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東北文教大学人間科学部

東
北
文
教
大
学 アドミッション・ポリシー

建学の精神

アドミッション・ポリシーとは、東北文教大学が「入学してほしい」と考える学生の姿です。
育成したい人材、求める学生像をふまえて、入学者の選抜を行っています。

人を敬し、人を愛し、人を信ずる、それは人に敬され、人に愛され、人に信じられる人間になってほしい、という願いが�
こめられています。

東北文教大学人間科学部
子ども教育学科
入学定員　70名

人間関係学科
入学定員　60名

育
成
し
た
い
人
材

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育
を通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を
育成したいと考えています。
　人間科学部は、人間の生涯にわたる成長を本質的に捉え、
それを活かして社会に貢献できる人材を育成したいと考えて
います。
　子ども教育学科は、教育の目標にかかげる知識・技能・態
度を身につけ、子どもの育ちを本質的に捉え、教育・保育を
構想し、具体化し、実践することができる人材を育成したい
と考えています。

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育
を通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を
育成したいと考えています。
　人間科学部は、人間の生涯にわたる成長を本質的に捉え、
それを活かして社会に貢献できる人材を育成したいと考えて
います。
　人間関係学科は、深い人間理解に基づいた知恵と幅広い教
養、専門的知識・技術を身につけ、多様化・複雑化する現代
社会の中で、他者を理解し、思いやり、信頼関係・協調関係
を築き、共に創造性を発揮して地域の課題解決に貢献できる
人間関係力豊かな人材を育成したいと考えています。

求
め
る
学
生
像

　人間科学部子ども教育学科では、以下の要件を備えた学生
を求めます。
⑴下記の①、②、③の学びを理解できる基礎的な学力を身に
つけている学生。

⑵下記の①、②、③の学びに意欲的に取り組み、理論と実践
の中で、積極的に課題を見つけ、自分なりの解決方法を提
案できる思考力・表現力を身につけている学生。

①乳幼児期から学童期の子どもの発達を深く探究し、乳幼児
期から学童期までの育ちを連続してとらえ、保育や教育に
実践してくための学び。

②子どもと家庭環境との関わりを深く探究し、子育て支援や
家庭教育を支援するための学び。

③教育・保育における地域社会の役割を深く探究し、地域社
会と連携して教育・保育を実践していくための学び。

　人間科学部人間関係学科では、以下の要件を備えた学生を
求めます。
①専門的な学修と幅広い分野の知見を修得するための基礎的
な学力を身につけている学生。

②多様な価値観を尊重し、相互に理解し、協働することで共
によりよく生きることのできる社会を築く意志を持ってい
る学生。

③人間関係に関する専門的な研究に関心を持ち、修得した知
見を、自己を取り巻く社会の課題に応用して解決方法を探
る意義を理解している学生。

④自己の将来的な課題やテーマを理解し、自ら学修のプラン
を組み立て選択していくことができる学生。

入
学
者
選
抜
の
基
本
方
針

　人間科学部子ども教育学科では、本学科の求める学生像に
記された要件を備えた学生を適正に受け入れるために、総合
型選抜、学校推薦型選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一
般選抜・大学入学共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方
法で選抜を行います。
①総合型選抜では、教育者・保育者を目指す明確な見通しを
持ち、人間性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、事
前に提示する学科課題に基づいた口頭試問を含む面接と志
望理由書を課します。

②学校推薦型選抜（指定推薦）では、教育者・保育者を目指
すための基礎学力を持ち、人間性豊かで意欲的な学生を受
け入れるために、学習成績の状況（調査書）と面接（口頭
試問を含む）を課します。学校推薦型選抜（公募推薦）では、
教育者・保育者を目指すための基礎学力を持ち、人間性豊
かで意欲的な学生を受け入れるために、学習成績の状況（調
査書）と小論文、面接（口頭試問を含む）を課します。

③一般選抜（一般選抜）では、教育者・保育者を目指すため
の基礎学力や論理的思考カ・表現力を持った学生を受け入
れるために、前期では国語・英語の2科目、後期では国語・
英語・小論文から選択した2科目を課します。一般選抜（大
学入学共通テスト利用選抜）では、教育者・保育者を目指
すための基礎学力を持った学生を受け入れるために、前期
では国語・英語・得意な2教科2科目の4教科4科目（ただし、
理科①は選択した2科目をもって1科目扱いとします）、後
期では国語と英語の2科目を課します。

④特別入試では、社会人としての経験や国外での経験を持つ
人で、教育者・保育者を目指す明確な見通しを持ち、人間
性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、書類審査・作文・
面接を課します。

　人間科学部人間関係学科では、本学科の求める学生像に記
された要件を備えた学生を適正に受け入れるために、総合型
選抜、学校推薦型選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一
般選抜・大学入学共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方
法で選抜を行います。
①総合型選抜では、多様な価値観を尊重し、協働することで共
によりよく生きることのできる社会を築く意志を持ち、主体
性を持つ学生を受け入れるために、事前に提示する学科課題
に基づいた口頭試問を含む面接と志望理由書を課します。

②学校推薦型選抜（指定推薦）では、学科の学修に主体的に
取り組める基礎学力を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態
度がある学生を受け入れるために、学習成績の状況（調査書）
と面接（口頭試問を含む）を課します。学校推薦型選抜（公
募推薦）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎知識・
学力を持ち、多様な人々と協働して学ぶ態度がある学生を
受け入れるために、学習成績の状況（調査書）と小論文、
面接（口頭試問を含む）を課します。

③一般選抜（一般選抜）では、学科の学修に主体的に取り組
める基礎学力や論理的思考カ・表現力を持った学生を受け
入れるために、前期では国語・英語の2科目、後期では国語・
英語・小論文から選択した2科目を課します。一般選抜（大
学入学共通テスト利用選抜）では、学科の学修に主体的に
取り組める基礎知識・学力を持った学生を受け入れるため
に、前期では国語・英語・得意な2教科2科目の4教科4科
目（ただし、理科①は選択した2科目をもって1科目扱いと
します）、後期では国語と英語の2科目を課します。

④特別入試では、社会人としての経験や国外での経験を持つ人
で、多様な価値観を尊重し、協働することで共によりよく生
きることのできる社会を築く意志を持ち、主体性を持つ学生
を受け入れるために、書類審査・作文・面接を課します。

・特別入試については、別途お問い合わせください。
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ディプロマ・ポリシー
ディプロマ・ポリシーとは、東北文教大学の卒業認定や学位授与の方針をまとめたものです。
学生が卒業する際に身につけているべき力が示されています。

東北文教大学人間科学部

子ども教育学科 人間関係学科

教
育
目
的

　東北文教大学は、教育基本法および学校教育法に基づき、
学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的および応用的能力を育成するとともに、
「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり人間性豊かな、真に社
会に貢献しうる実践的な人間の育成を目的としています。
　人間科学部は、人間および人間の営みについて、地域社会・
心理・教育面から多角的に把握し、自ら問題点を見出し、解
決策を探究し、柔軟に対応できる人材育成を目的とした教育
を行います。
　子ども教育学科は、子どもの育ちを本質的に捉え、教育・
保育を構想し、具体化し、実践することができる人材の育成
を目的としています。

　東北文教大学は、教育基本法および学校教育法に基づき、
学術の中心として、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的および応用的能力を育成するとともに、
「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり人間性豊かな、真に社
会に貢献しうる実践的な人間の育成を目的としています。
　人間科学部は、人間および人間の営みについて、地域社会・
心理・教育面から多角的に把握し、自ら問題点を見出し、解
決策を探究し、柔軟に対応できる人材育成を目的とした教育
を行います。
　人間関係学科は、深い人間理解に基づいた知恵と幅広い教
養、専門的知識・技術を身につけ、多様化・複雑化する現代
社会の中で、他者を理解し、思いやり、信頼関係・協調関係
を築き、共に創造性を発揮して地域の課題解決に貢献できる
人間関係力豊かな人材の育成を目的としています。

教
育
目
標

　子ども教育学科は、乳幼児から学童期を中心に、子どもを
理解し、子育て支援や家庭教育支援および地域と連携して教
育・保育の向上に取り組むことができる知識・技能・態度の
育みを教育目標としています。

