
2018
入試ガイド

■地域経営学部
　地域経営学科
■健康医療学部
　人間健康学科
■健康医療学部
　看護学科

■幼児保育学科



両学部共通

入試種類 推薦入試
（Ⅰ期） 専門課程入試 推薦入試

（Ⅱ期） ＡＯ入試：Ａ日程 ＡＯ入試：Ｂ日程 ＡＯ入試：Ｃ日程 一般入試
（前期）

一般入試
（後期）

センター利用
A日程

センター利用
B日程

センター利用
C日程

募集人員 30 名 ５名 ５名 15 名 15 名 10 名

出願資格

１．高等学校を平成30年
３月卒業見込みの者

２．本学を第１希望の者
３．学業成績で全体の評
定平均値が3.0以上の
者

　ただし、資格・検定、
スポーツ、その他にお
いて優れた実績を有す
る者はこの限りではな
い（実績等を推薦書ま
たは調査書に記載する
こと）

１．高等学校（専門課程・総合学
科実業系列）を平成30年３月卒
業見込みの者 

２．本学を第１希望の者
３．学業成績で全体の評定平均
値が3.0以上の者

　ただし、資格・検定、スポー
ツ、その他において優れた実
績を有する者はこの限りでは
ない（実績等を推薦書または
調査書に記載すること）

※専門課程・総合学科実業系列
で職業教育を主とする学科（普
通課程以外）の生徒対象。

１．高等学校を卒業
した者または平成
30年３月卒業見込
みの者
２．学業成績で全体
の評定平均値が
3.0以上の者　　
【併願可】

下記の１～４のいずれかに該当する者
１．高等学校を卒業した者または平成30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ま
たは平成30年３月修了見込みの者
３．文部科学大臣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または平成30年３
月31日までにこれに該当する見込みの者
４．専修学校の高等課程（修業年限が３年以上である
ことその他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文
部科学大臣が定める日以後に修了した者または平成
30年３月31日までに修了見込みの者

下記の１～３のいずれかに該当し、４を満たしている者
１．高等学校を卒業した者または平成30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または平成30年３
月修了見込みの者
３．文部科学大臣により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められた者または平成30年３月31日までにこれに該当する見
込みの者
４．平成30年度「大学入試センター試験」で２教科２科目以上受験した
者

※前年度までの「大学入試センター試験」の成績は利用できない。
※外国語【英語】リスニングテストの成績は利用しない。
※修学奨励生を希望する場合は、本学を第１希望（専願）とする者に限る。

提出書類
推薦書/調査書
入学願書
（出願書類一式）
資格記入用紙

推薦書/調査書
入学願書
（出願書類一式）
資格記入用紙

推薦書/調査書
入学願書
（出願書類一式）
資格記入用紙

AOカード、調査書、入学願書（出願書類一式） 調査書、入学願書（出願書類一式） 調査書、入学願書（出願書類一式）

※修学奨励生を希望する者は上記書類に加えて修学奨励生志願書等が
必要である。

選抜方法

書類審査、面接　

　 
 【100点】

書類審査、面接　

　 
 【100点】

書類審査、面接　

　 

 【100点】

書類審査、面接　
 【100点】

①国語
　（近代以降の文章）
②英語（筆記）
③数学（数学Ⅰ・数学Ａ）
④小論文
①～④から２科目選択
【各科目100点×２＝200点】

小論文、面接　

　 

 【100点】

※受験した教科科目から２教科２科目を選択 
※国語は（近代以降の文章）、外国語は【英語】（筆記のみ）を合否判定
に利用
※各科目は200点満点（英語200点満点、100点満点の科目は200点満点
に換算）
　

 【各科目200点×２＝400点】
≪特待生選抜≫
　推薦入試（第Ⅰ期）合
格者のうち成績が優秀
な者かつ全体の評定平
均値が4.0以上の者

　定員：若干名

区　

分

S 特 待 生 ≪特待生選抜≫
　一般入試（前期日程）合
格者のうち成績が
　優秀な者

　定員：若干名

≪特待生選抜≫
　センター利用入試合格者のうち成績が優秀な者

　定員：若干名

≪修学奨励生選抜≫
　センター利用入試合格者のうち修学奨励生として認められた者

　定員：若干名

Ｓ-Ⅰ特待生（授業料免除） Ｓ-Ⅱ特待生
（授業料半額＋教育費半額免除） Ｓ-Ⅲ特待生（教育費免除）

対
象
の
資
格

実用英語技能検定 実用英語技能検定 実用英語技能検定
日本漢字能力検定 日本漢字能力検定 日本漢字能力検定
数学技能検定 数学技能検定 数学技能検定
日商簿記検定 日商簿記検定 日商簿記検定
簿記実務検定（全国商業高等学
校協会）※１級のみ

