
AO入試案内

鶴見大学短期大学部

保育科

歯科衛生科

１期・２期・3期

平成 30年度

保育科
　保育科では禅仏教の教えに基づき、宗教的情操に裏打ちされた円満
な人格の形成と、豊かな識見をもった向上心あふれる保育者を養成する
ことを目的としています。
　この目的のため、下記の能力を身につけて所定の単位を修得した場
合に短期大学士を授与します。あわせて、幼稚園教諭二種免許状と保
育士資格を取得することができます。
　　1.教育、保育、福祉、医療の各分野に通底した生命尊重の思想や

倫理観を基盤にして、深い自己洞察を行い、世界における自己
の役割を位置づけることができる。

　　2.禅仏教の教えに基づき、保育者として深い教養と広い視野を身
につけ、子どもと親に寄り添いつつ子どもの発達を援助できる。

　　3.保育者として子どもの健全な発育、発達と福祉を保障していこう
とする自覚と実践力をもつことができる。

　　4.多様化した現代社会において、保育者としての使命と責任を自
覚し、保育に対して主体的、かつ真摯に取り組む意欲をもってい
る。

　　5.感謝と思いやりの心をもって地域社会や家庭とかかわり、専門的
知識・技能を備えた保育者として活動する姿勢を身につける。

歯科衛生科
　歯科衛生科では禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基
にして、人々の健康と福祉に貢献する有能な歯科衛生士を育成するこ
とを目的としています。このような目的に沿って構築されたカリキュラム
を履修し、卒業時までに以下の能力を身につけ、所定の単位を修得し、
卒業要件を満たした場合において、短期大学士（歯科衛生学）の学位を
授与します。
　　1.歯科衛生士として必要な、科学的根拠に基づいた論理的思考力

を持ち、自己を正しく認識し、社会に貢献できる。
　　2.禅の精神に基づき、医療人として慈愛の心を持ち、他者に共感で

きる。
　　3.歯科衛生士として求められる口腔保健に必要な知識と技術を持

ち、思考力と共感力を基に新しい課題の解決を主体的にできる。
　　4.歯科衛生士として必要な専門知識・技術を身につけ、医療現場で

起こりうる事象や課題に適切な判断及び行動ができる。
　　5.歯科衛生士として必要なコミュニケーション能力を持ち、他の医

療に関わる専門家との協働・連携をはかることができる。

保育科
　保育科では、人の一生を見据えながら就学前教育・保育を考える広い
視野にたてる保育者、かつまた子どもの健全な発育、発達と福祉を保障
していこうとする有能な保育者を養成するためにカリキュラムを編成し
ています。
　各科目は、文部科学省・厚生労働省による指定科目のほかに、本学独
自の科目があります。これらは教育、保育、福祉、医療の各分野に通底し
た生命の尊重の思想や、高い倫理観をもち芸術性豊かな優れた実践者
として一人一人の学生が育つことを念頭に、以下のカリキュラムを編成
し、実施しています。成績評価に対して成績評価値（Grade Point Av 
erage、GPA）を設定し、GPAが1.0以下の学生に対しては指導が行わ
れます。
　　1.基礎的教養教育
　　　人間の在り方を基礎から学ぶために「哲学」、「文学」、「心理

学」等を設置する。これらによって、人生を幅広く、かつ深く思考
する態度を養成する。

　　2.禅的情操教育
　　　さまざまな仏教行事をとおして禅的情操教育を行う。また、「宗教

学」を学ぶことで、異なる文化、価値観の中で生活している人々
に対する理解を深める。更に、禅の精神に基づいた慈愛の心を
育み、互いを認め合う共生社会を実現させることの重要性を理
解する教育を行う。

　　3.キャリア教育
　　　社会における保育者の役割と倫理を理解し、専門性を備えた保

育者を養成するために保育者論を設置する。
　　4.専門教育
　　　幼稚園教諭二種免許状取得に必要な「教科に関する科目」と

「教職に関する科目」を設置する。また保育士資格取得に必要な

「保育の本質・目的に関する科目」、「保育の対象の理解に関す
る科目」、「保育の内容・方法に関する科目」、「保育の表現技
術」等を設置する。更に教育実習、保育実習を設置する。

　　5.独自教育
　　　本学独自の科目として、「いのちを大切にする」ことを子どもたち

の心に育む仏教保育を設置する。それにより、仏教保育の理念を
柱とし、保育の専門家として日々精進する（大覚円成）ことで世
の中に貢献できる具体的行動を起こす（報恩行持）ことのできる
保育者を養成するための教育を行う。

歯科衛生科
　禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基にして、有能な歯
科衛生士として必要な専門的知識・技術・態度を修得し、高度な実践力
を備え、人々の健康と福祉に貢献できる人材を育成するために、以下の
教育課程を編成し、実施しています。
　　1.基礎的教養教育
　　　科学的根拠に基づいた倫理的思考を構築し、自己を正しく認識

