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１. アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針） 

 各専攻の教育目標と目的にもとづき、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。 

 

・専攻科で学ぶために必要な専門知識・技能あるいは資格を有する人 

 

さらに、各専攻はそれぞれの教育目標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。 

 

（国際文化専攻） 

・日本、アジア、ヨーロッパの地域研究に関心をもつ人 

・学士の学位取得をめざすための基礎学力をそなえている人 

 

（経営情報専攻） 

・経営情報についてより高い専門知識と高度な資格取得をめざす人 

 

（住居・デザイン専攻） 

・住居・デザイン分野を深く学習する意欲をもつ人 

 

（食物栄養専攻） 

・栄養士の業務に関心があり、管理栄養士をめざす人 

・食と健康に関心があり、勉学や研究に意欲のある人 

 

（幼児教育専攻） 

・幼児教育に関する学びをさらに深める意欲のある人 

・幼児教育に関する一定の学びや経験を有する人 
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２. 募集専攻／定員／修業年限等 
 

専  攻 
入学 

定員 

修業 

年限 
備考 

国際文化専攻 10名 2年 「大学改革支援・学位授与機構」に認定された専攻科専攻です。 

経営情報専攻  5名 1年   

住居・デザイン専攻 10名 1年   

食物栄養専攻 10名 1年 「大学改革支援・学位授与機構」に認定された専攻科専攻です。 

幼児教育専攻 20名 1年   

 

３. 令和 4 年度 試験日程 

 (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 

試
験
選
抜 

一次 
11 月 1 日(月)～ 

11月 14日(日) 本学 12 月 1 日(水) 12月 10日(金) 
 11月 5 日(金)  

二次 
 1月 13日(木)～ 

 2 月 1 日(火) 本学  2月 10日(木)  2月 25日(金) 
1月 25日(火)  

三次 
  2月 24日(木)～ 

 3月 12日(土) 本学  3月 18日(金)  3月 24日(木) 
 3 月 7 日(月)  

 

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 

一次 
  9月 22日(水)～ 

10月 10日(日) 本学 11 月 1 日(月) 11月 12日(金) 
10 月 1 日(金)  

二次 
 11月 16日(火)～ 

12 月 5 日(日) 本学 12月 12日(日) 12月 24日(金) 
11月 26日(金)  

三次 
  2月 3 日(木)～ 

 2月 19日(土) 本学  2月 27日(日)  3月 11日(金) 
2月 14日(月)  

「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。 
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４. 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、専攻科入学者選抜・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「５.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。 

 

 

５. 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。 

※鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの者については受験料は不要です。 

 

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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６. 試験選抜 

この選抜は、入学を希望する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 
次に該当する者です。ただし、食物栄養専攻は、下記に定める条件も併せてすべてに該当する者です。 

・短期大学を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者、ならびに短期大学卒業と同等以上の学力を有

すると認められる者および令和４年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

・希望する専攻に関連した学びを修めている者 

＜食物栄養専攻のみ必須＞ 

・厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得した者および令和４年３月取得見込

みの者 

＊「短期大学卒業と同等以上の学力を有すると認められる者」とは 

４年制大学卒業、高等専門学校卒業および専修学校専門課程修了した者などが該当します。 

外国人留学生で本学を卒業した者および卒業見込みの者の場合は、併せて日本国際教育支援協会日本語能力

試験２級またはＮ2以上を取得した者が該当します。 

 

(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 

① 入学願書・受験票・受験確認票 

 （試験選抜 用） 
本学所定の用紙 

② 写真（３枚） たて４㎝×よこ３㎝（入学願書・受験票・受験確認票に貼付してください） 

③ 栄養士免許証（写し） 
食物栄養専攻に出願する場合のみ提出してください。 

取得見込みの場合は、取得見込証明書を提出してください。 

④ 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） 

⑤ 卒業(修了)証明書 出身学校で作成したもの。見込みの場合は、見込証明書を提出してください。 

⑥ 成績証明書 
出身学校で作成したもの。見込みの場合は、見込証明書を提出してください。 

（発行できない場合は、出願前に入試広報課までお問い合せください） 

※鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの者については、①～④のみ提出してください。⑤⑥は不要です。 

※奨学金制度利用希望者（「とりたん奨学金（給付型）」・「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、「10.奨学金制度」（p.13）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  ※「５.受験料の払込方法」（p.３）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 

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 

一次 
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 

二次 
1月 13日(木)～ 

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

三次 
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 

 