簿記実務検定（全国商業高等学
校協会）※１級のみ

簿記実務検定（全国商業高等学校協
会）※１級のみ

基本情報技術者 基本情報技術者 ITパスポート
ITパスポート ITパスポート

特

待

生

条

件

・いずれかの準１級以上を一
つ（簿記実務検定は除く）

・いずれかの２級を二つ
・いずれかの２級を一つ＋いず
れかの準２級を二つ

・基本情報技術者＋いずれか
の準２級以上を一つ

・簿記実務検定＋いずれかの
準２級以上を二つ

・ITパスポート＋いずれかの
準２級以上を二つ

・いずれかの２級を一つ＋いず
れかの準２級を一つ

・いずれかの準２級を三つ
・基本情報技術者については
一つ

・簿記実務検定＋いずれかの
準２級以上を一つ

・ITパスポート＋いずれかの
準２級以上を一つ

・いずれかの２級を一つ
・いずれかの準２級を二つ
・簿記実務検定については一つ
・ITパスポートについては一つ

出願期間 平成29年11月１日㈬
　　　～11月７日㈫

平成29年11月17日㈮
　　　～12月４日㈪

①平成29年８月１日㈫
　　　　～８月31日㈭
②平成29年８月１日㈫
　　　　～９月13日㈬

③平成29年９月14日㈭
　　　　～11月２日㈭
④平成29年９月14日㈭
　　　　～11月15日㈬

⑤平成30年１月５日㈮
　　　　～１月31日㈬
⑥平成30年１月５日㈮
　　　　～２月28日㈬

平成30年１月９日㈫
　　　～１月25日㈭

平成30年２月20日㈫
　　　～３月８日㈭

平成30年１月16日㈫
　　　～１月26日㈮

平成30年２月１日㈭
　　　～２月15日㈭

平成30年３月１日㈭
　　　～３月14日㈬

試験日の10日前まで

試 験 日 平成29年11月11日㈯ 平成29年12月９日㈯ ①平成29年９月９日㈯
②平成29年９月23日㈯

③平成29年11月11日㈯
④平成29年11月25日㈯

⑤平成30年２月９日㈮
⑥平成30年３月９日㈮ 平成30年２月３日㈯ 平成30年３月15日㈭ 平成30年１月13日㈯～14日㈰（大学入試センター試験）

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学）・青森市・
むつ市・仙台市 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）・青森市・

むつ市・仙台市 八戸市（本学） ― ― ―

合否発表 平成29年11月16日㈭ 平成29年12月15日㈮ ①平成29年９月15日㈮
②平成29年９月29日㈮

③平成29年11月16日㈭
④平成29年12月１日㈮

⑤平成30年２月16日㈮
⑥平成30年３月16日㈮ 平成30年２月13日㈫ 平成30年３月22日㈭ 平成30年２月13日㈫ 平成30年２月27日㈫ 平成30年３月22日㈭

入学手続期限 平成29年11月30日㈭ 平成30年１月10日㈬ ①平成29年10月13日㈮
②平成29年10月27日㈮

③平成29年12月14日㈭
④平成30年１月10日㈬

⑤平成30年３月７日㈬
⑥平成30年３月30日㈮ 平成30年２月21日㈬ 平成30年３月30日㈮ 平成30年２月21日㈬ 平成30年３月７日㈬ 平成30年３月30日㈮

受 験 料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 15,000円 15,000円 15,000円

■地域経営学部　地域経営学科　　■健康医療学部　人間健康学科　　各学科80名（男・女）

八戸学院大学

2 3

下記の１～３のいずれかに該当する者
１．高等学校を卒業した者または平成30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または平成 30年３月修了見込みの者
３．専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその 他の文部科学大臣が定める基準
を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するもの を文部科学大臣が定める日以後
に修了した者または平成30年３月31日までに修了見込みの者

