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1 ．アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）
　本学の教育目的および各学科・専攻の教育目的と目標にもとづき、適切な選抜方法と基準により合否を判定し、
次の要件をそなえている人を、入学者として受け入れます。

・本学で学ぶために必要な基礎学力のある人
・自分の考えを主体的に表現することができる人
・ひととのつながりや地域社会を大切にしようとする人

　さらに、各学科・専攻はそれぞれの教育目的および学問分野の特性にあわせて、以下のアドミッション・ポリ
シーを定めています。
　
（国際文化交流学科）

・言語、文化、交流に関心をもち、自律的に学習する意欲をもつ人
・ひととのかかわりについて主体的に学び将来に活かそうとする人
・コミュニケーションの大切さを自覚し、その力を高めたい人

（生活学科 情報・経営専攻）
・情報と経営に関する専門知識と技術を学ぶことを望む人
・情報とビジネスに関するスペシャリストとして活躍したいと望む人
・情報とビジネスに関する合理的判断力と論理性を身につけたいと望む人

（生活学科 住居・デザイン専攻）
・建築あるいはデザイン分野を学ぶための基本的な能力をもつ人
・住宅の設計やデザイン制作に興味や意欲をもつ人
・建築士あるいはデザイナーとして活躍したい人

（生活学科 食物栄養専攻）
・食と健康に興味があり、学習意欲のある人
・栄養士の仕事に関心があり、栄養士をめざす人
・食の立場から他のひとを思いやる心をもつ人

（幼児教育保育学科）
・保育・幼児教育を学ぶ意志が明確な人
・集団の中で学び、身につけた知識や技能を活かす努力のできる人
・子どもと接する責任感や感性の豊かな人
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２ ．各選抜区分・選抜方法と求める能力の関連について
　本学のアドミッション・ポリシーと「学力の３要素」との関係と、それぞれの選抜区分における評価方法等に
ついては以下のとおりです。

・本学で学ぶために必要な基礎学力のある人（知識・技能）
・自分の考えを主体的に表現することができる人（思考力・判断力・表現力）
・ひととのつながりや地域社会を大切にしようとする人（主体性・多様性・協働性）

（国際文化交流学科）
・言語、文化、交流に関心をもち、自律的に学習する意欲をもつ人（知識・技能）
・ひととのかかわりについて主体的に学び将来に活かそうとする人（主体性・多様性・協働性）
・コミュニケーションの大切さを自覚し、その力を高めたい人（思考力・判断力・表現力）

（生活学科 情報・経営専攻）
・情報と経営に関する専門知識と技術を学ぶことを望む人（知識・技能）
・情報とビジネスに関するスペシャリストとして活躍したいと望む人（主体性・多様性・協働性）
・情報とビジネスに関する合理的判断力と論理性を身につけたいと望む人（思考力・判断力・表現力）

（生活学科 住居・デザイン専攻）
・建築あるいはデザイン分野を学ぶための基本的な能力をもつ人（知識・技能）
・住宅の設計やデザイン制作に興味や意欲をもつ人（思考力・判断力・表現力）
・建築士あるいはデザイナーとして活躍したい人（主体性・多様性・協働性）

（生活学科 食物栄養専攻）
・食と健康に興味があり、学習意欲のある人（主体性・多様性・協働性）
・栄養士の仕事に関心があり、栄養士をめざす人（知識・技能）
・食の立場から他のひとを思いやる心をもつ人（思考力・判断力・表現力）

（幼児教育保育学科）
・保育・幼児教育を学ぶ意志が明確な人（知識・技能）
・集団の中で学び、身につけた知識や技能を活かす努力のできる人（思考力・判断力・表現力）
・子どもと接する責任感や感性の豊かな人（主体性・多様性・協働性）

選抜区分 選抜方法

学力の ３ 要素

評価および活用方法知識
技能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

学
校
推
薦
型
選
抜

指
定
校
推
薦

小論文 
（思考表現型） ○ ○ 　

与えられた課題について自分の考えをまと
め、表現するための知識・技能、思考力・
判断力・表現力を評価する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能・主体性等を評価する。

面接 　 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。

一
般
推
薦

小論文 
（思考表現型） ○ ○ 　

与えられた課題について自分の考えをまと
め、表現するための知識・技能、思考力・
判断力・表現力を評価する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面接 　 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。
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選抜区分 選抜方法

学力の ３ 要素

評価および活用方法知識
技能

思考力
判断力
表現力

主体性
多様性
協働性

一
般
選
抜

Ａ
日
程

学力試験 ○ ○ 　
高校で習得した基礎学力、大学での学びに
必要な知識・技能、思考力・判断力・表現
力を評価する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面接 　 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。

Ｂ
日
程

学力試験 ○ ○ 　
高校で習得した基礎学力、大学での学びに
必要な知識・技能、思考力・判断力・表現
力を評価する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面接 　 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。

Ｃ
日
程

小論文 
（文章読解型） ○ ○ 　

文章の内容を理解したうえで自分の考えを
まとめ、表現するための知識・技能、思考力・
判断力・表現力を評価する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面接 　 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。

総
合
型
選
抜

自
己
推
薦
型

エントリーシート 　 ○ ○ 本学への入学意欲、入学後の学びなどにつ
いて確認し、面談に活用する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面談 
（口頭試問を含む） ○ ○ ○

エントリーシートの内容に基づき、知識・
技能、思考力・判断力・表現力、主体性・
多様性・協働性を評価する。

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
参
加
型

エントリーシート 　 ○ ○ 本学への入学意欲、入学後の学びなどにつ
いて確認し、面談に活用する。

授業体験レポート ○ ○ 　 授業体験内容の理解を確認し、面談に活用
する。

調査書 ○ 　 ○ 高校での学習成績・課外活動の状況等から
知識・技能、主体性等を評価する。

面談 
（口頭試問を含む） ○ ○ ○

エントリーシートと授業体験レポートの内
容に基づき、知識・技能、思考力・判断力・
表現力、主体性・多様性・協働性を評価する。

社
会
人

エントリーシート 　 ○ ○ 本学への入学意欲、入学後の学びなどにつ
いて確認し、面談に活用する。

面談 
（口頭試問を含む） ○ ○ ○

エントリーシートの内容に基づき、知識・
技能、思考力・判断力・表現力、主体性・
多様性・協働性を評価する。

帰
国
生
徒

エントリーシート 　 ○ ○ 本学への入学意欲、入学後の学びなどにつ
いて確認し、面談に活用する。

面談 
（口頭試問を含む） ○ ○ ○

エントリーシートの内容に基づき、知識・
技能、思考力・判断力・表現力、主体性・
多様性・協働性を評価する。

外
国
人 

留
学
生
選
抜

小論文 ○ ○ 　
文章の内容を理解したうえで自分の考えを
まとめ、表現するための知識・技能、思考力・
判断力・表現力を評価する。

面接 ○ ○
本学への入学意欲と適性を確認し、思考力・
判断力・表現力、主体性・多様性・協働性
を評価する。
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3 ．募集学科・専攻／定員／資格等
（１）学科・専攻別入学定員ならびに選抜区分別募集人員

