
　当日は、提出されたエントリーシート
をもとに、本学にて面談（20～30分程
度）及び、課題についての作文（60分）
を作成していただきます。
　作文の課題は、「アドミッション懇談会
参加通知」にて、事前にお知らせいたし

　懇談会後、本学が約1週間後に郵送
する「出願のご案内」を受取った方が、
ＳＴＥＰ4へ進むことができます。

　エントリーシートの提出後、本学が締切日より約1週間後に郵送する「ア
ドミッション懇談会参加通知」を受取った方が、ＳＴＥＰ3へ進むことができ
ます。

大学入学資格を有する方で本学の教育理念と各学科の
ＡＯ入試の趣旨を理解している方
第1志望として本学各学科を専願とする方

エントリー資格・募集人員

保　育　科　1期（90名）：現役のみ※

※

　　　　　　※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であること。

※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であること。
2期（10名）：現役のみ　

歯科衛生科　1期（20名）：現役のみ
　　　　　　2期（10名）：現役又は1浪　

AO入試とは?
ＡＯ（アドミッションズ・オフィス）入試は、学力試験や
高校の成績を中心としたものではなく、学科試験で
は測れない受験生の能力・学ぶ意欲を評価し、受験
生の志望内容と本学の教育方針・教育内容との接点
を確認し、入学を許可する制度です。

どの日程に出願を
希望しますか？

ＳＴＥＰ2
エントリーシート提出

（以下は提出締切日）

ＳＴＥＰ1
ＡＯ入試説明会に参加

（エントリーシート受領）

ＳＴＥＰ3
アドミッション懇談会参加

ＳＴＥＰ4
出願・選考

（次のページを参照）

郵送：7月31日（水） 必着
窓口：8月  1日（木） 必着

保　育　科　1期
歯科衛生科　1期

郵送：8月30日（金） 必着
窓口：9月  2日（月） 必着

保　育　科　2期
歯科衛生科　2期

 POINT！ 
それぞれの締切日までに、エントリーシートを必ず提出！

（簡易書留又は窓口持参で、締切日16：00必着）

1． 5月26日（日） 13：00～

2． 6月23日（日） 13：00～

3． 7月14日（日） 10：00～
  14：00～

  

4． 8月  4日（日） 10：00～
14：00～

5． 8月25日（日） 10：00～
14：00～

 POINT！ 
「オープンキャンパス」に来場し、
「ＡＯ入試説明会」に必ず参加！

8月20日（火）　9：00～
（保育科１期・歯科衛生科１期）

　9：00～9月21日（土）
（保育科２期・歯科衛生科２期）

 POINT！ 
懇談会参加通知記載の日時に必ず
参加！（集合時刻は別途指定）

保　育　科　1期に出願
　　（全体の評定平均値3.0以上）
歯科衛生科　1期に出願

　　（全体の評定平均値3.0以上）
保　育　科　2期に出願

歯科衛生科　2期に出願

 POINT！ 
出願許可が出たら、通知に
従って出願！

（出願・入学準備）

※課題作文に関しての質問を中心とした面接試験を行います。
※1期の出願許可を受けた場合は2期にも出願できます。詳しくは、「出願のご案内」に同封の書類をご参照ください。

選考方法 出願期間 選考日 合格発表日

郵送受付（必着）
　2019年9月  2日（月）～

　 　　　　9月  11日（水）
　※インターネット出願登録は
　 　　　　9月10日（火）17：00まで
窓口受付　 9月  12日（木）・
　　　　　　　  13日（金）のみ

9月22日（日） 9月26日（木）

郵送受付（必着）
　　2019年10月    7日（月）～
　　　      10月  16日（水）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 10月  15日（火）17：00まで
窓口受付　 10月17日（木）・
　　　　　　   18日（金）のみ

10月27日（日）10月30日（水）

学　　科

保　育　科

歯科衛生科

保　育　科

歯科衛生科

調査書、
面接※の
総合判定

調査書、
面接   の
総合判定

期
１

期
２

2020年度　ＡＯ入試の流れ（エントリー・アドミッション懇談会）
。すまめ進へ」3PETS「、が方たっ取受を」知通加参会談懇ンョシッミドア「、後の」2PETS「 ）注（

「STEP1」でのエントリーシート受領は、「STEP2」の提出締切日に間に合う開催日を選んで受領しましょう。（2期出願予定でも、早い開催日に受領できます。）

このような学生を求めています！
　保　育　科
　保育科では、学業成績だけでなく、さまざまな才能や
可能性を秘めた新入生を募集するために、複数の入
試制度を取入れています。その一環として本学保育科
ではＡＯ入試を行います。ＡＯ入試で求めている学生
像は、以下のとおりです。
①本学保育科の特徴をよく理解し、第1志望として本
学保育科を専願とする方

