
大手前短期大学 2021年度（令和3年度）入学試験概要
入試日程　

2021年度入試　変更点などのポイント

●英語民間試験の利用が始まります
実用英語技能検定2級などの英語民間資格取得者は「学校推薦型選抜入試 公募方式」、「学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式」、「一般選抜入試」
において、英語の得点に「10点加点」されます。加点には条件があります。

●「自己アピール文」・「志望理由書」の提出が必要になります
「学校推薦型選抜入試 公募方式（Ａ・Ｂ日程）」、「学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式」、「一般選抜入試（Ａ・Ｂ日程）」においてWeb出願時に
ライフデザイン総合学科では２００字程度の「自己アピール文」、歯科衛生学科では200字程度の「志望理由書」の入力が必須化されます。

●「国語｣、｢数学」において記述式問題を導入します
一般選抜入試（A日程）において、「国語」と「数学」はマークシート方式に加え、一部記述式での解答を求める問題が出題されます。

ライフデザイン総合学科を対象とした長期履修生制度について ライフデザイン総合学科
ライフデザイン総合学科では、2年間分の学費で週3日通学し、3年間で卒業する長期履修生制度を設けています。
通学する曜日が決められているので、勉学と仕事などとの両立を計画的に行うことができ、また通学コースは半期ごとに変更が可能です。
対象となる入試は以下の通りです。

●入試名称が変更されました

この入学試験概要は大手前短期大学　2021年度（令和3年度）入学試験のポイントをまとめたものです。
各入学試験の詳細や日程、学費・奨学金等については、必ず2020年5月発行予定の「大手前短期大学 2021年度（令和3年度） 入試ガイド 学生募集要項」でご確認ください。

総合型選抜入試 課題方式
総合型選抜入試 特技方式
総合型選抜入試 資格方式
総合型選抜入試 地域貢献方式
総合型選抜入試 授業体験方式
総合型選抜入試 授業参加方式

ベーシック型AO入試 課題方式
ベーシック型AO入試 特技方式
資格AO入試
地域貢献型AO入試
授業体験型AO入試
授業参加型AO入試

学校推薦型選抜入試 指定校方式
学校推薦型選抜入試 公募方式
学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式
一般選抜入試
大学入学共通テスト利用入試

指定校制推薦入試
公募制推薦入試
専門高校対象推薦入試
一般入試
大学入試センター試験利用入試

旧名称新名称旧名称新名称

その他、「全体評定平均値」が「全体の学習成績の状況」に変わります。

●総合型選抜入試 授業体験方式
●総合型選抜入試 地域貢献方式
●学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式

●総合型選抜入試 課題方式・特技方式
●学校推薦型選抜入試 指定校方式
●一般選抜入試

●総合型選抜入試 資格方式
●学校推薦型選抜入試 公募方式
●社会人特別入試

●学校推薦型選抜入試・一般選抜入試・特別入試
Web

合格発表日試験日出願期間（締切日消印有効）
入学検定料取扱期間

学校推薦型選抜入試

一般選抜入試

大学入学共通テスト
利用入試

特別入試

10/26(月)

11/17(火)

12/18(金)
2/12(金)
3/10(水)
3/22(月)
2/12(金）
3/10(水)
10/26(月)

11/17(火)

2/12(金)

3/10(水)

10/17(土)
11/4(水)
11/5(木)
12/13(日)
1/27(水)
3/2(火)
3/18(木)
－　　
－　　

10/17(土)

11/4(水)

1/27(水)

3/2(火)

9/25(金)～10/8(木)

10/8(木)～10/21(水)

11/19(木)～12/3(木)
1/5(火)～1/15(金)
2/4(木)～2/15(月)
2/26(金)～3/10(水)
1/18(月)～1/25(月)
2/4(木)～2/15(月)
9/25(金)～10/8(木)
10/8(木)～10/21(水)
10/5(月)～10/16(金)
1/5(火)～1/15(金)

1/5(火)～1/11(月・祝)
1/5(火)～1/15(金)
1/5(火)～1/15(金)
2/1(月)～2/10(水)