　人間関係学科では、人間関係力やコミュニケーション能力
について多角的に学ぶことを通じて身につける、家庭、地域
社会、職場で豊かな人間関係を構築することのできる資質・
能力の育み、および、人間と人間の営みについてコミュニケー
ション学的、心理学的、社会福祉学的立場からの専門的学び
を深めることを通じて身につける、広く複眼的・多角的な視
点から地域の課題を解決する力の育みを教育目標としていま
す。

デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー

⑴　�乳幼児期から学童期までを中心とした子どもの理解と、
それを教育・保育の実践に活かす判断力や応用力

⑵　�子どもを取り巻く家庭環境の多様性や今日的課題の理解
と、家庭に寄り添って子育て支援・家庭教育支援に取り
組むカウンセリングマインド

⑶　�子どもを取り巻く地域社会の教育資源や今日的課題の理
解と、地域と連携して教育・保育の向上に取り組む関係
構築力

　上記の知識・技能・態度を身につけるために、基準となる
単位数を設定しています。これらを含め所定の単位数を修得
した者に卒業を認定し、学士（教育学）の学位を授与します。

⑴　�基礎教育科目等の学修や学内外の諸活動をとおして、幅
広い教養を身につけるとともに、自己を取り巻く世界や
環境を知ることで多角的なものの見方、考え方ができる。

⑵　�専門教育科目等の学修をとおして、人間関係についての
知識・技術とコミュニケーション能力を身につけ、家庭、
地域社会、職場等での豊かな人間関係の構築に貢献する
ことができる。

⑶　�３つのコースにおけるいずれかの専門分野の知見をもち、
それを現実的、個別的な人間関係の課題に適用して、地
域社会の課題解決に貢献できる。

　ア．グローカルコミュニケーションコース
　　　�多様な異文化への理解力と高い言語運用能力を身につ

け、グローバル化する地域の課題解決のためのコミュ
ニケーション能力と行動力を発揮できる。

　イ．心理総合コース
　　　�心理学の知見をもとに人間行動に関する深い理解をも

ち、確かなデータリテラシーを発揮して課題解決に取
り組むことができる。

　ウ．福祉マネジメントコース
　　　�社会福祉の知見をもとに複雑化・多様化する社会の様

態を理解し、ソーシャルワークの技術をもって課題解
決に取り組むことができる。

⑷　�学問に裏付けられた論理的思考によって、的確な課題の
設定から論証を経て結論を述べることができる。

　上記の知識・技能・態度を身につけるために、基準となる
単位数を設定しています。これらを含め所定の単位数を修得
した者に卒業を認定し、学士（人間関係学）の学位を授与し
ます。
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東
北
文
教
大
学

▼指定推薦入試
出願資格	
次の①～④のいずれかに該当する者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の
高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。
④本学において、個別の入学資格審査により、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で満
18歳以上に達した者。

出願要件	
出願資格に該当する者で、事前相談に出席し、かつ、本学
への入学意志の強い者。

募集人員	
子ども教育学科　Ａ日程　6名　　Ｂ日程　若干名
人間関係学科　Ａ日程　6名　　Ｂ日程　若干名

選抜方法	
・事前相談時に提示する学科課題についての口頭試問を含
む面接／100点
・志望理由書
＊面接は、事前相談時に設定した日時に行う。面接時間は
一人50分程度とする。
＊調査書及び志望理由書は、口頭試問を含む面接の資料と
して活用する。

事前相談	
①内　容
本学の事前相談担当者が、全体説明を行う。教育内容や
課題についての説明が中心となる。
②場　所
　東北文教大学
③事前相談日（必ず本人による電話予約が必要）
事前相談は、本人のほかに家族の者１名まで同席可能。
説明時間は約１時間。
Ａ日程　2022年9月17日（土）・24日（土）　
Ｂ日程　2022年12月10日（土）・17日（土）
④実施時間
　集合時間　13:20
　全体説明　13:30～14:30（予定）
　個別相談　全体説明終了後（希望者のみ）

▼総合型選抜
選抜スケジュール	
［Ａ日程］
出願期間：2022年10月11日（火）～2022年10月20日（木）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年10月29日（土）・2022年10月30日（日）
　　　　　※いずれか1日
合格発表：2022年11月4日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年11月17日（木）16:00必着

［Ｂ日程］
出願期間：2023年1月5日（木）～2023年1月17日（火）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年1月21日（土）
合格発表：2023年1月27日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月13日（月）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希
望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。
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▼指定推薦入試
出願資格	
2023年3月高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支
援学校の高等部を含む）卒業見込みの者。

出願要件	
人物・成績とも推薦に値する者で、本学が指定する要件を
満たし、かつ、出身高等学校長の推薦を受けた者で、下記
の①と②に該当する者。
①本学科に対する適性能力のある者。
②指定推薦により入学を認められた場合は、必ず本学に入
学する者。

本学が指定する要件及び指定推薦人数	
子ども教育学科　23名
人間関係学科　18名
＊指定校に直接連絡する。

選抜方法	
・面接（口頭試問を含む）
＊指定した学習成績の状況を確認するとともに、調査書と
推薦書を資料として行う。
＊面接時間は一人20分程度とする。

選抜スケジュール	
出願期間：2022年11月1日（火）～2022年11月14日（月）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年11月19日（土）9:00集合
合格発表：2022年12月1日（木）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年12月14日（水）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希
望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

▼学校推薦型選抜　指定推薦
出願資格	
高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高
等部を含む）を2023年3月卒業見込みの者、及び2022年3月
卒業の者。

出願要件	
人物・成績とも推薦に値する者と認められ、高等学校長の
推薦を受けた者、かつ、本学科に対する適性能力のある者
で、次の①または②のいずれかに該当する者。
①調査書における全体の学習成績の状況が3.5以上ある者。
②調査書における全体の学習成績の状況が3.0以上あり、
4.0以上の教科が複数ある者。
※他大学との併願を認める。

募集人員	
子ども教育学科　5名
人間関係学科　5名

選抜方法	
・学習成績の状況（調査書）／200点
※実用英語技能検定準２級（TOEIC470点以上）以上の資格
取得者は加点する。
・小論文／100点
・面接（口頭試問を含む）／100点
＊調査書は、学習成績の状況を点数化するとともに、推薦
書と併せて面接の資料として活用する。
＊小論文の時間は60分間とし、字数は800字以内とする。
＊面接は、小論文終了後に行い、時間は一人30分程度とする。
試験時間割
小論文：9:30～10:30
面　接：10:50～

選抜スケジュール	
出願期間：2022年11月1日（火）～2022年11月14日（月）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年11月20日（日）9:00集合
合格発表：2022年12月1日（木）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年12月14日（水）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希
望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

▼学校推薦型選抜　公募推薦
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東北文教大学人間科学部

東
北
文
教
大
学

▼指定推薦入試
出願資格・出願要件	
次の①～④のいずれかに該当する者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の
高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。
④本学において、個別の入学資格審査により、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で満
18歳以上に達した者。

募集人員	
子ども教育学科　前期　26名　　後期　3名
人間関係学科　前期　21名　　後期　3名

選抜方法	
［前　期］
2教科の学力試験の結果に基づき選抜する。
試験科目及び配点
　国　語：国語総合（古文・漢文を除く）／100点
　　　　　※記述式問題を含む
　外国語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
　　　　　英語表現Ⅰ／100点
試験時間割
　国　語：9:30～10:30
　外国語：11:00～12:00
［後　期］
2教科の学力試験と小論文のうち2科目（選択）の結果に基
づき選抜する。
試験科目及び配点
　国　語：国語総合（古文・漢文を除く）／100点
　　　　　※記述式問題を含む
　外国語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
　　　　　英語表現Ⅰ／100点
　小論文：60分、800字以内／100点
　上記科目から2科目選択※
　※選択科目は出願の際登録する。
＊調査書は、学習成績の状況などを確認する。
試験時間割