し、社会に貢献できるよう基礎的思考と深い教養を習得すること
を目的に、「生物学」、「化学」、「英語」、「心理学」、「医療倫理
学」等を設置する。

　　2.禅的情操教育
　　　医療人としての慈愛の心を育み、他者に共感できる力を養うこと

を目的に、「宗教学」、「ボランティア論」等を設置する。
　　3.キャリア教育
　　　口腔保健に必要な知識と技術を養い、課題の解決を主体的にで

きる力を養うことを目的に、「保健行動学」、「精神衛生学」、「人
生と職業」等を設置する。 

　　4.専門教育
　　　歯科衛生士に必要な専門的知識・技術を取得することを目的に、

専門基礎分野として、「解剖学」、「口腔解剖学」、「病理学」、
「口腔衛生学」等を設置する。 専門分野として、臨床歯科医学を
理解し、歯科衛生士の業務を修得するための科目「歯科保存学
Ⅰ・Ⅱ」、「歯科補綴学」、「口腔外科学」、「歯科予防処置論」、「歯
科保健指導論」、「歯科診療補助論」等を設置する。 歯科医療
現場で、実践する力を修得するための科目「歯科臨床実習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ」、「臨地実習」を設置する。 

　　5.独自教育
　　　他の医療に関わる専門家と協働・連携をはかることができる力を

養うための科目「コミュニケーション論」、「臨床医学概論」、「看
護学」、「介護職員初任者研修事業」等を設置する。

保育科
　本学では禅仏教に基づいた教育を行っています。保育者（幼稚園教
諭、保育士）は保育をとおして子どもの人格形成に関わる重要な役割を
担っています。また、今日では保育の専門性を広く社会で生かすことが
求められています。そのために保育者には幅広い教養と専門性が求め
られています。したがって、保育科では以下のような人を歓迎します。
　　1.禅仏教の教えに基づき、子どもの人格を尊重し、育てることに意

欲を持っている人。
　　2.保育者としての幅広い教養と専門性を身につける努力をする

人。
　　3.読解力・表現力等の国語力を含めて人間関係におけるコミュニケ

ーション能力を身につける努力をする人。
　　4.保育は社会において育つ子どもに関わる仕事です。この意味で、

日頃から社会における出来事に関心を抱き、かつ保育現場にお
けるボランティアに積極的に参加した社会的経験のある人。

歯科衛生科
　禅の教えを建学の精神とし、感謝と慈愛の心を持って、人々の健康と
福祉に貢献できる人材を育成します。そこで、以下のような人を歓迎し
ます。
　　1.科学的思考に基づいた倫理的思考力を持ち、社会に貢献できる

人。
　　2.慈愛の心を持ち、他者の気持ちを考え共感できる人。
　　3.口腔保健の知識と技術の習得に向上心と向学心がある人。
　　4.歯科衛生士として必要な知識・技術を身につけるための基礎的

学力のある人。
　　5.コミュニケーション能力があり、他者と協働できる人。

３つのポリシー 短期大学部 アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜方針（鶴見大学短期大学部）
ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。アドミッシ
ョン懇談会では、懇談と課題作文を通して保育者になりたい
という強い動機を持っているかという点や、論理的に文章を
作成する能力を持っているかという点について評価します。
更に、本試験では、調査書などの資料をもとに、基礎学力に

ついて確認を行い、大学生活について高い意欲を持続でき
るかという点について評価を行います。以上、受験生の資質
を多面的に評価する入試として位置付けます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュニ
ケーション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の知識
を評価します。判定は、一定期間課題に取り組んだ成果・調
査書・面接により総合的に行います。

ＡＯ入試１期 

【選考方法及び評価項目】

【選考方法及び評価項目】カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）
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○
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○
○
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○
○

主体性・多様性・
協働性
○
○

○
○歯科衛生科

選考方法 評価項目
学　　科

保　育　科

調査書又は
課外活動の実績面　接

○
○

課　題

○
○

知識・技能

○
○

思考力・判断力・
表現力
○
○

主体性・多様性・
協働性
○
○

○
歯科衛生科

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。本試験で
は、調査書などの資料をもとに、基礎学力について確認を行
います。また、面談と課題作文を通して保育者になりたいと
いう強い意志を持っているかという点や、論理的に文章を作

成する能力を持っているかという点について評価します。以
上、受験生の資質を多面的に評価する入試として位置付け
ます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュ
ニケ―ション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の
知識を評価します。判定は、課題作文・面接により総合的
に行います。

ＡＯ入試２期・３期 

【個人情報の取扱いについて】　エントリーにあたってお知らせいただいた情報については、ＡＯ入試の連絡・アドミッション懇談会及び出願書類との照合の
ために利用し、他の目的で使用することはありません。



