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（1）募集・出願・受験
① 東京福祉大学短期大学部のアドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
1．東京福祉大学短期大学部の教育

　本学では、「建学の精神」に基づき、「東京福祉大学短期大学部の教育の目的」「こども学科の教育の目的」「人材養成の目標」の
達成、及び「学修成果」の獲得のため、次のことを重視した教育を実践する。

①主体的に学修に取り組む意欲・態度の醸成

②対話（双方向対話型の授業やグループディスカッション）を通じた深い学び

③レポート作成等を通じた「書く力」の育成

2．入学者選抜の方針

　本学の入学者選抜試験の目的は、上記の実践的で効果的な教育を通じてこども学科が定める「学修成果」を獲得できる者を選抜
することにある。選抜方法としては、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜、特別選抜といった多様な選抜を実践する。その際、
「読む力」「書く力」「論理的思考力」など学修に必要な基礎的能力については、受験時の実力だけでなく入学後における能力伸長
の可能性にも配慮する。

3．本学が求める学生像

　本学では、次のような者を入学者として求める。

①幅広い教養を身に付け、人間として成長し、将来社会の発展に貢献しようとする意志を持つ者。

②多様化する保育ニーズに対応できる質の高いこどもの専門家になろうとする熱意のある者。

③�保育者にふさわしい人柄・能力を持った者。��
具体的には、自立・自律の心、責任感、社会規範やルールを順守する精神、協調性、コミュニケーション能力、他者を尊重する
人間性、奉仕の精神を持った者。

［高等学校で学習しておくと望ましい科目等について］

本学では、入学後の授業にスムーズに取り組めるよう、高等学校で学習する全ての科目で読む力、書く力、考える力を伸ばすこと
に力を入れて学習されることを期待しています。なお、本学で学ぶにあたり、力を入れて学習しておくと望ましい事柄や科目、選
択しておくと望ましい科目は下記の表のとおりです。なお、高等学校で履修した科目の種類は、入学者選抜試験の合否判定には関
係ありません。

学習しておくと望ましい事柄 主な科目例など

読む力、書く力、考える力を伸ばすこと 国語表現、国語総合など

パソコンで情報を収集し、レポートにまとめる力を伸ばす
こと 国語表現、社会と情報、情報の科学など

時事問題、社会問題に関心を高めること 現代社会など
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② 募集学部・学科・専攻・コースと開講キャンパスについて

募集学部・
学科・専攻・
コース

短期大学部
こども学科

社会福祉学部 保育児童学部 心理学部 教育学部

社会福祉学科

保育児童学科 心理学科

教育学科

保育・幼児
教育専攻
（2年制）

社会福祉専攻
精神保健
福祉専攻

経営福祉
専攻

心理福祉
専攻

学校教育
専攻

国際教育専攻

社会福祉コース 介護福祉コース 国際教育
コース※

日本語教育
コース

開
講
キ
ャ
ン
パ
ス

伊勢崎 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

池袋 ● ● ● ● ● ● ●

王子 ● ●

名古屋 ● ● ● ● ●

※英語プログラムコース含む

※�一般選抜では、第２志望に大学の各学部・学科・専攻・コースを選択することが可能です。��
・卒業まで同じキャンパスに通学します。希望キャンパスは出願時に選択していただきます。� �
・出願時に志望する学部・学科・専攻・コースは上記の表から選択していただきます。� �
・各キャンパスの学科・専攻・コースの入学者が本学規定数に満たない場合は、開講ができないことがあります。

③ 2022年度入試　入試募集定員

入試種別

総
合
型
選
抜

学
校
推
薦
型
選
抜
１
期

［
公
募
型
］［
指
定
校
型
］

学
校
推
薦
型
選
抜
２
期

［
公
募
型
］［
指
定
校
型
］

特
別
選
抜

一般選抜

計

［
１
科
目
型
］

［
２
科
目
型
］

［
国
語
１
科
目
型
］

［
共
通
テ
ス
ト
利
用
型
］

保育・幼児教育専攻 35 25 5 1 5 4 75
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④ 2022年度入試一覧
＜選考方法等＞

入試区分 入試種別 試験日 選考方法
（入試科目） 受験会場 入試区分 入試種別 試験日 出願期間

合否発表日
●インターネット

による発表日

入学手続締切日
1次

●入学金のみの納入
期限、入学手続書類

の提出期限

2次
●半期分の授業料・

施設設備費、
諸費用の納入期限

総合型選抜

エントリー登録
第1回

〜

第7回

＜登録日＞
2021年

4月24日（土）／5月29日（土）
6月19日（土）／7月31日（土）
8月21日（土）／9月11日（土）
10月 2日（土）

＜登録内容＞
○�事前面談
○体験授業レポート

＜登録会場＞
伊勢崎

総合型選抜

エントリー
登録

第1回

〜

第7回

＜登録日＞
2021年

4月24日（土）／5月29日（土）
6月19日（土）／7月31日（土）
8月21日（土）／9月11日（土）
10月 2日（土）

―
＜出願許可証発送＞

順次
― ―

書類選考
＜単願＞

1期

― ■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験 ― 書類選考

1期

―

2021年 9月 6日（月）
〜9月15日（水）

＜必着＞

2021年
11月 1日（月）

2021年
11月11日（木）

2021年
12月24日（金）

2期 2期
2021年10月11日（月）
〜10月20日（水）

＜必着＞

2021年
11月 1日（月）

2021年
11月11日（木）

2021年
12月24日（金）

学校推薦型選抜
［公募型］

＜1期単願・2期併願可＞
［指定校型］

＜単願＞

1期 2021年
11月20日（土） ○個別面談

○小論文（［公募型］のみ）�
○�書類選考�
■調査書
■英語資格・検定試験
■志望理由書（［指定校型］のみ）

伊勢崎�
池袋�
名古屋

学校推薦型選抜

［公募型］
＜1期単願・
2期併願可＞

［指定校型］
＜単願＞

1期 2021年
11月20日（土）

2021年11月 1日（月）
〜11月10日（水）

＜必着＞

2021年
12月 1日（水）

2021年
12月10日（金）

2021年
12月24日（金）

2期 2021年
12月18日（土） 2期 2021年

12月18日（土）

2021年11月29日（月）
〜12月 8日（水）

＜必着＞

2021年
12月24日（金）

2022年
1月11日（火）

2022年
2月 3日（木）

一般選抜

［2科目型］
＜併願可＞

1期 2022年
1月22日（土）

○�選択2科目�
（国・英・数より2科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

一般選抜

 ［2科目型］
＜併願可＞

1期 2022年
1月22日（土）

2021年12月20日（月）
〜2022年 1月12日（水）

＜必着＞

2022年
1月28日（金）

2022年
2月 7日（月）

2022年
2月24日（木）

2期

2022年
2月 5日（土）
2月 6日（日）
2月 7日（月）

【2月5日】�
伊勢崎、池袋、名古屋、
仙台、水戸、新潟、長野

【2月6日・7日】�
伊勢崎、池袋、名古屋

【2月26日】�
伊勢崎、池袋、名古屋

2期
2022年

2月 5日（土）
2月 6日（日）
2月 7日（月）

2022年 1月11日（火）
〜1月26日（水）

＜必着＞

2022年
2月16日（水）

2022年
2月25日（金）

2022年
3月10日（木）

3期 2022年
2月26日（土） 3期 2022年

2月26日（土）

2022年 2月 7日（月）
〜2月16日（水）

＜必着＞

2022年
3月 4日（金）

2022年
3月17日（木）

［１科目型］
＜併願可＞ 4期 2022年

3月12日（土）

○�選択1科目�
（国・英・数より1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

 ［１科目型］
＜併願可＞ 4期 2022年

3月12日（土）

2022年2月21日（月）
〜3月 4日（金）

＜必着＞

2022年
3月18日（金）

2022年
3月24日（木）

［国語１科目型］
＜併願可＞ 5期 2022年

3月23日（水）

○�国語
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

 ［国語１科目型］
＜併願可＞ 5期 2022年

3月23日（水）

2022年 3月 7日（月）
〜3月18日（金）

＜必着＞

2022年
3月25日（金）

2022年
3月29日（火）

［共通テスト利用型］
＜併願可＞

2期

―

○国語（近代以降の文章）、
○�選択1科目（英・社・数・理より
1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