9:30～10:30 第1解答科目

10:30～10:40 第1解答科目の解答用紙回収および
第2解答科目の問題・解答用紙の配付。

10:40～11:40 第2解答科目

＊受験生は試験室からの退室不可。
※第1解答科目と第2解答科目の解答の順番は指示します。

▼一般選抜
選抜スケジュール	
［前　期］
出願期間：2023年1月17日（火）～2023年1月31日（火）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年2月4日（土）9:00集合
合格発表：2023年2月10日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月24日（金）16:00必着

［後　期］
出願期間：2023年2月20日（月）～2023年3月9日（木）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年3月14日（火）9:00集合
合格発表：2023年3月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年3月24日（金）16:00必着

第2志望制度［前期・後期］	
①人間科学部の他学科への第2志望が可能である。
②第2志望の意志がある場合は、出願の際登録すること。
③第2志望のための試験は行わない。

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希
望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。
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▼指定推薦入試
出願資格・出願要件	
次の①～③のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入
学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験した者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の
高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。

募集人員	
子ども教育学科　前期　5名　　後期　2名
人間関係学科　前期　5名　　後期　2名

選抜方法	
大学入学共通テストの結果に基づき選抜する。
指定する教科・科目の配点
［前　期］
・国語／200点
・英語（リーディング・リスニング）／200点
・国語・英語以外の出題教科から点数の高い順に2教科2
科目選択※／200点
　　※�ただし、理科①は選択した2科目をもって1科目扱

いとする。
［後　期］
・国語／200点
・英語（リーディング・リスニング）／200点
＊調査書は、学習成績の状況などを確認する。

選抜スケジュール	
［前　期］
出願期間：2023年1月17日（火）～2023年1月31日（火）
　　　　　16:00必着
合格発表：2023年2月10日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月24日（金）16:00必着

［後　期］
出願期間：2023年2月20日（月）～2023年3月9日（木）
　　　　　16:00必着
合格発表：2023年3月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年3月24日（金）16:00必着

＊大学入学共通テスト試験日：
　2023年1月14日（土）・15日（日）
　　�大学入学共通テストの時間割等の詳細は、令和5年度

大学入学共通テスト受験案内で確認すること。
　※本学の個別試験は行わない。

▼大学入学共通テスト利用選抜
受験上の注意	
大学入学共通テストについては、大学入試センターが発行
する「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」や大学入試
センターのホームページで確認のこと。

大学入試センター　〔URL〕https://www.dnc.ac.jp/
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東北文教大学短期大学部

東
北
文
教
大
学

短
期
大
学
部 アドミッション・ポリシー

建学の精神

アドミッション・ポリシーとは、東北文教大学短期大学部が「入学してほしい」と考える学生の姿です。
育成したい人材、求める学生像をふまえて、入学者の選抜を行っています。

人を敬し、人を愛し、人を信ずる、それは人に敬され、人に愛され、人に信じられる人間になってほしい、という願いが�
こめられています。

東北文教大学短期大学部
子ども学科

入学定員　100名
現代福祉学科 

入学定員　60名

育
成
し
た
い
人
材

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育を
通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を育成
したいと考えています。
　短期大学部は、各学科が学修の成果として求める、知識、技
能、態度を身につけ、地域、社会で実践することができる人材
を育成したいと考えています。
　子ども学科では、豊かな人間性と社会性を兼ね備えた、保育・
教育における総合的実践力を有する人材を育成したいと考えて
います。

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育を
通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を育成
したいと考えています。
　短期大学部は、各学科が学修の成果として求める、知識・技
能・態度を身につけ、地域、社会で実践することができる人材
を育成したいと考えています。
　現代福祉学科は、人権を尊重する基本姿勢と、深い人間愛、
豊かな人間性を兼ね備えた、介護福祉における基礎的な実践力
を有する人材を育成したいと考えています。

求
め
る
学
生
像

　子ども学科では、以下の要件を備えた学生を求めます。
①本学科の特色を理解し、明確な勉学目的を有し、自己目標を
達成するために意欲的に行動できる学生。
②本学科で学ぶための基礎学力があり、思考力と表現力を有し
ている学生。
③保育者に相応しい人間性と良好な人間関係を保つためのコ
ミュニケーション能力を身つけている学生。
④広く社会への関心を持ち、問題意識や意見をもつことができ
る学生。

　現代福祉学科では、以下の要件を備えた学生を求めます。
①現代社会のかかえている諸問題に広く関心を持ち、自らの意
見を述べられる学生。

②地域社会における諸問題に広く関心を持ち、介護福祉に強い
学修意欲がある学生。

③周囲の人との良好な人間関係を保つためのコミュニケーショ
ン能力があり、他者に対する誠実な態度と礼儀がある学生。

④入学後の学修に必要な基礎学力があり、自己目標を達成する
ために主体的に学ぶことができる学生。

入
学
者
選
抜
の
基
本
方
針

　子ども学科では、本学科の求める学生像に記された要件を備
えた学生を適正に受け入れるために、総合型選抜、学校推薦型
選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一般選抜・大学入学
共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方法で選抜を行いま
す。
①総合型選抜では、明確な勉学目的と保育職への意欲を持ち、
目標を達成するために意欲的に行動できる学生を受け入れる
ために、事前に提示する学科課題に基づいた口頭試問を含む
面接と志望理由書を課します。
②学校推薦型選抜（指定推薦）では、明確な勉学目的と保育職
への意欲を持ち、目標を達成するために意欲的に行動でき、
かつ、学科の学修に必要な基礎学力と良好な人間関係を保つ
ためのコミュニケーション能力を備えた学生を受け入れるた
めに、学習成績の状況（調査書）、面接（グループワークを
含む）を課します。学校推薦型選抜（公募推薦）では、明確
な勉学目的と保育職への意欲を持ち、目標を達成するために
意欲的に行動でき、かつ、学科の学修に必要な基礎学力と理
解力と思考力を備えた学生を受け入れるために、学習成績の
状況（調査書）と作文、面接（口頭試問を含む）を課します。
③一般選抜（一般選抜）では、学科の学修に主体的に取り組め
る基礎学力を持った学生を受け入れるために、前期は国語と
英語、後期は国語を課します。一般選抜（大学入学共通テス
ト利用選抜）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎学
力を持った学生を受け入れるために、国語と英語を課します。
④特別入試では、社会人としての経験を持つ人には、保育職を
理解した上で社会人としての経験を生かし、学科の学修に取
り組める学ぶ意欲・態度、理解力、思考力を持った学生を受
け入れるために、書類審査・作文・面接を課します。また、
外国人留学生として学修したいという人には、自国と日本の
保育、免許・資格を理解した上で、学科の学修に主体的に取
り組める日本語能力と理解力を持った学生を受け入れるため
に、書類審査・日本語試験・面接を課します。

　現代福祉学科では、本学科の求める学生像に記された要件を
備えた学生を適正に受け入れるために、総合型選抜、学校推薦
型選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一般選抜・大学入
学共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方法で選抜を行い
ます。
①総合型選抜では、介護福祉に強い学修意欲があり、人間性豊
かで意欲的な学生を受け入れるために、事前に提示する課題
に基づいた口頭試問を含む面接と志望理由書を課します。

②学校推薦型選抜（指定推薦）では、学科の学修に主体的に取
り組める基礎知識・学力を持ち、人間性豊かで意欲的な学生
を受け入れるために、学習成績の状況（調査書）と面接（グ
ループワークを含む）を課します。学校推薦型選抜（公募推
薦）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎知識・学力
を持ち、人間性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、学
習成績の状況（調査書）と作文、面接（口頭試問を含む）を
課します。

③一般選抜（一般選抜）では、学科の学修に主体的に取り組め
る基礎学力を持った学生を受け入れるために、前期は国語と
英語、後期は国語を課します。一般選抜（大学入学共通テス
ト利用選抜）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎学
力を持った学生を受け入れるために、国語と英語を課します。

④特別入試では、社会人としての経験や自己目標を達成するた
めに主体的に学ぶことができ、学科の学修に取り組める理解
力、表現力を持った学生を受け入れるために、書類審査・作
文・面接を課します。また、外国人の留学生として学修した
いという人には、学科の学修に主体的に取リ組める日本語能
力と理解力、表現力を持った学生を受け入れるために、書類
審査・日本語試験・面接を課します。

