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E-mail career@hachinohe-u.ac.jp
八戸学院大学　 https://www.hachinohe-u.ac.jp/
八戸学院大学短期大学部　 https://jc.hachinohe-u.ac.jp/　

八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 キャリア支援課

資料請求・入試についてのお問い合わせ先

本学までのaccess
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部は八戸市街地から車で約20分

2022
入試

■その他
・八戸・久慈自動車道種差海岸階上岳I.C
　から車で約３分
・八戸I.Cから車で約30分
・八戸フェリー埠頭から車で約30分
・三沢空港から車で約60分

■JR駅からのアクセス
・JR東北新幹線「八戸駅」から車で約40分
・JR八戸線「本八戸駅」から車で約20分
・JR八戸線「鮫駅」から車で約10分

※アクセスマップはQRコードからもご確認できます。
　（八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部共通）

周年

周年
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入 試 種 別
学校推薦型選抜 総合型選抜（Ａ日程） 総合型選抜（Ｂ日程） 総合型選抜（Ｃ日程） 一般選抜（Ⅰ期） 一般選抜（Ⅱ期） 共通テスト利用（Ａ日程） 共通テスト利用（Ｂ日程） 共通テスト利用（Ｃ日程）
学業特待生選抜含む 資格特待生選抜含む 学業特待生選抜含む 学業特待生選抜含む

募 集 人 員 40名 10名 ７名 ３名 ７名 ３名 ４名 ３名 ３名
地域経営学科・人間健康学科両学科併願可能 地域経営学科・人間健康学科両学科併願可能

出 願 資 格

下記の1～4に該当する者
1．高等学校または中等教育学校を

2022年3月卒業見込みの者
2．学業成績で全体の学習成績の状

況が3.0以上の者
3．学業・人物ともに優れ、出身学

校長が本学課程の修得に十分な能
力があると認め、推薦した者

4．合格した場合に本学への入学を
確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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及び2022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

められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．合格した場合に本学への入学を確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当する者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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

2022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る者及び2022
年3月31日までにこれに該当する見込みの者

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022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

ると認められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．2022年度「大学入学共通テスト」で2教科2科目以上受験した者
※前年度までの「大学入学共通テスト」の成績は利用できない

選 抜 方 法

「推薦書」「調査書」の書類審査（50
点）、小論文（50点）、「志望理由書」
を参考とする面接（100点）の計200点
満点で合否を判定します。「調査書」
については、本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに基づいて評価します。

小論文（100点）、面接(100点）の結果及び「調査書」「志望理由書」を総合的に審査し、計200点満点で
合否を判定します。「調査書」については、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されることもあります。（持ち込み不可）

学力試験（各科目100点）計300点満点の結果と、「調査書」を総
合的に審査し合否を判定します。「調査書」については、本学
科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
1．国語（近代以降の文章）※記述式総合問題を含む
2．英語（筆記）
3．数学（数学Ⅰ・数学A）
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格

となった場合、併願する他学科で選考します。

大学入学共通テストの成績及び「調査書」を総合的に審査し合否を判定します。「調査書」につ
いては、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
成績利用科目：2022年度大学入学共通テストで受験した教科科目の中から、2教科2科目（各
科目200点、計400点満点）を選択

（注）願書提出後の成績利用科目の変更は認めません。
※国語は近代以降の文章のみ
※英語はリスニングを含む
※100点満点の科目は200点満点に換算
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格となった場合、併願する他学科

で選考します。

特待生選抜
に つ い て

学業特待生選抜方法：学校推薦型選
抜合格者のうち、成績が優秀な者を
選抜します。

【若干名】

下記表（資格特待生対象資格）の条件を満たしている者は、資格特待生として志願できます。
資格特待生選抜方法：総合型選抜の選抜方法（200点）に加え、「志望理由書」「資格記入書」に基づいた
面接（100点）で総合的に審査し、計300点満点で合否を判定します。【A日程3名、B日程2名、C日程1名】

学業特待生選抜方法：一般選抜合格者のうち、成績が優秀な
者から「志望理由書」を参考に総合的に審査し選抜します。

【Ⅰ期2名、Ⅱ期1名】

学業特待生選抜方法：大学入学共通テスト成績利用選抜合格者のうち、成績が優秀な者から
「志望理由書」を参考に総合的に審査し選抜します。
【A日程2名、B日程1名、C日程1名】

提 出 書 類 推薦書、調査書、志望理由書、入学
願書（出願書類一式）

調査書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）
※資格特待生選抜志願者：上記に加え、資格記入書、資格取得証明書等の写し

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

出 願 期 間 2021年11月1日㈪～11月8日㈪ 2021年9月13日㈪～10月7日㈭ 2021年11月9日㈫～12月2日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