（本学独自試験なし）
共通テスト

利用型
＜併願可＞

2期

―

2022年 1月11日（火）
〜1月26日（水）

＜必着＞

2022年
2月16日（水）

2022年
2月25日（金）

2022年
3月10日（木）

3期
○�選択1科目�
（国・英・社・数・理より1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

3期
2022年 2月 7日（月）
〜2月16日（水）

＜必着＞

2022年
3月 4日（金）

2022年
3月17日（木）

4期 4期
2022年2月21日（月）
〜3月 4日（金）

＜必着＞

2022年
3月18日（金）

2022年
3月24日（木）

※詳細については必ず各入試区分・種別の募集要項（別冊）をご確認ください。
※一般選抜では、第２志望に大学の各学部・学科・専攻・コースを選択することが可能です。
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④ 2022年度入試一覧
＜選考方法等＞

入試区分 入試種別 試験日 選考方法
（入試科目） 受験会場 入試区分 入試種別 試験日 出願期間

合否発表日
●インターネット

による発表日

入学手続締切日
1次

●入学金のみの納入
期限、入学手続書類

の提出期限

2次
●半期分の授業料・

施設設備費、
諸費用の納入期限

総合型選抜

エントリー登録
第1回

〜

第7回

＜登録日＞
2021年

4月24日（土）／5月29日（土）
6月19日（土）／7月31日（土）
8月21日（土）／9月11日（土）
10月 2日（土）

＜登録内容＞
○�事前面談
○体験授業レポート

＜登録会場＞
伊勢崎

総合型選抜

エントリー
登録

第1回

〜

第7回

＜登録日＞
2021年

4月24日（土）／5月29日（土）
6月19日（土）／7月31日（土）
8月21日（土）／9月11日（土）
10月 2日（土）

―
＜出願許可証発送＞

順次
― ―

書類選考
＜単願＞

1期

― ■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験 ― 書類選考

1期

―

2021年 9月 6日（月）
〜9月15日（水）

＜必着＞

2021年
11月 1日（月）

2021年
11月11日（木）

2021年
12月24日（金）

2期 2期
2021年10月11日（月）
〜10月20日（水）

＜必着＞

2021年
11月 1日（月）

2021年
11月11日（木）

2021年
12月24日（金）

学校推薦型選抜
［公募型］

＜1期単願・2期併願可＞
［指定校型］

＜単願＞

1期 2021年
11月20日（土） ○個別面談

○小論文（［公募型］のみ）�
○�書類選考�
■調査書
■英語資格・検定試験
■志望理由書（［指定校型］のみ）

伊勢崎�
池袋�
名古屋

学校推薦型選抜

［公募型］
＜1期単願・
2期併願可＞

［指定校型］
＜単願＞

1期 2021年
11月20日（土）

2021年11月 1日（月）
〜11月10日（水）

＜必着＞

2021年
12月 1日（水）

2021年
12月10日（金）

2021年
12月24日（金）

2期 2021年
12月18日（土） 2期 2021年

12月18日（土）

2021年11月29日（月）
〜12月 8日（水）

＜必着＞

2021年
12月24日（金）

2022年
1月11日（火）

2022年
2月 3日（木）

一般選抜

［2科目型］
＜併願可＞

1期 2022年
1月22日（土）

○�選択2科目�
（国・英・数より2科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

一般選抜

 ［2科目型］
＜併願可＞

1期 2022年
1月22日（土）

2021年12月20日（月）
〜2022年 1月12日（水）

＜必着＞

2022年
1月28日（金）

2022年
2月 7日（月）

2022年
2月24日（木）

2期

2022年
2月 5日（土）
2月 6日（日）
2月 7日（月）

【2月5日】�
伊勢崎、池袋、名古屋、
仙台、水戸、新潟、長野

【2月6日・7日】�
伊勢崎、池袋、名古屋

【2月26日】�
伊勢崎、池袋、名古屋

2期
2022年

2月 5日（土）
2月 6日（日）
2月 7日（月）

2022年 1月11日（火）
〜1月26日（水）

＜必着＞

2022年
2月16日（水）

2022年
2月25日（金）

2022年
3月10日（木）

3期 2022年
2月26日（土） 3期 2022年

2月26日（土）

2022年 2月 7日（月）
〜2月16日（水）

＜必着＞

2022年
3月 4日（金）

2022年
3月17日（木）

［１科目型］
＜併願可＞ 4期 2022年

3月12日（土）

○�選択1科目�
（国・英・数より1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

 ［１科目型］
＜併願可＞ 4期 2022年

3月12日（土）

2022年2月21日（月）
〜3月 4日（金）

＜必着＞

2022年
3月18日（金）

2022年
3月24日（木）

［国語１科目型］
＜併願可＞ 5期 2022年

3月23日（水）

○�国語
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

伊勢崎�
池袋�
名古屋

 ［国語１科目型］
＜併願可＞ 5期 2022年

3月23日（水）

2022年 3月 7日（月）
〜3月18日（金）

＜必着＞

2022年
3月25日（金）

2022年
3月29日（火）

［共通テスト利用型］
＜併願可＞

2期

―

○国語（近代以降の文章）、
○�選択1科目（英・社・数・理より
1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

（本学独自試験なし）
共通テスト

利用型
＜併願可＞

2期

―

2022年 1月11日（火）
〜1月26日（水）

＜必着＞

2022年
2月16日（水）

2022年
2月25日（金）

2022年
3月10日（木）

3期
○�選択1科目�
（国・英・社・数・理より1科目）
○�書類選考�
■調査書（無い場合は活動報告書）
■英語資格・検定試験

3期
2022年 2月 7日（月）
〜2月16日（水）

＜必着＞

2022年
3月 4日（金）

2022年
3月17日（木）

4期 4期
2022年2月21日（月）
〜3月 4日（金）

＜必着＞

2022年
3月18日（金）

2022年
3月24日（木）

※詳細については必ず各入試区分・種別の募集要項（別冊）をご確認ください。
※一般選抜では、第２志望に大学の各学部・学科・専攻・コースを選択することが可能です。

※入学手続開始日は合否発表日の翌日からとする

＜入試に係るスケジュール＞
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⑤ 出願資格一覧
1）総合型選抜

出願資格

次の1〜4全てに該当する者。

１．�本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学において能力を伸ばす意欲があり、
かつ志望分野への関心・意欲がある者