・特別入試については、別途お問い合わせください。
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東北文教大学短期大学部
子ども学科

入学定員　100名
現代福祉学科 

入学定員　60名

育
成
し
た
い
人
材

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育を
通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を育成
したいと考えています。
　短期大学部は、各学科が学修の成果として求める、知識、技
能、態度を身につけ、地域、社会で実践することができる人材
を育成したいと考えています。
　子ども学科では、豊かな人間性と社会性を兼ね備えた、保育・
教育における総合的実践力を有する人材を育成したいと考えて
います。

　東北文教大学は、「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育を
通して、人間性豊かな、社会に貢献できる実践的な人間を育成
したいと考えています。
　短期大学部は、各学科が学修の成果として求める、知識・技
能・態度を身につけ、地域、社会で実践することができる人材
を育成したいと考えています。
　現代福祉学科は、人権を尊重する基本姿勢と、深い人間愛、
豊かな人間性を兼ね備えた、介護福祉における基礎的な実践力
を有する人材を育成したいと考えています。

求
め
る
学
生
像

　子ども学科では、以下の要件を備えた学生を求めます。
①本学科の特色を理解し、明確な勉学目的を有し、自己目標を
達成するために意欲的に行動できる学生。

②本学科で学ぶための基礎学力があり、思考力と表現力を有し
ている学生。

③保育者に相応しい人間性と良好な人間関係を保つためのコ
ミュニケーション能力を身つけている学生。

④広く社会への関心を持ち、問題意識や意見をもつことができ
る学生。

　現代福祉学科では、以下の要件を備えた学生を求めます。
①現代社会のかかえている諸問題に広く関心を持ち、自らの意
見を述べられる学生。

②地域社会における諸問題に広く関心を持ち、介護福祉に強い
学修意欲がある学生。

③周囲の人との良好な人間関係を保つためのコミュニケーショ
ン能力があり、他者に対する誠実な態度と礼儀がある学生。

④入学後の学修に必要な基礎学力があり、自己目標を達成する
ために主体的に学ぶことができる学生。

入
学
者
選
抜
の
基
本
方
針

　子ども学科では、本学科の求める学生像に記された要件を備
えた学生を適正に受け入れるために、総合型選抜、学校推薦型
選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一般選抜・大学入学
共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方法で選抜を行いま
す。
①総合型選抜では、明確な勉学目的と保育職への意欲を持ち、
目標を達成するために意欲的に行動できる学生を受け入れる
ために、事前に提示する学科課題に基づいた口頭試問を含む
面接と志望理由書を課します。

②学校推薦型選抜（指定推薦）では、明確な勉学目的と保育職
への意欲を持ち、目標を達成するために意欲的に行動でき、
かつ、学科の学修に必要な基礎学力と良好な人間関係を保つ
ためのコミュニケーション能力を備えた学生を受け入れるた
めに、学習成績の状況（調査書）、面接（グループワークを
含む）を課します。学校推薦型選抜（公募推薦）では、明確
な勉学目的と保育職への意欲を持ち、目標を達成するために
意欲的に行動でき、かつ、学科の学修に必要な基礎学力と理
解力と思考力を備えた学生を受け入れるために、学習成績の
状況（調査書）と作文、面接（口頭試問を含む）を課します。

③一般選抜（一般選抜）では、学科の学修に主体的に取り組め
る基礎学力を持った学生を受け入れるために、前期は国語と
英語、後期は国語を課します。一般選抜（大学入学共通テス
ト利用選抜）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎学
力を持った学生を受け入れるために、国語と英語を課します。

④特別入試では、社会人としての経験を持つ人には、保育職を
理解した上で社会人としての経験を生かし、学科の学修に取
り組める学ぶ意欲・態度、理解力、思考力を持った学生を受
け入れるために、書類審査・作文・面接を課します。また、
外国人留学生として学修したいという人には、自国と日本の
保育、免許・資格を理解した上で、学科の学修に主体的に取
り組める日本語能力と理解力を持った学生を受け入れるため
に、書類審査・日本語試験・面接を課します。

　現代福祉学科では、本学科の求める学生像に記された要件を
備えた学生を適正に受け入れるために、総合型選抜、学校推薦
型選抜（指定推薦・公募推薦）、一般選抜（一般選抜・大学入
学共通テスト利用選抜）、特別入試の4つの方法で選抜を行い
ます。
①総合型選抜では、介護福祉に強い学修意欲があり、人間性豊
かで意欲的な学生を受け入れるために、事前に提示する課題
に基づいた口頭試問を含む面接と志望理由書を課します。

②学校推薦型選抜（指定推薦）では、学科の学修に主体的に取
り組める基礎知識・学力を持ち、人間性豊かで意欲的な学生
を受け入れるために、学習成績の状況（調査書）と面接（グ
ループワークを含む）を課します。学校推薦型選抜（公募推
薦）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎知識・学力
を持ち、人間性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、学
習成績の状況（調査書）と作文、面接（口頭試問を含む）を
課します。

③一般選抜（一般選抜）では、学科の学修に主体的に取り組め
る基礎学力を持った学生を受け入れるために、前期は国語と
英語、後期は国語を課します。一般選抜（大学入学共通テス
ト利用選抜）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎学
力を持った学生を受け入れるために、国語と英語を課します。

④特別入試では、社会人としての経験や自己目標を達成するた
めに主体的に学ぶことができ、学科の学修に取り組める理解
力、表現力を持った学生を受け入れるために、書類審査・作
文・面接を課します。また、外国人の留学生として学修した
いという人には、学科の学修に主体的に取リ組める日本語能
力と理解力、表現力を持った学生を受け入れるために、書類
審査・日本語試験・面接を課します。

ディプロマ・ポリシー
ディプロマ・ポリシーとは、東北文教大学短期大学部の卒業認定や学位授与の方針をまとめたものです。
学生が卒業する際に身につけているべき力が示されています。

東北文教大学短期大学部

子ども学科 現代福祉学科

教
育
目
的

　東北文教大学短期大学部は、教育基本法および学校教育法
に基づき、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生
活に必要な能力を育成するとともに、「敬・愛・信」の建学の
精神にのっとり人間性豊かな、真に社会に貢献しうる実践的
な人間の育成を目的としています。
　子ども学科は、「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり、未
来をつくる子どものために、豊かな人間性と社会性を兼ね備
えた、保育・教育における総合的実践力を有する人材の育成
を目的としています。

　東北文教大学短期大学部は、教育基本法および学校教育法
に基づき、深く専門の学芸を教授研究し、職業または実際生
活に必要な能力を育成するとともに、「敬・愛・信」の建学の
精神にのっとり人間性豊かな、真に社会に貢献しうる実践的
な人間の育成を目的としています。
　現代福祉学科は、「敬・愛・信」の建学の精神にのっとり、
人権を尊重する基本姿勢と深い人間愛、豊かな人間性を兼ね
備えた、介護福祉における基礎的な実践力を有する人材の育
成を目的としています。

