15 11:30 12:20

注意事項伝達
問題配布

注意事項伝達
問題配布国語 休憩

9:45 10:00 10:50 11:15 12:20

注意事項伝達
問題配布 国語 面接休憩

休憩（昼食） 面接

9:45 10:00 10:50 11:15 12:20

注意事項伝達
問題配布 国語 面接休憩

11:15 11:30 12:20 13:10～

注意事項伝達
問題配布

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

英語、数学Ⅰ、
生物基礎 

英語、数学Ⅰ、
生物基礎 

一般Ⅰ期入試4

　次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
　平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間
　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（3：一般Ⅰ期）、第一志望学科の
略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票
には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

8．合格発表

平成29年2月4日（土）
⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

平成29年2月6日（月）～2月14日（火）【一括・１次】～2月22日（水）【２次】
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。
一般Ⅰ期入試の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。
一括納入の場合は、入学金納入期間内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。
【納入期間】・入学金　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月6日（月）～2月14日（火）
　　　　　　・入学金を除くその他の学生納入金等　平成29年2月6日（月）～2月22日（水）

6．試験会場

本学会場　　　富山短期大学 富山市願海寺水口444
直江津会場　　ホテルセンチュリーイカヤ 新潟県上越市中央1－2－7〔直江津駅前〕　　　　　　　　P21参照
金沢会場　　　金沢都ホテル 石川県金沢市此花町6－10〔金沢駅兼六園口（東口）正面〕　　

7．試験時間割

出願期間

選考方法

出願書類 注意事項 確認

時　間学　科

選考日 合格発表日 入学手続期間

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成29年
１月29日（日）

平成29年
２月4日（土）

平成29年２月6日（月）
～２月14日（火）【一括・１次】
～２月22日（水）【２次】

食物栄養学科

幼児教育学科

経営情報学科

福 祉 学 科

①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　２科目（指定科目１科目及び選択科目から１科目）（200点満点）
　指定科目：国語※1
　選択科目：英語※2、数学Ⅰ、生物基礎
の合計220点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　１科目（選択科目から１科目）（100点満点）
　選択科目：国語※1、英語※2、数学Ⅰ、生物基礎
③面接（参考程度）
の合計120点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　１科目（指定科目：国語※1）（100点満点）
③面接（10点満点）
の合計130点満点による総合評価

筆記試験
指定科目…50分　　
選択科目…50分　　

　　　
筆記試験
選択科目…50分　　
面　　接…5分程度

筆記試験
指定科目…50分　　
面　　接…5分程度

※１
『国語』は「国語総合」の
内容を出題範囲とし、
近代以降の文章を出題
する。ただし、古文・漢
文は除く。

※２
『英語』は「コミュニケ
ーション英語Ⅰ」「コミ
ュニケーション英語Ⅱ」
及び「英語表現Ⅰ」を出
題範囲とし、リスニン
グは行わない。

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

食物栄養学科　幼児教育学科

経営情報学科（国語受験者）

経営情報学科（英語、数学Ⅰ、生物基礎受験者）
※第二志望学科の選考においては、第一志望学科の試験科目を利用します。

福祉学科

3．選考方法

2．入試日程

4．出願書類

1．出願資格

5．出願手続

1
1

1
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9:45 10:00 10:50 11:15 11:30 12:20

注意事項伝達
問題配布

注意事項伝達
問題配布国語 休憩

9:45 10:00 10:50 11:15 12:20

注意事項伝達
問題配布 国語 面接休憩

休憩（昼食） 面接

9:45 10:00 10:50 11:15 12:20

注意事項伝達
問題配布 国語 面接休憩

11:15 11:30 12:20 13:10～

注意事項伝達
問題配布

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

英語、数学Ⅰ、
生物基礎 

英語、数学Ⅰ、
生物基礎 

一般Ⅰ期入試4

　次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
　平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間
　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（3：一般Ⅰ期）、第一志望学科の
略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票
には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

8．合格発表

平成29年2月4日（土）
⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

平成29年2月6日（月）～2月14日（火）【一括・１次】～2月22日（水）【２次】
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。
一般Ⅰ期入試の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。
一括納入の場合は、入学金納入期間内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。
【納入期間】・入学金　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月6日（月）～2月14日（火）
　　　　　　・入学金を除くその他の学生納入金等　平成29年2月6日（月）～2月22日（水）

6．試験会場

本学会場　　　富山短期大学 富山市願海寺水口444
直江津会場　　ホテルセンチュリーイカヤ 新潟県上越市中央1－2－7〔直江津駅前〕　　　　　　　　P21参照
金沢会場　　　金沢都ホテル 石川県金沢市此花町6－10〔金沢駅兼六園口（東口）正面〕　　

7．試験時間割

出願期間

選考方法

出願書類 注意事項 確認

時　間学　科

選考日 合格発表日 入学手続期間

平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成29年
１月29日（日）

平成29年
２月4日（土）

平成29年２月6日（月）
～２月14日（火）【一括・１次】
～２月22日（水）【２次】

食物栄養学科

幼児教育学科

経営情報学科

福 祉 学 科

①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　２科目（指定科目１科目及び選択科目から１科目）（200点満点）
　指定科目：国語※1
　選択科目：英語※2、数学Ⅰ、生物基礎
の合計220点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　１科目（選択科目から１科目）（100点満点）
　選択科目：国語※1、英語※2、数学Ⅰ、生物基礎
③面接（参考程度）
の合計120点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…調査書
②筆記試験　１科目（指定科目：国語※1）（100点満点）
③面接（10点満点）
の合計130点満点による総合評価

筆記試験
指定科目…50分　　
選択科目…50分　　

　　　
筆記試験
選択科目…50分　　
面　　接…5分程度

筆記試験
指定科目…50分　　
面　　接…5分程度

※１
『国語』は「国語総合」の
内容を出題範囲とし、
近代以降の文章を出題
する。ただし、古文・漢
文は除く。

※２
『英語』は「コミュニケ
ーション英語Ⅰ」「コミ
ュニケーション英語Ⅱ」
及び「英語表現Ⅰ」を出
題範囲とし、リスニン
グは行わない。

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

食物栄養学科　幼児教育学科

経営情報学科（国語受験者）

経営情報学科（英語、数学Ⅰ、生物基礎受験者）
※第二志望学科の選考においては、第一志望学科の試験科目を利用します。

福祉学科

3．選考方法

2．入試日程

4．出願書類

1．出願資格

5．出願手続

1
1

1

9 10



9:30 9:40 10:40 11:00～

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

一般Ⅱ期入試5

　次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

8．合格発表

平成29年2月25日（土）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

平成29年2月27日（月）～3月10日（金）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

出願期間

選考方法 時　間

選考日 合格発表日 入学手続期間

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着） 

平成29年
２月20日（月）

平成29年
２月25日（土）

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

書類審査…調査書（10点満点）
小論文（テーマ形式）（50点満点）
面接（10点満点）
の合計70点満点による総合評価

小論文…60分
面　接…５分程度

出願書類 注意事項 確認

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

1．出願資格

2．入試日程

3．選考方法

4．出願書類

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（4：一般Ⅱ期）、第一志望学科の
略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票
には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

5．出願手続

1

1

1

11 12



9:30 9:40 10:40 11:00～

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接

志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

一般Ⅱ期入試5

　次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

8．合格発表

平成29年2月25日（土）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

平成29年2月27日（月）～3月10日（金）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

出願期間

選考方法 時　間

選考日 合格発表日 入学手続期間

平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着） 

平成29年
２月20日（月）

平成29年
２月25日（土）

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

書類審査…調査書（10点満点）
小論文（テーマ形式）（50点満点）
面接（10点満点）
の合計70点満点による総合評価

小論文…60分
面　接…５分程度

出願書類 注意事項 確認

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

1．出願資格

2．入試日程

3．選考方法

4．出願書類

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（4：一般Ⅱ期）、第一志望学科の
略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票
には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