②保育の仕事について理解し、将来保育者として保育
の仕事に従事しようと考えている方
③過去に保育の現場で体験学習を行うなど、さまざまな
活動に積極的に取組み、それについて自己ＰＲので
きる方
④入学してからリーダー的存在として高い学習意欲を
発揮できる方

　①は絶対条件ですが、②～④については、どれかに
当てはまれば結構です。積極的に保育について勉強し
ていきたいと考えている、やる気のある受験生の出願を
期待しています。

　歯科衛生科
　歯科衛生科では、以下のような方をＡＯ入試で募集
します。歯科衛生士をめざして勉強したい皆さんの応
募を期待します。
●本学歯科衛生科の特徴を十分に理解し、第1志望と
して本学歯科衛生科を専願とする方
●専門職として活躍できる職場で働きたいと考えている方
●人とのコミュニケーション能力が高く、相手に気遣い
のできる方
●医療、福祉に強い関心を持ち、積極的に学ぶ意思の
ある方

※「３つのポリシー」もご覧ください。

「アドミッション懇談会参加通知」を受
取った方は、通知に記載の日時に来学し、
アドミッション懇談会に参加してください。

ます。

　エントリーシートに必要事項をすべて記入し、上記締切日までに提出して
ください。
【郵送先】　入試センター
　〒230 8501 横浜市鶴見区鶴見2 1 3
　※簡易書留で郵送してください。
　※封筒のおもて面に、赤字で「○○科エントリーシート在中」と必ず記載

をしてください。（○○は志望学科名）
　※「募集要項」同封の封筒は、宛先が異なるため使用しないでください。

（締切までに受理できない場合があります。）
【窓口提出先】　入試センター
　平日 9:00～16:00／土曜日 9:00～12:00　※8月は平日のみ受付
　※いかなる事情であっても、締切日時を過ぎた場合は受付けられません

ので、余裕を持って提出してください。

※オープンキャンパスの学科紹介後に引続き行うた
め、実際の説明会の時間は、当日の状況により多少
前後にずれる場合があります。

※上記のAO入試説明会の時刻は学科紹介の開始時刻
です。（学科紹介から参加するようにしてください。）

※オープンキャンパスに参加していても、ＡＯ入試説明
会に参加しなかった場合や途中から参加した場合
は、エントリーシートをお渡しできません。また、必
ず受験する本人が参加してください。（代理による
参加・エントリーシート受領は認めません。）

ＡＯ入試説明会に参加
（エントリーの準備） アドミッション懇談会エントリーシート提出

注）必ず下記宛先まで郵送してください。

STEP

1
STEP

2
STEP

3

　入学手続が完了した方は、入学までの期間に入学準備のための学習に取
組むことになります。大学で学ぶための基礎的な学力や学習の仕方などを
しっかりと身につけておいてください。そのための学習の場として、本学図書
館を開放いたします。利用に際しては、直接図書館にお問合せください。

入学準備
STEP

5

「アドミッション懇談会」の面談・課題に対する作文の結果により、通過者に
は「出願のご案内」及び「2020年度募集要項」を送付しますので、受取っ
た方は「2020年度募集要項」により出願書類を作成し、提出してください。

出願・選考
STEP

4
●出願資格 者るいてけ受を可許願出しーリトンエに科学該当、で者格資学入学大 ： 
   ※保育科の出願者は、高等学校第3学年1学期までの全体の評定平均値が3.0以上
　　　　　　  

であること。

●出願書類 等書査調、票願志学入 ： 
　　　　　　※入学検定料等、出願書類の詳細については、募集要項を参照してください。
　　　　　　※「出願のご案内」送付後、出願受付締切日までの期間が短いため、高等学校で発行が必要と

なる調査書は、早めに準備するようにしてください。（いかなる事情であっても、締切日時を
過ぎた場合は出願を受付けられません。）

●選考方法／出願期間／選考日／合格発表日
　インターネット出願受付は郵送受付と同期間ですが、インターネット出願登録は郵送受付締切日の前日

17：00まで（入学検定料お支払は同20：00まで）となります。インターネット出願の詳細については、
本学インターネット出願ガイドページ（https://ientry.tsurumi-u.ac.jp/tsurumi/index.aspx）にて

　ご確認ください。窓口受付は、下表指定日の9：00～16：00の間のみ取扱います。

　ＡＯ入試の受験を希望する方は、オープンキャン
パスで行われるＡＯ入試説明会（上記日時）に必ず
参加してください。説明を受けた方のみ、エントリー
シートを受領することができます。オープンキャンパ
ス、大学案内パンフレット・進学相談会・本学ホーム
ページなどをとおして、鶴見大学短期大学部への理
解を深めてください。