学校推薦型選抜入試 指定校方式

学校推薦型選抜入試 公募方式 （Ａ日程）
学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式

学校推薦型選抜入試 公募方式 （Ｂ日程）
一般選抜入試 （Ａ日程）
一般選抜入試 （B日程）
一般選抜入試 （ファイナルチャレンジ入試）
大学入学共通テスト 利用入試 （Ａ日程）
大学入学共通テスト 利用入試 （Ｂ日程）
同窓生特別推薦入試 （Ａ日程）
社会人特別入試 （Ａ日程）
外国人留学生特別入試 （Ａ日程）
同窓生特別推薦入試 （Ｂ日程）
外国人留学生特別入試 （Ｂ日程）
海外帰国生徒特別入試
社会人特別入試 （Ｂ日程）
外国人留学生特別入試 (Ｃ日程）

入試種別

●総合型選抜入試 授業体験方式・授業参加方式

出願可否
通知

エントリー受付期間
　（必着）大学体験授業日・成績通知

第一次選考 第二次選考

総合型選抜入試
授業体験方式

(ライフデザイン総合学科)
授業参加方式
(歯科衛生学科)

9/10(木)

Web
合格発表日

10/6(火)

出願期間（締切日消印有効）
入学検定料取扱い期間

9/14(月)～9/24(木）

10/19(月)10/3(土)～10/9(金)

面談日

歯科のみ
9/5（土）

第1回（6月20日(土)、21日(日)）
成績通知：7月3日（金） 8/1(土)～8/14(金)

第2回（7月25日(土)、26日(日)）
成績通知：8月6日（木） 8/17(月)～8/27(木)

9/30(水)歯科のみ
9/27（日）

第3回（8月22日(土)、23日(日)）
成績通知：9月8日（火） 9/10(木)～9/15(火)

入試種別

学費

種　別
入　学　金
授　業　料
施設設備費
実　習　費

合　　　計

初年度納入額

学 科 名

200,000円
385,000円
115,000円
20,000円
720,000円

（入学時納入額）

ー　　 
385,000円
115,000円
20,000円

520,000円

1,240,000円

春学期（入学時） 秋学期

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

200,000円
375,000円
120,000円
100,000円
795,000円

（入学時納入額）

ー　　 
375,000円
120,000円
100,000円

595,000円

1,390,000円

春学期（入学時） 秋学期

●総合型選抜入試 課題方式・特技方式・資格方式・地域貢献方式

第1回
第2回
第3回
第4回

8/1(土)～8/14(金)
8/31(月)～9/9(水)

11/9(月)～11/23(月・祝)
1/5(火)～1/19(火)

9/5(土)
10/3(土)
12/13(日)
2/10(水)

出願可否通知 出願期間（締切日消印有効）
入学検定料取扱期間面談日エントリー・課題 受付期間（必着）

9/10(木)
10/6(火)
12/16(水)
2/12(金)

Web合格発表日

10/6(火)
11/17(火)
2/3(水)
3/10(水)

9/14(月)～ 9/24(木）
10/8(木)～ 10/21(水)
1/5(火)～ 1/15(金)
2/15(月)～2/19(金)

第一次選考 第二次選考 奨学金
下記の奨学金・特待生制度については制度の概要を記載したものです。
制度の詳細については2020年5月発行予定の「大手前短期大学 2021年度（令和3年度） 入試ガイド 学生募集要項」で必ずご確認ください。

★本学が指定する高等学校のみ
※長期の欄に【〇】のあるものは、長期履修生制度での出願が可能で、奨学金も対象となる入試種別を表します。その場合の奨学金は上記金額とは異なります。

対象入試種別 対象 金額 金額長期
※

一般選抜入試 （A日程）

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除

最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除

入学にともない転居が想定
される地域で、本学が指定する
高等学校等からの入学者

同窓生特別推薦入試

学校推薦型選抜入試
指定校方式★ 
新生活応援奨学金

全体の学習成績の状況
(旧:全体評定平均値）3.0以上
合格者のうち成績上位者20％で、 
かつ適性検査の得点75点以上のもの

学校推薦型選抜入試　
公募方式（B日程）

学校推薦型選抜入試　
公募方式（A日程）

合格者のうち成績上位者10％で、 
かつ適性検査の得点75点以上のもの

最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除大学入学共通テスト
利用入試（A・B日程） 合格者のうち成績上位者20％