試 験 日 2021年11月20日㈯ 2021年10月23日㈯ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2022年2月10日㈭ 2022年3月11日㈮ 大学入学共通テスト　本試験：2022年1月15日㈯・16日㈰
　　　　　　　　　　追試験：2022年1月29日㈯・30日㈰

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）

合 格 発 表 2021年12月1日㈬ 2021年11月1日㈪ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年2月17日㈭ 2022年3月18日㈮ 2022年2月17日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年3月18日㈮

入学手続期限 2021年12月22日㈬ 2021年11月25日㈭ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年3月2日㈬ 2022年3月24日㈭ 2022年3月2日㈬ 2022年3月16日㈬ 2022年3月24日㈭

受 験 料 30,000円 30,000円 30,000円 15,000円

■ 地域経営学部 地域経営学科　80名（男・女）八戸学院大学 ※学費、資格特待生の免除額、特別入学者選抜（編入・転入学、学士、社会人、外国人留学生）の日程については10ページをご参照ください。
※特別入学者選抜（編入・転入学、学士、社会人、外国人留学生）の選抜方法など詳細については、別途お問い合わせください。■ 健康医療学部 人間健康学科　80名（男・女）

資格特待生対象資格（地域経営学科・人間健康学科）
対象の資格 区　分 特待生条件

基本情報技術者

資格特待生区分1
《授業料免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから準1級以上を1つ
・ａから2級を2つ
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を2つ
・ａから準2級以上を2つとｂから1つ
・ａから準2級以上を1つとｂから2つ
・ｂから3つ
・基本情報技術者を1つとａから準2級以上を1つ

資格特待生区分2
《授業料半額＋
教育費半額免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を1つ
・ａから準2級を3つ
・ａから準2級以上を1つとｂから1つ
・ｂから2つ
・基本情報技術者を1つ

資格特待生区分3
《教育費免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つ
・ａから準2級を2つ
・ｂから1つ

（注1）その他英語の検定試験（GTEC等）の各スコアの該当区分についてはキャリア支援課までお問合わせくだ
さい。また、英語資格を複数所持していた場合、上位資格のみ対象となります。

※原則として、該当する資格は出願時までに取得したものが対象となります。なお、出願後（出願書類一式提
出後）に取得した資格により、特待生区分を変更することはできません。

ａ
実用英語技能検定
※その他英語の検定試験（注１)
日本漢字能力検定
実用数学技能検定
日商簿記検定

ｂ
ITパスポート
危険物取扱者甲種
全商簿記実務検定１級
全商情報処理検定（ビジネス情報部門）１級
全商情報処理検定（プログラミング部門）１級
全工協会計算技術検定１級
全工協会情報技術検定１級
全工協会パソコン利用技術検定１級
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■ 健康医療学部 看護学科　80名（男・女）　八戸学院大学 ※学費、資格特待生の免除額、特別入学者選抜（編入・転入学、社会人、外国人留学生）の日程については10ページをご参照ください。
※特別入学者選抜（編入・転入学、社会人、外国人留学生）の選抜方法など詳細については、別途お問い合わせください。

入 試 種 別
学校推薦型選抜 総合型選抜（Ａ日程） 総合型選抜（Ｂ日程） 総合型選抜（Ｃ日程） 一般選抜（Ⅰ期） 一般選抜（Ⅱ期） 共通テスト利用（Ａ日程） 共通テスト利用（Ｂ日程） 共通テスト利用（Ｃ日程）
学業特待生選抜含む 資格特待生選抜含む 学業特待生選抜含む 学業特待生選抜含む

募 集 人 員 40名 ８名 ５名 ２名 10名 ５名 ４名 ３名 ３名
人間健康学科との併願可能 人間健康学科との併願可能

出 願 資 格

下記の1～4に該当する者
1．高等学校または中等教育学校を

2022年3月卒業見込みの者
2．学業成績で全体の学習成績の状

況が3.4以上の者
3．学業・人物ともに優れ、出身学

校長が本学課程の修得に十分な能
力があると認め、推薦した者

4．合格した場合に本学への入学を
確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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及び2022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

められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．合格した場合に本学への入学を確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当する者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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

2022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る者及び2022
年3月31日までにこれに該当する見込みの者

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022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

ると認められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．2022年度「大学入学共通テスト」で2教科2科目以上受験した者
※前年度までの「大学入学共通テスト」の成績は利用できない

選 抜 方 法

「推薦書」「調査書」の書類審査（50
点）、小論文（50点）、「志望理由書」
を参考とする面接（100点）の計200点
満点で合否を判定します。「調査書」
については、本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに基づいて評価します。

