東北文教大学

人間科学部

建学の精神
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。

アドミッションポリシー
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。

育成したい人材
求める学生像

東北文教大学人間科学部

東北文教大学短期大学部

子ども教育学科

総合文化学科

入学定員90名

入学定員60名

東北文教大学は、
「 敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育

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。

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、

短期大学部は、各学科が学修の成果として求める、知識・

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

技能・態度を身につけ、地域、社会で実践することができ

ています。

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

総合文化学科は、社会人としての基礎的能力を活かし、地

度を身につけ、子どもの育ちを本質的に捉え、教育・保育

域に貢献し、また、自らの人生を自律的に選択し、社会を

を構想し、具体化し、実践することができる人材を育成し

生き抜いていくことのできる人材を育成したいと考えてい

たいと考えています。

ます。

人間科学部子ども教育学科では、以下のような考えや目的

総合文化学科では、以下の知識・学力、態度、意欲が備わっ

をもった学生を求めます。

た学生を求めます。

①乳幼児期から学童期の子どもの発達に関心があり、乳幼

①自分と他人との関わりや社会のあり方などに興味と関心

児期から学童期までの育ちを連続してとらえることが教

を持ち、自分の生き方を考える力を身につけようとする

育・保育を行う上で大切であると考える学生。
②子育てに携わる保護者の支援に関心を持ち、自分も支援
する一員になりたいと考える学生。
③教育・保育における地域社会の役割を深く認識し、地域
社会の中で教育・保育を行っていきたいと考える学生。

態度が備わっている。
②人間や社会について探究するための具体的方法を学ぶ基
礎的知識・学力を有する。
③実社会に役立つ能力を身につけたいという意欲がある。
④人間や社会がかかえる課題について、積極的に考えてみ
ようという態度が備わっている。

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

総合文化学科では、本学科の求める学生像に記された要件

記された考えや目的を持った学生を適正に受け入れるため

を備えた学生を適正に受け入れるために、推薦入試、試験

に、推薦入試、試験入試（一般試験入試・大学入試センター

入試（一般試験入試・大学入試センター試験利用入試）
、特

試験利用入試）、特別入試の３つの方法で選抜を行います。

別入試の３つの方法で選抜を行います。

①推薦入試では、教育者・保育者を目指す明確な見通しを

①推薦入試では、自分の生き方や社会の課題に応えられる

入学者選抜の基本方針

持ち、人間性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、

能力を身につけようとする態度・意欲のある学生を受け

面接を課します。

入れるために、面接を課します。

②試験入試（一般試験入試）では、教育者・保育者を目指

②試験入試（一般試験入試［前期］・大学入試センター試験

すための基礎学力とともに論理的思考力・表現力を持っ

利用入試）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎

た学生を受け入れるために、国語、英語、小論文を課し

的知識・学力を持った学生を受け入れるために、国語と

ます。試験入試（大学入試センター試験利用入試）では、

英語を課します。試験入試（一般試験入試［後期］）では、

教育者・保育者を目指すための幅広い基礎学力を持った

学科の学修に主体的に取り組める基礎的知識・学力と理

学生を受け入れるために、国語・英語、そして国語・英

解力、表現力を持った学生を受け入れるために、国語と

語以外の得意な２教科２科目を課します。

面接を課します。

③特別入試では、社会人としての経験や国外での経験を持

③特別入試では、社会人としての経験を持つ人には、学科

つ人で、教育者・保育者を目指す明確な見通しを持ち、

の学修に取り組める理解力、表現力を持った学生を受け

人間性豊かで意欲的な学生を受け入れるために、面接を

入れるために、作文と面接を課します。また、外国人留

課します。

学生として学修したいという人には、学科の学修に主体
的に取り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、日本語と面接を課します。
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人 間 科 学 部

東北文教大学短期大学部
子ども学科

人間福祉学科

入学定員100名

入学定員60名

東北文教大学は、
「敬・愛・信」の建学の精神に基づく教育を通

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

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。

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、

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

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。

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・

人間福祉学科は、人権を尊重する基本姿勢と、深い人間愛、豊

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

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

います。

有する人材を育成したいと考えています。

子ども学科では、以下の目的意識、知識・学力、態度が備わっ

人間福祉学科では、以下の知識・技能・態度が備わった学生を

た学生を求めます。

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

①地域社会における諸問題に広く関心を持ち、介護福祉士資格

達成するために意欲的に行動できること。
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
ていること。
③保育者に相応しい人間性と礼儀作法、言葉遣い、生活習慣を
身につけており、子ども、おとなを問わずコミュニケーショ
ンができること。
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