5．出願手続

1

1

1

11 12



志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

大学入試センター試験利用型入試6

　平成29年度大学入試センター試験を受験し、本学が指定した教科科目を受験した者で、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
　ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

1．出願資格

前期 ： 平成29年2月10日（金）
中期 ： 平成29年2月25日（土）
後期 ： 平成29年3月24日（金）
⑴　合格発表日に受験者に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

前期 ： 平成29年2月10日（金）～2月22日（水）【一括・１次】～3月3日（金）【２次】
中期 ： 平成29年2月27日（月）～3月10日（金）
後期 ： 平成29年3月24日（金）～3月29日（水）
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。
前期の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。（中期・後期は
一括納入のみ）
一括納入の場合は、入学金納入期間内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。
　【前期合格者の納入期間】・入学金　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月10日（金）～2月22日（水）
　　　　　　　　　　　　　・入学金を除くその他の学生納入金等　平成29年2月10日（金）～3月 3 日（金）

出願期間種　別

選考方法

出願書類 注意事項 確認

学科

選考日 合格発表日 入学手続期間

食物栄養学科

幼児教育学科

経営情報学科

福 祉 学 科

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・数Aから1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「数学」からは1科目のみ使用。②「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
指定科目（1科目）：国語
選択科目（1科目）：地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・数A
から1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、2教科・2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・
数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿・会、情報基礎から1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「地歴」及び「公民」からは1科目のみ使用。②「数学」からは1科目のみ使用。③「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・
数Aから1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「地歴」及び「公民」からは1科目のみ使用。②「数学」からは1科目のみ使用。③「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票
３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票
添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）

入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

※「国語」においては、近代以降の文章のみ利用します。
※「外国語」（英語）においては、リスニングの成績は利用しません。また、200点満点を100点満点に換算します。
※高得点の科目の選択は、大学入試センターからのデータに基づいて本学が行います。
※「地歴」及び「公民」並びに「理科②」において、2科目受験した場合は、「第1解答科目」の得点を採用します。
※過年度の大学入試センター試験の成績は利用できません。
※第二志望学科の選考においては、第一志望学科の試験科目を利用します。

★経営情報学科の中期・後期については、前期と選考方法を変更します。利用教科・科目は同様です。
「地歴」「公民」「数学」「理科」については、同一教科から2科目使用も可とします。
「地歴」「公民」「理科②」については、「第１解答科目」の条件を外します。

前期

中期

後期

2．入試日程

3．選考方法

平成29年
１月５日（木）～２月３日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）
平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着）

個別学力試験は
実施しない

平成29年
２月10日（金）

平成29年
２月25日（土）

平成29年２月10日（金）
～２月22日（水）【一括・１次】
～３月３日（金）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

平成29年
２月27日（月）～３月17日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成29年
３月24日（金）

平成29年
３月24日（金）～３月29日（水）

平成29年度大学入試センター試験の成績（200点満点）と書類審査（20点満点）の合計220点満点で、総合評価して
選考します。個別学力試験は実施しません。

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間
　受　験　票

15,000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下さい。
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、受験区分の略号（5：大学入試センター試験利用型
入試前期、6：大学入試センター試験利用型入試中期、7：大学入試センター試験利用型入試後期）、第一志望学
科の略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、
Ｄ票には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

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下さい。

5．出願手続

6．合格発表

7．入学手続期間

4．出願書類

5
5
5
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志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

大学入試センター試験利用型入試6

　平成29年度大学入試センター試験を受験し、本学が指定した教科科目を受験した者で、次の各号のいずれかに該当する
者とする。
⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。
⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び平成29年3月修了見込みの者。
⑶　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る者及び
平成29年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））
　ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

1．出願資格

前期 ： 平成29年2月10日（金）
中期 ： 平成29年2月25日（土）
後期 ： 平成29年3月24日（金）
⑴　合格発表日に受験者に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

前期 ： 平成29年2月10日（金）～2月22日（水）【一括・１次】～3月3日（金）【２次】
中期 ： 平成29年2月27日（月）～3月10日（金）
後期 ： 平成29年3月24日（金）～3月29日（水）
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。
前期の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。（中期・後期は
一括納入のみ）
一括納入の場合は、入学金納入期間内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。
　【前期合格者の納入期間】・入学金　　　　　　　　　　　　　　平成29年2月10日（金）～2月22日（水）
　　　　　　　　　　　　　・入学金を除くその他の学生納入金等　平成29年2月10日（金）～3月 3 日（金）

出願期間種　別

選考方法

出願書類 注意事項 確認

学科

選考日 合格発表日 入学手続期間

食物栄養学科

幼児教育学科

経営情報学科

福 祉 学 科

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・数Aから1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「数学」からは1科目のみ使用。②「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
指定科目（1科目）：国語
選択科目（1科目）：地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・数A
から1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、2教科・2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を合否判定に使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・
数A、数Ⅱ、数Ⅱ・数B、簿・会、情報基礎から1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「地歴」及び「公民」からは1科目のみ使用。②「数学」からは1科目のみ使用。③「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

 １ 書類審査…調査書
 ２ 大学入試センター試験の成績
選択科目（2科目）：国語、地理歴史（世A、世B、日A、日B、地理A、地理Bから1）、公民（現社、倫、政経、倫・政経から1）、数学（数Ⅰ、数Ⅰ・
数Aから1）、理科（基礎を付した科目から2、物、化、生、地学から1）、外国語（英語）
○「国語」「地歴」「公民」「数学」「理科」「外国語」について、3教科・3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用。
ただし、①「地歴」及び「公民」からは1科目のみ使用。②「数学」からは1科目のみ使用。③「理科」からは1科目のみ使用。
○「理科」について、基礎を付した科目は2科目の合計点を1科目の得点とみなす。

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。
　　この場合は、入学願書等の所定の欄に明記して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票
３．入学検定料振込証明書

４．出身学校の調査書

５．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

６．入学志願者カード
７．受験票送付用封筒
８．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票
添付書類等 :　　C票

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）

入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。
厳封の上、封筒には「調査書在中」と明記して下さい。出身学校の事情によ
り「調査書」が得られない場合は、「成績証明書」を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「調査書」、又は「成績証明書」も提出。た
だし、在籍校の調査書や成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、
提出不要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、そ
の内容を証明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

※「国語」においては、近代以降の文章のみ利用します。
※「外国語」（英語）においては、リスニングの成績は利用しません。また、200点満点を100点満点に換算します。
※高得点の科目の選択は、大学入試センターからのデータに基づいて本学が行います。
※「地歴」及び「公民」並びに「理科②」において、2科目受験した場合は、「第1解答科目」の得点を採用します。
※過年度の大学入試センター試験の成績は利用できません。
※第二志望学科の選考においては、第一志望学科の試験科目を利用します。

★経営情報学科の中期・後期については、前期と選考方法を変更します。利用教科・科目は同様です。
「地歴」「公民」「数学」「理科」については、同一教科から2科目使用も可とします。
「地歴」「公民」「理科②」については、「第１解答科目」の条件を外します。

前期

中期

後期

2．入試日程

3．選考方法

平成29年
１月５日（木）～２月３日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）
平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着）