(4)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。 
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７. 総合型選抜 

総合型選抜は、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社会人 

 

(2)募集人員 

各専攻とも若干名(予定人員になり次第、募集を終了します) 

 

(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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７-１. 総合型選抜（自己推薦型）［一次～三次］ 

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、専攻科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 
次に該当する者です。ただし、食物栄養専攻は、下記に定める条件も併せてすべてに該当する者です。 

・短期大学を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者、ならびに短期大学卒業と同等以上の学力を有

すると認められる者および令和４年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

・希望する専攻に関連した学びを修めている者 

＜食物栄養専攻のみ必須＞ 

・厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得した者および令和４年３月取得見込

みの者 

＊「短期大学卒業と同等以上の学力を有すると認められる者」とは 

４年制大学卒業、高等専門学校卒業および専修学校専門課程を修了した者などが該当します。 

 

※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。 

 

(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 

① 入学願書・受験票 本学所定の用紙 

② 写真（２枚） たて４㎝×よこ３㎝（入学願書と受験票に貼付してください） 

③ 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」 

④ 証明書類 自己推薦事由となる活動実績等を証明するものを提出してください。（コピー可） 

⑤ 栄養士免許証（写し） 
食物栄養専攻に出願する場合のみ提出してください。 

取得見込みの場合は、取得見込証明書を提出してください。 

⑥ 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） 

⑦ 卒業（修了）証明書 出身学校で作成したもの。見込みの場合は、見込証明書を提出してください。 

⑧ 成績証明書 
出身学校で作成したもの。見込みの場合は、見込証明書を提出してください。 

（発行できない場合は、出願前に入試広報課までお問い合せください） 

※鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの者については、①～⑥のみ提出してください。⑦⑧は不要です。 

※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、「10.奨学金制度」（p.13）を確認の上、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  ※「５.受験料の払込方法」（p.３）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。 
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(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 

一次 
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 

二次 
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 

三次 
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 
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７-２. 総合型選抜（社会人）［一次～三次］ 

総合型選抜（社会人）は、入学を希望する専攻の特色を理解し、専門分野の学びに意欲を持つ人で、社会経

験のある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 24歳以上の者および令和４年３月 31日までに 24歳に達する者のうち、次に該当する者で

す。ただし、食物栄養専攻は、下記に定める条件も併せてすべてに該当する者です。 

・短期大学を卒業した者および令和４年３月卒業見込みの者、ならびに短期大学卒業と同等以上の学力を有

すると認められる者および令和４年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

・希望する専攻に関連した学びを修めている者 

＜食物栄養専攻のみ必須＞ 

・厚生労働大臣の指定した栄養士養成施設を卒業し、栄養士免許を取得した者および令和４年３月取得見込

みの者 

＊「短期大学卒業と同等以上の学力を有すると認められる者」とは 

４年制大学卒業、高等専門学校卒業および専修学校専門課程を修了した者などが該当します。 

 

(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 

① 入学願書・受験票 本学所定の用紙 

② 写真（２枚） たて４㎝×よこ３㎝（入学願書と受験票に貼付してください） 

③ 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」 

④ 栄養士免許証（写し） 
食物栄養専攻に出願する場合のみ提出してください。 

取得見込みの場合は、取得見込証明書を提出してください。 

⑤ 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） 

⑥ 卒業（修了）証明書 出身学校で作成したもの。見込みの場合は、見込証明書を提出してください。 

※鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの者については、①～⑤のみ提出してください。⑥は不要です。 

※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、「10.奨学金制度」（p.13）を確認の上、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  ※「５.受験料の払込方法」（p.３）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。 
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(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 

一次 
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 

二次 
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 

三次 
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 

 

 

(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 20万円の奨学金を支給します。国際文化専攻の場合は、最大２年間支給します。 

② １年分の学費で２年間、２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１年間でなく、２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２年間の

修学を希望する場合は、１年分の学費を分割して納入することができます。 

  国際文化専攻（２年制）の場合は、同様の方法で３年間または４年間をかけて学び、学費を分割納入する

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。 
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８. 入学手続 

本学を受験した人には、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。 

入学手続締切日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 

試験選抜一次 12月 10日(金)   総合型選抜一次 11月 12日(金)  

試験選抜二次 2月 25日(金)   総合型選抜二次 12月 24日(金)  

試験選抜三次  3月 24日(木)   総合型選抜三次 3月 11日(金)  