教
育
目
標

⑴　�多角的視野と総合的視野に裏付けされた思考と判断を
持って保育が実践できる保育者を養成します。

⑵　�観察－分析－計画－実行のサイクルにより、向上的に保
育が実践できる保育者を養成します。

⑶　�子どもの育ちを支えることができる、専門的知識と技術
をもった保育者を養成します。

⑷　�日常的に保育者としての自覚を持ち、倫理観・道徳心の
もと責任ある言動をとることができる保育者を養成しま
す。

⑸　�子どもと共感できる、豊かな感性と情操を身につけた保
育者を養成します。

⑹　�保育者としてのコミュニケーション能力を有し、職場に
おいて協働できる保育者を養成します。

⑺　�社会の一員としての教養を身につけ、生涯に渡り主体的
に学ぶことのできる保育者を養成します。

⑴　�幅広い視野と教養を持ち、社会保障や社会福祉に関する
制度・施策を理解し、多角的な視点から的確な判断がで
きる人材を養成します。

⑵　�基礎的な介護の知識と技術を有し、実践を的確に記録し、
常に根拠のある介護が提供できる人材を養成します。

⑶　�人間の尊厳や人権を基盤にして、福祉を必要とする人々
を理解し、その苦悩に共感し、相手の立場にたって考え
られる人材を養成します。

⑷　�人間の持つ生活・福祉問題を総合的に把握し、潜在能力
を引き出して活用する自立支援を基本として、サービス
を計画的に提供できる人材を養成します。

⑸　�他の職種の役割とチームアプローチの必要性を理解し、
トータルケアをチームの一員として、積極的に推進でき
る人材を養成します。

⑹　�情報機器や福祉機器を活用して、事態に的確に対処でき
る人材を養成します。

⑺　�他の職種やチーム、利用者との円滑なコミュニケーショ
ンを取ることのできる人材を養成します。

デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー

⑴　保育・教育の本質を説明することができる。
⑵　�保育の対象と内容を理解し、総合的に保育を計画し実践
することができる。

⑶　�保育をするための方法や技術を身につけ、実践すること
ができる。

⑷　�他者を尊重する態度と倫理観を持ち、協働することがで
きる。

⑸　�社会人としての教養を身につけ、自ら問題を発見し解決
に向けて探求することができる。

　上記の知識・技能・態度を身につけるために、基準となる
単位数を設定しています。これらを含め所定の単位数を修得
した者に卒業を認定し、短期大学士（子ども学）の学位を授
与します。

⑴　�人間科学および社会福祉に関する知識を理解したうえで、
地域の諸問題に責任をもって関わるための思考力・判断
力・表現力を身につけ、意見を交わすことができる。

⑵　�介護を必要とする人が、自分らしい生活を継続できるよ
う、基本的な生活支援技術を実践できる。

⑶　�人間の尊厳や人権を尊重する態度と倫理観を持ち、コミュ
ニケーション力・協調性・積極性を身につけ、社会に貢
献できる。

　上記の知識・技能・態度を身につけるために、基準となる
単位数を設定しています。これらを含め所定の単位数を修得
した者に卒業を認定し、短期大学士（現代福祉学）の学位を
授与します。



10

東北文教大学短期大学部

▼指定推薦入試
出願資格	
次の①～④のいずれかに該当する者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。

④本学において、個別の入学資格審査により、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で満
18歳以上に達した者。

出願要件	
出願資格に該当する者で、事前相談に出席し、かつ、本学
への入学意志の強い者。

募集人員	
子 ど も 学 科　Ａ日程 15名　Ｂ日程 2名　Ｃ日程 2名
現代福祉学科　Ａ日程・Ｂ日程 15名　Ｃ日程 若干名

選抜方法	
・事前相談時に提示する学科課題についての口頭試問を含

む面接／100点
・志望理由書
＊面接は、事前相談時に設定した日時に行う。面接時間は

一人50分程度とする。
＊調査書及び志望理由書は、口頭試問を含む面接の参考と

する。

事前相談	
①内　容

本学の事前相談担当者が、全体説明を行う。教育内容や
課題についての説明が中心となる。
②場　所

東北文教大学
③事前相談日（必ず本人による電話予約が必要）

事前相談は、本人のほかに家族の者1名まで同席可能。
説明時間は約1時間。
Ａ日程　2022年9月　3日（土）・10日（土）
　　　　　　　　  17日（土）・24日（土）
Ｂ日程　2022年12月10日（土）・17日（土）
Ｃ日程　2023年2月11日（祝・土）・18日（土）
④実施時間

集合時間　13:20
全体説明　13:30～14:30（予定）
個別相談　全体説明終了後（希望者のみ）

▼総合型選抜
選抜スケジュール	
［Ａ日程］

出願期間：2022年10月11日（火）～2022年10月20日（木）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年10月29日（土）・2022年10月30日（日）
　　　　　※いずれか1日
合格発表：2022年11月4日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年11月17日（木）16:00必着

［Ｂ日程］
出願期間：2023年1月5日（木）～2023年1月17日（火）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年1月21日（土）
合格発表：2023年1月27日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月13日（月）16:00必着

［Ｃ日程］
出願期間：2023年2月28日（火）～2023年3月9日（木）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年3月15日（水）
合格発表：2023年3月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年3月24日（金）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希

望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。



短
期
大
学
部

11

▼指定推薦入試
出願資格	
2023年3月高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支
援学校の高等部を含む）卒業見込みの者。

出願要件	
人物・成績とも推薦に値する者で、本学が指定する要件を
満たし、かつ、出身高等学校長の推薦を受けた者で、次の
①と②に該当する者。
①希望学科に対する適性能力のある者。
②指定推薦により入学を認められた場合は、必ず本学に入

学する者。

本学が指定する要件及び指定推薦人数	
指定校に直接連絡する。

選抜方法	
・学習成績の状況（調査書）／指定した条件を基礎配点とする。
・面接（グループワークを含む）
＊調査書は、推薦書と併せて面接の資料として活用する。
＊面接時間は3~4人一組で30分程度とする。

選抜スケジュール	
出願期間：2022年11月1日（火）～2022年11月14日（月）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年11月19日（土）9:00集合
合格発表：2022年12月1日（木）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年12月14日（水）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希

望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

▼学校推薦型選抜　指定推薦
出願資格	
高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高
等部を含む）を2023年3月卒業見込みの者、及び2022年3月
卒業の者。

出願要件	
次の①、②のいずれかに該当すると認められ、出身高等学
校長の推薦を受けた者で、希望学科に対する適性能力のあ
る者｡
①人物・成績とも推薦に値する者。
②課外活動・社会的活動、取得資格・特技等で優れた実績

を残した者。
（次頁の活動実績評価基準表参照）

※他大学との併願を認める。

選抜方法	
・学習成績の状況（調査書）／200点
・作文／100点
・面接（口頭試問を含む）／100点
＊課外活動、社会的活動、取得資格、特技等がある場合は

その実績を加味して選抜する。
＊調査書は、学習成績の状況を点数化するとともに、推薦

書と併せて面接の資料として活用する。
＊作文の時間は50分間とし、字数は600字以内とする。
＊面接は、作文終了後に行い、時間は一人30分程度とする。
試験時間割

作　文：9:30～10:20
面　接：10:40～

選抜スケジュール	
出願期間：2022年11月1日（火）～2022年11月14日（月）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2022年11月20日（日）9:00集合
合格発表：2022年12月1日（木）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2022年12月14日（水）16:00必着

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希

望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

▼学校推薦型選抜　公募推薦
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東北文教大学短期大学部

区分 運動部関係 文化部関係 資　格　等

Ａ

（ア）　全国大会に個人または団体で
出場した者。

（イ）　地方大会に個人または団体で
出場し、4位以内に入賞した
者。

（ア）　全国大会のコンクールまたは
発表会等に、個人または団体
で出場した者。

（イ）　地方大会のコンクールまたは
発表会等に、個人または団体
で出場し、入賞した者。

（ア）　実用英語技能検定準2級以上。
（TOEIC470点 以 上（TOEIC IPテ

ストを含む））
（イ）　日本漢字能力検定準2級以上。
（ウ）　毛筆・硬筆書写検定2級以上。
（エ）　公費により外国留学または研

修等を経験した者。
（オ）　私費により外国で3週間以上

にわたる研修を経験した者。
（カ）　生徒会の会長、副会長を経験

した者。
（キ）　顕著なボランティア活動をし

たと認められる者。

　その他、上記に相当すると認めら
れる資格、特技等。
※ 詳細は、下記のランク基準例を参

照のこと。

その他、上記に相当すると認められる者。

Ｂ

（ア）　地方大会に個人または団体で
出場した者。

（イ）　県大会に個人または団体で出
場し、8位以内の者。

（ア）　地方大会のコンクールまたは
発表会等に、個人または団体
で出場した者。

（イ）　県大会のコンクールまたは発
表会等に、個人または団体で
出場し、入賞した者。

その他、上記に相当すると認められる者。

Ｃ

県大会に個人または団体で出場し、
16位以内の者。

市町村大会等のコンクールまたは発
表会等に、個人または団体で出場し、
入賞した者。

その他、上記に相当すると認められる者。

提
出
資
料

・大会、コンクール等の概要がわかる要項、パンフレット等（コピー可）〈運動部・文化部〉
・当該受験生の参加が証明できるパンフレット等のメンバー表等（コピー可）〈運動部・文化部〉
　※該当する書類がない場合は、活動実績報告書の追記事項記載欄に具体的に明記すること。