個別学力試験は
実施しない

平成29年
２月10日（金）

平成29年
２月25日（土）

平成29年２月10日（金）
～２月22日（水）【一括・１次】
～３月３日（金）【２次】

平成29年
２月27日（月）～３月10日（金）

平成29年
２月27日（月）～３月17日（金）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成29年
３月24日（金）

平成29年
３月24日（金）～３月29日（水）

平成29年度大学入試センター試験の成績（200点満点）と書類審査（20点満点）の合計220点満点で、総合評価して
選考します。個別学力試験は実施しません。

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間
　受　験　票

15,000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下さい。
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、受験区分の略号（5：大学入試センター試験利用型
入試前期、6：大学入試センター試験利用型入試中期、7：大学入試センター試験利用型入試後期）、第一志望学
科の略号（Ｆ：食物栄養、Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、第一志望学科名を明記して下さい。また、
Ｄ票には住所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

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下さい。

5．出願手続

6．合格発表

7．入学手続期間

4．出願書類

5
5
5
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特 別 入 試　社会人・学卒者等7

A日程 ： 平成28年12月14日（水）
B日程 ： 平成29年 2 月25日（土）
⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

A日程 ： 平成28年12月14日（水）～平成29年1月6日（金）
B日程 ： 平成29年 2 月27日（月）～ 3 月10日（金）
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

出願書類 注意事項

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することはできません。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．志望理由書
５．最終出身校の卒業（見込）
　　証明書及び成績証明書

６．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

７．入学志願者カード
８．受験票送付用封筒
９．判定結果通知用封筒

確認
添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 :　　

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

最終出身校の卒業（見込）証明書及び成績証明書を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「成績証明書」も提出。
ただし、在籍校の成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、提出不
要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。
なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、その内容を証
明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（8：特別入試 社会人・学卒者等 A
日程、9：特別入試 社会人・学卒者等 B日程、10：特別入試 外国人留学生）、志望学科の略号（Ｆ：食物栄養、
Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には住所、電話番号も記入
して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

5．出願手続

4．出願書類

　本学を専願とする者で、次の⑴又は⑵に該当する者とする。
⑴　次のアからウのいずれかの大学入学資格を有した後、社会人としての経験を3年以上有する者。
ア　高等学校又は中等教育学校卒業者。
イ　通常の課程による12年の学校教育修了者。
ウ　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る者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））

　ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

⑵　大学、短期大学、高等専門学校、その他本学が定める学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。

1．出願資格

出願期間種　別 選考日 合格発表日 入学手続期間

A日程

B日程

2．入試日程

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）
平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成28年
12月10日（土）

平成29年
２月20日（月）

平成28年
12月14日（水）

平成29年
２月25日（土）

平成28年
12月14日（水）～

平成29年
１月６日（金）

平成29年
２月27日（月）～

 
３月10日（金）

選考方法 時　間学　科
食物栄養学科
幼児教育学科
福 祉 学 科

経営情報学科

①書類審査（20点満点）…志望理由書
②面接（80点満点）
の合計100点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…志望理由書
②小論文（A日程：資料提示形式、B日程：テーマ形式）（50点満点）
③面接（80点満点）
の合計150点満点による総合評価

面　接…30分程度

小論文…60分　　
面　接…30分程度

3．選考方法 　富山短期大学　　P21参照

6．試験会場

8．合格発表

9．入学手続期間志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接

9:30 9:40 11:00

注意事項伝達 面接

7．試験時間割

経営情報学科

食物栄養学科、幼児教育学科、福祉学科

6

6

6

7

（外国人留学生の要項は、別冊のため、ご請求下さい。）

15 16



特 別 入 試　社会人・学卒者等7

A日程 ： 平成28年12月14日（水）
B日程 ： 平成29年 2 月25日（土）
⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

A日程 ： 平成28年12月14日（水）～平成29年1月6日（金）
B日程 ： 平成29年 2 月27日（月）～ 3 月10日（金）
入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

出願書類 注意事項

【注意事項】
⑴　第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することはできません。
⑵　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑶　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．志望理由書
５．最終出身校の卒業（見込）
　　証明書及び成績証明書

６．高等学校卒業程度認定
　　試験合格成績証明書

７．入学志願者カード
８．受験票送付用封筒
９．判定結果通知用封筒

確認
添付書類等 :　　A票
添付書類等 :　　B票

添付書類等 :　　C票

添付書類等 :　　

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦４cm×横３cm白黒又はカラー３ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

最終出身校の卒業（見込）証明書及び成績証明書を提出して下さい。
（転校等があった場合は、前籍校の「成績証明書」も提出。
ただし、在籍校の成績証明書に前籍校に関する記載がある場合は、提出不
要。）
高等学校卒業程度認定試験合格者は、認定試験合格成績証明書を提出し
て下さい。
なお、高等学校在籍中に単位認定された科目を有する者は、その内容を証
明する書類（高等学校の調査書）も提出して下さい。
入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（8：特別入試 社会人・学卒者等 A
日程、9：特別入試 社会人・学卒者等 B日程、10：特別入試 外国人留学生）、志望学科の略号（Ｆ：食物栄養、
Ｃ：幼児教育、Ｍ：経営情報、Ｗ：福祉）、志望学科名を明記して下さい。また、Ｄ票には住所、電話番号も記入
して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した
者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となりますので、証明できる書類（高校調査書、卒業証明書等）を添付して下さい。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

5．出願手続

4．出願書類

　本学を専願とする者で、次の⑴又は⑵に該当する者とする。
⑴　次のアからウのいずれかの大学入学資格を有した後、社会人としての経験を3年以上有する者。
ア　高等学校又は中等教育学校卒業者。
イ　通常の課程による12年の学校教育修了者。
ウ　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る者。
＊同条第7号の規定により出願を希望する者は、出願に先立ち、入学資格審査を行う（申請期間：平成28年11月24日（木）～11月29日（火））

　ので、あらかじめ本学入試・広報センターに申請書類を請求して下さい。

⑵　大学、短期大学、高等専門学校、その他本学が定める学校を卒業した者及び平成29年3月卒業見込みの者。

1．出願資格

出願期間種　別 選考日 合格発表日 入学手続期間

A日程

B日程

2．入試日程

平成28年
11月28日（月）～12月６日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）
平成29年
２月６日（月）～２月15日（水）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成28年
12月10日（土）

平成29年
２月20日（月）

平成28年
12月14日（水）

平成29年
２月25日（土）

平成28年
12月14日（水）～

平成29年
１月６日（金）

平成29年
２月27日（月）～

 
３月10日（金）

選考方法 時　間学　科
食物栄養学科
幼児教育学科
福 祉 学 科

経営情報学科

①書類審査（20点満点）…志望理由書
②面接（80点満点）
の合計100点満点による総合評価
①書類審査（20点満点）…志望理由書
②小論文（A日程：資料提示形式、B日程：テーマ形式）（50点満点）
③面接（80点満点）
の合計150点満点による総合評価

面　接…30分程度

小論文…60分　　
面　接…30分程度

3．選考方法 　富山短期大学　　P21参照

6．試験会場

8．合格発表

9．入学手続期間志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

9:30 9:40 10:40 11:00 12:10 13:00

注意事項伝達
課題等配布 小論文 休憩 面接 休憩（昼食） 面接

9:30 9:40 11:00

注意事項伝達 面接

7．試験時間割

経営情報学科

食物栄養学科、幼児教育学科、福祉学科

6

6

6

7

（外国人留学生の要項は、別冊のため、ご請求下さい。）
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志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

