
    
令和 5年度 中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 総合型選抜 

＜活動実績評価型＞ 実施要項 
 
 
１． 募集人員 20名（授業参加型を含む） 
 
２． 出願資格 
   次の１～３の全ての要件を満たす者。 

１. 本学への入学を第一志望とし、合格した場合はキャリア開発学科に必ず入学する者（専願制） 
    ２. 高等学校もしくは中等教育学校を令和 5年 3月卒業見込みの者、または令和 4年 3月に卒業した者 
      ３. キャリア開発学科のアドミッション・ポリシーをよく理解し、本学での勉学を強く希望している者 
 

［その他、選考で重視する点（出願資格ではありません。）］ 
〇学校内外、正課内外を問わず、スポーツ・文化・芸術・ボランティア活動や、生徒会活動等の様々な場面で、 
熱心に活動した者 

〇各種資格取得・検定試験合格などに、熱心に取り組んだ者 
〇探究活動に熱心に取り組んだ者 

 
３． 日程及び選考科目 

(1)一次選考 

試 験 日  令和 4年 10月2日（日） 

試験会場  中村学園大学短期大学部 

試験科目   Ⅰ.面接   10：00～（1人 20分：個人面接） 

※活動報告書の内容についての説明を含む（10分程度）。 
※書類審査(40点)・面接試験(60点)による総合評価 

              (書類審査は、活動報告書、エントリーシート、調査書を基に審査) 
(2)二次選考 
試験科目   テーマ作文（大学が提示するテーマについて自身の意見を記述し提出） 

          （案）本学卒業後、身に付けた知識・技術を社会の中でどのように活かしていきたいかについて 
自身の意見を書かせる（600 字以内）。 
※2段階評価（適・不適） 

 
４． 入試の流れ 
     ①  8/ 1 (月)～8/19 (金)   エントリー受付及びエントリーシートダウンロード開始（本学 HPより） 

※エントリーシートには担任または進路指導教諭の了承印が必要 
          ②  8/22 (月)        エントリーシート提出締切（必着） 
     ③  8/27 (土)～8/28 (日)  事前面談 
          ④  9/ 7 (水)～9/16 (金)   出願受付 
     ⑤ 10/ 2 (日)           一次選考試験日 
     ⑥ 10/12 (水)             一次選考結果通知日（受験者全員に結果を通知） 
     ⑦ 10/14 (金)～10/20 (木)  テーマ作文提出（一次選考合格者のみ） 
     ⑧ 11/ 1 (火)           合格発表 
 
５． 出願期間 
    令和 4年 9月 7日（水）～ 令和 4年 9月 16日（金）〔必着〕 
 
６． 出願手続 
    次の書類を、簡易書留で本学に郵送してください（出願締切日必着）。 

（１）入学志願票（本学所定の用紙：インターネット出願にて登録後、出力した用紙に写真を貼り、入学 
検定料を納入したもの） 

（２）調査書（第 3学年 1学期までのもの）※令和 4年 3月に卒業した者は、卒業後に発行されたもの。 
（３）活動報告書（本学所定の用紙：本学ホームページよりダウンロード） 

 
７．  合格発表 

令和 4年 11月 1日（火）に行います。 
    本人宛郵便にて通知します（本学構内での掲示発表は行いません）。 

 

※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 4年 7月頃に本学ホームページで公開する「令和 5年度入学試験要項」をご確認ください。 
             以 上 



    
令和 5年度 中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 総合型選抜 

＜授業参加型＞ 実施要項 
 
 
１． 募集人員 20名（活動実績評価型を含む） 
 
２． 出願資格 
   次の１～３の全ての要件を満たす者。 

１. 本学への入学を第一志望とし、合格した場合はキャリア開発学科に必ず入学する者（専願制） 
    ２. 高等学校もしくは中等教育学校を令和 5年 3月卒業見込みの者、または令和 4年 3月に卒業した者 
      ３. キャリア開発学科のアドミッション・ポリシーをよく理解し、本学での勉学を強く希望している者 
 

［その他、選考で重視する点（出願資格ではありません。）］ 
〇本学科の授業への参加（オンライン視聴）や与えられた課題に意欲的に取り組むことができる者。 
〇本学科での 2年間を通じた学修の到達目標や卒業後の進路の展望など、自分の意見をまとめ、他者に分かる 
ように説明できる者。 

