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募集学部・募集人員
● 人間が好きで、豊かな感性をもつ人

社会福祉学部は

次のような学生を
求めています。

● 人間社会に関心をもち、社会的不公正を問う人
● 人とかかわり、多くのことを吸収し、協働を大切にする人
● 社会福祉、介護福祉、保育・教育（幼稚園・小学校）
を学び、
この分野でリーダーとして活躍したいという強い意志と
意欲をもつ人
※社会人の方もエントリーが可能です

コミュニケーションを通して相互理解

本学部の「AO入試」では、
「エントリーシート」
と
「2回の面談」
とその間に行われる
「個

別課題への取り組み」を中心に、あなたと本学教員との間でコミュニケーションをとり

ます。あなたは、
コミュニケーションを通して学科の教育内容や入学後の学習につい

てより深く掘り下げることができます。本学部は、あなたの学習意欲や好奇心、探究心、
思考力、表現力、応用力などを総合的に評価していくことができます。コミュニケー

ションを通しての相互理解を重視することこそが、本学部のAO入試の大きな特徴で
す。
コミュニケーションの中で大いに自己アピールをしてください。

「禁煙宣言」
入学者は、入学後タバコを吸わないことを約束できる方とします。
2003年5月に健康増進法が施行され、大学など多数の者が利用する施設では「受動
喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
と定められ

ました。本学ではこれを受けて、人々の命と健康をあずかる保健医療福祉の専門職者

を育成する大学として、2007年4月に「禁煙宣言」をし、教職員・学生のキャンパス内お

よび大学周辺区域での全面禁煙を達成するための教育、支援活動、啓発活動等を
行ってきました。
これらの活動が一定の成果を上げた今、新たな禁煙宣言をして禁煙
の徹底、喫煙習慣ゼロ運動に取り組みます。

募集学部学科および募集人員

第Ⅰ期

第Ⅱ期

社会福祉学部 社会福祉学科

2名

2名

社会福祉学部 介護福祉学科

2名

1名

社会福祉学部 こども教育福祉学科

ＡＯ入試
とは

3名

「AO」はアメリカの大学の入学者選抜を行う機関である「アドミッション・オフィス（Admissions
Office）」の名称からきています。AO入試は社会福祉学部が示すAOポリシーに基づき、エントリー者と
本学部教員とが面談を行い、入学の可否が決定される入試制度です。
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エントリーから入学まで

エントリー

第Ⅰ期

第Ⅱ期

8／1（水）
▼
8／6（月）
必着

11／12（月）
▼
11／20（火）
必着

8／9（木）

11／24（土）

8／29（水）
必着

12／13（木）
必着

9／1（土）

12／15（土）

2 回 の 面 談と個 別 課 題 の 達 成 結 果 により、
AO入試の出願を許可する方を選考し、選考結
果を本人に通知します。出願を許可された方に
は、出願書類を送付します。
※現役の高校生に限り在学学校長にも通知します。

9／7（金）

12／21（金）

出願を許可された方は、専願として出願して
ください。出願書類は、①入学願書②調査書
③入学検定料（30,000円）
です。

9／ 10（月）
▼
9／18（火）
必着

12／25（火）
▼
1／4（金）
必着

9／21（金）

1／9（水）

9／25（火）
▼
10／2（火）

1／10（木）
▼
1／17（木）

エントリー

エントリーシートを提出してください。

第１回面談

この面談はあなたと社会福祉学部との「出会
い」になります。また、次の面談までの個別課題
が提示されます。

※現役の高校生の場合は、担任の先生にエント
リーすることを必ず報告してください。

課題提出期限

第２回面談

個別課題の結果をもとにした面談を行います。
お互いの理解をさらに深めて信頼関係を築き
ましょう。お互いが納得するまで話し合う場をめ
ざしています。

AO入試
出願許可の通知

AO入試の出願

合格通知

入学手続き

出願した方には、本人に合格を通知します。

※現役の高校生に限り在学学校長にも通知します。

合格発表時に送られる入学手続き案内に従い、
入学の手続きをしてください。

入

学
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エントリーに関すること
❶ エントリー資格
大学入学資格（※）があり、次に示す社会福祉学部のAOポリシーのいずれかに合致する者とします。
積極的にボランティア活動を行った者

文化・芸術・スポーツ等の活動に優れた能力と実績をもつ者

正課の学業以外に、課外活動・留学などの国際体験・高度な資格を有する等の特殊な体験や能力をもつ者
※大学入学資格とは、下記のいずれかにあてはまる場合をいいます。
⒈ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者または2019年3月卒業見込みの者
⒉ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2019年3月修了見込みの者
⒊ 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
者または2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者

❷ 提出書類

① エントリーシート 必要事項を記入し、同封の封筒を使って郵送してください。

諸活動の記録や証明書等（英文の証明書等については、
日本語の翻訳を添付してくださ

② 添付書類

い。）があれば、提出してください。必ず提出しなければならないわけではありません。

※なお、
この時点で、検定料は必要ありません。

❸ 面談の内容
2回の面談を実施します。第1回面談では、エントリーシートに書かれた内容をもとに本学教員と相互理解を深

めます。第1回面談終了時に、エントリー者に応じた個別課題を提示します。課題の提出方法・期日もこの時にお
知らせします。第2回面談では、第1回面談時に提示した課題をもとに、
さらに相互理解を深めます。

❹ 面談場所
聖隷クリストファー大学（静岡県浜松市北区三方原町3453）

❺ 日程
エントリー期間

第１回面談

第２回面談

出願許可通知

第Ⅰ期

8月 1日
（水）〜
8月 6日
（月）必着

8月 9日
（木）

9月 1日
（土）

9月 7日
（金）

第Ⅱ期

11月12日
（月）〜
11月20日
（火）必着

11月24日
（土）

12月15日
（土）

12月21日
（金）

※高等学校（中等教育学校含む）在学中の方への注意事項
エントリーする際および面談日等は、必ず担任の先生に伝え、エントリーシートの担任確認欄に確認記入してもら
ってください。