２．次の①または②のいずれかにあてはまる者
①�2022年3月に高等学校、中等教育学校、文部科学省公示により大学入学資格が認められると指定されたインターナショナルス
クールまたは外国人学校、個別審査により本学の受験資格を認めた学校を卒業見込の者
②2022年3月に高等専門学校の3年次を修了見込の者

３．エントリー登録完了者で「出願許可証」を得た者

４．本学単願である者

2）学校推薦型選抜
入試種別 出願資格

［公募型］

次の1〜3全てに該当する者。

１．�本学の教育内容や教育実践を理解し、本学のアドミッション・ポリシーに適合する人物で本学に
おいて能力を伸ばす意欲と志望分野への関心・意欲があり、かつ出身学校長の推薦を得られる者

２．次の①または②のいずれかにあてはまる者
①�高等学校、中等教育学校、文部科学省公示により大学入学資格が認められると指定されたイン
ターナショナルスクールまたは外国人学校、個別審査により本学の受験資格を認めた学校を卒
業した者、または2022年3月に卒業見込の者
②高等専門学校の3年次を修了した者または2022年3月に修了見込の者

３．本学単願である者（1期）

［指定校型］
※�本学が指定する学校に送付する「東京福祉大学�短期大学部�こども学科�保育・幼児教育専攻（2年制）
2022年度高等学校指定校推薦入学制度（学校推薦型選抜［指定校型］）学生募集要領」にて別途定
める。

3）一般選抜
入試種別 出願資格

２科目型
１科目型

国語１科目型
共通テスト利用型

次の1〜4のいずれかにあてはまる者。

１．�高等学校、中等教育学校、文部科学省公示により大学入学資格が認められると指定されたインタ
ーナショナルスクールまたは外国人学校、個別審査により本学の受験資格を認めた学校を卒業し
た者、または2022年3月に卒業見込の者

２．高等専門学校の3年次を修了した者または2022年3月に修了見込の者

３．�通常の課程による12年の学校教育を修了した者、又は高等学校、中等教育学校を2022年3月修
了見込の者

４．�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の学力があると認めら
れる者で、2022年3月31日までに18歳に達する者、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た者で、2022年3月31日までに18歳に達
する者を含む

【共通テスト利用型への出願には「令和4年度大学入学共通テスト」に出願していることも出願資格となる】
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⑥ 出願手続の流れ
※出願書類に不備・不足があった場合は受理できませんので、十分に確認を行ってください。
※証明書類と現在の氏名が異なる場合は、出願前に伊勢崎キャンパス入学課に問い合わせてください。

1）総合型選抜・学校推薦型選抜

1
出願資格・選考方法の確認
・�選考方法については、出願を希望する入試区分・種別の募集要項（別冊）をダウンロ
ードしてご確認ください。

▼

2
入学選考料（30,000円）の納入
・�納入方法については、各入試区分・種別の募集要項（別冊）および別掲の入学志願書
記入例をダウンロードしてご確認ください。

▼

3

出願書類の準備
・�出願に必要な本学所定様式については、本学「受験生応援サイト」（https://www.

tokyo-fukushi.ac.jp/jyukennavi/）からダウンロードの上プリントアウトして
使用してください。なお、プリントアウトする際は、すべての様式を拡大、縮小せず
実際のサイズ（倍率100％）に設定し、用紙はA4サイズに統一してください。
・�各入試区分・種別の募集要項（別冊）に記載している「（2）出願書類について」をご
確認の上、必要な出願書類を準備してください。
・�入学志願書については、別掲の入学志願書記入例をご確認いただき、必要事項をご記
入ください。

▼

4
出願書類の提出
・�所定の出願期間に入学志願書等の提出書類を本学伊勢崎キャンパス入学課に郵送また
は伊勢崎・池袋・名古屋のいずれかのキャンパスに持参してください（学校推薦型選
抜［指定校型］は伊勢崎のみ）。また、提出には市販の角2封筒を使用してください。�
※出願締切日必着

▼

5
受験票到着
・�受験票は、各入試区分・種別の出願締切日から4日〜5日後を目安として出願者全員
に一斉に送付しますので、試験日当日持参してください。

※�受験票について、試験日の3日前までに届かない、または紛失・汚損した場合は、必ず伊勢崎キャンパス入学課まで
　お問い合わせください。
※選考方法の変更等、予定が変更される場合は、受験票とあわせてお知らせを送付します。
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2）一般選抜

1
サイトにアクセス・情報入力
・�本学「受験生応援サイト」（https://www.tokyo-fukushi.ac.jp/jyukennavi/）
のトップページから、「Web出願」をクリックし、Web出願専用サイト（2021年12
月上旬開設予定・外部サイト）にアクセス
・出願方法、諸注意などをよくお読みいただいた上、所定の項目に入力してください。

※申込みの際の詳しい手続方法についてはWeb出願サイト上のガイダンスページをご覧ください。

▼

2
入学選考料の納入

（2科目型・1科目型・国語1科目型:30,000円 / 共通テスト利用型:15,000円）

Web上で入学選考料支払い方法を選択してください。
・クレジット決済
・コンビニエンスストア振込
・Pay-easy（ペイジー）振込　など

▼

3
出願書類の提出
入学志願書類一式をプリントアウトし、その他必要書類と併せて本学伊勢崎キャンパス
入学課に郵送または伊勢崎・池袋・名古屋のいずれかのキャンパスに持参してください。
なお、プリントアウトする際は、すべての書類をA4サイズに統一してください。また、
提出には市販の角2封筒を使用してください。
※出願締切日必着

▼

4
受験票到着
・�受験票は、各入試区分・種別の出願締切日から4日〜5日後を目安として出願者全員
に一斉に送付しますので、試験日当日持参してください。

※�受験票について、試験日の3日前までに届かない、または紛失・汚損した場合は、必ず伊勢崎キャンパス入学課まで
　お問い合わせください。
※選考方法の変更等、予定が変更される場合は、受験票とあわせてお知らせを送付します。

※特別選抜については、専用の募集要項［総合版］（別冊）をご覧ください。
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⑦ 受験・修学上の配慮相談について
東京福祉大学では、障害や病気、負傷等により、受験時あるいは修学上配慮が必要な方の相談を受け付けています。相談を希望す
る方は、受験予定の入試の出願開始1ヵ月前までに伊勢崎キャンパス入学課へご連絡ください。なお、期間を過ぎてからの相談は、
対応できない場合がありますので、ご留意ください。

　※受験時の配慮が不要であっても、修学上配慮が必要な場合は、同様に出願開始の1ヵ月前までに相談してください。
　※�本学では、申請に対してできるだけ対応するよう努めておりますが、個別的な配慮、支援には限界がありますので、事前にご
相談くださいますようお願いいたします。

1　必要書類
　以下の2点を提出してください。

　（１）東京福祉大学受験・修学上の配慮相談申請書（本学所定）

・�本 学「受験生応援サイト」（入試に関しての情報）（URL：https://www�tokyo-fukushi�ac�jp/jukennavi/
admissions/information�html）よりダウンロードの上プリントアウトして使用してください。