第１次

第２次

９月30日（金）

 
２月22日（水）

専攻科食物栄養専攻入試8

　原則として日本国内の栄養士養成課程を修了した者及び平成29年3月31日までに修了見込みの者で、次の各号のいずれ
かに該当する者とする。
⑴　短期大学を卒業した者又は平成29年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵　短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者又は平成29年3月31日までにこれに該当する見込み
の者。

8．合格発表

第1次 ： 平成28年 9 月16日（金）
第2次 ： 平成29年 2 月 4 日（土）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

第1次 ： 平成28年 9 月16日（金）～ 9 月30日（金）
第2次 ： 平成29年 2 月 6 日（月）～ 2 月22日（水）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

選考方法

出願書類 注意事項 確認

書類審査（70点満点）…志望理由書、成績証明書
食物栄養に関わる口頭試問（20点満点）
面接（10点満点）
の合計100点満点による総合評価

【注意事項】⑴　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑵　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．最終出身校の卒業（見込）
証明書及び成績証明書

５．志望理由書
６．栄養士（管理栄養士を含む）免許
取得（見込）証明書又は栄養士（管
理栄養士を含む）免許証の写し

７．入学志願者カード
８．受験票送付用封筒
９．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　Ａ票
添付書類等 :　　Ｂ票

添付書類等 :　　Ｃ票

添付書類等 :　　

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

該当者のみ。

入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

9:409:30

注意事項伝達 面接・食物栄養に
関わる口頭試問第１次

14:4014:30

注意事項伝達 面接・食物栄養に
関わる口頭試問第2次

2．入試日程

1．出願資格

3．選考方法

4．出願書類

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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、入試区分の略号（11：専攻科 第1次、12：専攻科 
第2次）、志望学科の略号（A：専攻科）、志望学科名（専攻科食物栄養専攻）を明記して下さい。また、Ｄ票には住
所、電話番号も記入して下さい。なお、金融機関窓口以外からの検定料納入は受付しません。
・入学検定料の納入期間は、出願期間と同じです。
・富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した者及び卒業見込みの者は、入学検定料は免除となります。

〒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（添付書類等：Ⅰ）に一括して入れ、出願期間内必着で本学に提出して下さい。

9:00～16:00（土曜・日曜・祝日の受付は行いません）

選考日の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下さい。

5．出願手続

6

6

6

8

出願期間 選考日種　別 合格発表日 入学手続期間
平成28年
８月29日（月）～９月７日（水）
　　　　　　　　　　　（必着）
平成29年
１月５日（木）～１月24日（火）
　　　　　　　　　　　（必着）

平成28年
９月13日（火）

平成29年
１月29日（日）

平成28年
９月16日（金）

平成29年
２月４日（土）

平成28年
９月16日（金）～

平成29年
２月６日（月）～
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志願者本人の住所、氏名を明記して
提出して下さい。

第１次

第２次

９月30日（金）

 
２月22日（水）

専攻科食物栄養専攻入試8

　原則として日本国内の栄養士養成課程を修了した者及び平成29年3月31日までに修了見込みの者で、次の各号のいずれ
かに該当する者とする。
⑴　短期大学を卒業した者又は平成29年3月31日までに卒業見込みの者。
⑵　短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者又は平成29年3月31日までにこれに該当する見込み
の者。

8．合格発表

第1次 ： 平成28年 9 月16日（金）
第2次 ： 平成29年 2 月 4 日（土）

⑴　合格発表日に受験者宛に判定結果を郵便で通知します。
⑵　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。
⑶　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。

9．入学手続期間

第1次 ： 平成28年 9 月16日（金）～ 9 月30日（金）
第2次 ： 平成29年 2 月 6 日（月）～ 2 月22日（水）

入学手続書類、入学金等詳細についてはP21・22の「11 入学手続」に記載しています。

6．試験会場

　富山短期大学　　P21参照

7．試験時間割

選考方法

出願書類 注意事項 確認

書類審査（70点満点）…志望理由書、成績証明書
食物栄養に関わる口頭試問（20点満点）
面接（10点満点）
の合計100点満点による総合評価

【注意事項】⑴　出願書類の記載内容・提出物等に不備がある場合は、受付できないことがあります。
⑵　一旦提出された出願関係書類は、理由に関わらず返却しません。

１．入学願書
２．受験票

３．入学検定料振込証明書

４．最終出身校の卒業（見込）
証明書及び成績証明書

５．志望理由書
６．栄養士（管理栄養士を含む）免許
取得（見込）証明書又は栄養士（管
理栄養士を含む）免許証の写し

７．入学志願者カード
８．受験票送付用封筒
９．判定結果通知用封筒

添付書類等 :　　Ａ票
添付書類等 :　　Ｂ票

添付書類等 :　　Ｃ票

添付書類等 :　　

添付書類等 : マークシート
添付書類等 :Ⅱ
添付書類等 :Ⅲ

写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
写真を貼付（縦4cm×横3cm白黒又はカラー3ヶ月以内に撮影したもの）
入学願書受付後に、受験番号を記入して本人宛に送付します。
入学検定料の振込後、銀行の収納印、志望学科及び志願者氏名を確認し、
Ａ票・Ｂ票・Ｃ票は切り離さないで下さい。

該当者のみ。

入学願書等の内容と相違ないように記入して下さい。
362円切手貼付（郵便速達料金）
420円切手貼付（郵便速達料金）

9:409:30

注意事項伝達 面接・食物栄養に
関わる口頭試問第１次

14:4014:30

注意事項伝達 面接・食物栄養に
関わる口頭試問第2次

2．入試日程

1．出願資格

3．選考方法

4．出願書類

　入学検定料

　出願書類提出先

　窓口受付時間

　受　験　票

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下さい。
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6

6

6

8

出願期間 選考日種　別 合格発表日 入学手続期間
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平成29年
２月６日（月）～
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注 意 事 項9
1．出願について

●書類関係
・各提出書類の記載内容に相違がないよう、十分に注意・確認をして下さい。
・出願書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。
・一旦受理した書類は、理由に関わらず一切返却しません。
・出願書類は本学所定の入学願書等提出用封筒に一括して入れ、出願期間内に本学へ必着するよう提出して下さい。
・再受験の場合(推薦入試不合格者が一般Ⅰ期入試を受験しようとする場合等）であっても、新たに所定の関係書類等をす
べて提出して下さい。
・同時に出願書類を提出する場合は、入学願書等提出用封筒の中にそれぞれの出願書類を入試種別ごとにクリップでと
め、まとめて提出して下さい。（ただし、出願書類は、入試種別ごとにそれぞれ必要です。）

●第二志望
・推薦入試（指定校制、公募制市町村連携型は除く）、一般入試及び大学入試センター試験利用型入試については、
第一志望のほかに第二志望として、他の学科を志望することができます。この場合は、入学願書等の所定の欄に明記
して下さい。第二志望での合格者は、第二志望合格学科の入学を辞退することができます。

●再受験
・本学が実施した専願制の入学試験に合格し、入学手続を完了した者は、本学の別の入学試験に出願することはできませ
ん。ただし、第二志望合格者はこの限りではありません。

●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）又は、出願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、入学願書のＣ票「入学検定料 
振込証明書」、Ｅ票「入学検定料 振込金受取書」を添付して、富山短期大学入試・広報センターへ郵送してください。
なお、返還請求書の提出は、各入学試験の出願期間終了後1週間以内とします。

2．受験について

●受験科目
・第二志望学科を志望していても､第一志望学科の試験科目で受験して下さい。
・受験する科目の時間帯に十分注意し、間違えないように受験して下さい。
・入学願書に記入し、提出した科目と異なる科目で受験した場合、その科目は無効となるので注意して下さい。