学科・専攻 入学
定員

募 集 人 員

学校推薦型選抜 一般選抜 総合型選抜

外国人�
留学生�
選抜

・指定校推薦
・一般推薦
・学業特待選抜 １次
・学業特待選抜 ２次

・Ａ日程
・Ｂ日程
・Ｃ日程
・学業特待選抜 ３次
・学業特待選抜 ４次

・自己推薦型
・�オープンキャンパス
参加型
・社会人
・帰国生徒

国際文化交流学科 40名

70％程度 20％程度 10％程度 若干名

生
活
学
科

情報・経営専攻 35名

住居・デザイン専攻 30名

食物栄養専攻 50名

幼児教育保育学科 145名

合　計 300名

※「外国人留学生選抜」「編入学選抜」の詳細は、鳥取短期大学 入試広報課へお問い合せください。

（２）取得可能免許・資格
学科・専攻 取得可能免許・資格

国際文化交流学科 プレゼンテーション実務士、ビジネス実務士、図書館司書

生 

活 

学 

科

情報・経営専攻 上級情報処理士、情報処理士、ウェブデザイン実務士、ビジネス実務士、
実践キャリア実務士、図書館司書

住居・デザイン専攻 一級建築士受験資格※、二級建築士受験資格、木造建築士受験資格、
商業施設士補（要講習会受講）、ビジネス実務士、図書館司書

食物栄養専攻 栄養士、栄養教諭二種免許状、専門フードスペシャリスト（要認定試験合格）､
フードスペシャリスト（要認定試験合格）､医療秘書実務士、図書館司書

幼児教育保育学科 幼稚園教諭二種免許状、保育士資格、レクリエーション・インストラクター

※一級建築士の登録は、試験合格に加え実務経験４年が必要
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4 ．令和 4 年度 試験日程・試験会場
（１）試験日程

選抜区分 願書受付期間 試験日 試験
会場 合格発表 入学手続締切日

学
校
推
薦
型
選
抜

指定校推薦 11月 1 日（月）～
� 11月 ５ 日（金） 11月14日（日） 本学 12月 1 日（水） 12月10日（金）

学業特待選抜 1次

一般推薦 11月 ９ 日（火）～
� 11月18日（木） 11月28日（日） 本学 12月 ５ 日（日） 12月17日（金）

学業特待選抜 2次

一
般
選
抜

Ａ日程 1月13日（木）～
� 1 月2５日（火） 2 月 1 日（火） 本学 2 月10日（木） 2 月2５日（金）

学業特待選抜 3次

Ｂ日程 2月 3日（木）～
� 2 月14日（月） 2 月19日（土） 本学 2 月27日（日） 3 月11日（金）

学業特待選抜 4次

Ｃ日程 2月24日（木）～
� 3 月 7 日（月） ３ 月12日（土） 本学 ３ 月18日（金） 3 月24日（木）

選抜区分 願書受付期間 面談日 面談
会場 合格発表 入学手続締切日

総
合
型
選
抜

1 次 ９ 月22日（水）～
� 10月 1 日（金） 10月10日（日） 本学 11月 1 日（月） 11月12日（金）

オープンキャンパス参加型

2 次 11月16日（火）～
� 11月26日（金） 12月 ５ 日（日） 本学 12月12日（日） 12月24日（金）

3次 2月 3日（木）～
� 2 月14日（月） 2 月19日（土） 本学 2 月27日（日） 3 月11日（金）

4次 2月24日（木）～
� 3 月 7 日（月） ３ 月12日（土） 本学 ３ 月18日（金） 3 月24日（木）

※「願書受付期間」の最終日および「入学手続締切日」はすべて17時必着となりますのでご注意ください。

（２）試験会場

本学会場

鳥取短期大学

鳥取県倉吉市福庭854
TEL 0858-26-1811（代）
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5 ．出願・受験上の注意事項
（1）出願にあたっての注意事項

・�入学願書・受験票・受験確認票は、入学者選抜・学生募集要項巻末の本学所定の用紙を使用し、願書下部の
【入学願書・受験票・受験確認票の記入上の注意】をよく読み、記入してください。氏名は戸籍通りの表記
で記入してください。（略字は使用しないでください）

・�出願書類一式は、巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送し
てください。持参される場合は、平日９：00～17：00�の間に鳥取短期大学�入試広報課へお持ちください。
願書受付期間終了後の出願は一切受け付けません。

・受験料は、下記「６．受験料の払込方法」を確認の上、払い込みください。
・�受験票は、簡易書留・速達扱いにて郵送します。試験日の３日前までに到着していない場合は、鳥取短期大

学�入試広報課へご連絡ください。
・一度提出された出願書類一式は、返還することができません。
・�出願書類に記載された住所等の本人情報が変更になった場合は、鳥取短期大学�入試広報課へご連絡ください。

転居等の場合は、郵便局での転送の手続きを行ってください。

（2）受験上の配慮について
　受験上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の１か月前までに鳥取短期大学 入試広報課へご相
談ください。なお、就学上、特別の配慮を必要とする場合は、入学までに同じく鳥取短期大学 入試広報課へ
ご相談ください。

（3）感染症（インフルエンザ等）に罹患した場合の対応について
� 試験当日、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患し、治癒してい
ない場合、他の受験者や試験監督者等に感染する恐れがありますので、受験をご遠慮願います。その場合は、
試験日の受付終了時刻までに鳥取短期大学�入試広報課へご連絡ください。

（4）選抜結果について
� 選抜結果は、合格発表日に本人宛へ文書で簡易書留・配達日指定にて郵送します。電話でのお問い合せには
応じられません。

6 ．受験料の払込方法
受験料払込における注意事項

・�受験料は願書受付期間内に銀行振込にて払い込みください。願書受付期間最終日は、金融機関窓口は15時ま
で、銀行ATMおよびネットバンキングは17時までに払い込みください。

・振込手数料は本人負担となります。
・銀行払込の受領証は提出不要です。控えとして大切に保管してください。

振込先等

【振 込 先 】　山陰合同銀行　倉吉駅前出張所� 　（普）４５０５２２０

【口 座 名 】　学校法人　藤田学院

【振込人欄】　�受験者本人の「氏名」※を記入もしくは入力してください。�
※�保護者等の氏名の場合、本人確認ができませんのでご注意ください。
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７ ．学校推薦型選抜・指定校推薦
（1）出願資格
　　次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

　①本学が推薦を依頼する高等学校を令和４年３月卒業見込みの者
　②人物・学業ともに優れ、学校長の推薦をうけた者
　③本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者

（2）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学校推薦型選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
（第二志望の欄には何も記入しないでください）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの

推薦書（指定校推薦 用） 本学所定の用紙を高等学校進路指導部宛にお渡しします
（学力の３要素に関する評価が記載されたもの）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」・「とりたん同窓会支援（入学金免除型）」）は、「19.
奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（3）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

11月 1 日（月）～
　11月 ５ 日（金）17時必着 11月14日（日） 本学 12月 1 日（水） 12月10日（金）17時必着

（4）試験時間
９ ：00～ ９ ：10 ９ ：30～10：10 10：40～

連　絡 小論文（思考表現型）
300字程度

個人面接（��国際文化交流学科、情報・経営専攻、住居・デザイン専攻、�
食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