大学体験授業で
優良な成績を修めた者

入学金[全額200,000円]・[100,000円]・
[50,000円]・[25,000円]免除 〇

－

－

－

－

－

〇

〇

〇

〇

〇

合格者のうち成績上位者10％で、 
かつ科目試験の得点75点以上のもの

一般選抜入試 （B日程） 最大2年間の授業料半額[年間385,000円]免除合格者のうち成績上位者10％で、 
かつ科目試験の得点75点以上のもの

入学金全額[200,000円]免除 

入学金全額[200,000円]免除

入学金全額[200,000円]免除

学校推薦型選抜入試
指定校方式★

全体の学習成績の状況
(旧:全体評定平均値）3.7以上

大学体験授業で
一定の成績を修めた者

総合型選抜入試 
授業参加方式

対象となる資格を
取得している者

入学年度の授業料全額［年間770,000円］・
1/4［年間192,500円］・1/10［年間77,000円］免除

－

－

－

最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除

最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除

最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除

最大3年間の授業料全額[年間750,000円]免除

入学金[全額200,000円]・[100,000円]免除　
※奨学金の対象にならない場合もあります。

最大3年間の授業料半額[年間375,000円]免除

入学金全額[200,000円]免除

入学金全額[200,000円]免除

入学金全額[200,000円]免除

総合型選抜入試 
資格方式

総合型選抜入試 
授業体験方式

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科学 科 名

特待生制度

【ライフデザイン総合学科を対象とした特待生制度】

対象入試種別 金額 長期
※

一般選抜入試（A・B日程）

最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除

最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除

〇

〇
〇

学校推薦型選抜入試
公募方式（A・B日程）

一般選抜入試（A日程）

対象

英語80点以上の合格者全員

英語80点以上の合格者全員

数学80点以上の合格者全員 最大2年間の授業料全額[年間770,000円]免除数学特待生

英語特待生

※長期の欄に【〇】のあるものは、長期履修生制度での出願が可能で、奨学金も対象となる入試種別を表します。その場合の奨学金は上記金額とは異なります。

ライフデザイン総合学科

shigeta
テキストボックス
この入学試験概要リーフレットの日程等は予定であり変更になることがあります。

shigeta
線

shigeta
線

shigeta
線

shigeta
引き出し線
各回の大学体験授業は、日曜日のみ、1日だけの実施に変更いたします。



各入試種別のポイントと選考方法

社会人特別入試、海外帰国生徒特別入試、外国人留学生特別入試の選考方法につきましては、2020年5月発行予定の「大手前短期大学
2021年度（令和3年度） 入試ガイド 学生募集要項」でご確認ください。

◆総合型選抜入試 授業体験方式

大学体験授業に参加し、授業等への取り組みが優良な受験生には、成績により「総合型選抜入試 授業体験方式」での出願資格と入試特別奨学金の
両方を同時に取得することができます。
通常の「総合型選抜入試 課題方式」で実施される課題作文と面談が免除されます。

ライフデザイン総合学科

大学体験授業に参加 エントリー 出願 合格発表

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆総合型選抜入試 地域貢献方式
入学後、地域貢献活動やボランティア活動をする意欲を持っている人を対象に実施する入試です。
エントリーから合格発表までの流れは「総合型選抜入試　課題方式・特技方式」と同様です。

ライフデザイン総合学科

◆総合型選抜入試 資格方式
本人の意欲や個性に加えて、取得している資格を評価する入試です。
取得している資格により1年次の授業料が「全額」･「半額」・「1/4」減免になります。
エントリーから合格発表までの流れは「総合型選抜入試 課題方式・特技方式」と同様です。

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆学校推薦型選抜入試 指定校方式　※本学が指定する高校のみ
学業・人物共に特に優秀で、本学が指定する出身学校長が推薦する者について、出願書類による審査および個人面接により選考します。

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆総合型選抜入試 課題方式・特技方式

エントリー内容・課題作文と対話を重視した面談で科目試験を実施しません。
課題方式は、本学入学後の学習および課外活動などへの意志・意欲を確認し出願可否を判定します。
特技方式は、高等学校卒業までに取り組んだ資格取得・課外活動などの特技・実績を重視します。実績や資格取得の証明書などの提出が必要です。

面談 出願 合格発表エントリー

歯 科 衛 生 学 科

◆総合型選抜入試 授業参加方式

大学体験授業に参加し、9月実施の面談を受けた方に、大学体験授業の成績・エントリー内容・面談の結果などを総合的に評価して、
「総合型選抜入試 授業参加方式」での出願資格と入試特別奨学金の両方を同時に取得することができます。
※入試特別奨学金の対象にならない場合もあります。