取得に向けた強い学習意欲を持つ人。
②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
見を述べることができる人。
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のある人。
④入学後の修学に必要な基礎学力があり、自己目標を達成する
ために主体的に学ぼうとする人。

ること。
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

人間福祉学科では、本学科の求める学生像に記された要件を備

た学生を適正に受け入れるために、推薦入試、試験入試（一般

えた学生を適正に受け入れるために、推薦入試、試験入試（一

試験入試・大学入試センター試験利用入試）
、特別入試の３つ

般試験入試・大学入試センター試験利用入試）、特別入試の３

の方法で選抜を行います。

つの方法で選抜を行います。

①推薦入試では、明確な勉学目的を持ち、自己目標を達成する

①推薦入試では、介護福祉士を目指す目的意識を持ち、人間性

ために意欲的に行動でき、かつ、保育者に相応しい人間性を
持った学生を受け入れるために、面接を課します。

豊かで意欲的な学生を受け入れるために、面接を課します。
②試験入試（一般試験入試［前期］
・大学入試センター試験利

②試験入試（一般試験入試［前期］・大学入試センター試験利

用入試）では、
学科の学修に主体的に取り組める基礎的知識・

用入試）では、学科の学修に主体的に取り組める基礎的知識・

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

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。試験入試（一般試験入試［後期］）では、学科の学修に

す。試験入試（一般試験入試［後期］）では、学科の学修に

主体的に取り組める基礎的知識・学力と理解力、表現力を持っ

主体的に取り組める基礎的知識・学力と理解力、
表現力を持っ
た学生を受け入れるために、国語と面接を課します。
③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

た学生を受け入れるために、国語と面接を課します。
③特別入試では、社会人としての経験や介護福祉士を目指す目
的意識を持ち、
学科の学修に取り組める理解力、表現力を持っ

理解した上で、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、作文と面接を課します。また、

た学生を受け入れるために、作文と面接を課します。また、

外国人留学生として学修したいという人には、学科の学修に

外国人留学生として学修したいという人には、日本の保育職

主体的に取り組める日本語能力と理解力、表現力を持った学

と免許・資格を理解した上で、学科の学修に主体的に取り組

生を受け入れるために、日本語と面接を課します。

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、日本語と面接を課します。
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東北文教大学短期大学部

▼

公募推薦入試

▼

指定推薦入試

出願資格

出願資格

2020年3月高等学校
（中等教育学校の後期課程及び特別支援

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

学校の高等部を含む）
卒業見込みの者。

等部を含む）を2020年3月卒業見込みの者、及び2019年3月

出願要件

卒業の者。

人物・成績とも推薦に値する者で、本学が指定する要件を

出願要件

満たし、かつ、出身高等学校長の推薦を受けた者。

次の①、②のいずれかに該当すると認められ、出身高等学

1）
希望学科に対する適性能力のある者。

校長の推薦を受けた者。希望学科に対する適性能力のある

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

者。

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
書類審査・確認の面接

選抜スケジュール
出願期間
2019年10月15日
（火）
～2019年10月29日
（火）16:00必着
選 抜 日
2019年11月2日
（土）
9:00集合
合格発表
2019年11月8日
（金）
15:00
（掲示・Web・郵送）
入学手続期限
2019年11月21日
（木）
16:00必着

選抜会場
東北文教大学

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）

選抜方法
書類審査、作文及び面接に基づき選抜する。ただし、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。
＊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。

選抜スケジュール
出願期間
2019年10月15日（火）～2019年10月29日
（火）
16:00必着
選 抜 日
2019年11月2日（土）9:00集合
合格発表
2019年11月8日（金）15:00（掲示・Web・郵送）
入学手続期限
2019年11月21日（木）16:00必着

選抜会場
東北文教大学
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▼

公募推薦入試活動実績評価基準表

区分

運動部関係

文化部関係

資

格

等

（ア） 全国大会に個人または団体で （ア） 全国大会のコンクールまたは （ア） 実用英語技能検定準2級以上。
出場した者。

発表会等に、個人または団体

ストを含む）
）

短 期 大 学 部

Ａ

で出場した者。

（TOEIC470点 以 上
（TOEIC IPテ

（イ） 地方大会に個人または団体で （イ） 地方大会のコンクールまたは （イ） 日本漢字能力検定準2級以上。
出場し、4位以内に入賞した

発表会等に、個人または団体 （ウ） 毛筆・硬筆書写検定2級以上。

者。

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。

（ア） 地方大会に個人または団体で （ア） 地方大会のコンクールまたは
出場した者。

（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。

Ｂ

発表会等に、個人または団体 （カ） 生徒会の会長、副会長を経験
した者。
で出場した者。

（イ） 県大会に個人または団体で出 （イ） 県大会のコンクールまたは発 （キ） 顕著なボランティア活動をし
たと認められる者。
表会等に、個人または団体で
場し、8位以内の者。
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。