（5）選抜方法
　小論文・面接・書類審査の結果を総合して判定します。
　小論文では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適切に評価します。
　※指定校推薦では、第二志望の選抜はありません。
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８ ．学業特待選抜 １次
　学業特待選抜１次は、指定校推薦の出願者のうち、特に学業に優れた人を対象として行う選抜です。合格者に
は、奨学金として授業料相当額（69万円）の全額または半額が支給されます。
　学業特待選抜１次が不合格の場合、指定校推薦の受験者として合否判定を行います。（受験料の別途追加は必
要ありません）

（１）出願資格
　「７．学校推薦型選抜・指定校推薦」（p. 7）の出願資格を満たし、入学後の学習目標を明確に持っている者
です。

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学業特待選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
（第二志望の欄には何も記入しないでください）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの

推薦書（指定校推薦 用）
本学所定の用紙を高等学校進路指導部宛にお渡しします
（学力の３要素に関する評価が記載されたもの）
推薦書の「学業特待の有無」欄に必ず○をしてください

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※ 奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」・「とりたん同窓会支援（入学金免除型）」）は、「19．
奨学金制度」（p. 26）を確認の上、該当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円 　※「６．受験料の払込方法」（p. 6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

11月 1 日（月）～
　11月 ５ 日（金）17時必着 11月14日（日） 本学 12月 1 日（水） 12月10日（金）17時必着

（４）試験時間
9 ：00～ 9 ：10 9 ：30～10：10 10：30～11：1５ 11：3５～12：20 13：20～

連　絡
小論文

（思考表現型）
300字程度

［学力試験］
国語

（国語総合〔古文・ 
漢文を除く〕）

［学力試験］
英語

（コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（ 国際文化交流学科、情報・
経営専攻、住居・デザ
イン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

（５）選抜方法
　学力試験（国語と英語の２教科）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験は、「思考力・判
断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。
※学業特待選抜１次では、第二志望の選抜はありません。
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9 ．学校推薦型選抜・一般推薦
（１）出願資格

　次のすべてに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
①高等学校もしくは中等教育学校を平成29年３月以降に卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
②学校長の推薦をうけた者

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学校推薦型選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書 出身学校で作成し厳封されたもの

推薦書（一般推薦 用）
本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
（学力の３要素に関する評価が記載されたもの）
（推薦書への第二志望の学科･専攻の記入は不要です） 

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号 （住所・氏名を明記したもの）

※ 奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」・「とりたん同窓会支援（入学金免除型）」）は、「19．
奨学金制度」（p. 26）を確認の上、該当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円 　※「６．受験料の払込方法」（p. 6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

11月 ９ 日（火）～
　11月18日（木）17時必着 11月28日（日） 本学 12月 ５ 日（日） 12月17日（金）17時必着

（４）試験時間
９ ：00～ ９ ：10 ９ ：30～10：10 10：40～

連　絡 小論文（思考表現型）
300字程度

個人面接（  国際文化交流学科、情報・経営専攻、住居・デザイン専攻、 
食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　小論文・面接・書類審査の結果を総合して判定します。
　小論文では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適切に評価します。
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10．学業特待選抜 ２次［専願・併願］
　学業特待選抜２次は、一般推薦の出願者のうち、特に学業に優れた人を対象として行う選抜です。合格者には、
奨学金として授業料相当額（69万円）の全額または半額が支給されます。
　学業特待選抜２次が不合格の場合、一般推薦の受験者として合否判定を行います。（受験料の別途追加は必要
ありません）

・�［専願］で出願し合格した場合は、必ず本学へ入学していただきます。学業特待選抜２次が不合格で、一般
推薦が合格の場合は、併願を可とします。

・�［併願］で出願し合格した場合は、本学へ入学した場合にのみ奨学金が支給されます。

（１）出願資格
　「９．学校推薦型選抜・一般推薦」（p.�9）の出願資格を満たし、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学業特待選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科・専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書 出身学校で作成し厳封されたもの

推薦書（一般推薦 用）

本学所定の用紙（入学者選抜要項の巻末）
（学力の３要素に関する評価が記載されたもの）
推薦書の「学業特待の有無」欄に必ず○をしてください
（推薦書への第二志望の学科・専攻の記入は不要です）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」・「とりたん同窓会支援（入学金免除型）」）は、「19．
奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

11月 ９ 日（火）～
　11月18日（木）17時必着 11月28日（日） 本学 12月 ５ 日（日） 12月17日（金）17時必着

（４）試験時間
９ ：00～ ９ ：10 ９ ：30～10：10 10：30～11：1５ 11：3５～12：20 13：20～

連　絡
小論文

（思考表現型）
300字程度

［学力試験］
国語

（国語総合〔古文・
漢文を除く〕）

［学力試験］
英語

（コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（�国際文化交流学科、情報・
経営専攻、住居・デザ
イン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科・専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（国語と英語の２教科）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験は、「思考力・判
断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。

10



11．一般選抜（Ａ日程）
（１）出願資格

　次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
①�高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
②�通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和４年３月修了見込みの者
③�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た者

（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）および令和４年３月31日までにこれに該当する見込みの者
④�本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお問い

合せください）

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（一般選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書

出身学校で作成し厳封されたもの（調査書が発行できない場合は出願前に鳥
取短期大学 入試広報課へお問い合せください）
高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。
高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

１月１3日（木）～
　 １月25日（火）１7時必着 2月 １日（火） 本学 2月１0日（木） 2月25日（金）１7時必着

（４）試験時間
9 ：50～１0：00 １0：20～１１：20 １１：50～

連　絡
［学力試験（１教科選択）］

①国語（国語総合〔古文・漢文を除く〕）
②英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（�国際文化交流学科、情報・経営専攻、�
住居・デザイン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（国語・英語のいずれか１教科を選択）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験は、
「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。
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12．学業特待選抜 ３次［専願・併願］
　学業特待選抜３次は、一般選抜（Ａ日程）の出願者のうち、特に学業に優れた人を対象として行う選抜です。
合格者には、奨学金として授業料相当額（69万円）の全額または半額が支給されます。
　学業特待選抜３次が不合格の場合、一般選抜（Ａ日程）の受験者として合否判定を行います。（受験料の別途
追加は必要ありません）

・�［専願］で出願し合格した場合は、必ず本学へ入学していただきます。学業特待選抜３次が不合格で、一般
選抜（Ａ日程）が合格の場合は、併願を可とします。

・［併願］で出願し合格した場合は、本学へ入学した場合にのみ奨学金が支給されます。

（１）出願資格
　「11．一般選抜（Ａ日程）」（p.11）の出願資格を満たし、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学業特待選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）
合否判定のため、国語・英語のいずれかを必ず選択し、記入してください。

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書

出身学校で作成し厳封されたもの（調査書が発行できない場合は出願前に鳥
取短期大学 入試広報課へお問い合せください）
高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。
高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

