
学校推薦型選抜(公募制)  

 

【中村学園大学短期大学部】 

１．募集学科、募集人員 

 

２．出願資格 

学校推薦型選抜(公募制) 

①令和 4年 3月高等学校若しくは中等教育学校卒業見込みの者で、学校長が推薦する者 
②向学心が強く、本学の教育方針に賛同する者 
③調査書記載の「全体の学習成績の状況」が食物栄養学科・幼児保育学科 3.2以上、キャリア開発学科 3.0以上の者 

◎合格の場合、必ず入学することを条件とする（専願制）。 
 
※食物栄養学科の出願希望者は、栄養士を目指す者として、理数系科目を履修していることが望ましい。 
※幼児保育学科の出願希望者は、選考において音楽実技テストを課さないが、幼稚園教諭や保育士を志す者として、入学時に
バイエル教則本 40番までを演奏することができ、かつコールユーブンゲン３度音程を歌えることが望ましい。 

（出願条件ではありません。） 
 

３．日程および選考 

学校推薦型選抜(公募制) 

出願期間 令和 3年 11月 1日(月)～11月 8日(月) 

試 験 日 令和 3年 11月 21日(日) 

試験科目 
Ⅰ.小 論 文       10：00～11：00 60分 

Ⅱ.面   接（グループ面接） 12：00～      

試験会場 本学（福岡） 

選考方法 調査書・小論文及び面接による総合評価とする。なお、面接は学科の教育目的・目標に適合するか否かを重視する。 

合格発表 

令和 3年 12月 2日（木） 
学校長及び本人宛郵便のほか、インターネット(スマートフォン・パソコン)を利用した合否案内システムで 
通知する。 

【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。なお、本学内での掲示発表は行わない。 

調査書（どんなところをみるか） 

食物栄養学科 キャリア開発学科 幼児保育学科 

■全体の学習成績の状況および出席状
況 

 
次の項目については考慮する。ただし、
賞状など証明できる書類のコピーが必
要。 
○生徒会活動（生徒会役員経験者） 
○文化・スポーツ活動（県大会レベル以
上の優秀な成績保持者） 

○資格（実用英語技能検定（英検）準 2
級以上、TOEIC L&R 400点以上、GTEC 750
点以上 等） 

○継続的なボランティア活動 

■全体の学習成績の状況および出席状況 
 
 
次の各項目については考慮する。ただし、
賞状など証明できる書類のコピーが必
要。 
○生徒会活動（生徒会役員経験者） 
○文化・スポーツ活動（県大会レベル以
上の優秀な成績保持者） 

○資格（実用英語技能検定（英検）準 2
級以上、TOEIC L&R400点以上、GTEC750
点以上、日商簿記検定 3級以上、秘書
検定 2級以上、全商の各検定1級 等） 

○継続的なボランティア活動 

■全体の学習成績の状況および出席状
況（欠席は理由を明記すること） 

 
次の項目については考慮する。ただし、
賞状など証明できる書類のコピーが必
要。 
○特技（資格（実用英語技能検定（英
検）、TOEIC L&R、GTEC等）の成績、 
文化系、体育系の大会参加状況、段・
級の明示されたもの） 

○高校生活での各種の活動（例えば、
文化・スポーツ活動、各種委員会活
動、ボランティア活動、その他学校
外での活動等）における連続性・広
がり等 

※入試日程（試験日・出願期間等）については、現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

令和3年7月頃に本学ホームページで公開する「令和4年度入学試験要項」をご確認ください。 

学  科 
学校推薦型選抜 

公募制 併設校制 指定校制 

食 物 栄 養 学 科 24名 3名以内  30名 

キャリア開発学科 Ⅰ期：10名 6名以内  75名 

幼 児 保 育 学 科 30名 10名以内  110名 



 

学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) 

 

【中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科】 

１． 募集学科、募集人員 

 
 
 
 

 

２．出願資格 

学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) 

①令和4年3月高等学校若しくは中等教育学校卒業見込みの者で、学校長が推薦する者 
②向学心が強く、本学の教育方針に賛同する者 
③調査書記載の「全体の学習成績の状況」が3.0以上の者 

 

３．日程および選考  

学校推薦型選抜(公募制Ⅱ期) 

出願期間 令和3年12月3日(金)～12月13日(月) 

試 験 日 令和3年12月18日(土) 

試験科目 

 Ⅰ.小 論 文 10：00 ～ 11：00 60分 

 Ⅱ.面    接（グループ面接） 12：00 ～   

試験会場 本学（福岡） 

選考方法 
調査書・小論文及び面接による総合評価とする。 
なお、面接は学科の教育目的・目標に適合するか否かを重視する。 

合格発表 

令和3年12月24日（金） 
学校長及び本人宛郵便のほか、インターネット(スマートフォン・パソコン)を利用した合否案内システ
ムで通知する。 

【注】本学への電話等による合否の問い合わせには一切応じない。本学内での掲示発表は行わない。 

調 査 書 

 
（どんなところをみるか） 
 
■全体の学習成績の状況および出席状況 
 
次の各項目については考慮する。ただし、賞状など証明できる書類のコピーが必要。 
○生徒会活動（生徒会役員経験者） 
○文化・スポーツ活動（県大会レベル以上の優秀な成績保持者） 
○資格（実用英語技能検定（英検）準2級以上、TOEIC L&R400点以上、GTEC750点以上、日商簿記検定 