※出願の条件：本学のアドミッションポリシー（６ページ参照） に記された学生像を理解し、か
つそれぞれの学科が求める人のいずれかに該当する者。

≪Ｓ特待生選抜≫
ＡＯ入試志願者（Ａ・Ｂ・Ｃ日程）のうち以下の条件を満たしてい る者は、Ｓ特待生（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの
ランクがある）として志願できる。その際、Ｓ特待生　志願書・ 資格記入書も提出すること。Ｓ
特待生志願者の試験日は、下記②、④、⑥のいずれか　とし、 同日に二次面接も実施する。

注意：Ｓ特待生は４年間継続を原則とするが、特待生とし て相応しくないと 認められる
場合は停止することがある。継続の条件：各学年毎 に年間34単位以上取得し、かつ、
取得した単位数の６割以上が「秀」または「優」である こと。

※学費・S特待生の特典については７ページを参照してください。

※特別選抜入試（社会人、学士、編入学、外国人留学生）については、
別途お問い合わせください。



■健康医療学部　看護学科　　80名（男・女）　

看護学科
入試種類 推薦入試（指定校推薦） 推薦入試（公募推薦） 一般入試（前期） 一般入試（後期）
募集人員 15 名 25 名 20 名 ５名

出願資格

１．高等学校を平成30年３月卒業
見込みの者

２．高等学校長が推薦した者
３．本学を第１希望（専願）の者
４．学業成績で全体の評定平均値
が3.8以上の者

１．高等学校を平成29年３月卒業
した者または平成30年３月卒業
見込みの者

２．高等学校長が推薦した者
３．本学を第１希望（専願）の者
４．学業成績で全体の評定平均値
が3.8以上の者

下記の１～４のいずれかに該当する者
１．高等学校を卒業した者または平成30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または平成
30年３月修了見込みの者
３．文部科学大臣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または平成30年３月31日までにこれ
に該当する見込みの者
４．専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその
他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部
科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後
に修了した者または平成30年３月31日までに修了見込みの者
※本学人間健康学科の併願を可とする。

提出書類 調査書、推薦書、自己申告書
入学願書（出願書類一式）

調査書、推薦書、自己申告書
入学願書（出願書類一式）

調査書
入学願書（出願書類一式）

選抜方法

小論文、面接、書類審査

【200点】

小論文、面接、書類審査

【200点】

①国語（近代以降の文章）
②英語（筆記）
③理科（生物基礎）または数学（数学Ⅰ・数学A）

【各科目100点×３＝300点】
≪特待生選抜≫
　推薦入試合格者のうち成績が優秀な者かつ全体の評定平均値が4.0以
上の者　　　　　　　　　　

　
　定員：若干名

≪特待生選抜≫
　一般入試（前期）合格者のうち成績が優秀な者かつ全体の評
定平均値が4.0以上の者　　　
　
　定員：若干名

出願期間 平成29年11月１日㈬
　　　～11月７日㈫

平成29年11月17日㈮
　　　～12月４日㈪

平成30年１月９日㈫
　　　～１月25日㈭

平成30年２月20日㈫
　　　～３月８日㈭

試 験 日 平成29年11月11日㈯ 平成29年12月９日㈯ 平成30年２月３日㈯ 平成30年３月15日㈭

合否発表 平成29年11月16日㈭ 平成29年12月15日㈮ 平成30年２月13日㈫ 平成30年３月22日㈭

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）・青森市
むつ市・仙台市 八戸市（本学）

入学手続期限 平成29年11月30日㈭ 平成30年１月10日㈬ 平成30年２月21日㈬ 平成30年３月30日㈮

受 験 料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

八戸学院大学

入試種類 センター利用：Ａ日程 センター利用：Ｂ日程 センター利用：Ｃ日程
募集人員 10 名 ３名 ２名

出願資格

下記の１～３のいずれかに該当し、４を満たしている者
１．高等学校を卒業した者または平成30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または平成30年３月修了見込みの者
３．文部科学大臣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または平成30年３月31日までにこれに該当する見
込みの者