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（85名）：現役のみ※

　　　　　　※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であることが必要です。
　　　　　　2期（10名）：現役のみ　
　　　　　　3期（5名）：現役のみ
歯科衛生科　1期（15名）：現役のみ
　　　　　　2期（15名）：現役又は現役以外　
　　　　　　3期（5名）：現役又は現役以外

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。

郵送：6月30日（金） 必着
窓口：7月  3日（月） 必着

郵送：7月28日（金） 必着
窓口：7月31日（月） 必着

郵送：8月25日（金） 必着
窓口：8月28日（月） 必着

郵送：9月22日（金） 必着
窓口：9月25日（月） 必着

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

（1期のみ実施）

ＳＴＥＰ4
出願・選考

（次のページを参照）

保　育　科　1期①
歯科衛生科　1期①

保　育　科　1期②
歯科衛生科　1期②

保　育　科　2期
歯科衛生科　2期

保　育　科　3期
歯科衛生科　3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28日（日） 13：00～
2． 6月18日（日） 13：00～

3． 7月23日（日） 10：00～
  13：40～

4． 8月  6日（日） 10：00～
  13：40～

5． 8月26日（土） 10：00～
  13：30～
6． 9月10日（日） 13：00～

 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！

7月22日（土）　9：00～
（保育科１期①・歯科衛生科１期①）

8月22日（火）　9：00～
（保育科１期②・歯科衛生科１期②）

 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

保　育　科　2期に出願
歯科衛生科　2期に出願

保　育　科　3期に出願
歯科衛生科　3期に出願

 POINT！ 
出願許可が出たら、所定の
期間内に出願！

（出願・入学準備）

※1期は、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。

選考方法 出願期間 選考日 合格発表日

郵送受付（必着）
　平成29年8月21日（月）～
　 　　　　9月  1日（金）
　※インターネット出願登録は
　 　　　　8月31日（木）17：00まで
窓口受付　 9月  1日（金）・
　　　　　　　  4日（月）のみ

9月  9日（土） 9月12日（火）

郵送受付（必着）
　平成29年9月  4日（月）～
　　　      9月  8日（金）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 9月  7日（木）17：00まで
窓口受付　 9月11日（月）・
　　　　　　   12日（火）のみ

9月17日（日） 9月20日（水）

郵送受付（必着）
　平成29年10月  2日（月）～
　　　     10月  6日（金）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 10月  5日（木）17：00まで
窓口受付　 10月10日（火）・
　　　　　        11日（水）のみ

10月15日（日）10月17日（火）

学　　科

保　育　科

保　育　科

保　育　科

歯科衛生科

歯科衛生科

歯科衛生科
課題作文、
面接の
総合判定

調査書、
面接※の
総合判定

調査書、
課題作文、
面接の
総合判定

調査書、
課題作文、
面接の
総合判定

課題作文、
面接の
総合判定

１
期

２
期

３
期

平成30年度　ＡＯ入試の流れ（エントリー・アドミッション懇談会）
（注） 「STEP2」の後、「アドミッション懇談会参加通知」を受取った方が、「STEP3」へ進めます。ただし、AO入試2期・3期は、アドミッション懇談会を実施しないので、

「STEP2」の後、「出願のご案内」を受取った方が、「STEP4」へ進むことができます。
「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・3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。

　1期「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。
　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」と共に事前にお知らせいたし
ます。
　懇談会後、本学が後日郵送する「出
願のご案内」を受取った方が、ＳＴＥＰ4
へ進むことができます。

　エントリーシートに必要事項をすべて記入し、上記締切日までに出してく
ださい。
【郵送先】　入試キャリアセンター 入試課
　〒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。
　※封筒の表面に、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】　入試キャリアセンター 入試課
　平日 9:00～16:00／土曜日 9:00～12:00　※8月は平日のみ
　※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。
　エントリーシートの提出後、1期の場合は、本学が後日郵送する「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。2
期・3期の場合は、同様に「出願のご案内」を受取った方が、ＳＴＥＰ4へ進む
ことができます。

　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・大学ＨＰ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。
※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
（1期のみ実施）

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

　1期は「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、2
期・3期はエントリーシートの結果により、通過者には「出願のご案内」及び
「平成30年度募集要項」を送付しますので、受取った方は「平成30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 ： 大学入学資格者で、当該学科にエントリーし出願許可を受けている者
   ※保育科1期の出願者は、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
　　　　　　  ことが必要です。
●出願書類 ： 入学志願票、調査書等
　　　　　　※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及び入学検定料払込は、郵
送受付締切日の前日17：00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。



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（85名）：現役のみ※

　　　　　　※出願時に、全体の評定平均値3.0以上であることが必要です。
　　　　　　2期（10名）：現役のみ　
　　　　　　3期（5名）：現役のみ
歯科衛生科　1期（15名）：現役のみ
　　　　　　2期（15名）：現役又は現役以外　
　　　　　　3期（5名）：現役又は現役以外