　（２）医師による診断書

・傷病名や症状のほか、配慮を必要とする理由や具体的な対応方法について、医師に必ず記入してもらってください。

2　相談方法
　（1）�出願を希望する選考日程の出願開始１ヵ月前までに、東京福祉大学�伊勢崎キャンパス入学課にご連絡ください。

　（2）必要書類を送付（簡易書留・速達）してください。

「１必要書類」参照。封筒に「相談書類在中」と朱書きしてください。
※�書類到着後、対応の可否等について、本学から連絡いたします。また、申請内容によっては、本人および保護者・保証人
の面談を行う場合があります。

相談窓口・必要書類提出先
東京福祉大学�伊勢崎キャンパス�入学課
住所：〒372ー0831　群馬県伊勢崎市山王町2020ー1
TEL：０２７０－２０－３６７３
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⑧ 入学資格を持たない方の個別の入学資格審査について
本学の受験希望者で、入学資格を持たない方は、下記の書類により個別の入学資格審査を行います。なお、2022年3月31日まで
に18歳に達していることが必要です。

この入学資格審査を受けようとする方は、受験希望の入試の出願開始2週間前までに、必ず伊勢崎キャンパス入学課へ電話で連絡
をして、申請に必要な書類および申請手続等について確認してください。※高等学校卒業資格（取得見込み含む）等を持たない方で、
本学の個別の入学資格審査の認定により、大学入学共通テストに出願しようとする方は、大学入学共通テストの出願開始2週間前
までに、伊勢崎キャンパス入学課へ連絡してください。

※ 在籍（出身校）が大学受験資格に該当するかわからない場合も、出願を希望する入試区分・種別で定められている出願開始の2
週間前までに、下記問い合わせ先に相談の上、必要に応じ所定の手続を行ってください。

1　申請書類
　（1）全申請者提出

①�東京福祉大学入学資格審査申請書� �
本学所定用紙。申請希望の連絡をした後、申請希望者は、本学「受験生応援サイト」の入試に関する情報ページよりダ
ウンロードの上プリントアウトして使用してください。� �
URL：https://www�tokyo-fukushi�ac�jp/jukennavi/admissions/information�html

　（2）高等学校段階のある12年課程の外国人学校卒業（見込み）者のみ提出

②学校案内（当該教育施設の概要が記されているもの）

③履修要項（当該教育施設の教科目・授業時間数及び卒業要件等が記されているもの）

　（3）上記（2）に該当しない者のみ提出

④�経歴書� �
本学所定用紙。申請希望の連絡をした後、本学「受験生応援サイト」の入試に関する情報ページよりダウンロードの上
プリントアウトして使用してください。� �
URL：https://www�tokyo-fukushi�ac�jp/jukennavi/admissions/information�html

⑤学校案内・履修要項

⑥卒業（修了）証明書・成績証明書

※�⑤⑥は、各種学校卒業者や大学の科目等履修生受講歴がある場合のみ提出してください。
※�⑥は、出願にあたって改めて提出が必要となります。

　◎上記以外の書類でも、提出を求める場合があります。

　◎�上記書類を準備、作成し、伊勢崎キャンパス入学課へ簡易書留・速達で郵送してください。なお、封筒の表面には「入学資格
審査申請書類在中」と朱書きしてください。

相談窓口・申請書類提出先
東京福祉大学�伊勢崎キャンパス�入学課
住所：〒372ー0831　群馬県伊勢崎市山王町2020ー1
TEL：０２７０－２０－３６７３

2　審査結果の通知
　　�審査の結果は電話で通知します。入学資格を認められた希望者には必要に応じ「東京福祉大学入学資格認定書」を交付します。
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⑨ 出願書類の提出
出願書類一式は市販の角2封筒に入れ、郵送または窓口に持参してください。この角2封筒には、本学「受験生応援サイト」よりプ
リントアウトした「出願封筒用表紙（必要事項を記入）」を貼付してください。� �
出願書類の詳細は、各入試区分・種別の募集要項（別冊）をご確認ください。

郵送する場合

出願書類は出願を希望する入試区分・種別で定められている出願締切日の午後5時までに伊勢崎キャンパス入学課に必着。
（消印有効ではないので注意してください。期間外の出願は、原則として受け付けません。）

郵便局より必ず簡易書留・速達で郵送してください。

郵便局から発行される『書留・特定記録郵便物等受領証』は大切に保管しておいてください。

※入学を希望するキャンパスに関わらず、郵送する場合の宛先は伊勢崎キャンパス入学課のみです。

窓口に持参する場合

出願を希望する入試区分・種別で定められている出願締切日の午後5時までに、下記のキャンパス入学課に持参してください。
（期間外の出願は、原則として受け付けません。）

〈受付窓口〉
①伊勢崎キャンパス　　　　　　　　入学課　　群馬県伊勢崎市山王町2020－1

②池　袋キャンパス 本館　　　　　  入学課　　東京都豊島区東池袋4－23－1（受験会場とは別の校舎です）

③名古屋キャンパス広報センター　　入学課　　愛知県名古屋市中区丸の内2－16－29

〈受付時間〉
午前10時〜午後5時まで

（ただし、日曜・祝日および2021年12月27日（月）〜2022年1月6日（木）、2022年1月15日（土）の受付業務は休み）

●その他注意 

（1）出願書類に不備がある場合、受理できませんので、十分に確認を行ってください。

（2）�志願書受付後の試験日、受験会場、志望学科・専攻・コースと志望順位、選択科目、通学希望キャンパス順位等の変更は原則
として認めません。

（3）提出された出願書類は返還できません。

（4）�入学志願書の本人および保護者・保証人連絡先は、重要な連絡をする場合に使用するので、必ず記入してください。また、記
入した住所・連絡先・氏名等に変更が生じた場合は、直ちに伊勢崎キャンパス入学課まで申し出てください。

（5）その他、出願手続で不明な点があるときは伊勢崎キャンパス入学課まで問い合わせてください。
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⑩ 受験票について
（1）�受験票は出願時の情報をもとに作成し、各入試区分・種別の出願締切日から4日〜5日後を目安として、当該入試区分・種別

の出願者全員に一斉に郵送します。

（2）�受験票到着後、記載内容を必ず確認してください。出願した内容と異なる場合は、直ちに伊勢崎キャンパス入学課まで申し出
てください。

（3）�受験票が試験日3日前までに届かない、または受験票を紛失・汚損した場合は、必ず伊勢崎キャンパス入学課まで申し出てく
ださい。
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⑪ 受験にあたっての注意事項
（ 1 ）�受験会場入場後の会場外への外出、受験者以外の入場は原則禁止です。昼休憩をはさむ入試の場合は、必ず昼食を持参して受
験会場に入場してください。

（ 2 ）�受験会場は、受験票で確認し、P�20〜23の「受験会場」を参照の上、間違いのないように十分注意してください。また、受
験会場には駐車場・駐輪場はないので、電車・バス等の交通機関を利用してください。

（ 3 ）�電車・バス等公共の交通機関の遅延等で集合時刻に間に合わない場合は、どの受験会場でも必ず伊勢崎キャンパス入学課に連
絡してください。事前の連絡なしに遅れた場合、本人の責めに帰さない理由であったとしても受験できない場合があります。

（ 4 ）�下見のための受験会場への立ち入りはできません。

（ 5 ）�悪天候や災害などの影響により、試験の予定を変更する場合があります。その内容については本学「受験生応援サイト」で周
知するので必ず確認してください。

（ 6 ）�試験当日は必ず受験票を持参してください。試験前日までに受験票を紛失した場合は、伊勢崎キャンパス入学課まで連絡し、
指示を受けてください。また、試験当日に受験票を忘れたり紛失した場合は、必ず受験会場内の本学係員に申し出て、仮受験
票の発行を受けてください。