１月１3日（木）～
  １ 月25日（火）１7時必着 2月 １日（火） 本学 2月１0日（木） 2月25日（金）１7時必着

（４）試験時間
9 ：30～ 9 ：40 １0：00～１１：00 １１：20～１2：20 １3：20～

連　絡
［学力試験］

国語
（国語総合〔古文・漢文を
除く〕）

［学力試験］
英語

（コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（�国際文化交流学科、情報・経営専攻、�
住居・デザイン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（国語と英語の２教科）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験は、「思考力・判
断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。
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13．一般選抜（Ｂ日程）
（１）出願資格

　次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和４年３月修了見込みの者
③�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た者

（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）および令和４年３月31日までにこれに該当する見込みの者
④�本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお問い

合せください）

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（一般選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書

出身学校で作成し厳封されたもの（調査書が発行できない場合は出願前に鳥
取短期大学 入試広報課へお問い合せください）
高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。
高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

２月 ３日（木）～
  ２ 月14日（月）17時必着 ２月19日（土） 本学 ２月２7日（日） ３月11日（金）17時必着

（４）試験時間
9 ：50～10：00 10：２0～11：２0 11：50～

連　絡
［学力試験（１教科選択）］

①国語（国語総合〔古文・漢文を除く〕）
②英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（�国際文化交流学科、情報・経営専攻、
住居・デザイン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（国語・英語のいずれか１教科を選択）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験
は、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。
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14．学業特待選抜 4次［専願・併願］
　学業特待選抜４次は、一般選抜（Ｂ日程）の出願者のうち、特に学業に優れた人を対象として行う選抜です。
合格者には、奨学金として授業料相当額（69万円）の全額または半額が支給されます。
　学業特待選抜４次が不合格の場合、一般選抜（Ｂ日程）の受験者として合否判定を行います。（受験料の別途
追加は必要ありません）

・�［専願］で出願し合格した場合は、必ず本学へ入学していただきます。学業特待選抜４次が不合格で、一般
選抜（Ｂ日程）が合格の場合は、併願を可とします。

・�［併願］で出願し合格した場合は、本学へ入学した場合にのみ奨学金が支給されます。

（１）出願資格
　「13．一般選抜（Ｂ日程）」（p.�13）の出願資格を満たし、入学後の学習目標を明確に持っている者です。

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（学業特待選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）
合否判定のため、国語・英語のいずれかを必ず選択し、記入してください。

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書

出身学校で作成し厳封されたもの（調査書が発行できない場合は出願前に鳥
取短期大学 入試広報課へお問い合せください）
高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。
高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

２月 ３日（木）～
　 ２月14日（月）17時必着 ２月19日（土） 本学 ２月２7日（日） ３月11日（金）17時必着

（４）試験時間
9 ：３0～ 9 ：40 10：00～11：00 11：２0～1２：２0 1３：２0～

連　絡
［学力試験］

国語
（国語総合〔古文・漢文を
除く〕）

［学力試験］
英語

（コミュニケーション英語
Ⅰ・Ⅱ）

個人面接（�国際文化交流学科、情報・経営専攻、�
住居・デザイン専攻、食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（国語と英語の２教科）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。学力試験は、「思考力・判
断力・表現力」を評価するため、自らの考えを立論し、それを表現する記述式問題を含みます。
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15．一般選抜（Ｃ日程）
（１）出願資格

　次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
①�高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
②�通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和４年３月修了見込みの者
③�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た者

（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）および令和４年３月31日までにこれに該当する見込みの者
④�本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお問い

合せください）

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票・受験確認票
（一般選抜 用）

本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）
第二志望の学科･専攻がある場合は、必ず記入してください。
（第二志望受験による受験料の別途追加は必要ありません）

写真（３枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください）

調査書

出身学校で作成し厳封されたもの（調査書が発行できない場合は出願前に鳥
取短期大学 入試広報課へお問い合せください）
高等学校卒業程度認定試験の合格者は、「合格成績証明書」が必要です。
高等学校等へ在籍期間がある場合は在籍期間中の成績証明書も必要です。

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）試験日程
願書受付期間 試験日 試験会場 合格発表 入学手続締切日

２月２4日（木）～
　 ３月 ７日（月）1７時必着 ３月1２日（土） 本学 ３月18日（金） ３月２4日（木）1７時必着

（４）試験時間
9 ：50～10：00 10：２0～11：２0 11：50～

連　絡
［学力試験］

小論文（文章読解型）
800字程度

個人面接（�国際文化交流学科、情報・経営専攻、住居・デザイン専攻、
食物栄養専攻）

集団面接（幼児教育保育学科）

※第二志望の学科･専攻がある場合は、第一志望の面接終了後、引き続いて第二志望の面接を行います。

（５）選抜方法
　学力試験（小論文）・面接・書類審査の結果を総合して判定します。
　小論文では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適切に評価します。
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16．総合型選抜
　総合型選抜は、調査書や志願者本人が記載するエントリーシート、口頭試問を含む個人面談により、志願者の
意欲・適性などを、多面的・総合的に評価したうえで選抜を行う方式です。総合型選抜は専願（合格した場合必
ず本学へ入学）とします。

（1）総合型選抜を適用する選抜区分
①自己推薦型　②オープンキャンパス参加型　③社会人　④帰国生徒

（2）募集人員
　入学定員の10％程度

（3）選抜の流れ
　出願書類（エントリーシート等）の提出　

出願を希望する選抜区分の「出願資格」を確認し、出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、
願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて郵送してください。
持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。
※エントリーシートは、巻末の出願を希望する選抜区分のエントリーシートを使用してください。

　出願資格の確認　

提出された出願書類（エントリーシート等）が出願資格を満たしているか確認した上で、受験票およ
び面談時間を郵送にてお知らせします。

　面　　談　

面談会場：本学

提出されたエントリーシート等の書類をもとに以下の内容について面談を行います。
　①出願資格と各学科・専攻への関連性および志望動機等についての確認
　②意欲・適性についての把握
　③志望した学科・専攻の教育内容についての詳細な説明
　④「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適切に評価するための口頭試問

　合格発表　

　選抜結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。
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16- 1 ．総合型選抜（自己推薦型）［ 1次～ 4次］
　総合型選抜（自己推薦型）は、勉学、文化・芸術活動、社会活動、スポーツ等に積極的に取り組み、そこで培っ
たことを、本学各学科・専攻での学びに積極的に活かそうとする意欲と熱意を持つ人を対象として行う選抜です。

（1）出願資格
　次の①～③のすべての項目に該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。
　ただし、②は該当する項目により、出願時に、該当する証明書類の提出が必要となります。

①次のいずれかに該当する者
a　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
b　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和４年３月修了見込みの者
c　�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た

者（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）および令和４年３月31日までにこれに該当する見込みの
者

d　�本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお
問い合せください）

②過去３年間の活動実績が、次のいずれかに該当する者
a　文化、芸術活動に優れた実績のある者もしくは積極的に取り組んだ者
　・活動実績のわかるものを添付してください。（様式は自由、コピー可）
b　ボランティア活動等で社会貢献をしている者
　・活動実績のわかるものを添付してください。（様式は自由、コピー可）
c　競技領域に優れた実績のある者もしくは積極的に取り組んだ者
　・活動実績のわかるものを添付してください。（様式は自由、コピー可）
d　各種の公的な資格を有する者
　・公的資格等のわかるものを添付してください。（コピー可）