●試験室の入室時間
・各入試とも、指定の時間までには、案内掲示に従い試験室に入室して下さい。
・試験開始後30分以降の遅刻は認められません。
・一般Ⅰ期入試で経営情報学科を国語以外の科目で受験する者は、入室時間になるまで、受験生控室又は指示された場所
で待機して下さい。

●昼食
・面接が午後になる場合や、受験当日の交通事情等の理由による試験時間変更の場合に備え、念のため昼食を持参して
下さい。

●持物
・受験票を紛失または忘れた場合は、試験室へ入室する前に、係員へ申し出て下さい。
・各入試とも、受験当日は、受験票・筆記用具を持参して下さい。内ばきは、必要ありません。
・各入試とも試験開始後､携帯電話、スマートフォン、腕時計型端末等の電子機器類の使用を禁止します。

3．受験に際し、特別な配慮を希望する方へ

　疾病・負傷や身体障害のために、解答方法、試験室、座席及び所持品等について、特別な配慮を希望する方は、事前に本
学入試・広報センターへ申し出て下さい。申し出内容を確認の上、試験の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などについても相談に応じますので、必ず入試・広報センターまで事前に申し出て下さい。

4．欠員の補充について

　一般入試及び大学入試センター試験利用型入試の試験実施状況に応じて、追加合格・追加募集により、欠員を補充する場
合があります。追加募集を実施する場合は、本学Webサイトでお知らせします。
　追加合格者には、判定結果を郵便で通知します。

5．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（平成15年法律第57号）及び関係法令を遵守し、富山国際学園「個人情報の
保護に関する規程」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上で入手した個人情報は、平成29年度入学試験及び入学に係る業務、出身学校長への判定結
果の通知業務及びこれら業務を適正か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します。

3．平成29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、上記の内容について志
願者本人から同意を得たものとみなします。

6．入学試験個人成績等の開示について

　一般Ⅰ期入試の筆記試験科目の得点について、受験生本人からの申請に限り、次のとおり開示します。なお、申請に際し
ては、本学が実施する入学試験の受験票が必要となりますので、紛失しないよう、大切に保管して下さい。

1．申請方法
　　次のものを本学入試・広報センター窓口に持参して下さい。
　　①平成29年度富山短期大学試験成績等開示請求書
　　　本学入試・広報センター窓口でお渡しします。
　　　入試・広報センター窓口にて直接「請求書」に記入される方は、印鑑を持参して下さい。
　　②平成29年度富山短期大学一般Ⅰ期入試受験票（コピー不可）

2．申請受付期間
　　平成29年5月8日（月）～5月26日（金）　9：00～16：00　※土・日・祝祭日は除く

3．開示内容
　　平成29年度富山短期大学一般Ⅰ期入試の筆記試験科目の得点

4．開示方法
　　平成29年6月1日（木）以降、本学入試・広報センターにおいて、資料の閲覧により開示。
　　なお、資料の閲覧は、申請者（受験生本人）に限ります。

7．試験実施に関する情報

　試験実施に関する情報は、試験前日又は当日に本学Webサイトで公開しますので、必ず確認して下さい。

　URL http://www.toyama-c.ac.jp/

8．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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注 意 事 項9
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2．申請受付期間
　　平成29年5月8日（月）～5月26日（金）　9：00～16：00　※土・日・祝祭日は除く

3．開示内容
　　平成29年度富山短期大学一般Ⅰ期入試の筆記試験科目の得点

4．開示方法
　　平成29年6月1日（木）以降、本学入試・広報センターにおいて、資料の閲覧により開示。
　　なお、資料の閲覧は、申請者（受験生本人）に限ります。
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8．問い合わせ先

富山短期大学入試・広報センター
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試 験 会 場10

入 学 手 続11
⑴　各入試の合格者は、所定の期限までに学生納入金等を納入し、入学関係書類を提出して下さい。なお、入学関係書類に
不備がある場合は受理できません。また、期限までに所定の手続を終えない場合は、入学辞退とみなし入学資格を取り消
します。
⑵　一旦納入された学生納付金等及び提出書類は返還しません。ただし、平成29年3月31日（金）16：00までに「入学
辞退届及び学納金返還請求書」（本学受付窓口備付）を提出した方については、入学金を除き返還します。
　なお、「入学辞退届及び学納金返還請求書」の提出日によって、返還日を以下のように予定しております。
　・平成29年3月10日（金）までに提出の場合は、平成29年3月31日（金）に返還
　・平成29年3月11日（土）～平成29年3月31日（金）に提出の場合は、平成29年4月14日（金）に返還
※「入学辞退届及び学納金返還請求書」は、本学Webサイト（URL：http://www.toyama-c.ac.jp/）からもダウンロード
　できます。
⑶　複数の入学試験に同時出願し、2つ以上で合格した場合は、いずれかの入試区分で入学手続をして下さい。

⑴　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。
⑵　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奨励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、10万円の奨励金を給付しています。

入学金

名　　称 金　　額月/年 人数（昨年度実績）

区　　分 １年次

入学金を除くその他の学生納入金等

 ・ 学生納入金は非課税です。学生納入金以外に後援会費（入学手続時12,000円、２年次前期12,000円）、学生教育研究災害傷害保険料、接触感染予防保険（２カ年分、
学科により1,400円または1,440円）、学生会関係費（入学時7,000円、２年次前期7,000円）及び同窓会費（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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した者及び卒業見込みの
者は、入学金は免除となります。ただし、専攻科の場合は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した者及び卒業見込みの者のみ対象となります。

※一般Ⅰ期入試及び、大学入試センター試験利用型前期の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。
　一括納入の場合は、入学金納入期限内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。

本学会場（推薦入試・自己推薦入試・一般Ⅰ期入試・一般Ⅱ期入試・特別入試・専攻科食物栄養専攻入試）

本学会場案内図

直江津・金沢会場（一般Ⅰ期入試）

直江津会場案内図 金沢会場案内図

入試区分
納入金等

Ⅰ期※
Ⅱ期

前期※
中期
後期

Ａ日程
Ｂ日程
第１次
第２次

実験実習費
（調理実習等の材料費を除く）

合　　　計
（1年次入学手続時合計
には入学金を含む）

食 物 栄 養 学 科
幼 児 教 育 学 科
経 営 情 報 学 科
福 祉 学 科
専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻
食 物 栄 養 学 科
幼 児 教 育 学 科
経 営 情 報 学 科
福 祉 学 科
専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻

第一種奨学金（自宅・自宅外通学者）
第一種奨学金（自宅通学者）
第一種奨学金（自宅外通学者）
第二種奨学金
第一種・第二種併用者

富山県奨学金（自宅通学者）
富山市奨学金（自宅通学者）
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200,000円）
生命保険協会介護福祉士養成奨学資金（２年生）
ニヤクコーポレーション介護福祉士奨学資金（２年生隔年）

30,000円
53,000円
60,000円

3万、5万、8万、10万、12万円（選択）

540,000円
492,000円
600,000円
240,000円
500,000円

月額

年額

23名
68名
6名

102名
13名
2名
2名
14名
1名
1名

250,000
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
690,000
694,000
690,000
705,000
690,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

平成28年11月28日（月）～12月８日（木）

平成28年11月28日（月）～12月20日（火）
平成28年11月28日（月）～12月８日（木）
平成28年12月14日（水）～平成29年１月６日（金）

平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
 

平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
平成29年３月24日（金）～３月29日（水）
平成28年12月14日（水）～平成29年１月６日（金）
平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
平成28年９月16日（金）～９月30日（金）
平成29年２月６日（月）～２月22日（水）