※



　当日は、提出されたエントリーシート
をもとに、本学にて面談（20～30分程
度）及び、課題についての作文（60分）
を作成していただきます。
　作文の課題は、「アドミッション懇談会
参加通知」にて、事前にお知らせいたし

　懇談会後、本学が約1週間後に郵送
する「出願のご案内」を受取った方が、
ＳＴＥＰ4へ進むことができます。

　エントリーシートの提出後、本学が締切日より約1週間後に郵送する「ア
ドミッション懇談会参加通知」を受取った方が、ＳＴＥＰ3へ進むことができ
ます。

大学入学資格を有する方で本学の教育理念と各学科の
ＡＯ入試の趣旨を理解している方
第1志望として本学各学科を専願とする方

エントリー資格・募集人員

保　育　科　1期（90名）：現役のみ※

※

　　　　　　※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であること。

※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であること。
2期（10名）：現役のみ　

歯科衛生科　1期（20名）：現役のみ
　　　　　　2期（10名）：現役又は1浪　

AO入試とは?
ＡＯ（アドミッションズ・オフィス）入試は、学力試験や
高校の成績を中心としたものではなく、学科試験で
は測れない受験生の能力・学ぶ意欲を評価し、受験
生の志望内容と本学の教育方針・教育内容との接点
を確認し、入学を許可する制度です。

どの日程に出願を
希望しますか？

ＳＴＥＰ2
エントリーシート提出

（以下は提出締切日）

ＳＴＥＰ1
ＡＯ入試説明会に参加

（エントリーシート受領）

ＳＴＥＰ3
アドミッション懇談会参加

ＳＴＥＰ4
出願・選考

（次のページを参照）

郵送：7月31日（水） 必着
窓口：8月  1日（木） 必着

保　育　科　1期
歯科衛生科　1期

郵送：8月30日（金） 必着
窓口：9月  2日（月） 必着

保　育　科　2期
歯科衛生科　2期

 POINT！ 
それぞれの締切日までに、エントリーシートを必ず提出！

（簡易書留又は窓口持参で、締切日16：00必着）

1． 5月26日（日） 13：00～

2． 6月23日（日） 13：00～

3． 7月14日（日） 10：00～
  14：00～

  

4． 8月  4日（日） 10：00～
14：00～

5． 8月25日（日） 10：00～
14：00～

 POINT！ 
「オープンキャンパス」に来場し、
「ＡＯ入試説明会」に必ず参加！

8月20日（火）　9：00～
（保育科１期・歯科衛生科１期）

　9：00～9月21日（土）
（保育科２期・歯科衛生科２期）

 POINT！ 
懇談会参加通知記載の日時に必ず
参加！（集合時刻は別途指定）

保　育　科　1期に出願
　　（全体の評定平均値3.0以上）
歯科衛生科　1期に出願

　　（全体の評定平均値3.0以上）
保　育　科　2期に出願

歯科衛生科　2期に出願

 POINT！ 
出願許可が出たら、通知に
従って出願！

（出願・入学準備）

※課題作文に関しての質問を中心とした面接試験を行います。
※1期の出願許可を受けた場合は2期にも出願できます。詳しくは、「出願のご案内」に同封の書類をご参照ください。

選考方法 出願期間 選考日 合格発表日

郵送受付（必着）
　2019年9月  2日（月）～

　 　　　　9月  11日（水）
　※インターネット出願登録は
　 　　　　9月10日（火）17：00まで
窓口受付　 9月  12日（木）・
　　　　　　　  13日（金）のみ

9月22日（日） 9月26日（木）

郵送受付（必着）
　　2019年10月    7日（月）～
　　　      10月  16日（水）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 10月  15日（火）17：00まで
窓口受付　 10月17日（木）・
　　　　　　   18日（金）のみ

10月27日（日）10月30日（水）

学　　科

保　育　科

歯科衛生科

保　育　科

歯科衛生科

調査書、
面接※の
総合判定

調査書、
面接   の
総合判定

期
１

期
２

2020年度　ＡＯ入試の流れ（エントリー・アドミッション懇談会）
。すまめ進へ」3PETS「、が方たっ取受を」知通加参会談懇ンョシッミドア「、後の」2PETS「 ）注（

「STEP1」でのエントリーシート受領は、「STEP2」の提出締切日に間に合う開催日を選んで受領しましょう。（2期出願予定でも、早い開催日に受領できます。）

このような学生を求めています！
　保　育　科
　保育科では、学業成績だけでなく、さまざまな才能や
可能性を秘めた新入生を募集するために、複数の入
試制度を取入れています。その一環として本学保育科
ではＡＯ入試を行います。ＡＯ入試で求めている学生
像は、以下のとおりです。
①本学保育科の特徴をよく理解し、第1志望として本
学保育科を専願とする方