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。

郵送：6月30日（金） 必着
窓口：7月  3日（月） 必着

郵送：7月28日（金） 必着
窓口：7月31日（月） 必着

郵送：8月25日（金） 必着
窓口：8月28日（月） 必着

郵送：9月22日（金） 必着
窓口：9月25日（月） 必着

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

（1期のみ実施）

ＳＴＥＰ4
出願・選考

（次のページを参照）

保　育　科　1期①
歯科衛生科　1期①

保　育　科　1期②
歯科衛生科　1期②

保　育　科　2期
歯科衛生科　2期

保　育　科　3期
歯科衛生科　3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28日（日） 13：00～
2． 6月18日（日） 13：00～

3． 7月23日（日） 10：00～
  13：40～

4． 8月  6日（日） 10：00～
  13：40～

5． 8月26日（土） 10：00～
  13：30～
6． 9月10日（日） 13：00～

 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！

7月22日（土）　9：00～
（保育科１期①・歯科衛生科１期①）

8月22日（火）　9：00～
（保育科１期②・歯科衛生科１期②）

 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

保　育　科　2期に出願
歯科衛生科　2期に出願

保　育　科　3期に出願
歯科衛生科　3期に出願

 POINT！ 
出願許可が出たら、所定の
期間内に出願！

（出願・入学準備）

※1期は、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。

選考方法 出願期間 選考日 合格発表日

郵送受付（必着）
　平成29年8月21日（月）～
　 　　　　9月  1日（金）
　※インターネット出願登録は
　 　　　　8月31日（木）17：00まで
窓口受付　 9月  1日（金）・
　　　　　　　  4日（月）のみ

9月  9日（土） 9月12日（火）

郵送受付（必着）
　平成29年9月  4日（月）～
　　　      9月  8日（金）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 9月  7日（木）17：00まで
窓口受付　 9月11日（月）・
　　　　　　   12日（火）のみ

9月17日（日） 9月20日（水）

郵送受付（必着）
　平成29年10月  2日（月）～
　　　     10月  6日（金）
　※インターネット出願登録は
　　　　　 10月  5日（木）17：00まで
窓口受付　 10月10日（火）・
　　　　　        11日（水）のみ

10月15日（日）10月17日（火）

学　　科

保　育　科

保　育　科

保　育　科

歯科衛生科

歯科衛生科

歯科衛生科
課題作文、
面接の
総合判定

調査書、
面接※の
総合判定

調査書、
課題作文、
面接の
総合判定

調査書、
課題作文、
面接の
総合判定

課題作文、
面接の
総合判定

１
期

２
期

３
期

平成30年度　ＡＯ入試の流れ（エントリー・アドミッション懇談会）
（注） 「STEP2」の後、「アドミッション懇談会参加通知」を受取った方が、「STEP3」へ進めます。ただし、AO入試2期・3期は、アドミッション懇談会を実施しないので、

「STEP2」の後、「出願のご案内」を受取った方が、「STEP4」へ進むことができます。
「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・3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。

　1期「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。
　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」と共に事前にお知らせいたし
ます。
　懇談会後、本学が後日郵送する「出
願のご案内」を受取った方が、ＳＴＥＰ4
へ進むことができます。

　エントリーシートに必要事項をすべて記入し、上記締切日までに出してく
ださい。
【郵送先】　入試キャリアセンター 入試課
　〒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。
　※封筒の表面に、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】　入試キャリアセンター 入試課
　平日 9:00～16:00／土曜日 9:00～12:00　※8月は平日のみ
　※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。
　エントリーシートの提出後、1期の場合は、本学が後日郵送する「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。2
期・3期の場合は、同様に「出願のご案内」を受取った方が、ＳＴＥＰ4へ進む
ことができます。

　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・大学ＨＰ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。
※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
（1期のみ実施）

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

　1期は「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、2
期・3期はエントリーシートの結果により、通過者には「出願のご案内」及び
「平成30年度募集要項」を送付しますので、受取った方は「平成30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 ： 大学入学資格者で、当該学科にエントリーし出願許可を受けている者
   ※保育科1期の出願者は、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
　　　　　　  ことが必要です。
●出願書類 ： 入学志願票、調査書等
　　　　　　※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及び入学検定料払込は、郵
送受付締切日の前日17：00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入試案内

鶴見大学短期大学部

保育科

歯科衛生科

１期・２期・3期

平成 30年度

保育科
　保育科では禅仏教の教えに基づき、宗教的情操に裏打ちされた円満
な人格の形成と、豊かな識見をもった向上心あふれる保育者を養成する
ことを目的としています。
　この目的のため、下記の能力を身につけて所定の単位を修得した場
合に短期大学士を授与します。あわせて、幼稚園教諭二種免許状と保
育士資格を取得することができます。
　　1.教育、保育、福祉、医療の各分野に通底した生命尊重の思想や