入学手続時 後期（10月）
２年次

前期（４月） 後期（10月）

タクシー利用
富山駅から本学　所要時間　約25分
小杉駅から本学　所要時間　約15分
高岡駅から本学　所要時間　約35分

富山短期大学
富山市願海寺水口444

至高岡

至小杉

本学

至小杉駅

北陸新幹線

県道　富山・高岡線

富山短大南口交差点

至呉
羽駅

正面

富山短大前バス停

あいの風
とやま鉄道

ローソン●

富山短大口交差点 至富山

金 沢 駅

兼六園口（東口）

●ANAクラウンプラザホテル金沢

金沢都ホテル
ホテル日航金沢

六枚

金沢都ホテル（金沢駅より徒歩３分）
金沢市此花町６－10

ホテルセンチュリーイカヤ
（直江津駅より徒歩１分）
上越市中央1－2－7

イトーヨーカ堂

マクドナルド

至
糸
魚
川
方
面

至
富
山
方
面

信
越
本
線

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

ホテル
センチュリー
イカヤ

えちごトキメキ鉄道日本海ひすいラインえちごトキメキ鉄道日本海ひすいライン

上
越
大
通
り

上
越
大
通
り
石橋交差点
至高田方面

北陸自動車道

直江津駅
ＪＲ信越

本線

直江津橋

荒川橋

関
　川

佐渡汽船乗り場

下源入
交差点

上越IC

至
新
潟
方
面

至長野方面

入 　 学 　 金
授 　 業 　 料
施 設 協 力 費
校 　 　 　 費

平成29年２月６日（月）～２月14日（火） 平成29年２月６日（月）～２月22日（水）

平成29年２月10日（金）～２月22日（水） 平成29年２月10日（金）～３月３日（金）

平成29年度学生納入金

奨学金・奨励金制度

入学手続期間

日
本
学
生
支
援
機
構

指定校制
併設校制

専願
併願
市町村連携型

推 薦

自己推薦

公 募 制

一　　般

大学入試センター試験利用型

特　　別
　　
専 攻 科

（円）

21 22



試 験 会 場10

入 学 手 続11
⑴　各入試の合格者は、所定の期限までに学生納入金等を納入し、入学関係書類を提出して下さい。なお、入学関係書類に
不備がある場合は受理できません。また、期限までに所定の手続を終えない場合は、入学辞退とみなし入学資格を取り消
します。
⑵　一旦納入された学生納付金等及び提出書類は返還しません。ただし、平成29年3月31日（金）16：00までに「入学
辞退届及び学納金返還請求書」（本学受付窓口備付）を提出した方については、入学金を除き返還します。
　なお、「入学辞退届及び学納金返還請求書」の提出日によって、返還日を以下のように予定しております。
　・平成29年3月10日（金）までに提出の場合は、平成29年3月31日（金）に返還
　・平成29年3月11日（土）～平成29年3月31日（金）に提出の場合は、平成29年4月14日（金）に返還
※「入学辞退届及び学納金返還請求書」は、本学Webサイト（URL：http://www.toyama-c.ac.jp/）からもダウンロード
　できます。
⑶　複数の入学試験に同時出願し、2つ以上で合格した場合は、いずれかの入試区分で入学手続をして下さい。

⑴　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。
⑵　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奨励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、10万円の奨励金を給付しています。

入学金

名　　称 金　　額月/年 人数（昨年度実績）

区　　分 １年次

入学金を除くその他の学生納入金等

 ・ 学生納入金は非課税です。学生納入金以外に後援会費（入学手続時12,000円、２年次前期12,000円）、学生教育研究災害傷害保険料、接触感染予防保険（２カ年分、
学科により1,400円または1,440円）、学生会関係費（入学時7,000円、２年次前期7,000円）及び同窓会費（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（旧富山女子短期大学付属高等学校を含む）、富山国際大学又は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した者及び卒業見込みの
者は、入学金は免除となります。ただし、専攻科の場合は富山短期大学（旧富山女子短期大学）を卒業した者及び卒業見込みの者のみ対象となります。

※一般Ⅰ期入試及び、大学入試センター試験利用型前期の合格者は、入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を分けて、二段階納入することができます。
　一括納入の場合は、入学金納入期限内に入学金と入学金を除くその他の学生納入金等を一括で納入して下さい。

本学会場（推薦入試・自己推薦入試・一般Ⅰ期入試・一般Ⅱ期入試・特別入試・専攻科食物栄養専攻入試）

本学会場案内図

直江津・金沢会場（一般Ⅰ期入試）

直江津会場案内図 金沢会場案内図

入試区分
納入金等

Ⅰ期※
Ⅱ期

前期※
中期
後期

Ａ日程
Ｂ日程
第１次
第２次

実験実習費
（調理実習等の材料費を除く）

合　　　計
（1年次入学手続時合計
には入学金を含む）

食 物 栄 養 学 科
幼 児 教 育 学 科
経 営 情 報 学 科
福 祉 学 科
専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻
食 物 栄 養 学 科
幼 児 教 育 学 科
経 営 情 報 学 科
福 祉 学 科
専 攻 科 食 物 栄 養 専 攻

第一種奨学金（自宅・自宅外通学者）
第一種奨学金（自宅通学者）
第一種奨学金（自宅外通学者）
第二種奨学金
第一種・第二種併用者

富山県奨学金（自宅通学者）
富山市奨学金（自宅通学者）
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200,000円）
生命保険協会介護福祉士養成奨学資金（２年生）
ニヤクコーポレーション介護福祉士奨学資金（２年生隔年）

30,000円
53,000円
60,000円

3万、5万、8万、10万、12万円（選択）

540,000円
492,000円
600,000円
240,000円
500,000円

月額

年額

23名
68名
6名

102名
13名
2名
2名
14名
1名
1名

250,000
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
690,000
694,000
690,000
705,000
690,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

－
250,000
110,000
50,000
30,000
34,000
30,000
45,000
30,000
440,000
444,000
440,000
455,000
440,000

平成28年11月28日（月）～12月８日（木）

平成28年11月28日（月）～12月20日（火）
平成28年11月28日（月）～12月８日（木）
平成28年12月14日（水）～平成29年１月６日（金）

平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
 

平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
平成29年３月24日（金）～３月29日（水）
平成28年12月14日（水）～平成29年１月６日（金）
平成29年２月27日（月）～３月10日（金）
平成28年９月16日（金）～９月30日（金）
平成29年２月６日（月）～２月22日（水）