・資格証明書、表彰状等の内容を証明できる資料（コピー可）〈資格等〉
・ボランティアについては、期間、日数（時間数）、活動内容を確認できる資料〈資格等〉

備　
　

考

（1）　競技人口や大会等の規模によって、この基準の適用を変更することが
ある。

（2）　地方大会とは、東北地区等のブロック大会であること。
（3）　コンクール、発表会等は、公的機関またはそれに準ずる機関の主催す

るものであること。
（4）　文化部における金・銀・銅賞、特選・入選等については、上記の基準

に対応させる。

（1）　 資格（検定）は取得の時期を問
わない。

（2）　 留学、会長、副会長は高校在
学中のものであること。

※ 2023年度入学者選抜では、大会や資格・検定試験等が中止・延期になったことにより、結果を記載できない場合は、
成果獲得に向けた努力のプロセスや大学で学ぼうとする意欲等も評価する。

▼公募推薦活動実績評価基準表

［各試験等のランク基準例］

ランク 資格・検定試験名称

Ａ
■実用英語技能検定2級
　（TOEIC520点以上TOEIC IPテスト含む）
■日本漢字能力検定2級
■全珠連珠算検定1級

■日商簿記検定2級
■日本毛筆書写技能検定2級
■日本硬筆書写技能検定2級
■生徒会会長・副会長

Ｂ

■実用英語技能検定準2級
　（TOEIC470点以上TOEIC IPテスト含む）
■全商英語検定2級
■日本漢字能力検定準2級
■全経簿記能力検定2級

■全商商業経済検定1級
■全商情報処理検定1級
　（ビジネス情報部門・プログラミング部門等）
■全国高校総合文化祭入賞

Ｃ

■全商情報処理検定2級
■全商ビジネス文書実務検定2級
■全商簿記実務検定2級
■全商商業経済検定2級
■全商情報処理検定2級
■全工業情報技術検定2級
■全国高校家庭科食物調理技術検定2級

■全国高校家庭科被服製作技術検定2級
■全国高校家庭科保育技術検定2級
■日赤救急法救急員
■日赤幼児安全法支援員
■介護職員初任者研修修了
■全国高校総合文化祭出場
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出願資格・出願要件	
次の①～④のいずれかに該当する者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。

④本学において、個別の入学資格審査により、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で満
18歳以上に達した者。

募集人員	
子 ど も 学 科　　前期 5名　　後期 2名
現代福祉学科　　前期 5名　　後期 3名

選抜方法	
学力試験の結果に基づき選抜する。
［前　期］
試験科目及び配点

国　語：国語総合（古文・漢文を除く）／100点
外国語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ／100点
試験時間割

国　語：9:30～10:30
外国語：11:00～12:00 

［後　期］
試験科目及び配点
　国　語：国語総合（古文・漢文を除く）／100点
試験時間割

国　語：9:30～10:30
＊調査書は、学習成績の状況、部活動・特別活動の記録な

どを参考とする。

選抜スケジュール	
［前　期］

出願期間：2023年1月17日（火）～2023年1月31日（火）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年2月4日（土）9:00集合
合格発表：2023年2月10日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月24日（金）16:00必着

［後　期］
出願期間：2023年2月20日（月）～2023年3月9日（木）
　　　　　16:00必着
選 抜 日：2023年3月14日（火）9:00集合
合格発表：2023年3月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年3月24日（金）16:00必着

第２志望制度［前期のみ］	
①短期大学部の他学科への第2志望が可能である。
②第2志望の意志がある場合は、出願の際登録すること。
③第2志望のための試験は行わない。

選抜会場	
東北文教大学

受験上の注意	
受験上の注意については、15頁を確認すること。
※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希

望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

▼一般選抜
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▼指定推薦入試
出願資格・出願要件	
次の①～③のいずれかに該当する者で、令和5年度大学入
学共通テストで本学が指定した教科・科目を受験した者。
①高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の

高等部を含む）を卒業した者、及び2023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、及び
2023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る者、及び
2023年3月までにこれに該当する見込みの者。

募集人員	
子 ど も 学 科　　前期 2名　　後期 2名
現代福祉学科　　前期 2名　　後期 2名

選抜方法	
大学入学共通テストの結果に基づき選抜する。
指定する教科・科目の配点

・国語（近代以降の文章）
　※近代以降の文章100点を［200点満点］に換算する。
・英語（リーディング・リスニング）／200点

＊調査書は、学習成績の状況、部活動・特別活動の記録な
どを参考とする。

選抜スケジュール	
［前　期］

出願期間：2023年1月17日（火）～2023年1月31日（火）
　　　　　16:00必着
合格発表：2023年2月10日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年2月24日（金）16:00必着

［後　期］
出願期間：2023年2月20日（月）～2023年3月9日（木）
　　　　　16:00必着
合格発表：2023年3月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2023年3月24日（金）16:00必着

＊大学入学共通テスト試験日：
　2023年1月14日（土）・15日（日）

大学入学共通テストの時間割等の詳細は、令和5年度
大学入学共通テスト受験案内で確認すること。

※本学の個別試験は行わない。

▼大学入学共通テスト利用選抜
受験上の注意	
大学入学共通テストについては、大学入試センターが発行
する「令和5年度大学入学共通テスト受験案内」や大学入試
センターのホームページで確認のこと。

大学入試センター　〔URL〕https://www.dnc.ac.jp/
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▼指定推薦入試▼受験上の注意
受験上の注意	
⑴受験者は指定された時間までに集合すること。遅刻限度

は、試験開始から20分までとする。
⑵受験票（出願受理後ダウンロードし印刷できるようにな

ります）は必ず持参すること。
⑶筆記用具（鉛筆、消しゴム）を用意すること。
⑷携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチを時計と

して使用することは認めない。
⑸上履きは不要。

※身体に障害があり、受験上または修学上特別な配慮を希
望する方は、事前に入試広報センターへ必ずご相談くだ
さい。

不正行為に関する注意事項	
⑴次のことをすると不正行為とみなします。
　1）出願時の提出書類や解答用紙へ故意に虚偽の記入等

（受験票・写真票に本人以外の写真を使用することや
解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入するこ
となど。）をすること。

　2）カンニング（試験時間中にカンニングペーパーや参考
書等を見ること、他の受験者の答案等を見ること、
他の人から答えを教わることなど。）をすること。

　3）他の受験者に答えを教えるなどカンニングの手助け
をすること。

　4）筆記試験において使用を認められていない物品を使
用すること。

　5）筆記試験において「解答はじめ。」の指示の前に、問題
冊子を開いたり解答を始めたりすること。

　6）筆記試験において「解答やめ。筆記用具を置いてくだ
さい。」の指示に従わず、筆記用具を持っていたり解
答を続けたりすること。

　7）試験時間中に携帯電話、スマートフォン、スマート
ウォッチ、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類を
身に付けたり使用したりすること。

　8）試験場において他の受験者の迷惑となる行為をする
こと。

　9）試験場において監督者等の指示に従わないこと。
 10）その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為を

すること。

⑵不正行為の疑いがある場合は、次のような対応をとるこ
とがあります。

　1）試験監督者等が注意をする。
　2）受験の中止と退室を指示し、事情を聴く。
　3）出願時の提出書類について、発行元等に問い合わせを

する。

⑶不正行為と認められた場合には、次のような対応をとり
ます。

　1）当該年度における本学のすべての入学者選抜の受験
を認めない。

　2）当該年度における本学のすべての入学者選抜の結果
を無効とする。



16

東北文教大学人間科学部／東北文教大学短期大学部

出願書類の提出について	
市販の角型2号封筒を用意し、出願書類をすべて封入し、
宛名シートを貼付して出願期限までに郵送（書留）してくだ
さい。宛名シートはWeb出願サイトから入学願書と同時
に印刷できます。
●書類提出先
　〒990－2316　山形市片谷地515
　東北文教大学入試広報センター　宛
●直接来学の場合