小論文（100点）、面接(100点）の結果及び「調査書」「志望理由書」を総合的に審査し、計200点満点で
合否を判定します。「調査書」については、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されることもあります。（持ち込み不可）

学力試験（各科目100点）計300点満点の結果と、「調査書」を総
合的に審査し合否を判定します。「調査書」については、本学
科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
1．国語（近代以降の文章）※記述式総合問題を含む
2．英語（筆記）
3．数学（数学Ⅰ・数学A）
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格

となった場合、併願する他学科で選考します。

大学入学共通テストの成績及び「調査書」を総合的に審査し合否を判定します。「調査書」につ
いては、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
成績利用科目：2022年度大学入学共通テストで受験した教科科目の中から、2教科2科目(各
教科200点、計400点満点）を選択

（注）願書提出後の成績利用科目の変更は認めません。
※国語は近代以降の文章のみ※英語はリスニングを含む※100点満点の科目は200点満点に換算
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格となった場合、併願する他学科

で選考します。

特待生選抜
に つ い て

学業特待生選抜方法：学校推薦型選
抜合格者のうち、成績が優秀な者を
選抜します。

【若干名】

下記表（資格特待生対象資格）の条件を満たしている者は、資格特待生として志願できます。
資格特待生選抜方法：総合型選抜の選抜方法（200点）に加え、「志望理由書」「資格記入書」に基づいた
面接（100点）で総合的に審査し、計300点満点で合否を判定します。【A日程3名、B日程2名、C日程1名】

学業特待生選抜方法：一般選抜合格者のうち、成績が優秀な
者から「志望理由書」を参考に総合的に審査し選抜します。

【Ⅰ期3名、Ⅱ期2名】

学業特待生選抜方法：大学入学共通テスト成績利用選抜合格者のうち、成績が優秀な者から
「志望理由書」を参考に総合的に審査し選抜します。
【A日程2名、B日程1名、C日程1名】

提 出 書 類 推薦書、調査書、志望理由書、入学
願書（出願書類一式）

調査書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）
※資格特待生選抜志願者：上記に加え、資格記入書、資格取得証明書等の写し

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

出 願 期 間 2021年11月1日㈪～11月8日㈪ 2021年9月13日㈪～10月7日㈭ 2021年11月9日㈫～12月2日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 2022年1月6日㈭～1月27日㈭ 2022年2月14日㈪～2月28日㈪ 2022年1月6日㈭～1月27日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 2022年2月14日㈪～2月28日㈪

試 験 日 2021年11月20日㈯ 2021年10月23日㈯ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2022年2月10日㈭ 2022年3月11日㈮ 大学入学共通テスト　本試験：2022年1月15日㈯・16日㈰／追試験：2022年1月29日㈯・30日㈰

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）

合 格 発 表 2021年12月1日㈬ 2021年11月1日㈪ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年2月17日㈭ 2022年3月18日㈮ 2022年2月17日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年3月18日㈮

入学手続期限 2021年12月22日㈬ 2021年11月25日㈭ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年3月2日㈬ 2022年3月24日㈭ 2022年3月2日㈬ 2022年3月16日㈬ 2022年3月24日㈭

受 験 料 30,000円 30,000円 30,000円 15,000円

資格特待生対象資格（看護学科）
対象の資格 区　分 特待生条件

基本情報技術者
准看護師
介護福祉士
介護職員実務者
介護職員初任者

資格特待生区分1
《授業料免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから準1級以上を1つ
・ａから2級を2つ
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を2つ
・ａから準2級以上を2つとｂから1つ
・ｃから1つ
・基本情報技術者を1つとａから準2級以上を1つ
・介護福祉士とａから準2級以上を1つ

資格特待生区分2
《授業料半額＋
教育費半額免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を1つ
・ａから準2級を3つ
・ａから準2級以上を1つとｂから1つ
・基本情報技術者を1つ
・准看護師を1つ
・介護福祉士を1つ
・介護職員実務者を1つとａから準2級以上を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を2つ

資格特待生区分3
《教育費免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つ
・ａから準2級を2つ
・ｂから1つ
・介護職員実務者を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を1つ

（注1）その他英語の検定試験（GTEC等）の各スコアの該当区分についてはキャリア支援課までお問合わせくだ
さい。また、英語資格を複数所持していた場合、上位資格のみ対象となります。

※原則として、該当する資格は出願時までに取得したものが対象となります。なお、出願後（出願書類一式提
出後）に取得した資格により、特待生区分を変更することはできません。

ａ
実用英語技能検定
※その他英語の検定試験（注１）
日本漢字能力検定
実用数学技能検定
日商簿記検定

ｂ
ITパスポート
全商簿記実務検定１級

ｃ
社会福祉士
精神保健福祉士
介護支援専門員（ケアマネジャー）
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八戸学院大学短期大学部 ■ 幼児保育学科　80名（男・女）