４．平成30年度「大学入試センター試験」で本学指定科目を受験した者

提出書類 調査書
入学願書（出願書類一式）

選抜方法

①国語（近代以降の文章）
②外国語【英語】（筆記のみ）
③理科②【生物】、【化学】または数学①【数学Ⅰ】、【数学Ⅰ・数学A】から１科目選択
　「生物」、「化学」は、それぞれ理科①の中の【生物基礎】か【化学基礎】を含む２科目の組合せでも可とする
＊③を２科目以上受験する場合は、高得点の教科・科目を合否判定に利用

【各科目200点×３＝600点】

出願期間 平成30年１月16日㈫～１月26日㈮ 平成30年２月１日㈭～２月15日㈭ 平成30年３月１日㈭～３月14日㈬

試 験 日 平成30年１月13日㈯～14日㈰（大学入試センター試験）

試 験 場 ― ― ―

合否発表 平成30年２月13日㈫ 平成30年２月27日㈫ 平成30年３月22日㈭

入学手続期限 平成30年２月21日㈬ 平成30年３月７日㈬ 平成30年３月30日㈮

受 験 料 15，000円 15，000円 15，000円
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幼児保育学科

八戸学院大学短期大学部

入試種類 推 薦 入 試 専 門 課 程 入 試 社 会 人 入 試
募集人員 50 名 30 名 ５名

出願資格

１．高等学校を卒業した者または平成30年３
月卒業見込みの者

２．高等学校長が推薦した者
３．学業成績で全体の評定平均値が3.2以上
　の者

１．高等学校を平成30年３月卒業見込みの者
２．高等学校長が推薦した者
３．保育科・福祉科で保育・福祉系の科目を
　履修している者
　または、総合学科で保育・福祉系の科目を
２科目以上履修している者

１．高等学校を卒業した者
２．１年以上の社会経験（主婦を含む）を有し、
平成30年４月１日現在で満24歳以上の者

提出書類 調査書、推薦書、自己申告書
入学願書（出願書類一式）

調査書、推薦書、自己申告書
入学願書（出願書類一式）

卒業証明書、成績証明書（または単位取得
証明書）、履歴書、自己申告書、入学願書（出
願書類一式）

選抜方法

書類審査、面接、小論文　　　　【200点】
必須：書類審査、面接
選択：小論文またはピアノ・ソルフェージュ

【100点】
書類審査、面接、小論文　　　　【100点】

≪特待生選抜≫　推薦入試、専門課程入試合格者のうち成績が優秀な者かつ全体の評定
平均値が⒋０以上の者　

　　　　　　　　　　　　　
定員：若干名

出願期間 平成29年11月１日㈬～11月７日㈫ 平成29年11月17日㈮～12月４日㈪

試 験 日 平成29年11月11日㈯ 平成29年12月９日㈯

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学）

合否発表 平成29年11月16日㈭ 平成29年12月15日㈮

入学手続期限 平成29年11月30日㈭ 平成30年１月10日㈬

受 験 料 25，000円 25，000円

入試種類 一般入試（Ⅰ期） 一般入試（Ⅱ期） セ ン タ ー 利 用
募集人員 ８名 ３名 ４名

出願資格

下記の１～４のいずれかに該当する者　
１．高等学校を卒業した者または平成30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または平成30年３月修了見込みの者
３．文部科学大臣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ま
たは平成30年３月31日までにこれに該当する見込みの者

４．専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める
基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定め
る日以後に修了した者または平成30年３月31日までに修了見込みの者

下記の１～３のいずれかに該当し、４を満た
している者
１．高等学校を卒業した者または平成30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
した者または平成30年３月修了見込みの
者
３．文部科学大臣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
者または平成30年３月31日までにこれに
該当する見込みの者
４．平成30年度「大学入試センター試験」で
本学指定科目を受験した者

提出書類 調査書、入学願書（出願書類一式） 調査書、入学願書（出願書類一式）

選抜方法 国語（近代以降の文章）　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　【100点】 国語（近代以降の文章） 　　　　　【100点】

出願期間 平成30年１月９日㈫～１月25日㈭ 平成30年２月20日㈫～３月８日㈭ 平成30年３月１日㈭～３月14日㈬

試 験 日 平成30年２月３日㈯ 平成30年３月15日㈭ 平成30年１月13日㈯～14日㈰
（大学入試センター試験）

試 験 場 八戸市（本学）・むつ市 八戸市（本学） ―

合否発表 平成30年２月13日㈫ 平成30年３月22日㈭ 平成30年３月22日㈭

入学手続期限 平成30年２月21日㈬ 平成30年３月30日㈮ 平成30年３月30日㈮

受 験 料 25，000円 25，000円 15，000円

■幼児保育学科　　100名（男・女） 
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※学費については７ページを
　参照してください。