必要書類を入試広報センターに提出してください。願書
受付は、土曜、日曜、国民の祝日を除き9:00～16:00ま
でとします。

注意事項	
●Web出願サイトで登録しただけでは、出願は完了しま

せん。出願書類を各選抜の出願期限までに提出してくだ
さい。

●※出身高等学校調査書
・卒業後の調査書が得られない場合には、卒業証明書か

成績証明書を提出してください。
・大学入学資格検定合格者及び高等学校卒業程度認定試

験合格者は、合格成績証明書を提出してください。
・調査書や証明書に記載された氏名に変更がある場合

は、本人であることが確認できる書類（｢戸籍抄本｣ な
ど）を添付してください。

・厳封のまま提出してください。
・調査書は、選抜ごとに1通必要です。

●納入した入学検定料は、いかなる場合でも返金できません。

学生募集要項・出願書類はホームページからダウンロー
ドできます。
東北文教大学　https://www.t-bunkyo.ac.jp
ホーム≫入試情報≫入試項目≫学生募集要項・出願書類

▼指定推薦入試▼各選抜の出願手続
　出願は、Web出願サイトで受け付けます。出願登録及び入学検定料の支払い後にダウンロードできる書類をA4用紙にカ
ラー印刷し、その他の必要な書類と併せて出願期間内に提出してください。
　Web出願の詳細は、次頁のWeb出願の流れでご確認ください。

■総合型選抜　　　入学検定料　30,000円

出 願 書 類 出願書類作成上の注意

入 学 願 書
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

写 真 票
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

志望理由書
総合型選抜パンフレットの志望理由書に
記入してください。

調 査 書 出身高等学校調査書　※注意事項参照

■学校推薦型選抜　　　入学検定料　30,000円

出 願 書 類 出願書類作成上の注意

入 学 願 書
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

写 真 票
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

推 薦 書
ホームページからダウンロードしてくだ
さい。

公募推薦資格
加 点 申 請 書

（大学のみ）

ホームページからダウンロードしてくだ
さい。（対象となる場合のみ）

活動実績報告書
（短期大学部のみ）

ホームページからダウンロードしてくだ
さい。（対象となる場合のみ）

調 査 書 出身高等学校調査書　※注意事項参照

■大学入学共通テスト利用選抜 入学検定料　15,000円

出 願 書 類 出願書類作成上の注意

入 学 願 書
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

共通テスト
成績請求票 入学願書に貼付してください。

調 査 書 出身高等学校調査書　※注意事項参照

■一般選抜　　　入学検定料　　30,000円

出 願 書 類 出願書類作成上の注意

入 学 願 書
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

写 真 票
Web出願サイトからダウンロードし、カ
ラー印刷してください。

調 査 書 出身高等学校調査書　※注意事項参照
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Web出願の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

Web出願サイト https://e-apply.jp/ds/t-bunkyo/

https://www.t-bunkyo.ac.jp/
または、

からアクセス

②メールアドレスの登録を行って
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
　初期パスワードと
　本登録用URLが届きます。

事前準備

マイページの登録

Web出願サイトにアクセス

③ユーザー登録画面から
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑤ログイン画面から
　登録したメールアドレスと④で
　届いた『初期パスワード』にて
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
　行ってください。

⑧個人情報を確認して
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑦表示された個人情報を入力して
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

事前準備 出願サイトに
アクセス

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

出願
完了

マイページの
登録

必要書類の
郵送

受験票の
印刷

仮登録メールを送信

この内容で登録する次へ

大学ホームページ

①初めて登録する方は
　　　　　　　　　　  から
　ログインしてください。

※＠e-apply.jpのドメインからのメール
　を受信できるように設定してください。

マイページ登録

STEP 7STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

ログインページへ

ログイン

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。 （スマートフォン、タブレットは非推奨）
必要書類※は、発行まで時間を要する場合があります。
早めに準備を始め、出願前には必ず手元にあるように
しておいてください。
※必要書類…調査書、共通テスト成績請求票、顔写真データなど

調査書
共通テスト
成績請求票
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画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

①マイページログイン後の
    　　　          　　から
　登録画面へ

②入試選択と留意事項の確認 ③志望学部等の選択 ④顔写真のアップロード

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ペイジー対応銀行ATMの場合

払込票番号
メモ（13桁）

セブン-イレブンの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

収納機関番号
（5桁）

お客様番号
メモ（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」または「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンス
ストアまたはペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。

出願内容の登録

5 8 0 2 1 ※収納機関番号は、ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑤個人情報（氏名・住所等）の
　確認及び入力

⑥出願内容の確認 ⑦申込登録完了 ⑧入学検定料の支払い方法

⑨登録完了となります。
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
　マイページ登録は完了です。
※出願受付中の場合のみ、　　　　　　　　　　　　 をクリックすると出願手続きに進めます。
　登録期間外の場合は、これより先に進めませんので　　　　　　　　をクリックしてください。

出願手続きを行う
ログアウト

⑨出願に必要な書類PDF
　（イメージ）
※検定料納入後に出力可能となります。

申込登録完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。ただし、入学検定料支払い前であれば正しい出願
内容で再登録することで、実質的な修正が可能です。
※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。

出願手続きを行う

マイページへ

 をクリックし
写真を選択します。

 をクリックし
検定料のお支払い画面へ。

引き続き支払う

写真選択へ
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セブン-イレブン ローソン
ミニストップ ファミリーマート セイコーマート Pay-easy

利用ATM
デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストアー

Loppi ペイジー対応銀行ATM店頭レジ店頭レジ 店頭レジ

レジで検定料を現金で支払う※

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※

申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて
支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る ご利用明細書を
必ず受け取る

支払い内容確認

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

レジで検定料を
現金で支払う※

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

入学検定料の支払いSTEP

5 1 クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

3 コンビニエンスストアでの支払い 4 ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

2 ネットバンキングでの支払い

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

3 銀行ATM4

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。

出願内容の登録後に表示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。

出願内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融
機関のページへ遷移しますので、画面の指示に
従って操作し、お支払いください。

マルチコピー機

「代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）」

を選択

マルチコピー機
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受験票の印刷

⑴ マイページに表示された　　　　　　　　 を
 クリックしてください。

⑵  お支払いが正常に完了すると
　　     がクリックできるようになり
 入学願書の出力ができます。

「入学願書」の印刷方法

STEP

7

入学願書（印刷）

入学願書（印刷）
※納入した入学検定料・出願受理した必要書類は一切返却しません。

●出願する選抜ごとに各1部必要です。
●詳細は学生募集要項か大学ホームページの「入試情報－入試
項目」から入試の種類別に確認できます。

■出願書類

必要書類

入学願書

入学願書 調査書

※開封無効

東北文教大学  入試広報センター　行
〒990-2316　山形県山形市片谷地515送付先

出願登録、入学検定料の支払い後にダウンロードできる書類をA4用紙にカラー印刷し、その他の必要書類と併せて
出願期間内に郵便局窓口から「書留郵便」で郵送してください。 ※出願締切日16時必着。

必要書類の印刷と郵送 ＊登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。

写真票

写真票
宛名シートその他

必要書類

※大学入学共通テスト利用
　選抜は不要です。

〈出願完了〉
出願はWeb出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送して完了となります。
登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を受理できませんので注意してください。
Web出願は24時間可能です。ただし、出願登録は出願締切日16時まで、入学検定料の支払いは出願締切日まで（営業時間はコンビニエンスストアや
ATMなど、施設によって異なります）、必要書類の郵送は出願締切日16時必着です。ゆとりを持った出願を心がけてください。

出願時の
注意点

【印刷に関する注意事項】 受験票は必ずA4用紙に片面でカラー印刷にしてください。

本学で出願を確認後、各選抜毎に試験前日までに受験票を配信します。
Web出願システムよりダウンロードできますので、必ず印刷し、試験当日
持参してください（※郵送はいたしません）。

※受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメール
で通知します。

受験票
氏名：○○○○
入試：×××選抜
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▼指定推薦入試
合格者は入学手続期限までに入学手続を完了してくだ 
さい。