主な公的資格（参考）
　英語検定、日本語検定、日本漢字能力検定、日商簿記検定、全商簿記検定、
　全商情報処理検定、全工情報技術検定、色彩検定、家庭科技術検定食物、
　調理師免許 など

e　高等学校等の教科で特に優れた教科目のある者（本学での学びへの関連が必要です）
　・原則として、調査書により確認しますので証明書類の提出は不要です。
f　その他（上記以外の活動）
　・活動実績のわかるものを添付してください。（様式は自由、コピー可）

③本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者

※実績や提出書類についてのご質問・ご相談は、鳥取短期大学 入試広報課へお問い合せください。
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（2）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票
（総合型選抜 用） 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

写真（２枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書と受験票に貼付してください）

調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの

エントリーシート 本学所定の用紙「総合型選抜（自己推薦型）エントリーシート」
（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

証明書類 「（1）出願資格　②過去３年間の活動実績」（p.�17）で該当する項目の活動実績を
証明する書類（eの該当者は不要）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p. 26）を確認の上、該
当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（3）選抜方法
　面談・書類審査の結果を総合して判定します。

（4）試験日程
選抜
区分 願書受付期間 面談日 面談会場 合格発表 入学手続締切日

１次 ９月22日（水）～
　１0月 １ 日（金）１7時必着 １0月１0日（日）

本学

１１月 １ 日（月） １１月１2日（金）１7時必着

2次 １１月１6日（火）～
　１１月26日（金）１7時必着 １2月 ５ 日（日） １2月１2日（日） １2月24日（金）１7時必着

３次 2月 ３日（木）～
　 2月１4日（月）１7時必着 2月１９日（土） 2月27日（日） ３月１１日（金）１7時必着

4次 2月24日（木）～
　 ３月 7日（月）１7時必着 ３月１2日（土） ３月１8日（金） ３月24日（木）１7時必着
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16- 2 ．総合型選抜（オープンキャンパス参加型）
　総合型選抜（オープンキャンパス参加型）は、本学の開催するオープンキャンパス（会場型・WEB型）に参
加し、各学科・専攻の学びを体験した上で、本学および各学科・専攻のアドミッション・ポリシーを十分に理解
し、入学後の学習目標を明確に持っている人を対象として行う選抜です。
オープンキャンパス参加型は、総合型選抜１次との同時エントリーはできません。

（１）出願資格
　次のいずれかに該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。令和３年６月、７月、８月、９月に
開催される鳥取短期大学オープンキャンパス（会場型・WEB型）に１回以上参加しており、本学への進学を
強く希望し、合格した場合、必ず入学することを条件とします。

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者および令和４年３月修了見込みの者
③�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た者

（例：高等学校卒業程度認定試験合格者）および令和４年３月31日までにこれに該当する見込みの者
④�本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお問い

合せください）

（２）オープンキャンパスへの参加
　志望する学科・専攻の授業体験に出席または授業体験動画を視聴し、その内容について600字以上で巻末の「総
合型選抜（オープンキャンパス参加型）授業体験レポート」にまとめてください。

（３）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票
（総合型選抜 用） 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

写真（２枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書と受験票に貼付してください）

調査書 出身高等学校で作成し厳封されたもの

エントリーシート 本学所定の用紙「総合型選抜（オープンキャンパス参加型）エントリーシート」
（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

授業体験レポート 本学所定の用紙「総合型選抜（オープンキャンパス参加型）授業体験レポート」
（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p. 26）を確認の上、該
当する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（４）選抜方法
　面談・書類審査の結果を総合して判定します。

（５）試験日程
出願期間 面談日 面談会場 合格発表 入学手続締切日

9月22日（水）～
　10月 1 日（金）17時必着 10月10日（日） 本学 11月 1 日（月） 11月12日（金）17時必着
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16- 3 ．総合型選抜（社会人）［ 1次～ ４次］
　総合型選抜（社会人）は、すでに高等学校等を卒業して社会人として生活し、大学でさらなる学びを求める社
会人を対象として行う選抜です。入学した場合には、学習を支援するために、年間20万円の奨学金が支給されます。

（１）出願資格
　社会経験を有する22歳以上の者（令和４年３月31日までに22歳となる者を含む）で次のいずれかに該当し、
入学後の学習目標を明確に持っている者です。本学への進学を強く希望し、合格した場合、必ず入学すること
を条件とします。

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③�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た者
④��本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者（鳥取短期大学 入試広報課へお問い

合せください）

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00�の間に鳥取短期大学�入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票
（総合型選抜 用） 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

写真（２枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書と受験票に貼付してください）

高等学校卒業証明書 出身学校で作成したもの
（または高等学校卒業と同等以上の能力を有することを証明する書類）

エントリーシート 本学所定の用紙「総合型選抜（社会人）エントリーシート」
�（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※�奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p.�26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円 　※「６．受験料の払込方法」（p.�6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）選抜方法
　面談・書類審査の結果を総合して判定します。

（４）試験日程
選抜
区分 出願期間 面談日 面談会場 合格発表 入学手続締切日

１次 ９月22日（水）～
　１0月 １ 日（金）１7時必着 １0月１0日（日）

本学

１１月 １ 日（月） １１月１2日（金）１7時必着

2次 １１月１6日（火）～
　１１月26日（金）１7時必着 １2月 ５ 日（日） １2月１2日（日） １2月24日（金）１7時必着

３次 2月 ３日（木）～
　 2月１4日（月）１7時必着 2月１９日（土） 2月27日（日） ３月１１日（金）１7時必着

4次 2月24日（木）～
　 ３月 7日（月）１7時必着 ３月１2日（土） ３月１8日（金） ３月24日（木）１7時必着

20



（５）入学後の特典等
①社会人奨学金制度があります

　入学者全員に年間20万円の奨学金を最大２年間支給します。ただし、２年次に進級する時点で継続希望者
は改めて所定の手続をし、審査を受けます。

②２年分の学費で３年間または４年間の修学が可能です
　必ずしも２年間でなく、３年間または４年間をかけてゆとりをもって修学することができます。入学当初
から３年間または４年間の修学を希望する場合は、２年間分の学費をその年数に分割して納入することがで
きます。

③単位の読み替えが可能です
　これまでに他の高等教育機関で取得した単位や技能審査合格を、文部科学省の基準に基づいた本学の規程
により、修得単位として読み替えることができます。（入学後審査）

④育児、介護をしながら学ぶことができます
　お子様や介護が必要な方を預けて学ぶことができるよう、近隣の施設を紹介します。育児施設につきまし
ては、キャンパス内併設の認定こども園 鳥取短期大学附属こども園があります。入園された場合、基本保
育料が半額となります。