※いずれも入学手続き締切日は 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。 

・一括納入の場合、入学金(130,000円)を除く納入金を返還いたします。 

・専願を対象とする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人は、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。 

 

９. 学費 

(1)入学初年度に必要な納入金について  

  入学初年度に必要な費用は、下表のとおりです。 

ただし、鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの場合は、入学金および同窓会費が免除されます。 

（以下、金額の単位は円とする）  

専攻  

 区分  

国際文化専攻 経営情報専攻 
住居・デザイン

専攻 
食物栄養専攻 幼児教育専攻 

入学金 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 

学
費 

授業料 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

教育・設備充実費 120,000 120,000 120,000 170,000 170,000 

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 
2,080 1,140 1,140 1,140 1,140 

同窓会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

合計 828,080 827,140 827,140 877,140 877,140 

※学生教育研究災害傷害保険、付帯賠償責任保険は、国際文化専攻のみ 2年間分となります。ただし、金額が改定された場 

合はその改定額とします。 

 

(2)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。 

 

(3)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。 
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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） 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 

住居・デザイン専

攻 
食物栄養専攻 幼児教育専攻 

入学金 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
学費 660,000 660,000 660,000 710,000 710,000  

諸会費等 38,080 37,140 37,140 37,140 37,140 

合計 828,080 827,140 827,140 877,140 877,140 

・鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの場合は、入学金（130,000 円）、および諸会費等のうち同窓会費

（10,000 円）の納入が免除となります。 

 

② 分割納入の場合 

・入学手続時には、入学金（130,000円）のみを納入します。 

・学費（授業料、教育・設備充実費）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、同窓会費）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） 

 ・鳥取短期大学を卒業および卒業見込みの場合は、「入学手続時」の入学金（130,000円）の納入、および「第

1 期」諸会費等のうち、同窓会費（10,000 円）の納入が免除となります。 

<入学手続時（選抜区分によって納入締切が異なります）> 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻 幼児教育専攻 

入学金 130,000  130,000  130,000  130,000  130,000  

<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) 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻 幼児教育専攻 

学費 165,000 165,000 165,000 215,000 215,000 

諸会費等 38,080 37,140 37,140 37,140 37,140 

合計 203,080  202,140  202,140  252,140 252,140 

<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) 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻 幼児教育専攻 

学費 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 

<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) 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻 幼児教育専攻 

学費 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 

<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) 

専攻  

 区分 
国際文化専攻 経営情報専攻 住居・デザイン専攻 食物栄養専攻 幼児教育専攻 

学費 165,000  165,000 165,000 165,000 165,000 
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(5)２年次の納入方法について（国際文化専攻入学者のみ） 

・入学金（130,000円）、学生教育研究災害傷害保険・付帯賠償責任保険（2,080円）および同窓会費 

（10,000円）を除く金額となります。ただし、学費が改定された場合は、その改定額とします。 

・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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10. 奨学金制度（給付型・入学金免除型・貸与型） 

 

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

の奨学金を支給します。国際文化専攻は最大２年間支給されます。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） ※鳥取短期大学卒業および卒業見込みの場合は対象外 

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（13万円）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） ※鳥取短期大学卒業および卒業見込みの場合は対象外 

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（13万円）を免除します。 

申請対象者は、専攻科試験選抜一次の［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。 

  

出願時申請 
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とりたん奨学金（給付型） 

専攻科生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 54万円または 27万円）を支給します。国際文化専攻の場合は最大２年間

支給します。ただし、２年に進級する時点で、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 54 万円または 27 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。 

 

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。 

 

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 54万円程度、入学金は最大 13万円程度の免除・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 6.0万円 

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、島根県育英会奨学金、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。 

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 

その他 

※給付型は国際文化専攻のみ 
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11. その他 
 

(1)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（無料、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。 

  

(2)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。 

 

(3)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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12. 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) 

 



 



新型コロナウイルス感染症などの影響により、入学者選抜・学生募

集要項に記載されている内容とは異なる方法で選抜を実施すること

があります。その場合は、本学ホームページでお知らせします。

学校法人藤田学院　鳥取短期大学 入試広報課

〒682-8555

ＴＥＬ：0858-26-9171 （直通）

鳥取県倉吉市福庭854

TEL.0858-26-1811（代表）　　FAX.0858-26-1813

HP　https://www.cygnus.ac.jp/

E-mail　nyushi2@cygnus.ac.jp

【お問い合わせ先】