❻ 出願許可の通知

２回の面談と個別課題により選考を行い、選考結果を本人に通知します。
（現役の高校生に限り在学学校長にも
通知します。）

ここで出願を許可された方には出願書類を送付します。
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出 願に関すること
❶ 出願資格

2回の面談と個別課題による選考を受け、出願を許可された方。

❷ 出願

出願資格が与えられた方は、専願として出願できます。

❸ 出願書類
①入学願書

②高等学校（中等教育学校含む）
で作成した調査書

③入学検定料（30,000円）

❹ 合格通知

出願を許可され出願した方には、合格通知を送付します（現役の高校生に限り在学学校長にも通知します）。

※高等学校（中等教育学校含む）在学中の方への注意事項
AO入試出願許可の通知後、あるいは合格通知後であっても学校の授業や生活態度に問題があることが判明した
場合には、学校と協議のうえAO入試出願の許可あるいは合格通知を無効とすることもあります。学校の指導や
ルールに従って最後まで有意義な生活を送り、本学への入学を実現してください。
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Q&A

Q 推薦入試との違いは何ですか？
A 一般的に、推薦入試は在学学校長の推薦を受ける

ことが条件であり、推薦を受けるためには在学学校
内での選考を受ける必要があります。
一方、本学部のAO入試は、志願者が自分でAOポリ
シーを確認して、自分でエントリーするものです。エ
ントリーに際して在学学校長の推薦は必要ありませ
ん。志願者は大学教員とのコミュニケーションを通
して、大学で学ぶ具体的な内容や自分の適性につ
いて理解し、後に受験するかどうかじっくり検討する
ことができます。
したがって、社会福祉、介護福祉、保
育・教育（幼稚園・小学校）の道に進もうか迷ってい
る段階でもエントリーすることができ、本学教員との
個別面談を経たうえで、自分の適性等をじっくり検
討して、受験することが可能となる方法です。

Q 話をすることに自信がありません。
A

Q 表立った実績はありませんが、

部活動等を地道に頑張ってきました。
それでもエントリーできますか？

A

エントリーできます。本学教員とのコミュニケーショ
ンの中で大いに自己アピールしてください。

本学教員とのコミュニケーションの中で、自分の気
持ちや考えを素直に話してください。教員は話し方
よりもあなたの話の内容（気持ち・考え）や意欲、成
長の可能性に注目します。

Q まだ第１志望校は決まっていませんが、

聖隷クリストファー大学に大変興味があり
ます。
エントリーすることはできますか？

A

Q AO入試のメリットは何ですか？
A 面談等を通して学習意欲や問題発見能力、そして応

用力を総合的に評価する選抜方法です。
したがって、
多様な資質をもった意欲のある人が入学の機会を
得ることができます。また、AO入試の個別面談を通
して、自分の志望する学部がどのような能力・適性を
求めているのかということも明らかになります。

不利でしょうか？

エントリーできます。AO入試はエントリーの時点で
は他の学校との併願が可能です。AO入試では、エン
トリー後、個別に行う面談でのコミュニケーションを
通して、あなたと教員とが相互に「大学」や「社会福
祉」
「介護福祉」
「保育・教育（幼稚園・小学校）」につ
いて理解を深めていくことを大事にしています。あ
なたの学びたいことや将来の夢を教えてください。
その夢が実現できる方法を面談の中で一緒に考え
ましょう。
これらのコミュニケーションを通して、あな
たの第1志望校が本学部となっていくことを期待し
ます。

Q AO入試で受験するか

推薦入試にするか迷っています。

A

それぞれ選抜の方法が異なります。あなたに合った
選抜方法を選んでください。AO入試も推薦入試も
どちらも受験することが可能です。AO入試の結果が
推薦入試や一般入試に不利にはたらくことはありま
せん。

社会福祉学部 オープンキャンパス

下記日程で、社会福祉学部のオープンキャンパスを開催します。
学科説明や体験授業を通し、社会福祉学部への理解を深めてください。

オープンキャンパス・個別相談会

7.14
8.4

（土）

（土）

オープンキャンパス

※推薦、AO入試説明あり

14：00〜16：30

小論文対策講座
11：00〜12：00

夏のオープンキャンパス
11：30〜16：00

8.11
8.25

（土・祝）

夏のオープンキャンパス

（土）

一般入試対策講座

11：30〜16：00

11：00〜12：00

夏のオープンキャンパス
11：30〜16：00

9.8
11.3

（土）
（土・祝）

11.23

（金・祝）

オープンキャンパス
14：00〜16：00

秋のオープンキャンパス
10：00〜16：00

大学祭・ホームカミングデー 同日開催

※教員との個別相談を受け付けます
（要事前予約）
。

一般入試対策講座・個別入試相談会
13：00〜16：00

詳細・お申し込みは「受験情報サイト」でご確認ください。

保健医療福祉の総合大学

聖隷クリストファー大学
▎看護学部 看護学科 ▎助産学専攻科
▎リハビリテーション学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚学科
▎社会福祉学部 社会福祉学科・介護福祉学科・こども教育福祉学科
▎大学院［博士前期（修士）課程］
［博士後期課程］看護学研究科／リハビリテーション科学研究科／社会福祉学研究科

聖隷クリストファー大学介護福祉専門学校
附属クリストファーこども園

お問い合わせは［ 入試・広報センター ］へ
〒433-8558 静岡県浜松市北区三方原町3453
TEL
ホームページ

053-439-1401

https://www.seirei.ac.jp