入学手続時 後期（10月）
２年次

前期（４月） 後期（10月）

タクシー利用
富山駅から本学　所要時間　約25分
小杉駅から本学　所要時間　約15分
高岡駅から本学　所要時間　約35分

富山短期大学
富山市願海寺水口444

至高岡

至小杉

本学

至小杉駅

北陸新幹線

県道　富山・高岡線

富山短大南口交差点

至呉
羽駅

正面

富山短大前バス停

あいの風
とやま鉄道

ローソン●

富山短大口交差点 至富山

金 沢 駅

兼六園口（東口）

●ANAクラウンプラザホテル金沢

金沢都ホテル
ホテル日航金沢

六枚

金沢都ホテル（金沢駅より徒歩３分）
金沢市此花町６－10

ホテルセンチュリーイカヤ
（直江津駅より徒歩１分）
上越市中央1－2－7

イトーヨーカ堂

マクドナルド

至
糸
魚
川
方
面

至
富
山
方
面

信
越
本
線

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

妙
高
は
ね
う
ま
ラ
イ
ン

ホテル
センチュリー
イカヤ

えちごトキメキ鉄道日本海ひすいラインえちごトキメキ鉄道日本海ひすいライン

上
越
大
通
り

上
越
大
通
り
石橋交差点
至高田方面

北陸自動車道

直江津駅
ＪＲ信越

本線

直江津橋

荒川橋

関
　川

佐渡汽船乗り場

下源入
交差点

上越IC

至
新
潟
方
面

至長野方面

入 　 学 　 金
授 　 業 　 料
施 設 協 力 費
校 　 　 　 費

平成29年２月６日（月）～２月14日（火） 平成29年２月６日（月）～２月22日（水）

平成29年２月10日（金）～２月22日（水） 平成29年２月10日（金）～３月３日（金）

平成29年度学生納入金

奨学金・奨励金制度

入学手続期間

日
本
学
生
支
援
機
構

指定校制
併設校制

専願
併願
市町村連携型

推 薦

自己推薦

公 募 制

一　　般

大学入試センター試験利用型

特　　別
　　
専 攻 科

（円）

21 22



・太枠内に記入して下さい。
・記入及びマークは、HBの鉛筆を使用し、正確に記入して下さい。

・入学願書と相違がある場合は、入学願書に記載されている内容によって処理します。
・この志願者カードは、入学願書に基づいて記入して下さい。

・太枠内に記入して下さい。
・記入及びマークは、HBの鉛筆を使用し、正確に記入して下さい。

・入学願書と相違がある場合は、入学願書に記載されている内容によって処理します。
・この志願者カードは、入学願書に基づいて記入して下さい。

入学志願者カード（マークシート）記入例12
推薦入試・自己推薦入試・一般Ⅰ期入試・一般Ⅱ期入試・大学入試センター試験利用型入試 特別入試・専攻科食物栄養専攻入試

月日が1桁の場合は
十の位の０を必ず
マークすること。

第二志望学科がある
場合は、該当する学科
をマークすること。

社会人「56000A」
学卒者等「57000A」
外国人留学生「52000E」

専攻科志願者は次ページ右
下の専攻科食物栄養専攻入
試のコード表を参照のう
え、記入すること。

社会人、学卒者等、外国人
留学生は「その他」に、専
攻科志願者は最終出身校の
卒業（見込）年月をマーク
すること。

一般Ⅰ期入試志願者の
み受験科目をマークす
ること。
食物栄養・幼児教育の
志願者は国語+1科目、
経営情報の志願者は
１科目、福祉の志願者
は国語のみマークする
こと。

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「高卒認定」にマー
クすること。

郵便番号、電話番号
を左詰め（ハイフン
不要）で記入するこ
と。

大学入試センター
試験の際に使用す
るP25の出身高等
学校コードをマー
クすること。
高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「51000K」にマーク
すること。

月日が1桁の場合は
十の位の０を必ず
マークすること。

郵便番号、電話番号
を左詰め（ハイフン
不要）で記入するこ
と。

一般Ⅰ期入試志願者
のみ試験会場をマー
クすること。

社会人、学卒者等、外
国人留学生、専攻科志
願者は「その他」に
マークすること。

特別入試区分の志願者のみ記入

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「その他」にマーク
すること。

23 24



・太枠内に記入して下さい。
・記入及びマークは、HBの鉛筆を使用し、正確に記入して下さい。

・入学願書と相違がある場合は、入学願書に記載されている内容によって処理します。
・この志願者カードは、入学願書に基づいて記入して下さい。

・太枠内に記入して下さい。
・記入及びマークは、HBの鉛筆を使用し、正確に記入して下さい。

・入学願書と相違がある場合は、入学願書に記載されている内容によって処理します。
・この志願者カードは、入学願書に基づいて記入して下さい。

入学志願者カード（マークシート）記入例12
推薦入試・自己推薦入試・一般Ⅰ期入試・一般Ⅱ期入試・大学入試センター試験利用型入試 特別入試・専攻科食物栄養専攻入試

月日が1桁の場合は
十の位の０を必ず
マークすること。

第二志望学科がある
場合は、該当する学科
をマークすること。

社会人「56000A」
学卒者等「57000A」
外国人留学生「52000E」

専攻科志願者は次ページ右
下の専攻科食物栄養専攻入
試のコード表を参照のう
え、記入すること。

社会人、学卒者等、外国人
留学生は「その他」に、専
攻科志願者は最終出身校の
卒業（見込）年月をマーク
すること。

一般Ⅰ期入試志願者の
み受験科目をマークす
ること。
食物栄養・幼児教育の
志願者は国語+1科目、
経営情報の志願者は
１科目、福祉の志願者
は国語のみマークする
こと。

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「高卒認定」にマー
クすること。

郵便番号、電話番号
を左詰め（ハイフン
不要）で記入するこ
と。

大学入試センター
試験の際に使用す
るP25の出身高等
学校コードをマー
クすること。
高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「51000K」にマーク
すること。

月日が1桁の場合は
十の位の０を必ず
マークすること。

郵便番号、電話番号
を左詰め（ハイフン
不要）で記入するこ
と。

一般Ⅰ期入試志願者
のみ試験会場をマー
クすること。

社会人、学卒者等、外
国人留学生、専攻科志
願者は「その他」に
マークすること。

特別入試区分の志願者のみ記入

高等学校卒業程度
認定試験合格者は
「その他」にマーク
すること。
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高等学校コード表13
⑴　下記の各県に所在する高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者は、記載されているコード表により、その番号を「入学志願者カード」（添付書類等：マ
ークシート）の所定欄に記入して下さい。
⑵　下記以外の都道府県に所在する高等学校を卒業した者及び卒業見込みの者は、大学入試センター試験の際に使用する出身高等学校コードを記入して下さ
い。
⑶　高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定試験合格者は、下記「高等学校卒業程度認定試験又は大学入学資格検定試験合格者」欄に記載されている
コードを高等学校コードとして記入して下さい。
⑷　特別入試の志願者は、下記「特別入試」欄に記載されているコードを高等学校コードとして記入して下さい。
⑸　専攻科食物栄養専攻入試の志願者は、下記「専攻科食物栄養専攻入試」欄に記載されているコードを高等学校コードとして記入して下さい。

富　山　県
国　　　立  

（特別支援学校） 
と 富山大学人間発達科学部附属特別支援
  16051C

（高等専門学校）
と　富山高専 16093J
公　　　立  

（高等学校） 
あ 有磯 16133A
い 石動 16143J
う 魚津 16104H
 魚津工業 16105F
お 大沢野工業 16119F
 小矢部園芸 16143U
 雄山 16110B
か 海洋 16108A
 上市 16109J
く 呉羽 16145E
こ 小杉 16124B
さ 桜井 16103K
し 志貴野 16135H
 新湊 16131E
た 大門 16147A
 高岡 16125A
  高岡工芸 16126J
  高岡商業 16129C
 高岡西 16128E
 高岡南 16134K
ち 中央農業 16123D
と 砺波 16136F
 砺波工業 16137D
 となみ野 16149H
 泊 16101C
 富山 16114E
 富山いずみ 16115C
 富山工業 16118H
 富山商業 16117K
 富山中部 16116A
 富山西 16120K
 富山東 16112J
 富山北部 16111A
 富山南 16113G
な 滑川 16107B
 南砺総合高等学校井波 16140D
 南砺平 16142C
 南砺福野 16150A
 南砺福光 16151K
に 新川みどり野 16148K
 入善 16102A
ひ 氷見 16132C
ふ 福岡 16146C
 伏木 16130G
 二上工業 16127G
み 水橋 16139A
や 八尾 16121H
ゆ 雄峰 16122F