入 試 種 別
学校推薦型選抜 総合型選抜（Ａ日程） 総合型選抜（Ｂ日程） 総合型選抜（Ｃ日程） 社会人選抜

（Ⅰ期）
社会人選抜
（Ⅱ期）

一般選抜（Ⅰ期） 一般選抜（Ⅱ期） 共通テスト利用（Ａ日程） 共通テスト利用（Ｂ日程） 共通テスト利用（Ｃ日程）
学業特待生選抜含む 資格特待生選抜含む 学業特待生選抜含む 学業特待生選抜含む

募 集 人 員 40名 15名 10名 ５名 若干名 ７名 ３名 若干名
介護福祉学科との併願可能 介護福祉学科との併願可能

出 願 資 格

下記の1～4に該当する者
1．高等学校または中等教育学校を

2022年3月卒業見込みの者
2．学業成績で全体の学習成績の状

況が3.2以上の者
3．学業・人物ともに優れ、出身学

校長が本学課程の修得に十分な能
力があると認め、推薦した者

4．合格した場合に本学への入学を
確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022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

められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．合格した場合に本学への入学を確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ
4を満たしているもの
1．高等学校また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る者

4．社会人としての経験を有する者

下記の1～3のいずれかに該当する者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者

及び2022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2022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
ると認められる者及び2022年3月31日までに
これに該当する見込みの者

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022

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る者及び2022年
3月31日までにこれに該当する見込みの者

4．2022年度「大学入学共通テスト」で本学指定科目を受験した者
※前年度までの「大学入学共通テスト」の成績は利用できない

選 抜 方 法

「推薦書」「調査書」の書類審査（40
点）、小論文（100点）、「志望理由書」
を参考とする面接（60点）の計200点
満点で合否を判定します。「調査書」
については、本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに基づいて評価します。

【Ａ日程・C日程】 小論文（100点）、面接（100点）の結果及び「調査書」「志望理由書」を総合的に審査し、 
計200点満点で合否を判定します。

【Ｂ日程】 必須・選択科目の結果及び「調査書」「志望理由書」を総合的に審査し、計200点満点で合否
を判定します。 
必須科目（100点）：面接
選択科目（100点）：小論文またはピアノ・ソルフェージュ

※「調査書」については、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されることもあります。（持ち込み不可）
※ピアノ・ソルフェージュの課題の詳細は入学者選抜要項参照

小論文（100点）、面接（100点）の結果及び
「志望理由書」を総合的に審査し、計200点
満点で合否を判定します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課

題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されるこ

ともあります。（持ち込み不可）

学力試験100点満点の結果と、「調査書」を総合
的に審査し合否を判定します。「調査書」につい
ては、本学科のアドミッション・ポリシーに基
づいて評価します。
1．国語（近代以降の文章）※記述式総合問題を含む
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜

結果が不合格となった場合、併願する他学科
で選考します。

大学入学共通テストの成績及び「調査書」を総合的に審査し合
否を判定します。「調査書」については、本学科のアドミッシ
ョン・ポリシーに基づいて評価します。
成績利用科目：2022年度大学入学共通テストで受験した国語

（近代以降の文章）【200点満点】
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格と

なった場合、併願する他学科で選考します。

特待生選抜
に つ い て

学業特待生選抜方法：学校推薦型選
抜合格者のうち、成績が優秀な者を
選抜します。

【若干名】

下記表（資格特待生対象資格）の条件を満たしている者は、資格特待生として志願できます。
資格特待生選抜方法：総合型選抜の選抜方法（200点）に加え、「志望理由書」「資格記入書」に基づいた
面接（100点）で総合的に審査し、計300点満点で合否を判定します。【A日程3名、B日程2名、C日程1名】

学業特待生選抜方法：一般選抜合格者のうち、
成績が優秀な者から「志望理由書」を参考に総合
的に審査し選抜します。

【Ⅰ期2名、Ⅱ期1名】

学業特待生選抜方法：大学入学共通テスト成績利用選抜合格者
のうち、成績が優秀な者から「志望理由書」を参考に総合的に
審査し選抜します。

【若干名】

提 出 書 類 推薦書、調査書、志望理由書、入学
願書（出願書類一式）

調査書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）
※資格特待生選抜志願者：上記に加え、資格記入書、資格取得証明書等の写し

履歴書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）、
成績証明書または単位取得証明書、卒業証明書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

出 願 期 間 2021年11月1日㈪
　　～11月8日㈪

2021年9月13日㈪
　　～10月7日㈭

2021年11月9日㈫
　　～12月2日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2021年11月9日㈫
　　～12月2日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