倫理観を基盤にして、深い自己洞察を行い、世界における自己
の役割を位置づけることができる。

　　2.禅仏教の教えに基づき、保育者として深い教養と広い視野を身
につけ、子どもと親に寄り添いつつ子どもの発達を援助できる。

　　3.保育者として子どもの健全な発育、発達と福祉を保障していこう
とする自覚と実践力をもつことができる。

　　4.多様化した現代社会において、保育者としての使命と責任を自
覚し、保育に対して主体的、かつ真摯に取り組む意欲をもってい
る。

　　5.感謝と思いやりの心をもって地域社会や家庭とかかわり、専門的
知識・技能を備えた保育者として活動する姿勢を身につける。

歯科衛生科
　歯科衛生科では禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基
にして、人々の健康と福祉に貢献する有能な歯科衛生士を育成するこ
とを目的としています。このような目的に沿って構築されたカリキュラム
を履修し、卒業時までに以下の能力を身につけ、所定の単位を修得し、
卒業要件を満たした場合において、短期大学士（歯科衛生学）の学位を
授与します。
　　1.歯科衛生士として必要な、科学的根拠に基づいた論理的思考力

を持ち、自己を正しく認識し、社会に貢献できる。
　　2.禅の精神に基づき、医療人として慈愛の心を持ち、他者に共感で

きる。
　　3.歯科衛生士として求められる口腔保健に必要な知識と技術を持

ち、思考力と共感力を基に新しい課題の解決を主体的にできる。
　　4.歯科衛生士として必要な専門知識・技術を身につけ、医療現場で

起こりうる事象や課題に適切な判断及び行動ができる。
　　5.歯科衛生士として必要なコミュニケーション能力を持ち、他の医

療に関わる専門家との協働・連携をはかることができる。

保育科
　保育科では、人の一生を見据えながら就学前教育・保育を考える広い
視野にたてる保育者、かつまた子どもの健全な発育、発達と福祉を保障
していこうとする有能な保育者を養成するためにカリキュラムを編成し
ています。
　各科目は、文部科学省・厚生労働省による指定科目のほかに、本学独
自の科目があります。これらは教育、保育、福祉、医療の各分野に通底し
た生命の尊重の思想や、高い倫理観をもち芸術性豊かな優れた実践者
として一人一人の学生が育つことを念頭に、以下のカリキュラムを編成
し、実施しています。成績評価に対して成績評価値（Grade Point Av 
erage、GPA）を設定し、GPAが1.0以下の学生に対しては指導が行わ
れます。
　　1.基礎的教養教育
　　　人間の在り方を基礎から学ぶために「哲学」、「文学」、「心理

学」等を設置する。これらによって、人生を幅広く、かつ深く思考
する態度を養成する。

　　2.禅的情操教育
　　　さまざまな仏教行事をとおして禅的情操教育を行う。また、「宗教

学」を学ぶことで、異なる文化、価値観の中で生活している人々
に対する理解を深める。更に、禅の精神に基づいた慈愛の心を
育み、互いを認め合う共生社会を実現させることの重要性を理
解する教育を行う。

　　3.キャリア教育
　　　社会における保育者の役割と倫理を理解し、専門性を備えた保

育者を養成するために保育者論を設置する。
　　4.専門教育
　　　幼稚園教諭二種免許状取得に必要な「教科に関する科目」と

「教職に関する科目」を設置する。また保育士資格取得に必要な

「保育の本質・目的に関する科目」、「保育の対象の理解に関す
る科目」、「保育の内容・方法に関する科目」、「保育の表現技
術」等を設置する。更に教育実習、保育実習を設置する。

　　5.独自教育
　　　本学独自の科目として、「いのちを大切にする」ことを子どもたち

の心に育む仏教保育を設置する。それにより、仏教保育の理念を
柱とし、保育の専門家として日々精進する（大覚円成）ことで世
の中に貢献できる具体的行動を起こす（報恩行持）ことのできる
保育者を養成するための教育を行う。

歯科衛生科
　禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基にして、有能な歯
科衛生士として必要な専門的知識・技術・態度を修得し、高度な実践力
を備え、人々の健康と福祉に貢献できる人材を育成するために、以下の
教育課程を編成し、実施しています。
　　1.基礎的教養教育
　　　科学的根拠に基づいた倫理的思考を構築し、自己を正しく認識

し、社会に貢献できるよう基礎的思考と深い教養を習得すること
を目的に、「生物学」、「化学」、「英語」、「心理学」、「医療倫理
学」等を設置する。

　　2.禅的情操教育
　　　医療人としての慈愛の心を育み、他者に共感できる力を養うこと

を目的に、「宗教学」、「ボランティア論」等を設置する。
　　3.キャリア教育
　　　口腔保健に必要な知識と技術を養い、課題の解決を主体的にで

きる力を養うことを目的に、「保健行動学」、「精神衛生学」、「人
生と職業」等を設置する。 

　　4.専門教育
　　　歯科衛生士に必要な専門的知識・技術を取得することを目的に、

専門基礎分野として、「解剖学」、「口腔解剖学」、「病理学」、
「口腔衛生学」等を設置する。 専門分野として、臨床歯科医学を
理解し、歯科衛生士の業務を修得するための科目「歯科保存学
Ⅰ・Ⅱ」、「歯科補綴学」、「口腔外科学」、「歯科予防処置論」、「歯
科保健指導論」、「歯科診療補助論」等を設置する。 歯科医療
現場で、実践する力を修得するための科目「歯科臨床実習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ」、「臨地実習」を設置する。 