アドミッションポリシーについて

6

■八戸学院大学アドミッションポリシー（入学者受け入れの方針）
■1「神を敬し、人を愛する」というカトリック精神を理解する人。

■2 積極的な勉学意欲を持ち、学問や学生生活などで自分なりに「テーマ」や「将来の夢」に向かって取り組
む意欲のある人。

■3 地域社会が抱える諸問題を、意欲的に研究し、他者と協力しながら、粘り強くその解決策を導くことに関
心・意欲のある人。

■4 高等学校における「国語」、「数学」、「外国語（英語）」の基礎科目の学習を通じて、大学での学修に必要な
読解力、表現力、思考力、コミュニケーション力を身につけている人。

■地域経営学部　地域経営学科の具体的な受け入れ方針
■1 地域社会に関する様々な経営に関して、強い興味と関心を持って、主体的に学ぶ学習意欲を有している。

■2 将来、地域社会の実課題に自ら積極的に取り組もうとする強い意欲を有している。

■3 資料や文章を読む「読解力」を有し、自分の考えを口頭や文章、プレゼンテーションにより適切に表現す
る「表現力」などの基本的なコミュニケーション能力を有している。

■4 高等学校における「国語」、「数学」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「世界史A」または「世界史B」、「現
代社会」または「倫理」・「政治経済」、「社会と情報」または「情報の科学」のうちいずれか1科目を学習し、
十分な基礎学力を身に付けている。

■健康医療学部　人間健康学科の具体的な受け入れ方針
■1 深い教養とリテラシー、こころとからだに関する学問領域に強い興味と関心を持って、主体的に学ぶ意
欲を有している。

■2 現代人の健康ニーズに先駆的に取組んでいこうという強い意志を持っている。

■3「教育職（保健体育）（養護・保健・看護）」、「トレーニング指導者」、「スポーツリーダー」、「認定心理士」、
「社会福祉士」の資格取得を目指している。

■4 高等学校における「国語」、「数学」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「科学と人間生活」、「生物基礎」、
「生物」のいずれか１科目を学習し、十分な基礎学力を身につけている。

〈AO入試関係分のみ掲載〉



■八戸学院大学

入 学 金 授 業 料 教 育 費 実習教育費

地 域 経 営 学 科 270,000円 670,000円 270,000円

人 間 健 康 学 科 270,000円 670,000円 280,000円

看 護 学 科 270,000円 800,000円 280,000円 240,000円

■八戸学院大学短期大学部

入 学 金 授 業 料 教 育 費

幼 児 保 育 学 科 230,000円 570,000円 270,000円

■地域経営学科　　■人間健康学科　

区　分 1 年 目 2 年 目 3 年 目 4 年 目 ４年間の免除額合計

Ｓ
特
待
生

Ｓ－Ⅰ
地域経営学科 670,000円 670,000円 670,000円 670,000円 2,680,000円

人間健康学科 670,000円 670,000円 670,000円 670,000円 2,680,000円

Ｓ－Ⅱ
地域経営学科 470,000円 470,000円 470,000円 470,000円 1,880,000円

人間健康学科 475,000円 475,000円 475,000円 475,000円 1,900,000円

Ｓ－Ⅲ
地域経営学科 270,000円 270,000円 270,000円 270,000円 1,080,000円

人間健康学科 280,000円 280,000円 280,000円 280,000円 1,120,000円

学費について
※学費以外の諸会費等については入試要項等でご確認ください。

S特待生の免除額について
※学納金免除の特典を受ける事ができます。詳細については入試要項等でご確認ください。
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〒031－8566  青森県八戸市美保野13－98　TEL.0178-30-1700　FAX.0178-30-1702
E-mail career@hachinohe-u.ac.jp
八戸学院大学　　　　      http://www.hachinohe-u.ac.jp/　
八戸学院大学短期大学部　http://jc.hachinohe-u.ac.jp/

資料請求・入試についてのお問い合わせ先

八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 キャリア支援課