試 験 日 2021年11月20日㈯ 2021年10月23日㈯ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2022年2月10日㈭ 2022年3月11日㈮ 大学入学共通テスト　本試験：2022年1月15日㈯・16日㈰
　　　　　　　　　　追試験：2022年1月29日㈯・30日㈰

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）

合 格 発 表 2021年12月1日㈬ 2021年11月1日㈪ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年2月17日㈭ 2022年3月18日㈮ 2022年2月17日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年3月18日㈮

入学手続期限 2021年12月22日㈬ 2021年11月25日㈭ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年3月2日㈬ 2022年3月24日㈭ 2022年3月2日㈬ 2022年3月16日㈬ 2022年3月24日㈭

受 験 料 25,000円 25,000円 25,000円　 25,000円 15,000円

※学費、資格特待生の免除額、特別入学者選抜（外国人留学生）の日程については10ページをご参照ください。
※特別入学者選抜（外国人留学生）の選抜方法など詳細については、別途お問い合わせください。

資格特待生対象資格（幼児保育学科）
対象の資格 区　分 特待生条件

基本情報技術者、准看護師、介護福
祉士、介護職員実務者、介護職員初
任者

資格特待生区分1
《授業料免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから準1級以上を1つ
・ａから2級を2つ
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を2つ
・ａから準2級以上を2つとｂから1つ
・ｃから1つ
・ｄから2級以上を4つ
・基本情報技術者1つとａから準2級以上を1つ
・介護福祉士とａから準2級以上を1つ

資格特待生区分2
《授業料半額＋
教育費半額免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を1つ
・ａから準2級を3つ
・ａから準2級以上を1つとｂから1つ
・ｄから2級以上を3つ
・基本情報技術者を1つ
・准看護師を1つ
・介護福祉士を1つ
・介護職員実務者を1つとａから準2級以上を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を2つ

資格特待生区分3
《教育費免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つ
・ａから準2級を2つ
・ｂから1つ
・介護職員実務者を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を1つ

（注1）その他英語の検定試験（GTEC等）の各スコアの該当区分についてはキャリア支援課までお問合わせくだ
さい。また、英語資格を複数所持していた場合、上位資格のみ対象となります。

※原則として、該当する資格は出願時までに取得したものが対象となります。なお、出願後（出願書類一式提
出後）に取得した資格により、特待生区分を変更することはできません。

ａ　実用英語技能検定
※その他英語の検定試験（注１）
日本漢字能力検定
実用数学技能検定
日商簿記検定

ｂ　ITパスポート
　　全商簿記実務検定１級

ｃ　社会福祉士
介護支援専門員（ケアマネジャー）
看護師

ｄ家庭科技術検定
・被服製作技術検定（和服）
・被服製作技術検定（洋服）
・食物調理技術検定
・保育技術検定全種目
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八戸学院大学短期大学部 ■ 介護福祉学科　40名（男・女）

入 試 種 別
学校推薦型選抜 総合型選抜（Ａ日程） 総合型選抜（Ｂ日程） 総合型選抜（Ｃ日程） 社会人選抜

（Ⅰ期）
社会人選抜
（Ⅱ期）

一般選抜（Ⅰ期） 一般選抜（Ⅱ期） 共通テスト利用（Ａ日程） 共通テスト利用（Ｂ日程） 共通テスト利用（Ｃ日程）
学業特待生選抜含む 資格特待生選抜含む 学業特待生選抜含む 学業特待生選抜含む

募 集 人 員 20名 ８名 ５名 ２名 若干名 ３名 ２名 若干名
幼児保育学科との併願可能 幼児保育学科との併願可能

出 願 資 格

下記の1～4に該当する者
1．高等学校または中等教育学校を

2022年3月卒業見込みの者
2．学業成績で全体の学習成績の状

況が3.2以上の者
3．学業・人物ともに優れ、出身学

校長が本学課程の修得に十分な能
力があると認め、推薦した者

4．合格した場合に本学への入学を
確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022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

められる者及び2022年3月31日までにこれに該当する見込みの者
4．合格した場合に本学への入学を確約できる者（専願）

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ
4を満たしているもの
1．高等学校また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る者

4．社会人としての経験を有する者

下記の1～3のいずれかに該当する者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者

及び2022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2022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
ると認められる者及び2022年3月31日までに
これに該当する見込みの者

下記の1～3のいずれかに該当し、かつ4を満たしている者
1．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2022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2022

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る者及び2022年
3月31日までにこれに該当する見込みの者