　　5.独自教育
　　　他の医療に関わる専門家と協働・連携をはかることができる力を

養うための科目「コミュニケーション論」、「臨床医学概論」、「看
護学」、「介護職員初任者研修事業」等を設置する。

保育科
　本学では禅仏教に基づいた教育を行っています。保育者（幼稚園教
諭、保育士）は保育をとおして子どもの人格形成に関わる重要な役割を
担っています。また、今日では保育の専門性を広く社会で生かすことが
求められています。そのために保育者には幅広い教養と専門性が求め
られています。したがって、保育科では以下のような人を歓迎します。
　　1.禅仏教の教えに基づき、子どもの人格を尊重し、育てることに意

欲を持っている人。
　　2.保育者としての幅広い教養と専門性を身につける努力をする

人。
　　3.読解力・表現力等の国語力を含めて人間関係におけるコミュニケ

ーション能力を身につける努力をする人。
　　4.保育は社会において育つ子どもに関わる仕事です。この意味で、

日頃から社会における出来事に関心を抱き、かつ保育現場にお
けるボランティアに積極的に参加した社会的経験のある人。

歯科衛生科
　禅の教えを建学の精神とし、感謝と慈愛の心を持って、人々の健康と
福祉に貢献できる人材を育成します。そこで、以下のような人を歓迎し
ます。
　　1.科学的思考に基づいた倫理的思考力を持ち、社会に貢献できる

人。
　　2.慈愛の心を持ち、他者の気持ちを考え共感できる人。
　　3.口腔保健の知識と技術の習得に向上心と向学心がある人。
　　4.歯科衛生士として必要な知識・技術を身につけるための基礎的

学力のある人。
　　5.コミュニケーション能力があり、他者と協働できる人。

３つのポリシー 短期大学部 アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜方針（鶴見大学短期大学部）
ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。アドミッシ
ョン懇談会では、懇談と課題作文を通して保育者になりたい
という強い動機を持っているかという点や、論理的に文章を
作成する能力を持っているかという点について評価します。
更に、本試験では、調査書などの資料をもとに、基礎学力に

ついて確認を行い、大学生活について高い意欲を持続でき
るかという点について評価を行います。以上、受験生の資質
を多面的に評価する入試として位置付けます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュニ
ケーション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の知識
を評価します。判定は、一定期間課題に取り組んだ成果・調
査書・面接により総合的に行います。

ＡＯ入試１期 

【選考方法及び評価項目】

【選考方法及び評価項目】カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）
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選考方法 評価項目
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○
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課　題

○
○

知識・技能

○
○

思考力・判断力・
表現力
○
○

主体性・多様性・
協働性
○
○

○
歯科衛生科

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。本試験で
は、調査書などの資料をもとに、基礎学力について確認を行
います。また、面談と課題作文を通して保育者になりたいと
いう強い意志を持っているかという点や、論理的に文章を作

成する能力を持っているかという点について評価します。以
上、受験生の資質を多面的に評価する入試として位置付け
ます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュ
ニケ―ション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の
知識を評価します。判定は、課題作文・面接により総合的
に行います。
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【個人情報の取扱いについて】　エントリーにあたってお知らせいただいた情報については、ＡＯ入試の連絡・アドミッション懇談会及び出願書類との照合の
ために利用し、他の目的で使用することはありません。



AO入試案内

鶴見大学短期大学部

保育科

歯科衛生科

１期・２期・3期

平成 30年度

保育科
　保育科では禅仏教の教えに基づき、宗教的情操に裏打ちされた円満
な人格の形成と、豊かな識見をもった向上心あふれる保育者を養成する
ことを目的としています。
　この目的のため、下記の能力を身につけて所定の単位を修得した場
合に短期大学士を授与します。あわせて、幼稚園教諭二種免許状と保
育士資格を取得することができます。
　　1.教育、保育、福祉、医療の各分野に通底した生命尊重の思想や