その他、上記に相当すると認めら
れる資格、特技等。

県大会に個人または団体で出場し、 市町村大会等のコンクールまたは発
Ｃ

16位以内の者。

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〉
（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 （1） 資格（検定）は取得の時期を問

備

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。

考

（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

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。

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。

11

▼

東北文教大学短期大学部

AO 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2020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
2020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
2020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、AOリスト登録者かつ本学への
入学意志の強い者。

募集人員

総合文化学科
子ども学科
人間福祉学科

前期・中期
前期・中期
前期・中期

12名
23名
15名

後期
後期
後期

若干名
若干名
若干名

選抜方法

予備相談及び本相談によって、希望学科への適性や意欲を
評価し、選抜する。

予備相談

①内 容
本学の予備相談担当者が、学科毎に全体説明を行う。教
育内容や課題についての説明、学科選択についてのアド
バイスが中心となる。
②場 所
東北文教大学
③予備相談日
（必ず電話予約が必要）
予備相談は、本人のほかに家族の者も同席可能。説明時
間は約1時間。
④実施時間
集合時間 13:20
全体説明 13:30～14:30
個別相談 14:30～
（希望者のみ）
予備相談日
前期① 2019年7月6日
（土）
・13日
（土）
前期② 2019年8月24日
（土）
・31日
（土）
中期
2019年11月16日
（土）
・23日
（土）
後期
2020年1月11日
（土）
・25日
（土）

本相談

①内 容
予備相談の内容をもとに、志願者が希望する学科の担当
者と個別相談を行う。志願者の自己PRと学科の教育内
容の詳しい説明が中心となる。
②場 所
東北文教大学
③本相談日
本相談は本人のみとし、相談時間は、約1時間。
④実施時間帯
9:00～16:00
本相談当日には、学科課題を持参し、内容の確認を行う。
本相談日
前期① 2019年7月27日（土）
前期② 2019年9月14日（土）
中期
2019年12月15日（日）
後期
2020年2月9日（日）
※本相談の結果は、本相談日の2週間以内に郵送する。
※本相談の結果に基づき、本学への入学が適当であると判
断された場合は、AOリスト登録者として受験が認定さ
れる。
※前期①、②の同一学科の受験は不可
※前期・中期・後期の同一学科の受験は可能

確認の面接

最終的な確認のために、面接を行う。この時点ではすでに
入学は内定しているので、意志確認と入学までの期間の過
ごし方や大学生活に対する心構えについてのアドバイスが
中心となる。

選抜スケジュール

［前 期］
出願期間：2019年10月15日（火）～2019年10月22日
（火）
16:00必着
選抜日（確認の面接）
：2019年11月3日（日）
9:00集合
合格発表：2019年11月8日（金）15:00（掲示・Web・郵送）
入学手続期限：2019年11月21日（木）16:00必着
［中 期］
出願期間：2019年12月23日（月）～2020年1月7日
（火）
16:00必着
選抜日（確認の面接）
：2020年1月11日（土）
9:00集合
合格発表：2020年1月17日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2020年1月30日（木）16:00必着
［後 期］
出願期間：2020年2月18日（火）～2020年2月25日
（火）
16:00必着
選抜日（確認の面接）
：2020年3月10日（火）
9:00集合
合格発表：2020年3月13日（金）15:00（Web・郵送）
入学手続期限：2020年3月24日（火）16:00必着

選抜会場

東北文教大学
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▼

各推薦入試の出願手続

入学検定料
30,000円
本学所定の振込用紙を用いて金融機関から振り込むこと。
振込にあたっては、注意事項に留意すること。

短 期 大 学 部

出願に必要な書類
（○印の書類を提出すること）
入試種別

指定
推薦

公募
推薦

ＡＯ

１．入 学 願 書

○

○

○

所定用紙（写真貼付）

２．受

験

票

○

○

○

所定用紙（写真貼付）

３．写

真

票

○

○

○

所定用紙（写真貼付）

４．調

査

書

○

○

○

出身高等学校調査書※

５．推

薦

書

○

○

－

所定用紙

６．活 動 実 績
報 告 書

○

○

－

所定用紙（対象となる場
合のみ）

７．検定料振込
受付証明書(Ａ)