4．2022年度「大学入学共通テスト」で本学指定科目を受験した者
※前年度までの「大学入学共通テスト」の成績は利用できない

選 抜 方 法

「推薦書」「調査書」の書類審査（40
点）、小論文（100点）、「志望理由書」
を参考とする面接（60点）の計200点
満点で合否を判定します。「調査書」
については、本学科のアドミッショ
ン・ポリシーに基づいて評価します。

小論文（100点）、面接（100点）の結果及び「調査書」「志望理由書」を総合的に審査し、計200点満点で
合否を判定します。「調査書」については、本学科のアドミッション・ポリシーに基づいて評価します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されることもあります。（持ち込み不可）

小論文（100点）、面接（100点）の結果及び
「志望理由書」を総合的に審査し、計200点
満点で合否を判定します。
※小論文は入学者選抜要項記載の事前課

題のうち、どちらかの問題を出題します。
　また、その内容は面接で質問されるこ

ともあります。（持ち込み不可）

学力試験（100点）の結果と、「調査書」を参考と
する面接（100点）の計200点満点で合否を判定し
ます。「調査書」については、本学科のアドミッ
ション・ポリシーに基づいて評価します。
1．国語（近代以降の文章）※記述式総合問題を含む
2．面接
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜

結果が不合格となった場合、併願する他学科
で選考します。

大学入学共通テストの成績及び「調査書」を総合的に審査し合
否を判定します。「調査書」については、本学科のアドミッシ
ョン・ポリシーに基づいて評価します。
成績利用科目：2022年度大学入学共通テストで受験した国語

（近代以降の文章）【200点満点】
※併願受験者の選抜は、第1希望学科での選抜結果が不合格と

なった場合、併願する他学科で選考します。

特待生選抜
に つ い て

学業特待生選抜方法：学校推薦型選
抜合格者のうち、成績が優秀な者を
選抜します。

【若干名】

下記表（資格特待生対象資格）の条件を満たしている者は、資格特待生として志願できます。
資格特待生選抜方法：総合型選抜の選抜方法（200点）に加え、「志望理由書」「資格記入書」に基づいた
面接（100点）で総合的に審査し、計300点満点で合否を判定します。【A日程3名、B日程2名、C日程1名】

学業特待生選抜方法：一般選抜合格者のうち、
成績が優秀な者から「志望理由書」を参考に総合
的に審査し選抜します。

【若干名】

学業特待生選抜方法：大学入学共通テスト成績利用選抜合格者
のうち、成績が優秀な者から「志望理由書」を参考に総合的に
審査し選抜します。

【若干名】

提 出 書 類 推薦書、調査書、志望理由書、入学
願書（出願書類一式）

調査書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）
※資格特待生選抜志願者：上記に加え、資格記入書、資格取得証明書等の写し

履歴書、志望理由書、入学願書（出願書類一式）、
成績証明書または単位取得証明書、卒業証明書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

調査書、入学願書（出願書類一式）
※学業特待生選抜志願者：上記に加え、志望理由書

出 願 期 間 2021年11月1日㈪
　　～11月8日㈪

2021年9月13日㈪
　　～10月7日㈭

2021年11月9日㈫
　　～12月2日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2021年11月9日㈫
　　～12月2日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

2022年1月6日㈭
　　～1月27日㈭

2022年1月28日㈮
　　～2月9日㈬

2022年2月14日㈪
　　～2月28日㈪

試 験 日 2021年11月20日㈯ 2021年10月23日㈯ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 2022年2月10日㈭ 2022年3月11日㈮ 大学入学共通テスト　本試験：2022年1月15日㈯・16日㈰
　　　　　　　　　　追試験：2022年1月29日㈯・30日㈰

試 験 場 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学） 八戸市（本学）

合 格 発 表 2021年12月1日㈬ 2021年11月1日㈪ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年2月17日㈭ 2022年3月18日㈮ 2022年2月17日㈭ 2022年3月3日㈭ 2022年3月18日㈮

入学手続期限 2021年12月22日㈬ 2021年11月25日㈭ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 2022年3月2日㈬ 2022年3月24日㈭ 2022年3月2日㈬ 2022年3月16日㈬ 2022年3月24日㈭

受 験 料 25,000円 25,000円 25,000円　 25,000円 15,000円

※学費、資格特待生の免除額、特別入学者選抜（外国人留学生）の日程については10ページをご参照ください。
※特別入学者選抜（外国人留学生）の選抜方法など詳細については、別途お問い合わせください。

資格特待生対象資格（介護福祉学科）
対象の資格 区　分 特待生条件

基本情報技術者、准看護師、介護職
員実務者、介護職員初任者

資格特待生区分1
《授業料免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから準1級以上を1つ
・ａから2級を2つ
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を2つ
・ａから準2級以上を2つとｂから1つ
・ｃから1つ
・基本情報技術者1つとａから準2級以上を1つ