倫理観を基盤にして、深い自己洞察を行い、世界における自己
の役割を位置づけることができる。

　　2.禅仏教の教えに基づき、保育者として深い教養と広い視野を身
につけ、子どもと親に寄り添いつつ子どもの発達を援助できる。

　　3.保育者として子どもの健全な発育、発達と福祉を保障していこう
とする自覚と実践力をもつことができる。

　　4.多様化した現代社会において、保育者としての使命と責任を自
覚し、保育に対して主体的、かつ真摯に取り組む意欲をもってい
る。

　　5.感謝と思いやりの心をもって地域社会や家庭とかかわり、専門的
知識・技能を備えた保育者として活動する姿勢を身につける。

歯科衛生科
　歯科衛生科では禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基
にして、人々の健康と福祉に貢献する有能な歯科衛生士を育成するこ
とを目的としています。このような目的に沿って構築されたカリキュラム
を履修し、卒業時までに以下の能力を身につけ、所定の単位を修得し、
卒業要件を満たした場合において、短期大学士（歯科衛生学）の学位を
授与します。
　　1.歯科衛生士として必要な、科学的根拠に基づいた論理的思考力

を持ち、自己を正しく認識し、社会に貢献できる。
　　2.禅の精神に基づき、医療人として慈愛の心を持ち、他者に共感で

きる。
　　3.歯科衛生士として求められる口腔保健に必要な知識と技術を持

ち、思考力と共感力を基に新しい課題の解決を主体的にできる。
　　4.歯科衛生士として必要な専門知識・技術を身につけ、医療現場で

起こりうる事象や課題に適切な判断及び行動ができる。
　　5.歯科衛生士として必要なコミュニケーション能力を持ち、他の医

療に関わる専門家との協働・連携をはかることができる。

保育科
　保育科では、人の一生を見据えながら就学前教育・保育を考える広い
視野にたてる保育者、かつまた子どもの健全な発育、発達と福祉を保障
していこうとする有能な保育者を養成するためにカリキュラムを編成し
ています。
　各科目は、文部科学省・厚生労働省による指定科目のほかに、本学独
自の科目があります。これらは教育、保育、福祉、医療の各分野に通底し
た生命の尊重の思想や、高い倫理観をもち芸術性豊かな優れた実践者
として一人一人の学生が育つことを念頭に、以下のカリキュラムを編成
し、実施しています。成績評価に対して成績評価値（Grade Point Av 
erage、GPA）を設定し、GPAが1.0以下の学生に対しては指導が行わ
れます。
　　1.基礎的教養教育
　　　人間の在り方を基礎から学ぶために「哲学」、「文学」、「心理

学」等を設置する。これらによって、人生を幅広く、かつ深く思考
する態度を養成する。

　　2.禅的情操教育
　　　さまざまな仏教行事をとおして禅的情操教育を行う。また、「宗教

学」を学ぶことで、異なる文化、価値観の中で生活している人々
に対する理解を深める。更に、禅の精神に基づいた慈愛の心を
育み、互いを認め合う共生社会を実現させることの重要性を理
解する教育を行う。

　　3.キャリア教育
　　　社会における保育者の役割と倫理を理解し、専門性を備えた保

育者を養成するために保育者論を設置する。
　　4.専門教育
　　　幼稚園教諭二種免許状取得に必要な「教科に関する科目」と

「教職に関する科目」を設置する。また保育士資格取得に必要な

「保育の本質・目的に関する科目」、「保育の対象の理解に関す
る科目」、「保育の内容・方法に関する科目」、「保育の表現技
術」等を設置する。更に教育実習、保育実習を設置する。

　　5.独自教育
　　　本学独自の科目として、「いのちを大切にする」ことを子どもたち

の心に育む仏教保育を設置する。それにより、仏教保育の理念を
柱とし、保育の専門家として日々精進する（大覚円成）ことで世
の中に貢献できる具体的行動を起こす（報恩行持）ことのできる
保育者を養成するための教育を行う。

歯科衛生科
　禅の教えに基づく人格の形成という建学の精神を基にして、有能な歯
科衛生士として必要な専門的知識・技術・態度を修得し、高度な実践力
を備え、人々の健康と福祉に貢献できる人材を育成するために、以下の
教育課程を編成し、実施しています。
　　1.基礎的教養教育
　　　科学的根拠に基づいた倫理的思考を構築し、自己を正しく認識

し、社会に貢献できるよう基礎的思考と深い教養を習得すること
を目的に、「生物学」、「化学」、「英語」、「心理学」、「医療倫理
学」等を設置する。

　　2.禅的情操教育
　　　医療人としての慈愛の心を育み、他者に共感できる力を養うこと

を目的に、「宗教学」、「ボランティア論」等を設置する。
　　3.キャリア教育
　　　口腔保健に必要な知識と技術を養い、課題の解決を主体的にで

きる力を養うことを目的に、「保健行動学」、「精神衛生学」、「人
生と職業」等を設置する。 

　　4.専門教育
　　　歯科衛生士に必要な専門的知識・技術を取得することを目的に、

専門基礎分野として、「解剖学」、「口腔解剖学」、「病理学」、
「口腔衛生学」等を設置する。 専門分野として、臨床歯科医学を
理解し、歯科衛生士の業務を修得するための科目「歯科保存学
Ⅰ・Ⅱ」、「歯科補綴学」、「口腔外科学」、「歯科予防処置論」、「歯
科保健指導論」、「歯科診療補助論」等を設置する。 歯科医療
現場で、実践する力を修得するための科目「歯科臨床実習Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ」、「臨地実習」を設置する。 