大学体験授業に参加 面談 出願エントリー 合格発表

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆学校推薦型選抜入試 専門高校対象方式

全体の学習成績の状況（旧:全体評定平均値）×10
調査書

50点
配点

10：00～11：00 左記の中から
1教科選択

適性検査時間 配点

100点
国語
外国語

教科
『国語総合（古文・漢文除く）・現代文B』
『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』

数学 『数学I・数学A（「場合の数と確率」「図形の性質」を出題範囲）』

出題科目 選択

【ライフデザイン総合学科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「自己アピール文」の内容により、総合的に合否を判定します。
【歯 科 衛 生 学 科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「志望理由書」の内容により、総合的に合否を判定します。

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆学校推薦型選抜入試 公募方式（B日程）

全体の学習成績の状況（旧:全体評定平均値）×10
調査書

50点
配点

10：00～11：00 左記の中から
1教科選択

適性検査時間 配点

100点国語
外国語

教科
『国語総合（古文・漢文除く）・現代文B』
『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』

出題科目 選択

【ライフデザイン総合学科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「自己アピール文」の内容により、総合的に合否を判定します。
【歯 科 衛 生 学 科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「志望理由書」の内容により、総合的に合否を判定します。

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆一般選抜入試（A日程）

10：00～11：00 左記の中から
1教科選択

試験時間 配 点

100点
国語
外国語

教科
『国語総合（古文・漢文除く）・現代文B』

数学 『数学I・数学A（「場合の数と確率」「図形の性質」を出題範囲）』
『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』

出題科目 選択

【ライフデザイン総合学科】科目試験（配点100点）およびWeb出願時に入力した200字程度の「自己アピール文」の内容により、総合的に合否を判定します。
【歯 科 衛 生 学 科】科目試験（配点100点）およびWeb出願時に入力した200字程度の「志望理由書」の内容により、総合的に合否を判定します。

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆一般選抜入試（B日程）

10：00～11：00 左記の中から
1教科選択

試験時間 配 点
国語
外国語

教科
『国語総合（古文・漢文除く）・現代文B』
『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』

出題科目 選択

100点

【ライフデザイン総合学科】科目試験（配点100点）およびWeb出願時に入力した200字程度の「自己アピール文」の内容により、総合的に合否を判定します。
【歯 科 衛 生 学 科】科目試験（配点100点）およびWeb出願時に入力した200字程度の「志望理由書」の内容により、総合的に合否を判定します。

自己アピール文・志望理由書について

<自己アピール文> 高校時代に他者と協働して取り組み、成し遂げた経験について２００字程度で記入しなさい。

<志 望 理 由 書> 高校時代に他者と協働して取り組み、成し遂げた経験および歯科衛生士を目指す 理由について２００字程度で記入しなさい。

ライフデザイン総合学科

歯 科 衛 生 学 科

◆大学入学共通テスト利用入試（A・B日程）
大学入学共通テストの出題教科・科目で、受験した教科・科目のうち高得点の2教科2出題科目の合計点で合否を判定します。
個別学力試験などは課しません。

2021年度（令和3年度）大学入学共通テストで実施されるすべての教科・科目
科目

高得点の
2教科2出題科目

選択
200点

（1科目100点）

配点

歯 科 衛 生 学 科ライフデザイン総合学科

全体の学習成績の状況（旧：全体評定平均値）×10
調査書

50点
配点

10：00～11：00 左記の中から
1教科選択

適 性 検査時 間 配 点

100点
国語
外国語

教科
『国語総合（古文・漢文除く）・現代文B』
『英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ）』

数学 『数学I・数学A（「場合の数と確率」「図形の性質」を出題範囲）』

出題科目 選択

ライフデザイン総合学科 歯 科 衛 生 学 科

◆学校推薦型選抜入試 公募方式（A日程）

【ライフデザイン総合学科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「自己アピール文」の内容により、総合的に合否を判定します。
【歯 科 衛 生 学 科】調査書（配点50点）＋適性検査（配点100点）＝合計150点満点とWeb出願時に入力した200字程度の
 「志望理由書」の内容により、総合的に合否を判定します。

147043_2021_u

20.031101 緋田→031102 緋田→031301fukudome→031701fukudome→031702fukudome→032401 スガ→032601 スガ→032602 スガ→