資格特待生区分2
《授業料半額＋
教育費半額免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つと別資格ａから準2級を1つ
・ａから準2級を3つ
・ａから準2級以上を1つとｂから1つ
・基本情報技術者を1つ
・准看護師を1つ
・介護職員実務者を1つとａから準2級以上を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を2つ

資格特待生区分3
《教育費免除》

左記資格の中から下記いずれかの組合せで資格所持
・ａから2級を1つ
・ａから準2級を2つ
・ｂから1つ
・介護職員実務者を1つ
・介護職員初任者を1つとａから準2級以上を1つ

（注1）その他英語の検定試験（GTEC等）の各スコアの該当区分についてはキャリア支援課までお問合わせくだ
さい。また、英語資格を複数所持していた場合、上位資格のみ対象となります。

※原則として、該当する資格は出願時までに取得したものが対象となります。なお、出願後（出願書類一式提
出後）に取得した資格により、特待生区分を変更することはできません。

ａ
実用英語技能検定
※その他英語の検定試験（注１）
日本漢字能力検定
実用数学技能検定
日商簿記検定

ｂ
ITパスポート
全商簿記実務検定１級

ｃ
社会福祉士
介護支援専門員（ケアマネジャー）
看護師
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八戸学院大学

学 科 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 300,000円
人間健康学科 270,000円 670,000円 310,000円
看 護 学 科 270,000円 800,000円 310,000円 240,000円

八戸学院大学短期大学部
学 科 入 学 金 授 業 料 教 育 費 実習諸経費
幼児保育学科 230,000円 570,000円 300,000円 65,000円
介護福祉学科 免除（230,000円） 570,000円 300,000円 96,000円

区 分 免 除 内 容 学 科 免除額（年間） 免除額合計（在籍期間中）

資格特待生区分１ 授業料免除

地域経営学科 670,000円 2,680,000円
人間健康学科 670,000円 2,680,000円
看 護 学 科 800,000円 3,200,000円
幼児保育学科 570,000円 1,140,000円
介護福祉学科 570,000円 1,140,000円

資格特待生区分２
授業料半額
＋

教育費半額免除

地域経営学科 485,000円 1,940,000円
人間健康学科 490,000円 1,960,000円
看 護 学 科 555,000円 2,220,000円
幼児保育学科 435,000円 　870,000円
介護福祉学科 435,000円 　870,000円

資格特待生区分３ 教育費免除

地域経営学科 300,000円 1,200,000円
人間健康学科 310,000円 1,240,000円
看 護 学 科 310,000円 1,240,000円
幼児保育学科 300,000円 　600,000円
介護福祉学科 300,000円 　600,000円

入試種別 編入・転入学選抜
Ⅰ期

学士選抜
Ⅰ期

社会人選抜
Ⅰ期

編入・転入学選抜
Ⅱ期

学士選抜
Ⅱ期

社会人選抜
Ⅱ期

外国人留学生選抜
（指定校）

外国人留学生
編入・転入学選抜（指定校）

募集人員 若干名 若干名 若干名
出願期間 2021年11月9日㈫～12月2日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 　2021年9月13日㈪～2022年1月27日㈭
試 験 日 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮ 適宜実施
合格発表 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 適宜実施
入学手続期限 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 適宜実施
受 験 料 30,000円 30,000円 30,000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　
■ 特別入学者選抜について　※特別入学者選抜の選抜方法など詳細については別途お問い合わせください。

入試種別 編入・転入学選抜Ⅰ期 社会人選抜Ⅰ期 編入・転入学選抜Ⅱ期 社会人選抜Ⅱ期 外国人留学生選抜（指定校）
募集人員 若干名 若干名 若干名
出願期間 2021年11月9日㈫～12月2日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 2021年9月13日㈪～2022年1月27日㈭
試 験 日 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮
合格発表 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 適宜実施
入学手続期限 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 適宜実施
受 験 料 30,000円 30,000円 30,000円

看護学科

入試種別 社会人選抜Ⅰ期 社会人選抜Ⅱ期 外国人留学生選抜（指定校）
募集人員 若干名 若干名 若干名
出願期間 2021年11月9日㈫～12月2日㈭ 2022年1月28日㈮～2月9日㈬ 2021年9月13日㈪～2022年1月27日㈭
試 験 日 2021年12月18日㈯ 2022年2月25日㈮
合格発表 2021年12月23日㈭ 2022年3月3日㈭ 適宜実施
入学手続期限 2022年1月20日㈭ 2022年3月16日㈬ 適宜実施
受 験 料 25,000円 25,000円 25,000円