②保育の仕事について理解し、将来保育者として保育
の仕事に従事しようと考えている方
③過去に保育の現場で体験学習を行うなど、さまざまな
活動に積極的に取組み、それについて自己ＰＲので
きる方
④入学してからリーダー的存在として高い学習意欲を
発揮できる方

　①は絶対条件ですが、②～④については、どれかに
当てはまれば結構です。積極的に保育について勉強し
ていきたいと考えている、やる気のある受験生の出願を
期待しています。

　歯科衛生科
　歯科衛生科では、以下のような方をＡＯ入試で募集
します。歯科衛生士をめざして勉強したい皆さんの応
募を期待します。
●本学歯科衛生科の特徴を十分に理解し、第1志望と
して本学歯科衛生科を専願とする方
●専門職として活躍できる職場で働きたいと考えている方
●人とのコミュニケーション能力が高く、相手に気遣い
のできる方
●医療、福祉に強い関心を持ち、積極的に学ぶ意思の
ある方

※「３つのポリシー」もご覧ください。

「アドミッション懇談会参加通知」を受
取った方は、通知に記載の日時に来学し、
アドミッション懇談会に参加してください。

ます。

　エントリーシートに必要事項をすべて記入し、上記締切日までに提出して
ください。
【郵送先】　入試センター
　〒230 8501 横浜市鶴見区鶴見2 1 3
　※簡易書留で郵送してください。
　※封筒のおもて面に、赤字で「○○科エントリーシート在中」と必ず記載

をしてください。（○○は志望学科名）
　※「募集要項」同封の封筒は、宛先が異なるため使用しないでください。

（締切までに受理できない場合があります。）
【窓口提出先】　入試センター
　平日 9:00～16:00／土曜日 9:00～12:00　※8月は平日のみ受付
　※いかなる事情であっても、締切日時を過ぎた場合は受付けられません

ので、余裕を持って提出してください。

※オープンキャンパスの学科紹介後に引続き行うた
め、実際の説明会の時間は、当日の状況により多少
前後にずれる場合があります。

※上記のAO入試説明会の時刻は学科紹介の開始時刻
です。（学科紹介から参加するようにしてください。）

※オープンキャンパスに参加していても、ＡＯ入試説明
会に参加しなかった場合や途中から参加した場合
は、エントリーシートをお渡しできません。また、必
ず受験する本人が参加してください。（代理による
参加・エントリーシート受領は認めません。）

ＡＯ入試説明会に参加
（エントリーの準備） アドミッション懇談会エントリーシート提出

注）必ず下記宛先まで郵送してください。

STEP

1
STEP

2
STEP

3

　入学手続が完了した方は、入学までの期間に入学準備のための学習に取
組むことになります。大学で学ぶための基礎的な学力や学習の仕方などを
しっかりと身につけておいてください。そのための学習の場として、本学図書
館を開放いたします。利用に際しては、直接図書館にお問合せください。

入学準備
STEP

5

「アドミッション懇談会」の面談・課題に対する作文の結果により、通過者に
は「出願のご案内」及び「2020年度募集要項」を送付しますので、受取っ
た方は「2020年度募集要項」により出願書類を作成し、提出してください。

出願・選考
STEP

4
●出願資格 者るいてけ受を可許願出しーリトンエに科学該当、で者格資学入学大 ： 
   ※保育科の出願者は、高等学校第3学年1学期までの全体の評定平均値が3.0以上
　　　　　　  

であること。

●出願書類 等書査調、票願志学入 ： 
　　　　　　※入学検定料等、出願書類の詳細については、募集要項を参照してください。
　　　　　　※「出願のご案内」送付後、出願受付締切日までの期間が短いため、高等学校で発行が必要と

なる調査書は、早めに準備するようにしてください。（いかなる事情であっても、締切日時を
過ぎた場合は出願を受付けられません。）

●選考方法／出願期間／選考日／合格発表日
　インターネット出願受付は郵送受付と同期間ですが、インターネット出願登録は郵送受付締切日の前日

17：00まで（入学検定料お支払は同20：00まで）となります。インターネット出願の詳細については、
本学インターネット出願ガイドページ（https://ientry.tsurumi-u.ac.jp/tsurumi/index.aspx）にて

　ご確認ください。窓口受付は、下表指定日の9：00～16：00の間のみ取扱います。

　ＡＯ入試の受験を希望する方は、オープンキャン
パスで行われるＡＯ入試説明会（上記日時）に必ず
参加してください。説明を受けた方のみ、エントリー
シートを受領することができます。オープンキャンパ
ス、大学案内パンフレット・進学相談会・本学ホーム
ページなどをとおして、鶴見大学短期大学部への理
解を深めてください。

※