⑤専門実践教育訓練給付制度が利用できます（生活学科 食物栄養専攻、幼児教育保育学科）
　就労経験がある方で、所定の条件を満たし、資格を取得した場合、教育訓練経費が支給されます。詳しく
は、お近くのハローワークにお問い合せください。
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16- 4 ．総合型選抜（帰国生徒）［ 1次～ 4次］
 総合型選抜（帰国生徒）は、日本国籍を有する人および日本国内の永住許可を得ている人のうち、保護者の海
外勤務等により外国で学校教育を受けた人で、本学各学科・専攻の特色を理解し、専門分野の学びに意欲を持つ
人を対象として行う選抜です。

（１）出願資格
　日本国籍を有する者および日本国内の永住許可を得ている者のうち、次のいずれかに該当する者で、入学後
の学習目標を明確に持っている者です。本学への進学を強く希望し、合格した場合、必ず入学することを条件
とします。

① 外国において学校教育における12年の課程を修了した者および令和４年３月31日までに修了見込みの     
者またはこれに準ずると文部科学大臣が認めた者

　 ただし、12年の課程には、外国において最終学年を含めて２年以上継続して学校教育を受けていることを
条件とする。また、外国に設置されたものであっても日本の学校教育法に準拠した教育を施している学校
に在籍した者については、その期間を、外国において学校教育を受けたものとはみなさない。

② 国際バカロレア資格、バカロレア資格、アビトゥア資格、GCEAレベル資格を有する者で、18才に達した
者または令和４年３月31日までに18才に達する者

（２）出願手続
①出願書類の提出

　下記の出願書類一式を巻末の封筒（角形２号）を利用し、願書受付期間内必着で簡易書留・速達扱いにて
郵送してください。持参される場合は、平日９：00～17：00 の間に鳥取短期大学 入試広報課へお持ちください。

出願書類一式 備　考

入学願書・受験票
（総合型選抜 用） 本学所定の用紙（入学者選抜・学生募集要項の巻末）

写真（２枚） たて４cm×よこ３cm（入学願書と受験票に貼付してください）

各種証明書 「（1）出願資格」を証明する書類

エントリーシート 本学所定の用紙「総合型選抜（帰国生徒）エントリーシート」
 （入学者選抜・学生募集要項の巻末）

受験票送付用封筒 巻末の封筒 長形３号（住所・氏名を明記したもの）

※ 奨学金制度利用希望者（「とりたんファミリー支援（入学金免除型）」）は、「19．奨学金制度」（p. 26）を確認の上、該当
する支援制度の願書を提出してください。

②受験料の払込
受験料 25,000円　※「６．受験料の払込方法」（p. 6）を確認の上、願書受付期間内に払い込みください。

（３）選抜方法
　面談・書類審査の結果を総合して判定します。

（４）試験日程
選抜
区分 出願期間 面談日 面談会場 合格発表 入学手続締切日

1次 ９月22日（水）～
　10月 1 日（金）17時必着 10月10日（日）

本学

11月 1 日（月） 11月12日（金）17時必着

2次 11月16日（火）～
　11月26日（金）17時必着 12月 ５ 日（日） 12月12日（日） 12月24日（金）17時必着

3次 2月 3日（木）～
　 2月14日（月）17時必着 2月1９日（土） 2月27日（日） 3月11日（金）17時必着

4次 2月24日（木）～
　 3月 7日（月）17時必着 3月12日（土） 3月18日（金） 3月24日（木）17時必着
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17．入学手続
　各選抜の合格発表日に、（配達日指定・簡易書留にて）合否通知書を送付いたします。合格した場合、合格通
知書と併せて入学手続に関する書類を送付しますので、入学手続締切日までに入学手続を完了してください。入
学手続を完了した方には、後日、入学手続完了通知および入学式の案内等を送付いたします。
　入学手続締切までに入学手続をしないときは、合格を取り消します。

選抜区分 入学手続締切日 選抜区分 入学手続締切日

学校推薦型選抜・指定校推薦
学業特待選抜 １ 次 １2月１0日（金） 総合型選抜 １ 次

オープンキャンパス参加型 １１月１2日（金）

学校推薦型選抜・一般推薦
学業特待選抜 2 次 １2月１7日（金） 総合型選抜 2 次 １2月24日（金）

一般選抜（Ａ日程）
学業特待選抜 ３ 次  2 月25日（金） 総合型選抜 ３ 次 ３ 月１１日（金）

一般選抜（Ｂ日程）
学業特待選抜 4 次  ３ 月１１日（金） 総合型選抜 4 次 ３ 月24日（木）

一般選抜（Ｃ日程）  ３ 月24日（木）

※いずれも入学手続締切日は17時必着

入学辞退について
・�入学手続完了後に入学の辞退を希望する場合は、必ず本学所定の入学辞退届出用紙を請求のうえ、令和４年３

月31日（木）17：00まで（必着）に提出してください。
・�一般推薦、一般選抜（Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程）、学業特待選抜［併願］の各選抜の入学手続者で納入金を一

括納入している場合、入学金（240,000円）を除く納入金を返還いたします。
・�専願を対象とする選抜（指定校推薦、学業特待選抜［専願］、総合型選抜）の入学手続者の場合は、納入金を

返還いたしません。
・�入学辞退届を直接持参する場合は、平日９：00～17：00�の間に鳥取短期大学�入試広報課へお持ちください。

鳥取看護大学を併願する場合の取り扱いについて
・�鳥取短期大学に入学手続をした人が鳥取看護大学を受験して合格し、同大学に入学を希望する場合は、鳥取短

期大学に入学辞退届を提出してください。その上で、鳥取短期大学に納入した入学金（240,000円）と鳥取看
護大学の入学金（300,000円）の差額（60,000円）を鳥取看護大学に納入してください。

・�逆に、鳥取看護大学に入学手続をした人が鳥取短期大学を受験して合格し、同短大に入学を希望する場合は、
鳥取看護大学に入学辞退届を提出してください。書類の確認後、鳥取看護大学から入学金の差額を返還します。
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18．学費
（１）入学初年度に必要な納入金について

（以下、金額の単位は円とする）

学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

入学金 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

学
費

授業料 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000
教育・設備充実費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

実習費 － － － 40,000 50,000

諸
会
費
等

後援会費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
学友会費 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

学生教育研究災害傷害保険・
付帯賠償責任保険（２年間分） 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

合計 1,158,080 1,158,080 1,158,080 1,198,080 1,208,080
※�学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険のみ、２年間分の納入が必要となります。ただし、金額が改定された場

合はその改定額とします。

（２）２年次に必要な納入金について
入学金（240,000円）と学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険（2,080円）を除き、同窓会費（10,000

円）を加えた下記の金額となります。ただし、学費が改定された場合は、その改定額とします。
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

学
費

授業料 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000
教育・設備充実費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

実習費 － － － 40,000 50,000
諸
会
費
等

後援会費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
学友会費 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

同窓会費（２年次のみ） 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
合計 926,000 926,000 926,000 966,000 976,000

（３）その他の必要経費
履修する授業科目によっては、材料費などの実費を徴収することがあります。

（４）入学手続時の納入方法について
入学手続時に納入する入学金、学費、諸会費等は、「一括納入」または「分割納入」のいずれかの方法によ

る納入となります。入学手続に関する書類を確認の上、納入してください。

①一括納入の場合
以下の金額を入学手続締切日までに納入してください。（選抜区分によって納入締切日が異なります）
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