幼児保育学科・介護福祉学科

■ 学費について(入学年次）　※下記学費以外の入学年次にかかる費用については入学者選抜要項等でご確認ください。

■ 資格特待生の免除額について　

八戸学院大学　入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

建学の精神　「神を敬し、人を愛する」
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部は、カトリック精神に則る道徳教育を施し、高潔なる
人格の完成を期し、現代社会が要請する有為の人材を育成することを建学の精神とする。

日程及び選抜方法は今後の新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる可能性があります。詳しくはＨＰまたは入学者選抜要項をご確認ください。

■ 八戸学院大学　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意欲を有している。
■2　国際感覚を養い、地域社会の実課題に自ら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、自分の理解や考えを口頭や文章、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、「地理歴史」・「公民」および「情報」の教科を学習し、十分

な基礎学力を身につけている。

■ 八戸学院大学　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　高等学校までの履修内容のうち日本語能力の基礎的な内容を身につけている。
■4　「教育職（保健体育）（養護・保健・看護）」、「トレーニング指導者」、「コーチングアシスタント」、「認定心理士」、「社会福祉士」の資

格取得を目指している。
■5　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。

■ 八戸学院大学　健康医療学部　看護学科の具体的な受け入れ方針
■1　人間を理解し、共感する知性と感性を磨き、援助的人間関係を築こうとする意欲を有する。
■2　看護師・保健師としてのものの見方や考え方、基本的な看護技術、看護倫理、多様な場における看護実践を主体的に学ぶ強い意欲を

有する。
■3　多くの医療関係職種と連携・協働して、地域の看護活動に貢献する基礎的研究方法を身につけようとする高い意欲を有する。
■4　高等学校における「国語」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「数学Ⅰ」、「数学Ａ」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。

　本学は、本学での学修に対する明確な目的や強い意欲を持ち、入学時までに培われた基礎学力、各学部・学科への適性、多様な学習や活
動等を、総合的に評価することを入学者選抜の基本的な方針としています。
求める学生像
■1　本学の建学の精神を理解し共感できる人。
■2　学問および資格や技能の修得に強い意欲を持っている人。
■3　国際感覚を意識し、地域社会の発展に積極的に貢献しようとする人。

入学時までに身に付けるべき知識、能力等
■1　高等学校の教科に関する基礎的な知識・技能。
■2　自ら課題を発見し、主体的に思考・判断・表現する能力。
■3　教科の学習のみならず、学校内外の様々な活動を経験し、多様な人々と協働して学ぶ姿勢・態度。

■ 八戸学院大学短期大学部　幼児保育学科の具体的な受け入れ方針
■1　情操教育であり保育の専門技術でもある音楽を積極的に学ぼうとする意欲がある。
■2　保育の専門的知識と技術を身につけようとする強い意志がある。
■3　「読む、書く、聞く、話す」などの基本的なコミュニケーション能力を有する。
■4　高等学校で学習した主要科目について、十分な基礎学力を身につけ、基礎的な課題を解くことができる。

■ 八戸学院大学短期大学部　介護福祉学科の具体的な受け入れ方針
■1　介護に対する強い興味と関心、短期大学教育に対する高い学習意欲を有している。
■2　高等学校で履修した主要科目についての基本的な知識を有し、基礎的な課題を解くことができる。
■3　自分の考えを口頭や文章により適切に表現することができ、他者に対して的確に伝えることができる。

※資格特待生は在学期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。

八戸学院大学短期大学部　入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
本学では以下の資質を持った人物を求めます。
■1　「神を敬し、人を愛する」という建学の精神に共感する人。
■2　豊かな人間性の基礎となる他者への共感性を備えている人。
■3　それぞれの学科における専門的分野の学修に意欲を有する人。
■4　地域社会の一員としての自覚を有し、社会への貢献に意欲的な人。



地域経営学部
地域経営学科 

健康医療学部
人間健康学科／看護学科 

幼児保育学科 介護福祉学科

〒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　 https://www.hachinohe-u.ac.jp/
八戸学院大学短期大学部　 https://jc.hachinohe-u.ac.jp/　

八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 キャリア支援課

資料請求・入試についてのお問い合わせ先

本学までのaccess
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部は八戸市街地から車で約20分

2022
入試

■その他
・八戸・久慈自動車道種差海岸階上岳I.C
　から車で約３分
・八戸I.Cから車で約30分
・八戸フェリー埠頭から車で約30分
・三沢空港から車で約60分

■JR駅からのアクセス
・JR東北新幹線「八戸駅」から車で約40分
・JR八戸線「本八戸駅」から車で約20分
・JR八戸線「鮫駅」から車で約10分

※アクセスマップはQRコードからもご確認できます。
　（八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部共通）

周年

周年