3級以上、秘書検定2級以上、全商の各検定1級 等） 
○継続的なボランティア活動 
 

※入試日程（試験日・出願期間等）については、現時点での予定であり、変更になる可能性があります。 

令和3年7月頃に本学ホームページで公開する「令和4年度入学試験要項」をご確認ください。 

学 科 学校推薦型選抜 

キャリア開発学科 Ⅱ期：5名 



1 

令和 4年度学校推薦型選抜の公表基準 

中村学園大学短期大学部 
 
選考方法 項目 学科 内          容 

面  接 

面接形態 全学科 グループ面接。一人一人に質問する(面接者 2～3名程度、受験生 5名程度)。 

面接時間 全学科 15分程度 

主な質問事項 全学科 非公表 

どんなところを

みるか 

食物栄養学科 
学科の教育目的・目標に適合するか否か、学習意欲、専門分野に対する関心と 

積極性、コミュニケーション能力等 

ｷｬﾘｱ開発学科 
学科の教育目的・目標に適合するか否か、学習意欲、専門分野に対する関心と 

積極性等 

幼児保育学科 

アドミッションポリシーに基づいた保育者としての適性、具体的には目的意識、学

習意欲、職業意識、態度（情緒の安定《落ち着き》、礼儀正しさ、言葉の明瞭性、

表情の明るさ、視線）等 

配点 

食物栄養学科 10％ 

ｷｬﾘｱ開発学科 10％ 

幼児保育学科 30％ 

小論文 

問題数 

食物栄養学科 1～2問 

ｷｬﾘｱ開発学科 1～2問 

幼児保育学科 1問 

出題形式 

食物栄養学科 
文章や資料（図表等を含むこともある）を読んで設問に従って論じる。 

関連する英単語、漢字書き取りを含むこともある。 

ｷｬﾘｱ開発学科 
文章や資料（図表等を含むこともある）を読んで設問に従って論じる。 

漢字の書き取りを含むこともある。 

幼児保育学科 
文章や資料（図表等を含むこともある）を読んで設問に従って論じる。 

漢字の書き取りを含むこともある。 

テーマ 全学科 非公表 

時間 全学科 60分 

専門性を問う 

課題は出るか 
全学科 専門知識を要する課題は出さない。 

どんなところを

みるか 

食物栄養学科 文章読解力、思考力、表現力、分析力等 

ｷｬﾘｱ開発学科 文章読解力、思考力、表現力、判断力等 

幼児保育学科 文章読解力、思考力、表現力等 

配点 

食物栄養学科 50％ 

ｷｬﾘｱ開発学科 40％ 

幼児保育学科 40％ 

調査書 

どんなところを

みるか 

食物栄養学科 

全体の学習成績の状況および出席状況。 

次の項目については考慮する。ただし、賞状など証明できる書類のコピーが必要。 

○生徒会活動（生徒会役員経験者） 

○文化・スポーツ活動（県大会レベル以上の優秀な成績保持者） 

○資格（実用英語技能検定（英検）準 2級以上、TOEICL&R 400点以上、 

GTEC 750点以上 等） 

○継続的なボランティア活動 

ｷｬﾘｱ開発学科 

全体の学習成績の状況および出席状況。 

次の各項目については考慮する。ただし、賞状など証明できる書類のコピーが必

要。 

○生徒会活動（生徒会役員経験者） 

○文化・スポーツ活動（県大会レベル以上の優秀な成績保持者） 

○資格（実用英語技能検定（英検）準 2級以上、TOEIC L&R400点以上、 

GTEC750点以上、日商簿記検定 3級以上、秘書検定 2級以上、 

全商の各検定 1級 等） 

○継続的なボランティア活動 

幼児保育学科 

全体の学習成績の状況および出席状況（欠席は理由を明記すること）。 

次の項目については考慮する。ただし、賞状など証明できる書類のコピーが必要。 

○特技（資格（実用英語技能検定（英検）、TOEIC L&R、GTEC等）の成績、 

文化系、体育系の大会参加状況、段・級の明示されたもの） 

○高校生活での各種の活動（例えば、文化・スポーツ活動、各種委員会活動、ボラ

ンティア活動、その他学校外での活動等）における連続性・広がり等 

配点 

食物栄養学科 40％ 

ｷｬﾘｱ開発学科 50％ 

幼児保育学科 30％ 

（大学・短期大学部共通） 

※調査書において、大会、資格・検定試験が中止になった場合には、その結果に代えて努力のプロセス等を評価します。 
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