入学金 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

学費 890,000 890,000 890,000 930,000 940,000

諸会費等 28,080 28,080 28,080 28,080 28,080

合計 1,158,080 1,158,080 1,158,080 1,198,080 1,208,080
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②分割納入の場合
・入学手続時には、入学金（240,000円）のみを納入します。
・学費（授業料、教育・設備充実費、実習費）は、入学後、下表のとおり４期に分けて納入します。
・�諸会費等（後援会費、学友会費、学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険）は、第１期に学費ととも

に納入します。
　・学費等の納入には、ゆうちょ銀行の口座振替がご利用いただけます。（口座振替日を必ずご確認ください）

〈入学手続時（選抜区分によって納入締切が異なります）〉
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

入学金 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

〈第１期　令和４年４月末　納入締切〉� ※ゆうちょ銀行口座振替日は令和４年４月25日（月）
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

学費 230,000 230,000 230,000 270,000 280,000

諸会費等 28,080 28,080 28,080 28,080 28,080

合計 258,080 258,080 258,080 298,080 308,080

〈第２期　令和４年６月末　納入締切〉� ※ゆうちょ銀行口座振替日は令和４年６月27日（月）
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

学費 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

〈第３期　令和４年10月末　納入締切〉� ※ゆうちょ銀行口座振替日は令和４年10月25日（火）
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

学費 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

〈第４期　令和４年12月26日（月）　納入締切〉� ※ゆうちょ銀行口座振替日は令和４年12月26日（月）
学科・専攻

区分
国際文化交流学科

生活学科
幼児教育保育学科

情報・経営専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻

学費 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

（５）２年次の納入方法について
・入学初年度と同様に、「一括納入」または「分割納入」いずれかの方法による納入となります。
・納入方法などの詳細については、入学後に別途ご案内いたします。
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19．奨学金制度（給付型・入学金免除型・貸与型）

鳥取県保育士等修学資金貸付制度（貸与型）
　鳥取県内で従事する保育士または幼稚園教諭の養成を目的として、経済的な理由から鳥取短期大学 幼児
教育保育学科への進学が困難な鳥取県内出身学生に対して、鳥取県から入学金や学費の一部に相当する金額
が貸与（無利子）されます。
　卒業後、鳥取県内の保育所等において、保育士または幼稚園教諭等として一定期間従事した場合には、貸
付金の返還が免除されます。詳しくは、鳥取県子育て・人材局 子育て王国課（0857-26-7150）にお問い合
せください。

とりたん特待生奨学金（給付型）
　学業特待選抜の成績優秀者に対して、特待生として、本学独自の奨学金（年間69万円または34.5万円）を
支給します。奨学金を希望する人は学業特待選抜を受験してください。
　支給の期間は１年間を単位とします。２年次に進級する時点で、継続希望者は改めて所定の手続をし、審
査を受けます。この奨学金は、返済の必要はありません。

とりたん社会人奨学金（給付型）
　社会人の勉学を支援するために、総合型選抜（社会人）で入学したすべての社会人に対して、年間20万円
の奨学金を２年間支給します。ただし、２年次に進級する時点で、継続希望者は改めて所定の手続をし、審
査を受けます。この奨学金は、返済の必要はありません。

とりたんファミリー支援（入学金免除型）
　家族（兄弟・姉妹・親子〔２親等内〕）が鳥取短期大学、鳥取短期大学 専攻科、鳥取看護大学あるいは鳥
取看護大学大学院に同時に入学または在籍する場合、経済的負担を軽減するために、入学金（24万円）を免
除する制度です。
　出願時に家族が鳥取短期大学、鳥取短期大学 専攻科、鳥取看護大学あるいは鳥取看護大学大学院に在籍
しているすべての入学予定者に対して、入学金を免除します。
　また、同一家族が２人以上で鳥取短期大学、鳥取短期大学 専攻科、鳥取看護大学あるいは鳥取看護大学
大学院に同時に入学する場合は、２人目以降の入学金を免除します。申請対象者はすべての選抜において専
願の受験者です。
　この支援制度を希望する人は、入学願書を提出する際、本支援制度の願書を一緒に提出してください。願
書一式は、鳥取短期大学 入試広報課へ請求してください。

とりたん同窓会支援（入学金免除型）
　鳥取短期大学同窓会組織である「白鳥会」の基金による支援制度です。本学の卒業生（「白鳥会」会員）
の家族（兄弟・姉妹・親子〔２親等内〕）が本学へ入学する際、人物・学業ともに優秀で、経済的援助を必
要とする学生に対して、審査により入学金（24万円）を免除します。
　申請対象者は、学校推薦型選抜・指定校推薦、学業特待選抜１次、学校推薦型選抜・一般推薦、学業特待
選抜２次の［専願］の受験者です。
　この制度を希望する人は、入学願書を提出する際、本支援制度の願書を一緒に提出してください。願書一
式は、鳥取短期大学 入試広報課へ請求してください。

かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金（入学生･給付型）
　学校推薦型選抜から一般選抜（Ｂ日程）、総合型選抜１次から４次までの入学手続完了者で、活発な地域
活動の実績があり、入学後も地域での活動を行う強い意志や意欲を持つ者に対し、審査により地域活動奨励
金（10万円）を支給します。この奨励金は、返済の必要はありません。詳しくは、鳥取短期大学 入試広報
課までお問い合せください。

出願前申請

出願時申請

手続後申請
NEW

26



とりたん奨学金（給付型）
　入学後の勉学を支援するために、人物・学業ともに優秀で、経済的な援助を必要とする学生に対して、審
査により本学独自の奨学金（年間69万円または34.5万円）を支給します。奨学生の期間は１年間を単位とし
ます。２年次に進級する時点で、継続希望者は改めて所定の手続をし、審査を受けます。この奨学金は、返
済の必要はありません。詳しくは、入学後、鳥取短期大学 学生課へお問い合せください。

とりたん後援会奨学金（給付型）
　入学後、学費支弁者に不測の事態が生じ、経済的理由によって修学に困難が生じた場合、鳥取短期大学後
援会より奨学金（年間69万円または34.5万円）が支給されます。この奨学金は、返済の必要はありません。
詳しくは、入学後、鳥取短期大学 学生課へお問い合せください。

とりたん学業優秀者奨励制度（給付型）
　年間を通して勉学に積極的に取り組み優れた成果をあげた学生（30名）に対して、審査により奨励金（10
万円）が支給されます。この奨励金は、返済の必要はありません。

かんとりぃ☆とりたん地域活動奨励金（在学生･給付型）
　入学後、年間を通して活発な地域活動の実績をあげた学生に対し、審査により地域活動奨励金（10万円）
を支給します。この奨励金は、返済の必要はありません。

とりたん「ひとり暮らしスタート」応援制度（給付型）
　本学へ入学するためにアパートや寮でひとり暮らしを始める学生に対して、経済的負担を軽減し円滑に大
学生活をスタートすることができるよう一律に応援金（10万円）が支給されます。この応援金は、返済の必
要はありません。詳しくは、入学後、鳥取短期大学 学生課へお問い合せください。