（ 7 ）�試験教室へ入室したら、受験番号と同じ番号のラベルが貼ってある席に着き、受験票を机上の受験番号ラベル脇に置いてくだ
さい。

（ 8 ）�携帯電話やスマートフォン、PHS、音の出る機器やモバイル端末等の使用は禁止です（時計として使用する事も禁止です）。
試験教室に入る前に必ずアラームの設定を解除し、電源を切ってかばん等に入れてください。かばん等持参していない場合は
試験場本部で預かります。

（ 9 ）�試験時間中に使用できる所持品は、①「HBの鉛筆またはシャープペンシル」、②「鉛筆削り（電動式、大型のもの、ナイフ類
除く）」、③「消しゴム」、④「時計」です。なお、時計は辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判
別しづらいもの、タイマー、大型のものは使用できません。また、時計にアラーム・時報機能がついている場合は、試験教室
入室前にアラーム・時報機能を解除しておいてください。� �
※試験当日は試験室設置の時計を確認することができません。試験の進行は試験監督者の時計を基準に行います。

（10）�試験時間中に机上に置けるものは、（ 9 ）の試験時間中に使用できる所持品と受験票です。定規、コンパス、電卓、そろばん、
グラフ用紙等の補助具、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類などは、試
験時間中に使用してはいけないものとなるので机上には置けません。机上に置けるもの以外は全て、かばん等に入れて自分の
着席するイスの下に置いてください。かばん等持参していない場合は試験場本部で預かります。

（11）英文字や漢字、地図等プリントされている服等は着用しないでください。着用している場合は、脱いでもらうことがあります。

（12）試験時間中の退室は認めません。ただし、体調が悪くなったとき等は試験監督者、面接委員に申し出て指示に従ってください。

（13）答案用紙への受験番号や氏名等の記入漏れがある場合、答案は原則として無効です。

（14）試験開始後20分を経過してからの試験教室への入室は認めません。

（15）以下の行為は不正行為となる場合があります。不正行為者は即座に退室を命じ、試験を無効とします。

①�カンニング（カンニングペーパー・参考書・他の受験者の答案を見ることなど）をすること。
②使用を禁じられた道具等を使用して問題を解くこと。
③「解答はじめ。」の指示の前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。
④試験時間中に、答えを教えるなど他の受験者を利するような行為をすること。
⑤試験時間中に携帯電話やスマートフォン等を使用すること。
⑥試験時間中に着信音・アラーム音・振動音などを長時間鳴らすなど、試験の進行に多大な影響を与えること。
⑦�「解答やめ。」の指示に従わず、筆記用具を持ち解答を続けること。
⑧自身を利するような虚偽の申請をすること。
⑨試験会場において他の受験者の迷惑となる行為をすること。
⑩試験会場において試験監督者等の指示に従わないこと。
⑪配付された問題冊子や解答用紙を試験時間終了前に試験教室から持ち出すこと。
※その他、試験の公平性を損なう等の行為を行った場合、不正行為となることがあります。

（16）�受験会場に付き添い者の控え室はありません。また、受験会場入場後は、付き添い者との面会は認めません。

（17）試験時間中、質問等のあるときは黙って手をあげてください。

（18）試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。
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① 合否発表について
●発表方法 
（1）�合否発表の補助的手段として合否発表日に本学「受験生応援サイト」にて合格者の受験番号のみ発表を行います。本学「受験生

応援サイト」での発表期間は、各入試区分・種別の合否発表日の午前10時から入学手続期間の最終日の午後5時までとします（詳
細は本学「受験生応援サイト」で確認してください）。

（2）�合否通知の到着をもって正式な合否発表とします。合否通知は、受験者全員に速達にて郵送します（合格者には簡易書留にて、
入学手続書類の一部も同封します）。電話あるいは直接の問い合わせには一切応じません（本学内での掲示も一切行いません）。

※悪天候や災害、交通機関の乱れなどの影響により、合否通知の到着が遅れる場合があります。

※�合格発表後に本学学生としてふさわしくないと判断される客観的事実が明らかになった場合、合格を取り消すことがあります。

入試区分 入試種別 合否発表　通知発送

総合型選抜
ー 1期 2021年11月 1 日（月）�

ー 2期 2021年11月 1 日（月）�

学校推薦型選抜 ［公募型］
［指定校型］

1期 2021年12月 1 日（水）�

2期 2021年12月24日（金）�

一般選抜

［2科目型］

1期 2022年 1 月28日（金）�

2期 2022年 2 月16日（水）�

3期 2022年 3 月 4 日（金）�

［1科目型］ 4期 2022年 3 月18日（金）�

［国語1科目型］ 5期 2022年 3 月25日（金）�

［共通テスト利用型］

2期 2022年 2 月16日（水）�

3期 2022年 3 月 4 日（金）�

4期 2022年 3 月18日（金）

※学校推薦型選抜の［指定校型］はホームページ等での発表は行いません。

●補欠通知者への繰り上げ合格連絡について 
（1）補欠繰り上げ合格は、以下の日程で当該者のみに電話により通知します。

入試区分 入試種別 最終連絡予定日

一般選抜

［2科目型］ 1期 2022年 3 月10日（木）

［2科目型］
2期 2022年 3 月10日（木）

［共通テスト利用型］

［2科目型］
3期 2022年 3 月10日（木）

［共通テスト利用型］

［1科目型］
4期 2022年 3 月26日（土）

［共通テスト利用型］

（2）入学志願書に記入された電話番号または保護者・保証人連絡先のいずれかに連絡します。
（3）初回連絡日から翌日までの間に連絡が取れない場合は、補欠繰り上げ合格の権利を失うことがあります。
（4）�補欠繰り上げ合格者への合否通知は、該当者のみに発送します。� �

電話あるいは直接の問い合わせには一切応じません。補欠合格者の入学手続期間は、連絡後3日〜5日程度とします。

（2）合否発表・入学手続
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② 入学手続について
●入学手続期間
入学手続開始日は合否発表日の翌日からとします。

入試区分 入試種別
入学手続締切日※

1次 2次

総合型選抜
ー 1期 2021年11月11日（木）� 2021年12月24日（金）

ー 2期 2021年11月11日（木）� 2021年12月24日（金）

学校推薦型選抜 ［公募型］
［指定校型］

1期 2021年12月10日（金）� 2021年12月24日（金）

2期 2022年 1 月11日（火）� 2022年 2 月 3 日（木）�

一般選抜

［2科目型］

1期 2022年 2 月 7 日（月）� 2022年 2 月24日（木）�

2期 2022年 2 月25日（金）� 2022年 3 月10日（木）�

3期 2022年 3 月17日（木）�

［1科目型］ 4期 2022年 3 月24日（木）

［共通テスト利用型］

2期 2022年 2 月25日（金）� 2022年 3 月10日（木）�

3期 2022年 3 月17日（木）

4期 2022年 3 月24日（木）

［国語1科目型］ 5期 2022年 3 月29日（火）

※入学手続締切日（１次）：入学金のみの納入期限、入学手続書類の提出期限

※入学手続締切日（２次）：春期分の授業料・施設設備費、諸費用の納入期限

注）�入学手続期間内に必要な書類提出や納付金の納入などの入学手続を行わなかった、または全ての手続が完了しなかった場合は、
入学辞退者として取り扱います。

●入学手続き時の注意事項

入学時納付金
・�指定された入学手続期間内に、入学手続時納付金の納入、入学手続書類の提出を行ってください。入試区分・種別により、入学
手続締め切り日が異なりますのでご注意ください。