 
３． 日程及び選考科目 

(1)一次選考 

試 験 日  令和 4年 10月2日（日） 

試験会場  中村学園大学短期大学部 

試験科目   Ⅰ.面接   10：00～（1人 20分：個人面接）（課題シートに関する質疑応答を含む。） 
※書類審査（エントリーシート、課題シート∗、調査書を基に審査) 

                          ∗課題シート（事前にオンライン配信授業を視聴し、レポートを提出） 
※面接試験(60点)・書類審査(40点)による総合評価 

 
(2)二次選考 
試験科目   テーマ作文（大学が提示するテーマについて自身の意見を記述し提出） 

          （案）本学卒業後、身に付けた知識・技術を社会の中でどのように活かしていきたいかについて 
自身の意見を書かせる（600 字以内）。 
※2段階評価（適・不適） 

 
４． 入試の流れ 
     ①  8/ 1 (月)～8/19 (金)   エントリー受付及びエントリーシートダウンロード開始（本学 HPより） 

※エントリーシートには担任または進路指導教諭の了承印が必要 
          ②  8/22 (月)        エントリーシート提出締切（必着） 
     ③  8/27 (土)～8/28 (日)  事前面談、事前課題提示 
          ④  9/ 7 (水)～9/16 (金)   出願受付 
     ⑤ 10/ 2 (日)           一次選考試験日 
     ⑥ 10/12 (水)             一次選考結果通知日（受験者全員に結果を通知） 
     ⑦ 10/14 (金)～10/20 (木)  テーマ作文提出（一次選考合格者のみ） 
     ⑧ 11/ 1 (火)           合格発表 
 
５． 出願期間 
    令和 4年 9月 7日（水）～ 令和 4年 9月 16日（金）〔必着〕 
 
６． 出願手続 
    次の書類を、簡易書留で本学に郵送してください（出願締切日必着）。 

（１）入学志願票（本学所定の用紙：インターネット出願にて登録後、出力した用紙に写真を貼り、入学 
検定料を納入したもの） 

（２）調査書（第 3学年 1学期までのもの）※令和 4年 3月に卒業した者は、卒業後に発行されたもの。 
（３）課題シート（本学所定の用紙：本学ホームページよりダウンロード） 

 
７．  合格発表 

令和 4年 11月 1日（火）に行います。 
    本人宛郵便にて通知します（本学構内での掲示発表は行いません）。 
 
 

※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 4年 7月頃に本学ホームページで公開する「令和 5年度入学試験要項」をご確認ください。 

             以 上 



 

令和 5年度総合型選抜の公表基準 

総合型選抜は、本学への入学を第一希望とし、志望学部学科のアドミッション・ポリシーや教育内容を十分に

理解するとともに、勉学意欲が高く、高等学校等での活動に特色を持つ者に対して、提出された書類に基づく審

査および時間をかけた面接等により、一般選抜や学校推薦型選抜では測れない受験者の資質や学ぶ意欲等を総合

的・多面的に評価を行います。 

 

中村学園大学短期大学部 キャリア開発学科 

 

※活動実績評価型・授業参加型共通 
 

【一次選考】 

選考方法 項目 内          容 

面  接 

面接形態 個人面接（面接者 2名） 

面接時間 
一人 20分 
※[活動実績評価型] 活動報告書の内容についての説明を含む(10分程度)。 
 [授 業 参 加 型] 課題シートに関する質疑応答を含む。 

主な質問事項 非公表 

どんなところ
をみるか 

・高等学校在学中に課外活動や総合的な学習、探究授業に取り組み、そこ
から学んだこと。 

・多様な人々とコミュニケーションを図り、協働しようとする姿勢を有し
ているか。 

・短大卒業後、ビジネス社会で働きたいことを明確にアピールできるか。 

配点 60％ 

書類審査 

どんなところ
をみるか 

・調査書では、高校での学習成績の状況のほか、部活動やボランティア活
動等の活動内容（資格取得等を含む）を総合的に評価する。 

 
[活動実績評価型] 
・活動報告書では、資格の取得や検定試験の合格のために主体的に学ぼう
とする意欲を有しているか。短大において学びたい分野への興味や関心
の高さを具体的に示すことができるかを評価のポイントとする。 

配点 40％ 

【二次選考】 

選考方法 項目 内          容 

テーマ作文 

出題形式 
大学が提示するテーマについて自身の意見を記述し提出する。 
（600字以内） 

どんなところ
をみるか 

・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。 

・本学卒業後、身に付けた知識・技術を社会の中でどのように活かしてい
きたいかについての目的意識。 

配点 無し（適・不適で評価） 

 