（特別支援学校）
こ 高志支援 16457H
し しらとり支援 16458F
た 高岡支援 16456K
 高岡聴覚総合支援 16453E
と となみ総合支援 16459D
 富山視覚総合支援 16451J
 富山総合支援 16454C
 富山聴覚総合支援 16452G
に にいかわ総合支援 16460H
ふ ふるさと支援 16455A
私　　　立  

（高等学校） 
か 片山学園 16510H
こ 高朋 16503E
た 高岡向陵 16508F
 高岡第一 16506K
 高岡龍谷 16507H
と 富山国際大学付属 16505A
 富山第一 16504C
に 新川 16509D
ふ 不二越工業 16501J
り 龍谷富山 16502G

 上記以外の高等学校等 16999E

新　潟　県
国　　　立  

（特別支援学校） 
に 新潟大学教育学部附属特別支援 15051H

（高等専門学校） 
な 長岡工業高専 15091G
公　　　立  

（高等学校） 
あ 相川 15188C
 阿賀野 15213H
 阿賀黎明 15134D
 新井 15174C
 荒川 15206E
い 出雲崎 15167A
 糸魚川 15181F
 糸魚川白嶺 15182D
お 小千谷 15151D
 小千谷西 15152B
か 海洋 15183B
 柏崎 15162K
 柏崎工業 15165D
 柏崎総合 15164F
 柏崎常盤 15163H
 加茂 15149B
 加茂農林 15150F
 川西 15192A
く 久比岐 15217A
こ 小出 15154J
 高志 15200F
 国際情報 15209K
 五泉 15132H
さ 佐渡 15184A
 佐渡総合 15189A
 三条 15144A
 三条商業 15147F
 三条東 15145K
し 塩沢商工 15157C
 新発田 15118B
 新発田商業 15205G
 新発田農業 15120D
 新発田南 15204J
 上越総合技術 15172G
 正徳館 15214F
 白根 15131K
た 高田 15168J
 高田北城 15169G
 高田商業 15173E
 高田農業 15171J
 高田南城 15170A
と 十日町 15158A
 十日町総合 15159K
 栃尾 15143C
 豊栄 15128K
な 直江津 15175A
  長岡 15135B
  長岡大手 15136A
  長岡工業 15139E
  長岡向陵 15207C
  長岡商業 15140J
  長岡農業 15138G
  長岡明徳 15137J
  中条 15126C
に 新潟 15101H
 新潟北 15202B
 新潟県央工業 15146H
 新潟工業 15107G
 新潟江南 15104B
 新潟向陽 15110G
 新潟商業 15109C
 新潟翠江 15212K
 新潟中央 15102F
 新潟西 15105A
 新潟東 15198A
 新潟東工業 15108E
 新潟南 15103D
 新津 15129H
 新津工業 15130A
 新津南 15199J
 西川竹園 15116F
 西新発田 15119A
は 八海 15156E
 羽茂 15185J
 万代 15193K

ふ 分水 15203A
ほ 堀之内 15153A
ま 巻 15112C
 巻総合 15113A
  松代 15161A
み 見附 15141G
む 六日町 15155G
 村上 15122A
 村上桜ヶ丘 15123J
  村松 15133F
め 明鏡 15201D
や 安塚 15180H
ゆ 有恒 15178F
よ 吉田 15117D
り 両津 15187E

（中等教育学校） 
か 柏崎翔洋 15211A
こ 高志 15220A
さ 佐渡 15219G
つ 津南 15216B
 燕 15215D
な 直江津 15218J
む 村上 15210C

（特別支援学校） 
か 柏崎養護 15456D
こ 小出養護 15441F
  高等養護 15462J
 五泉特別支援 15431J
さ 佐渡養護 15442D
し 上越養護 15459J
た 高田養護 15458A
つ 月ケ岡養護 15460B
な 長岡ろう 15454H
に 新潟盲 15451C
  新潟養護 15455F
  新潟ろう 15453K
は はまぐみ養護 15433E
 はまなす養護 15432G
む 村上養護 15461A
よ 吉田養護 15457B
私　　　立 

（高等学校）
え 英智ウィル学院 15519F
か 開志学園 15517K
 加茂暁星 15508A
け 敬和学園 15512J
し 新発田中央 15509J
  上越 15507B
せ 関根学園 15513G
ち 中越 15504H
て 帝京長岡 15505F
と 東京学館新潟 15515C
に 新潟産業大学附属 15510B
 新潟清心女子 15511A
  新潟青陵 15502A
  新潟第一 15514E
  新潟明訓 15501C
  日本海聖 15518H
  日本文理 15516A
ほ 北越 15503K

 上記以外の高等学校等 15999K

石　川　県
国　　　立

（高等学校）
か 金沢大学附属 17001B

（特別支援学校）
か 金沢大学附属特別支援 17051J

（高等専門学校）
い 石川工業高専 17091H
公　　　立

（高等学校）
あ 穴水 17140K
い 飯田 17149C
う 羽松 17128A
  内灘 17155H
か 加賀 17104C
  加賀聖城 17103E
  金沢泉丘 17114A
  金沢向陽 17123K
  金沢桜丘 17120E

  金沢商業 17118C
  金沢市立工業 17150G
  金沢辰巳丘 17154K
  金沢中央 17116G
  金沢西 17121C
  金沢錦丘 17113B
  金沢二水 17115J
  金沢伏見 17117E
  金沢北陵 17122A
こ 工業（県立） 17119A
  小松 17107H
  小松北 17108F
  小松工業 17106K
  小松商業 17105A
  小松市立 17151E
  小松明峰 17152C
し 志賀 17159A
す 翠星 17112D
た 大聖寺 17102G
  大聖寺実業 17101J
  田鶴浜 17138H
つ 津幡 17124H
  鶴来 17110H
て 寺井 17109D
な 七尾 17136A
  七尾東雲 17158B
  七尾城北 17137K
の 能登 17160D
  野々市明倫 17153A
は 羽咋 17127B
  羽咋工業 17129J
ほ 宝達 17126D
ま 松任 17111F
も 門前 17141H
ろ 鹿西 17132J
わ 輪島 17145A

（特別支援学校） 
い 医王特別支援 17457C
 いしかわ特別支援 17441G
き 錦城特別支援 17459K
こ 小松瀬領特別支援 17455G
 小松特別支援 17456E
な 七尾特別支援 17458A
め 明和特別支援 17431K
も 盲 17451D
ろ ろう 17452B
私　　　立  

（高等学校） 
あ アットマーク国際 17511A
お 鵬学園 17508A
か 金沢 17503A
 金沢学院 17506E
こ 小松大谷 17507C
せ 星稜 17505G
と 藤花学園尾山台 17504J
に 日本航空高等学校石川 17510C
ほ  北陸学院 17501D
ゆ 遊学館 17502B

（高等専門学校） 
か 金沢工業高専 17991E

 上記以外の高等学校等 17999A

高等学校卒業程度認定試験
又は大学入学資格検定試験合格者

51000K

特別入試
社会人 56000A
学卒者等 57000A
外国人留学生 52000E

本学食物栄養学科 59000C
栄養系四年制大学 59001A
非栄養系四年制大学 59002K
栄養系短大 59003H
非栄養系短大 59004F
栄養系専門学校 59005D
非栄養系専門学校 59006B
その他 59009G

専攻科食物栄養専攻入試
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http://www.toyama-c.ac.jp/

〒930－0193  富山市願海寺水口444
 TEL:076－436－5146（代表）
         076－436－5160（直通）
FAX:076－436－0133            
E-mail:nyushi@toyama-c.ac.jp  

富 山 短 期 大 学
学校法人富山国際学園

入試・広報センター