・本学窓口での納付金受付業務は行いません。

・�納付金は、原則返還することはできません。ただし、他大学との併願者、また、進路変更等により、本学の入学を辞退する場合は、
入学金以外の納付金を返還することができます。詳細は、P�17「入学辞退・併願者の取扱いについて」をご参照ください。

・「高等教育の修学支援新制度」に申請している方は、納入前に伊勢崎キャンパス入学課までご連絡ください。

入学手続書類
・�入学手続に必要な書類の一部は、合否通知とともに送付しますが、それ以外の書類は、本学「受験生応援サイト」からダウンロ
ードの上プリントアウトして使用してください。詳細は、合否通知送付時に同封いたします「東京福祉大学・東京福祉大学短期
大学部�入学手続のご案内」をご参照ください。

・入学手続書類の提出は、必ず郵送で簡易書留速達（締切日消印有効）により行ってください。

・受領した書類は、原則返還することはできません。間違いのないよう、よくご確認ください。
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その他注意事項
入学手続は、入学手続時納付金の完納、および本学の指定する全ての入学手続書類提出によって完了とします。

ただし、以下の場合は入学許可を取り消します。

・入学手続書類の不備、未提出、虚偽があった場合。

・�2022年3月31日現在、高等学校等を卒業見込みで受験した者が卒業できなかった、または高等学校卒業程度認定試験に合格見
込みの者が合格できなかった場合。

・所定の期日までに高等学校の卒業、または高校卒業程度認定試験の合格を証明する書類の提出ができない場合。

・本学学生にふさわしくないと判断される客観的事実が明らかになった場合。

●納付金（2022年度予定）
＜初年度＞

納付時期
納付金内訳 入学手続時 秋学期開始前 本学初年度納付金合計

入学金 150,000円 ――― � 150,000円

授業料 265,000円（半期分） 265,000円（半期分） � 530,000円

施設設備費 160,000円（半期分） 160,000円（半期分） � 320,000円

諸費用

*学友会費（入会金および年会費1年分） � 10,000円 ――― � � 10,000円

卒業諸経費 � 15,000円 ――― � � 15,000円

*学生総合保障に関する保険料（2年分） � 24,600円 ――― � � 24,600円

*施設賠償保険料（2年分） � � � �400円 ――― � � � � �400円

赤城山宿泊研修費用 ――― � 14,000円 � � 14,000円

*同窓会費 � 40,000円 ――― � � 40,000円

合計 665,000円 439,000円 1,104,000円

＜2年次以降＞

納付時期
納付金内訳 2年次春期 2年次秋期 2年次合計

授業料 265,000円 265,000円 530,000円
施設設備費 160,000円 160,000円 320,000円
学友会費* 5,000円 ― 5,000円

キャリア支援費 � 10,000円 ― 10,000円
合計 440,000円 425,000円 865,000円

※ 各資格・教員免許等を取得するために必要な実習費、資格申請料等の追加費用については本学「受験生応援サイト」を確認して
ください。

※*は委託徴収を行うものです。

※保険料は保険会社の料率改定によって変動することがあります。

※入学後の納入金は登録口座からの引落しもしくは指定口座への納入です。

※�東京福祉大学同窓会は、会員相互の親睦とその向上を図るとともに、母校の発展および学術の発展に尽くすことを目的として、
各種講演会などの開催、奨学金の給付、その他、会の目的を達成するため必要な事業等を行っております。任意加入となってお
りますが、今後も皆様にとってさらに有益な活動を行って参りたいと考えておりますので、ぜひご入会をいただき、会員相互の
情報交換・連携、最新の学術情報の提供など、同窓会のネットワークをご活用ください。
　なお、同窓会入会者には以下の特典もあります。

　（１）��同窓会奨学金制度の支給対象となります。� �
学業・人物ともに優秀と認められた場合、またはその他特別の事情があると認められる場合は、授業料の全額

　　　�もしくは一部に相当する額を同窓会が支給します。

　（２）��東京福祉大学（通学課程）編入学時の入学金半額免除� �
200,000円の半額免除となります。
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③ その他の入学手続・併願手続について
●入学辞退・併願者の取扱いについて
入学手続期間内に必要な書類の提出や納付金の納付などの入学手続を行わなかった者は、入学辞退者として取り扱います。
他大学・短大を併願している学校推薦型選抜［公募型］2期・一般選抜の入学手続完了者で、入学辞退届（本学「受験生応援サイト」
よりダウンロードの上プリントアウト）を指定した期日内〔入学手続後〜2022年3月24日（木）〕に伊勢崎キャンパス入学課まで
必着で提出した者については、入学手続時納付金のうち入学金を除いた金額を返還します。

※返金手続は、入学辞退届到着後、おおむね2〜3週間を要します。

●寄付金について 
本学では、教育・研究環境と施設・設備の一層の充実を図るため、入学者に対し、寄付金（1口100,000円）の募集を行います。
これは、入学の条件ではなく、入学前の募集は行いません。この寄付金は、任意ではありますが、入学後のご案内の際はご協力を
お願いいたします。

●学校推薦型選抜入学手続者の入学事前課題について
本学では、ディスカッションやレポート作成などを中心とした学生主体の授業により、学生の思考力、創造力、問題発見・解決能
力を育成する教育を実践しています。授業では、論理的に自分の意見や考え方を教員や同級生に明確に伝え、意見交換したり、良
いレポートが書けるようになるまで教員の指導を受けながら、繰り返し努力を重ねていきます。そのための準備訓練として、学校
推薦型選抜合格者で入学手続をされた方には入学までの期間を使い、入学事前課題を行っていただきます。課題の内容は入学予定
者にお知らせいたします。なお、課題の内容は、学部によって異なりますが、例年、主にレポート提出等の通信教育方式となって
います。
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④ 奨学金・修学資金・教育ローン等について
本学の奨学金等

○東日本大震災被災者特別支援措置
本学では、東日本大震災により被災された受験者を対象に2022年度の授業料等の支援を行います。
対象となる方は、出願前に伊勢崎キャンパス入学課（℡0270-20-3673）までご連絡ください。

【対象者】
①東日本大震災による災害救助法適用地域で被災した受験者で、以下のいずれかに該当する方。

（1）災害により家計支持者が死亡または行方不明になった方

（2）�災害により家計支持者の居住する家屋が、全壊・流出もしくは半壊・一部破損・一定期間居住不能な浸水の被害を受け、被
害認定された方

②�福島第一原子力発電所事故の影響で、家計支持者の居住地が、現在または過去に警戒区域等に指定され、現在も避難されている方。

【支援内容】
（1）入学選考料の免除　　対象入学試験：全選抜試験

（2）2022年度授業料の全額または一部免除（被害程度により授業料は免除にならない場合もあります）

※詳細は本学「受験生応援サイト」をご確認ください。

○同窓生・在学生・教職員紹介新入生対象奨学金
本学の建学の精神・教育理念をよく理解し、本学の教育において社会で役立つ能力を身につけられる可能性のある学生に勉学の機
会を与え、支援するため、本学または学校法人サンシャイン学園、学校法人たちばな学園の同窓生・在学生・教職員の紹介による
2022年度入学者対象の奨学金制度を実施いたします。