高等教育の修学支援制度・日本学生支援機構奨学金
　日本学生支援機構の定める基準に該当する人は、下記の制度を利用することができます。詳しくは、入学
後、鳥取短期大学 学生課へお問い合せください。
　また、高等学校在学中に申し込みを行う「大学等予約採用」制度があります。申請時期・方法等は在学中
の高等学校にお問い合せください。

名　　称 金　　額

給付奨学金（給付型）
月額　自宅通学者は1.3万円～3.8万円程度
　　　自宅外通学者は2.5万円～7.6万円程度
※３つの採用区分に応じて決定します。

高等教育の修学支援制度
※上記「給付奨学金」採用者

　授業料は最大62万円程度、入学金は最大24万円程度の免除・減額を受け
ることができます。
※３つの採用区分に応じて決定します。

第一種奨学金（貸与型・無利子） 月額　２万円～
　　　自宅通学者は最大5.3万円／自宅外通学者は最大６万円

第二種奨学金（貸与型・有利子） 月額　２万円～12万円（通学形態は問わず）

その他の奨学金
　交通遺児育英会奨学金、鳥取県育英会奨学金、あしなが育英会奨学金、母子・父子福祉資金など各都道府
県および諸団体法人等で運営している奨学金があります。詳しくは、入学後、鳥取短期大学 学生課へお問
い合せください。

専門実践教育訓練給付制度（生活学科 食物栄養専攻、幼児教育保育学科）
　就労経験があるなど、所定の条件を満たした方が資格を取得した場合、教育訓練経費が支給されます。詳
しくは、お近くのハローワークにお問い合せください。

各種教育ローン
　本学に入学時、在学中にかかる費用を対象とした各種教育ローンがあります。詳しくは本学ホームページ
をご覧ください。

入学後申請

NEW

NEW

NEW

その他
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20．シグナス寮・家賃支援制度・学生シェアハウス
（１）シグナス寮（女子学生対象）

　遠隔地の女子学生のために「シグナス寮」を設けています。寮には寮職員（DA：ドミトリ・アテンダント）
がおり、安心して生活できます。
　入寮を希望する人は、出願時に入学願書の入寮希望欄に記入してください。入寮できなかった場合や寮以外
の物件を検討されている場合は、近隣のアパート等を紹介しています。詳しくは鳥取短期大学 入試広報課に
お問い合せください。

所在地 鳥取県倉吉市上井町１丁目１番地（JR倉吉駅まで徒歩３分、大学まで徒歩18分）

定　員 96名（全室個室）・・・・・鳥取看護大学との共用

費　用 ・入寮費（入寮時のみ）30,000円　　・寮費 20,000円/月
・共用光熱水費 3,000円/月　　　　     ・寮会費（催事等）2,000円/年

入寮期間 在寮できる期間は最大２年間です。ただし、２年次に進級する時点で残寮の適否について
面談を行います。

個室設備 机、椅子、本棚、ベッド、クローゼット、冷蔵庫、エアコン、トイレ、洗面所

共用設備 ラウンジ、浴室、LAN設備、各ブロックにコミュニティキッチン、ランドリーなど

入寮までの流れ
入学願書の入寮希望欄で「有」を選択された方の合格通知に「入寮願」を同封しますので、
必要事項を記入して提出してください。記入いただいた「入寮を希望する理由」などを用
いて総合的に選考し入寮者を決定します。

その他

１．自炊となります。近くにコンビニやショッピングセンターがあります。
２．テレビ持ち込みの場合、NHK受信料は各自が負担してください。
３．各部屋の家電製品等の使用に伴う電気代は各自が負担してください。
４．JR倉吉駅前５番バスのりばから無料のスクールバスを運行しています。

（２）家賃支援制度（男子学生対象）
　「とりたん『ひとり暮らしスタート』応援制度」（p. 27）とあわせて、鳥取短期大学へ入学した男子学生を
対象に、家賃負担を補助することによって下宿学生の学生生活を支援しています。詳しくは、入学後、鳥取短
期大学 学生課へお問い合せください。

応募資格

鳥取県中部（倉吉市、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町）に下宿（ただし、本学が運営
するシェアハウスを除く。）する本学の男子学生で以下のいずれかに該当するもの。
　（1）鳥取県外出身者
　（2） 自宅から本学までの通学時間が、公共交通機関を利用した場合、片道１時間以上か

かる者

補助内容 月額 5,000円

対象期間 １年を単位とし、継続して支援を希望する学生は、進級時に再度書類を提出し申請を行う。
ただし、継続を受ける期間は正規の修業年限を上限とする。

（３）学生シェアハウス（男子学生対象）
　鳥取県および倉吉市の補助を受け、市内の空き家をリフォームした男子学生シェアハウスを設けています（定
員４名）。シェアハウスは倉吉駅から近く、通学に便利です。また、各部屋にはエアコン、机、ベッドが備え
つけてあります。詳しくは鳥取短期大学 入試広報課にお問い合せください。
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21．その他
（１）入学前教育について

　すべての選抜において、入学手続者には、アドミッション・ポリシーに基づき、入学後の充実した学修につ
なげるため、課題を課すなど各高等学校とも連携した入学前教育を実施します。

（２）「シグナスの丘」緑の募金について
　学内の環境美化保全のため、入学者を対象に「シグナスの丘」緑の募金への協力をお願いしております。　
募集の詳細については、入学後別途ご案内する予定です。

（３）パソコンの利用について
　履修する授業科目の登録手続きや成績の確認、授業計画（シラバス）の閲覧、課題レポートの作成と提出、
その他各種連絡など、日常的な学習活動においてパソコンを利用しています。また、昨今の情勢から授業を遠
隔形式で実施する可能性があります。学内に情報処理室があり、授業時間以外に利用することができるほか、
ノートパソコンの貸出制度（有料、数量制限あり）がありますが、本学では各人でパソコンを所持することを
推奨しています。
　なお、生活学科 情報・経営専攻では授業で使用するため、ノートパソコンを入学者全員に必携とします。
入学までに各人でご用意ください。本専攻が推奨する機種については、本学ホームページ（受験生応援サイト
＞入試情報＞その他）をご確認ください。

https://www.cygnus.ac.jp/toritan_entrance01/index.php?view=5579

（４）就学上の配慮について
　就学上、特別の配慮を必要とする場合は、入学までに鳥取短期大学 入試広報課へご相談ください。なお、
受験上、特別の配慮を必要とする場合は、願書受付開始の１か月前までに同じく鳥取短期大学 入試広報課へ
ご相談ください。

（５）個人情報の取り扱いについて
　本学では、個人情報に関する法令を遵守するとともに、「鳥取看護大学・鳥取短期大学個人情報保護規程」
に基づき、個人情報の適正な保有や利用につとめています。出願書類等に記載された個人情報は、下記の通り
使用する目的を持って本学が管理します。
・入学者選抜に係る業務
・出願者並びに出身高等学校との事務連絡
・入学手続業務
・入学後の学籍データ
・諸奨学金のための書類作成
・学科・専攻における学生指導
・学費・諸経費徴収に関する業務
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