　　5.独自教育
　　　他の医療に関わる専門家と協働・連携をはかることができる力を

養うための科目「コミュニケーション論」、「臨床医学概論」、「看
護学」、「介護職員初任者研修事業」等を設置する。

保育科
　本学では禅仏教に基づいた教育を行っています。保育者（幼稚園教
諭、保育士）は保育をとおして子どもの人格形成に関わる重要な役割を
担っています。また、今日では保育の専門性を広く社会で生かすことが
求められています。そのために保育者には幅広い教養と専門性が求め
られています。したがって、保育科では以下のような人を歓迎します。
　　1.禅仏教の教えに基づき、子どもの人格を尊重し、育てることに意

欲を持っている人。
　　2.保育者としての幅広い教養と専門性を身につける努力をする

人。
　　3.読解力・表現力等の国語力を含めて人間関係におけるコミュニケ

ーション能力を身につける努力をする人。
　　4.保育は社会において育つ子どもに関わる仕事です。この意味で、

日頃から社会における出来事に関心を抱き、かつ保育現場にお
けるボランティアに積極的に参加した社会的経験のある人。

歯科衛生科
　禅の教えを建学の精神とし、感謝と慈愛の心を持って、人々の健康と
福祉に貢献できる人材を育成します。そこで、以下のような人を歓迎し
ます。
　　1.科学的思考に基づいた倫理的思考力を持ち、社会に貢献できる

人。
　　2.慈愛の心を持ち、他者の気持ちを考え共感できる人。
　　3.口腔保健の知識と技術の習得に向上心と向学心がある人。
　　4.歯科衛生士として必要な知識・技術を身につけるための基礎的

学力のある人。
　　5.コミュニケーション能力があり、他者と協働できる人。

３つのポリシー 短期大学部 アドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜方針（鶴見大学短期大学部）
ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。アドミッシ
ョン懇談会では、懇談と課題作文を通して保育者になりたい
という強い動機を持っているかという点や、論理的に文章を
作成する能力を持っているかという点について評価します。
更に、本試験では、調査書などの資料をもとに、基礎学力に

ついて確認を行い、大学生活について高い意欲を持続でき
るかという点について評価を行います。以上、受験生の資質
を多面的に評価する入試として位置付けます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュニ
ケーション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の知識
を評価します。判定は、一定期間課題に取り組んだ成果・調
査書・面接により総合的に行います。

ＡＯ入試１期 

【選考方法及び評価項目】

【選考方法及び評価項目】カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）
アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）

京急鶴見駅
JR京浜東北線

←横浜

セブン
イレブン

モスバーガー みずほ銀行

東京→

[交通] ●ＪＲ京浜東北線「鶴見駅」西口より徒歩5分
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入試キャリアセンター入試課（記念館B1）

交通案内及び大学校舎配置図

鶴見大学短期大学部
歯学部
附属病院

〒230-8501　横浜市鶴見区鶴見2－1－3
※詳細は、入試キャリアセンター入試課にお問合せください。
　☎045-580-8219・8220（ダイヤルイン）
本学ホームページ　http://www.tsurumi-u.ac.jp

記念館記念館

選考方法 評価項目
学　　科

保　育　科

調査書又は
課外活動の実績面　接

○
○

課　題

○
○

知識・技能

○
○

思考力・判断力・
表現力
○
○

主体性・多様性・
協働性
○
○

○
○歯科衛生科

選考方法 評価項目
学　　科

保　育　科

調査書又は
課外活動の実績面　接

○
○

課　題

○
○

知識・技能

○
○

思考力・判断力・
表現力
○
○

主体性・多様性・
協働性
○
○

○
歯科衛生科

●保育科
　オープンキャンパスに出席することで本学の教育をしっか
りと理解し、そのうえでエントリーシートの提出をしていただ
きます。それにより、保育の職に就くことに関する熱意や、高
校生活でどのようなことに取り組んできたのかという点につ
いて確認し、文書表現力も含めた評価を行います。本試験で
は、調査書などの資料をもとに、基礎学力について確認を行
います。また、面談と課題作文を通して保育者になりたいと
いう強い意志を持っているかという点や、論理的に文章を作

成する能力を持っているかという点について評価します。以
上、受験生の資質を多面的に評価する入試として位置付け
ます。

●歯科衛生科
　学修に対する積極性と持続的な努力をする姿勢・コミュ
ニケ―ション能力・医療、福祉への強い関心・専門分野の
知識を評価します。判定は、課題作文・面接により総合的
に行います。

ＡＯ入試２期・３期 

【個人情報の取扱いについて】　エントリーにあたってお知らせいただいた情報については、ＡＯ入試の連絡・アドミッション懇談会及び出願書類との照合の
ために利用し、他の目的で使用することはありません。