＜対象＞

（1）�入学希望者と紹介者の関係が、親子・兄弟・親戚、または友人・知人等で本人同士直接的な交流があり、紹介者が入学希望者
の人物を保証できる場合。

（2）入学手続時に同窓会費を納入し、本学同窓会員となる方。

※同窓会への入会は任意としておりますが、この制度を利用する方は、同窓会に入会してください。

＜奨学金額＞

大学・短期大学部　昼間部通学課程　入学金相当額200,000円（短大は150,000円）

※�詳細は本学ホームページをご確認ください。なお、お申し込みは必ず必要書類を出願時に同封してください。それ以外は受付で
きません。

○学内奨学金制度＜授業料免除＞
学業・人物ともに優秀と認められた場合、またはその他特別の事情があると認められる場合は、授業料の全部もしくは一部に相当
する額の奨学金を支給します。毎年新2年生から奨学生が選ばれます。

○同窓会奨学金＜授業料免除＞
同窓会入会者のうち、学業・人物ともに優秀と認められた場合、またはその他特別の事情があると認められる場合は、授業料の全
部もしくは一部に相当する額の奨学金を支給します。
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本学以外の修学資金制度等 ※詳細は各団体へお問い合わせください。

●高等教育の修学支援新制度
2020年4月より、大学･専門学校等で学びたい、一定の要件を満たす住民税非課税世帯･準ずる世帯の学生に対し、①授業料･入学
金の免除又は減額に加えて、②返還不要の給付型奨学金を支給する「高等教育の修学支援新制度」が設立されました。詳しくは文
部科学省のHP、または日本学生支援機構のHPをご覧ください。
本制度に申請している方は、入学手続時納付金の納入前に伊勢崎キャンパス入学課までご連絡ください。

●日本学生支援機構奨学金制度
人物および学業成績優秀者で、経済的な理由から修学が困難な者に対しては、日本学生支援機構奨学金制度（貸与）があります。
募集時期は、高校在学時または大学入学後（例年4月）になります。詳しくは日本学生支援機構のHPをご覧ください。

●保育士修学資金貸付制度
各都道府県から保育士修学資金の貸付を受けられることがあります。この制度の対象となるのは、卒業後にその都道府県で保育士
の仕事に就こうとしており、学業優秀で家庭の経済状況から貸付が必要と認められる方です。修学資金として月額2万円（2年間）、
入学準備金20万円、就職準備金20万円以内が貸与されます。保育士を取得して卒業後、その都道府県で5年以上保育士業務に従
事すると返還が免除されます。制度の詳細は地域によって異なりますので、詳しくは各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせ
ください。

●母子父子寡婦福祉資金貸付制度
各都道府県などで母子・父子家庭を対象とし、子どもが大学・短大等に就学の際、または在学中に必要な資金の貸付を行っています。
詳しくは、最寄の地方公共団体の福祉担当窓口にお問い合わせください。

●生活福祉資金貸付制度
各都道府県の社会福祉協議会では、都道府県内在住の、収入が基準以下である世帯を対象とした教育支援資金として、大学・短大
等進学に必要な教育支援費及び就学支度費の貸付を行っています。貸付限度額は就学支度費が500,000円以内、教育支援費で月額
65,000円以内です。詳しくは各都道府県の社会福祉協議会にお問い合わせください。

●日本政策金融公庫（旧国民生活金融公庫）「国の教育ローン」
「国の教育ローン」は、大学、高校、短大、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学・在学する子どもを持つ家庭を対象
とした融資制度です。

【融資額】�子ども1人につき350万円以内� �
利率その他詳細は日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。

【ホームページ】「国の教育ローン」で検索または�http://www�jfc�go�jp/n/finance/search/ippan�html

【お問い合わせ】�教育ローンコールセンター（0570-008656（ナビダイヤル））� �
※上記番号が利用できない場合（03）5321-8656

●その他教育ローン
本学では、金融機関の教育ローンを紹介しています。ローン対象は、入学金・授業料・施設設備費などの学校納付金、毎月の仕送
り資金等全般、入学に伴う諸費用などです。詳細については、本学「受験生応援サイト」をご確認ください。ローンのご利用に際
しては、金融機関所定の審査があります。
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①�受験会場
※試験当日は、事故や悪天候による交通機関の乱れが発生する場合がありますので、早めの集合を心がけてください。
※出願時に希望した受験会場以外での受験は原則としてできないので、間違いのないように注意してください。
※都合により会場を変更する場合があります。

（1）伊勢崎会場
東京福祉大学　伊勢崎キャンパス
〒372ー0831　群馬県伊勢崎市山王町2020ー1

JR両毛線・東武伊勢崎線「伊勢崎」駅または
JR湘南新宿ライン・上野東京ライン・高崎線「本庄」駅より国際十王交通バス（本学提携路線バス）�約15分

（3）その他
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（2）池袋会場
東京福祉大学　池袋キャンパス8号館
〒171ー0022　東京都豊島区南池袋2ー14ー2

東京福祉大学　池袋キャンパス9号館
〒171ー0022　東京都豊島区南池袋2ー14ー7

JR・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ「池袋」駅（東口）徒歩4分

※池袋会場は、8号館・9号館のいずれかとなります。
　�受験する校舎については、受験票に明記をして個別にお知らせします。なお、受験票に明記されている校舎以外での

受験は原則できませんので、試験当日は校舎の間違いがないよう十分に注意をしてください。

出願書類を持参する場合の提出窓口
東京福祉大学　池袋キャンパス本館
〒170ー0013　東京都豊島区東池袋4ー23ー1

東京メトロ有楽町線「東池袋」駅6・7番
ライズシティ池袋方面出口正面右手、サンシャインシティ徒歩1分
JR・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ「池袋」駅（東口）徒歩10分
都電荒川線「東池袋四丁目」駅より徒歩4分
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（3）名古屋会場

東京福祉大学�名古屋キャンパス
〒460ー0002　愛知県名古屋市中区丸の内2ー16ー29

地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅2番出口徒歩すぐ

（4）仙台会場  （2／5のみ）
ヒューモスファイヴビル（仙台駅前貸会議室）
〒980ー0021　宮城県仙台市青葉区中央1ー10ー1

JR仙台駅西口より徒歩1分

N

東京福祉大学
名古屋キャンパス

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校保育・介護・ビジネス名古屋専門学校

繊維街アーケード

ア
ル
ペ
ン

地下鉄鶴舞線
丸の内駅2番出口
地下鉄鶴舞線
丸の内駅2番出口

地下鉄鶴舞線・桜通線
丸の内駅5番出口
地下鉄鶴舞線・桜通線
丸の内駅5番出口

国際
センタービル
国際
センタービル
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（5）水戸会場 （2／5のみ）
駿優教育会館
〒310ー0011　茨城県水戸市三の丸1ー1ー42
JR水戸駅北口より徒歩2分