提出書類	
①入学届／所定用紙
②身元保証書／所定用紙
③納入金振込確認書／所定用紙
④個人情報の取得および利用に関する同意書／所定用紙

入学手続時に必要な納入金	
入学金（納入金の項参照）

注意事項	
①期限内に手続をしない場合は入学を許可しません。
②一度納めた入学金は、学則に基づき返還しません。
入学手続後の辞退について
　■入学辞退の申し出は、2023年3月31日（金）16時までに入

試広報センターへ電話で連絡してください。こちらから
送付する辞退届に記入のうえ提出してください。なお、
他の大学に入学する者については、当該大学の合格通知
書あるいは入学許可証の写しを添付してください。

▼入学手続 ▼入学者選抜個人成績開示について
開示の請求は、請求期間内に入試広報センターへ電話で問
い合わせてください。
請求期間：2023年5月1日～6月30日（土曜、日曜、国民の

祝日を除き、9:00～16:30までとする。）
請求には、受験票が必要となります。

▼アパートについて
本学では遠隔地出身の学生の生活の便宜を図るため、近隣
のアパートを紹介する詳しい案内書を送付しています。希
望者は入学手続時にお申し込みください。

納　入　金 単位：円

学科
項目

人間科学部子ども教育学科 人間科学部人間関係学科 短期大学部子ども学科 短期大学部現代福祉学科

前　　期 後　　期 前　　期 後　　期 前　　期 後　　期 前　　期 後　　期
入　　　　学　　　　金 280,000 － 280,000 － 280,000 － 280,000 －

学納金

授業料 350,000 350,000 350,000 350,000 310,000 310,000 310,000 310,000
教育充実費 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000
施設拡充費 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
実験実習費＊ 25,000 25,000 7,500 7,500 35,000 35,000 55,000 55,000
計（1年次） 788,500 508,500 771,000 491,000 758,500 478,500 778,500 498,500
計（2年次以降） 508,500 508,500 491,000 491,000 478,500 478,500 498,500 498,500

＊実験実習費の中には、学外での実習費が含まれる。

納付期限	
入学金については入学手続時の納入となります。
学納金については、2期分納となります。

前期：4月1日～4月20日まで
後期：10月1日～10月20日まで

学納金以外の諸経費（2022年度入学者参考）
単位：円

学科項目 人間科学部子ども教育学科 人間科学部人間関係学科 短期大学部子ども学科 短期大学部現代福祉学科

諸会費

保護者会会費（年額） 9,600 9,600 9,600 9,600
教育後援会会費（年額） 9,000 9,000 9,000 9,000
学生自治会入会費（１年次のみ） 1,500 1,500 1,500 1,500
学生自治会会費（年額） 4,500 4,500 4,500 4,500

保　険
加入費

学生教育研究災害傷害保険加入費
（1年次のみ） 3,370 3,370 1,790 1,790

学研災付帯賠償責任保険Aコース
（1年次のみ） 1,360 1,360 680 680

学科研修費 － － 2,200 3,300
卒業時積立金（年額）＊ － － 20,000 20,000
検査費［健康診断］（年額） 4,620 4,620 4,620 4,620

計 33,950 33,950 53,890 54,990
＊人間科学部の卒業時積立金は、3・4年次に徴収する。
※諸経費は、前期学納金と合わせて納入する。
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人間科学部
入学前の奨学金	
１．入学前学業成績優秀者奨学生

本学への入学を確約する者で、一般選抜［前期］合格者の
うち、成績上位者に支援を行うことを目的としています。

　・対　　象：一般選抜［前期］合格者
　・内　　容：初年度は入学金を除く学納金の半額508,500

円（子ども教育学科）、491,000円（人間関係
学科）、2年次は学納金の半額508,500円（子
ども教育学科）、491,000円（人間関係学科）
を免除する。

　・採用人数：各学科5名
　・選考基準：本学への入学を確約する者で、入学者選抜

における一般選抜［前期］合格者のうち、成
績上位5番目までの者を採用とする。

　・申請方法：入学手続時に所定用紙により申請（成績上
位5番目までの者に奨学生候補者の通知を
郵送。）

※入学手続が完了し、入学を確約する者に採用通知を郵
送します。

※入学後2年間は東北文教大学奨学生の申請はできません。

２．入学前資格検定奨学生
人物優秀で、検定資格の分野で秀でた活動実績を有し、
入学後本学での活躍が期待できる受験生に対し支援を行
うことを目的としています。

　・対　　象：総合型選抜［Ａ日程］、学校推薦型選抜の合
格者

　・内　　容：初年度納入金のうち入学金の280,000円を
免除する。

　・採用人数：各学科5名
　・選考基準：選抜日以前の2年以内に実用英語技能検定

2級相当（TOEIC520点以上（TOEIC IPテスト
を含む）、TOEFL（iBT）52点以上）の資格取
得者（申請時に資格証明書等の内容を確認
できる資料（コピー可）を添付すること。）

　・申請方法：各出願時に所定用紙により申請（「奨学生願
書」に記入のうえ、提出のこと。）

　　　　　　　 奨学生願書はホームページからダウンロー
ドすること。

※選考の結果は、合格通知とともに郵送します。
　※ 入学後1年間は東北文教大学奨学生の申請はできません。

短期大学部
入学前の奨学金	
１．入学前スポーツ・文化優秀者奨学生

人物優秀で、スポーツ・文化活動の分野で秀でた活動実
績を有し、入学後本学での活躍が期待できる受験生に対
し支援を行うことを目的としています。

　・対　　象：総合型選抜［Ａ日程］、学校推薦型選抜の合
格者

　・内　　容：初年度納入金のうち入学金の280,000円を
免除する。

　・採用人数：各学科5名
　・選考基準：調査書における全体の学習成績の状況が3.5

以上の者で、学生募集要項の公募推薦活動
実績評価基準表の運動部関係または文化部
関係の区分Ａに該当する者（12頁参照）

（申請時に活動実績が証明できる資料（コ
ピー可）を添付すること。）

　・申請方法：各出願時に所定用紙により申請（「奨学生願
書」に記入のうえ、提出のこと。）

　　　　　　　 奨学生願書は、ホームページからダウン
ロードすること。

　※選考の結果は、合格通知とともに郵送します。
　※入学後1年間は東北文教大学短期大学部奨学生の申請

はできません。

人間科学部／短期大学部
入学後の奨学金	
●東北文教大学・東北文教大学短期大学部奨学生
　学業成績優秀者や体育競技・文化活動優秀者、経済的困

窮による修学困難者等を対象とした独自の奨学金制度を
設けています。希望する場合は、入学後「東北文教大学・
東北文教大学短期大学部奨学生募集要項」を確認のうえ
お申し込みください。
●海外短期語学研修活動奨励金
●同窓会「耀（かがやき）」奨学生
　同窓会「耀（かがやき）」奨学生は、学生の勉学を奨励する

ことを目的とし、本学に学ぶ学生に対し助成するもので
す。
●日本学生支援機構の奨学金制度
　 日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法

に基づき、国の育英奨学事業を行う機関です。無利息貸
与の第一種と利息付貸与の第二種があり、いずれも経済
状況と学業成績の2つの条件があります。
●修学支援新制度
　日本学生支援機構による（原則として返済義務のない）奨

学金の支給と文部科学省による入学金および授業料の免
除・減額のサポートが両方セットで受けられます。

　対象は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生
です。
●「国際ソロプチミスト山形」女子学生奨学金（人間科学部）
　国際ソロプチミスト山形の奨学金は、将来社会に貢献す

ることができる人材を育成することを目的とし、学業・
人物ともに優秀で、経済的に困難な女子学生に対し助成
するものです。※選考については、学内選考に基づき推
薦します。
●生命保険協会保育士・介護福祉士養成給付型奨学金制度
（短期大学部）

　この奨学金制度は、将来保育・介護専門職として活躍す
る志を持ち、学業・人物ともに優秀で、経済的援助を必
要とする学生に対し、生命保険協会が募集するものです。
●山形県社会福祉協議会保育士修学資金貸付制度
●山形県社会福祉協議会介護福祉士修学資金貸付制度

▼奨学金制度について
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