○

○

○

金融機関の収納印のあ
るもの

○

所定の封筒2枚（受験者
の宛名明記）
長3封 筒(小)に は694円 分
の切手を貼付のこと

提出書類

８．受信用封筒

○

○

注意事項

※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
明書を提出すること
・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
者については合格成績証明書
・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）
を添付すること
・厳封のまま提出のこと

※AO入試の出願は、AOリストに登録された者のみとなる。
注

意
①入学願書等の氏名の欄は、
簡略せず正式に記入のこと。
②入学願書・受験票・写真票に貼付する３枚の顔写真は
同一のものとする。

書類提出先
〒990－2316
東北文教大学

山形県山形市片谷地515
入試広報センター

直接来学して手続する場合は、必要書類を入試広報セン
ターに提出すること。出願書類の受付は、土曜、日曜、国
民の祝日を除き、9:00～16:00までとする。
※締切日近くに郵送で出願した場合、受験票返送の時間的
余裕がないと思われるときは受験票を本学で預かること
がある。

受験上の注意
①受験生は指定された時間までに集合すること。
②受験票は必ず持参すること。
③筆記用具
（鉛筆、消しゴム）
を用意すること。
※身体に障がいがあり、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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東北文教大学短期大学部

▼

社会人選抜入試の出願手続

▼

指定推薦入試
社会人選抜入試

出願資格

入学検定料

2020年4月1日現在で、1年以上の就業経験（家事従事者を含

30,000円

む）
があり、次の①～④いずれかに該当する者。

本学所定の振込用紙を用いて金融機関から振り込むこと。

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

振込にあたっては、注意事項に留意すること。

高等部を含む）
を卒業した者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者。

出願に必要な書類

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。

提出書類

注意事項

１．入 学 願 書

所定用紙（写真貼付）

④本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を

２．受

験

票

所定用紙（写真貼付）

卒業した者と同等以上の学力があると認められた者。

３．写

真

票

所定用紙（写真貼付）

４．大学入学資格を証
明する書類または
成績証明書

出身高等学校調査書＊

出願資格に該当する者で、本学への入学意志の強い者。

５．履歴書及び
志願理由書

所定用紙

募集人員及び修学年限

６．検定料振込
受付証明書（Ａ）

金融機関の収納印のあるもの

７．受信用封筒

所定の封筒2枚（受験者の宛名明記）
長3封筒（小）には694円分の切手を貼付
のこと

出願要件

総合文化学科

若干名／2年

子ども学科

若干名／2年

人間福祉学科

若干名／2年

選抜方法
書類審査、作文及び面接に基づき選抜する。
＊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う。

選抜スケジュール
［前

＊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
明書を提出すること
・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
者については合格成績証明書
・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）
を添付すること
・厳封のまま提出のこと

注

意
①入学願書等の氏名の欄は、簡略せず正式に記入のこと。

期］

出願期間：2019年11月26日
（火）
～2019年12月10日（火）
16:00必着
選 抜 日：2019年12月15日
（日）
9:00集合

②入学願書・受験票・写真票に貼付する3枚の顔写真は
同一のものとする。

合格発表：2019年12月20日
（金）
15:00
（Web・郵送）

書類提出先

入学手続期限：2020年1月9日
（木）
16:00必着

〒990－2316

［後

東北文教大学

期］

出願期間：2020年2月27日
（木）
～2020年3月13日（金）
16:00必着

山形県山形市片谷地515
入試広報センター

直接来学して手続する場合は、必要書類を入試広報セン
ターに提出すること。出願書類の受付は、土曜、日曜、国

選 抜 日：2020年3月17日
（火）
9:00集合

民の祝日を除き、9:00～16:00までとする。

合格発表：2020年3月24日
（火）
15:00
（Web・郵送）

※締切日近くに郵送で出願した場合、受験票返送の時間的

入学手続期限：2020年3月26日
（木）
16:00必着

選抜会場
東北文教大学

余裕がないと思われるときは受験票を本学で預かること
がある。

受験上の注意
①受験生は指定された時間までに集合すること。
②受験票は必ず持参すること。
③筆記用具（鉛筆、消しゴム）を用意すること。
※身体に障がいがあり、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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