（6）新潟会場 （2／5のみ）
日本こども福祉専門学校
〒950ー0086　新潟県新潟市中央区花園1ー4ー8
JR新潟駅万代口より徒歩1分

（7）長野会場 （2／5のみ）
JA長野県ビル
〒380ー0826　長野県長野市南長野北石堂町1177ー3
JR長野駅善光寺口より徒歩10分

●ホテル・アルファーワン

新潟中央局
〒

●ラマダホテル新潟

新潟京浜ホテル
●

新潟駅
CoCoLo南館

●

●シングルイン新潟
　第2新館

日本こども福祉専門学校
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②�追試験・振替試験および選考方法の変更措置について
本学では、学校において予防すべき感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、麻疹、風疹等）にかかっている場合や、
試験当日のやむを得ない事由により本試験を欠席した場合、救済措置として申請により、①「追試験（後日程の同一選考方法）」、
または②「振替試験（後日程の他選考方法）」の受験を認めます。なお、それでも対応できない場合は、③「選考方法の変更措置」
を行う場合があります。

1．追試験・振替試験が認められる事由
（1）�学校において予防すべき感染症（学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症－新型コロナウイルス感染症、インフルエ

ンザ、麻疹、風疹等）にかかっている場合

（2）�試験当日、試験場に向かう途中で事故にあった場合または交通機関の遅延・予定外の運休にあった場合、やむを得ない事由（両
親等の危篤、死亡・自宅の火災など）がある場合

2．追試験・振替試験申込手続について 
本試験当日の集合時刻までに伊勢崎キャンパス入学課へ電話にてご相談ください。また、本人または代理人が、本試験当日の16時
までに、下記の書類を提出することが必要になります。

（1）の事由の場合、医師の診断書（学校において予防すべき感染症の病名・加療期間を記載のもの）

（2）の事由の場合、事故または事由が確認できる証明書

3．追試験・振替試験会場 
伊勢崎キャンパス・池袋キャンパス・名古屋キャンパスのいずれか希望する会場

※追試験・振替試験日程については「各入試区分・種別の募集要項」（別冊）を参照してください。

※追試験・振替試験の入学選考料はかかりません。

※集合時刻等の詳細は、追試験・振替試験受験許可者に直接お知らせいたします。

※追試験・振替試験でも対応できない場合は、個別での選考方法の変更措置を検討します。

● 選考方法の変更措置について
本学では、追試験または振替試験で対応できない場合や、感染症の拡大等で受験会場での試験実施が困難であると判断された場合、
選考方法の変更措置を行う場合があります。詳細については、適宜本学「受験生応援サイト」で周知します。
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③ 個人情報保護方針
　東京福祉大学・大学院・短期大学部（以下、「当大学」という。）は、個人情報の重要性を認識し、各種法令及び「学校法人茶屋四郎次郎記念学園　個人情報保護規則」
に則り、個人情報保護基本方針を策定し、以下の取り組みを実施いたしております。

第1条　個人情報とは
氏名、年齢、生年月日、電話番号、住所、出身校、就職・勤務先、国家試験・資格試験合否等の情報で、この内の１つまたは複数の組み合わせにより、個人を特定するこ
とのできる情報を意味するものとします。

第2条　個人情報の取得と利用
当大学は、次の①〜④の場合を除き、質の高い教育サービスを提供するために必要な範囲内で、利用目的を通知又は公表したうえで、目的の範囲内に限り、適法かつ公正
な手段で個人情報を取得し、利用します。
①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③�国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当�該事務
の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合�

第3条　個人情報の管理と保護
個人情報に関するリスク（不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、及び漏えいなど）を認識し、これらを防止するための必要かつ適切な安全管理措置を講じます。大学案内・
募集要項・説明会案内等の発送に関わる外部委託先に対しても、必要かつ適切な監督を行います。

第4条　個人情報の第三者への提供
次の①〜⑤の場合を除き、第三者に対しデータを開示・提供することはいたしません。また、第三者提供を行ったときは、第三者提供に係る記録を作成いたします。
①ご本人にご承諾いただいた場合
②法令の定めにより開示を求められた場合
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
⑤�国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合�

第5条　第三者提供を受ける際の確認及び記録
当大学は、第三者から個人データの提供を受けるに際して、法令に基づく確認を行い、記録を作成いたします。

第6条　個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等
ご自身の個人情報の開示、訂正、利用停止、削除等を希望される場合には、当大学窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応させていただきます。

第7条　法令遵守
当大学は、保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守いたします。

第8条　法個人情報保護管理体制と仕組み、および取り組みの継続的改善
当大学では、個人情報保護に関する管理の体制と仕組み、および上記各項における取り組みを適宜見直し改善していきます。

第9条　保有個人データに関する事項の公表
当大学は、保有個人データに関し、次の事項を公表します。
1　個人情報取扱事業者の名称
　学校法人茶屋四郎次郎記念学園
　東京福祉大学・大学院・短期大学部
2　全ての保有個人データの利用目的
　全ての保有個人データの利用目的は、下記の通りとします。ただし、下記に掲げられていない目的が発生した場合又は利用目的を変更した場合には、ご本人に通知いた
　します。
（１）　教務上必要とする場合（学生名簿・成績表ほか）
（２）　大学案内、募集要項、説明会案内等の送付および電話でのご案内等
（３）　卒業・修了（見込）生－就職（内定）先、国家試験・資格試験合格者一覧への掲載
（４）　東京福祉大学グループ国家試験・資格試験合格者一覧への掲載および校内掲示
（５）　東京福祉大学グループのホームページ、学校案内等、雑誌等の広報媒体への掲載
（６）　在籍校もしくは出身校が進路指導等に資するため、必要と認められた場合
（７）　健康診断等の健康管理
（８）　教職員等の人事・服務管理業務、給与・手当等支給及び福利厚生業務
（９）　受験料、入学金及び学費等学納金の収納管理業務
（10）　給与等所得、源泉徴収及び退職金管理
（11）　私学共済関係管理
（12）　図書館の貸出管理業務を行うため
（13）　国際交流運営管理業務を行うため
（14）　当大学の管理・運営に関わる業務において必要な事務を処理するため
3　ご本人が識別される保有個人データの利用目的の通知の請求、開示等の請求、苦情のお申し出先
ご本人が識別される保有個人データの利用目的の通知の請求、開示等の請求、苦情がございましたら、下記の窓口までご連絡ください。
（１）入学志願者の方　
大学・短大事務局入学課又は大学・短大事務局通信教育課
●池袋キャンパス入学課
電話　０３－３９８７－６６０２
ＦＡＸ　０３－３９８７－８４０３
受付時間　月曜日〜土曜日（祝日を除く）�１０：３０〜１７：００

２００４年１０月　１日制定
２００７年　４月　１日改訂
２０１６年　２月　１日改訂
２０１７年　５月３０日改訂

東京福祉大学・大学院・短期大学部�

◆個人情報保護基本方針の外部伝達について
●本方針は全教職員に周知徹底させるとともに、当大学のホームページ上に公表します。
●以上の基本方針は改訂を行う場合があります。�その際はホームページ上にて告知します。
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（4）問い合わせ
出願や受験に関する問い合わせ先
※受験希望キャンパスや入学希望キャンパスに関わらず下記にお問い合わせください。

東京福祉大学　伊勢崎キャンパス入学課

〒372ー0831　群馬県伊勢崎市山王町2020ー1

Tel.0270－20－3673　Fax.0270－20－3693

＜受付時間＞　午前10時〜午後5時まで

（日曜・祝日および2021年12月27日（月）〜2022年1月6日（木）、2022年1月15日（土）の業務は休み）


