
2022 年度 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部欠員補充募集要項  

 

１ 実施する学部・学科および募集人員 

入試区分・方式 学部・学科・専攻 募集人員 

総合型選抜自己 PR 方式 国際地域学部国際地域学科 

こども教育学部こども教育学科こども教育学専攻 

こども教育学部こども養育学科養護教育学専攻 

短期大学部生活コミュニケーション学科食物栄養学専攻 

短期大学部生活コミュニケーション学科こども学専攻 

若干名 
特別選抜 

（シニア、社会人、帰国生等） 

特別選抜（外国人留学生） 

 

２ 出願資格・出願要件 

・総合型選抜自己 PR 方式 

次の（1）または（2）のいずれかに該当し、（3）を満たす者とします。 

（1）高等学校もしくは中等教育学校（後期課程）を 2022（令和 4）年３月卒業見込みの者 

（2）外国人留学生の場合、出願資格を満たしており、さらに N2以上の日本語力を証明できる者 

（3）本学を専願し、本学および志望学部のアドミッションポリシーを理解している者 

外国人留学生の出願資格は特別選抜（外国人留学生）を参照。 

・特別選抜（シニア、社会人、帰国生等） 

次のいずれかに該当する者とします。 

【シニア・社会人】 2022 年 4 月 1 日現在で満 20 才以上で、次のいずれかに該当する者 

（1）高等学校もしくは中等教育学校（後期課程）を卒業した者、および 2022（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 2022（令和 4）年 3 月卒業見込みの者 

（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、および 2022（令和 4）年 3月 31 日までにこれに該当する見込みの者 

【帰国生等】 日本国籍を有し、もしくは永住者・定住者で、保護者の海外在留のため 2年以上海外で

学校教育を受け、 次のいずれかに該当する者 

（1）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以上の学力があ

ると認められる者、および 2022（令和 4）年 3 月 31日までにこれに該当する見込みの者 

https://admissions.suzuka.ac.jp/file/2022/requirements.pdf#page=4
https://admissions.suzuka.ac.jp/selection-special/#special02


（2）外国において、もしくは日本の外国人学校で、学校教育における 12 年の課程を修了して 1年以

内の者、および 2022（令和 4）年 3月修了見込みの者 

（3）日本の高等学校もしくは中等教育学校（後期課程）に在籍し、2021（令和 3）年に卒業した者 

および 2022（令和 4）年 3月卒業見込みの者で、中学校・高等学校もしくは中等学校（前期・後期

課程）を通じて 2 年以上継続して外国で教育を受け、帰国後の在籍期間が 2年以内の者 

・特別選抜（外国人留学生） 

次の（1）に加えて（2）・（3）のいずれかに該当する者とします。 

（1）日本国籍を有しないで、2022（令和 4）年 3 月 31日までに 18 歳に達する者で、日本語能力試

験、J.TEST等、日本語能力を証明できる検定試験を受験しており、出願時にその成績を提出でき

る者 

（2）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 2022（令和 4）年 3 月までに

修了見込みの者 

（3）国際バカロレア資格取得者で、12年の課程を修了しており、文部科学大臣の指定する者 

３ 試験日・選考方法 

試験日  2022 年 3 月 26 日（土） 10:00～ （受付 9:20～） 

入試区分・方式 学部・学科・専攻 試験内容 
面接内容／ 

志望理由書テーマ 

総合型選抜 

（自己 PR 方式） 
全学部全学科（全専攻） 

・自己ＰＲレポート※ 

・面接 

・小論文 

・志望理由書※ 

・調査書 

詳細は下記参照 

特別選抜 

（シニア、社会人、帰国生等）  
全学部全学科（全専攻） 

・面接 

・小論文 

・志望理由書※ 

・調査書* 

詳細は下記参照 

特別選抜 

（外国人留学生） 

国際地域学部国際地域学

科 

・面接 

・総合学力テスト 

・志望理由書※ 

詳細は下記参照 

   ※本学サイトの「欠員補充募集のお知らせ」ページから様式をダウンロードできます。 

   *社会人で調査書の提出が難しい場合は入試広報キャリア課まで連絡してください。 

  



 

【面接内容】 

国際地域学部国際地域学科 
国際地域学部のアドミッションポリシー※をよく読んで、あなたの強み

を国際地域学部での学びにどのように活かすことができるか。 

こども教育学部こども教育学

科こども教育学専攻 

こども教育学部およびこども教育学専攻のアドミッションポリシー※を

よく読んで、目標に向かってあなたの強みをどのように活かしていくの

か。 

こども教育学部こども養育学

科養護教育学専攻 

こども教育学部および養護教育学専攻のアドミッションポリシー※をよ

く読んで、目標に向かってあなたの強みをどのように活かしていくの

か。 

短期大学部生活コミュニケー

ション学科食物栄養学専攻 

短期大学部のアドミッションポリシー※をよく読んで、あなたの強みを

本学での学びにどのように活かすことができるか。 

短期大学部生活コミュニケー

ション学科こども学専攻 

短期大学部のアドミッションポリシー※をよく読んで、あなたの強みを

本学での学びにどのように活かすことができるか。 

   ※アドミッションポリシーは本学「受験生応援サイト」の『募集要項』で確認できます。 

（https://admissions.suzuka.ac.jp/file/2022/requirements.pdf#page=4） 

 

【志望理由書テーマ】 

国際地域学部国際地域学科 
本学国際地域学部であなたが何を学びたいかを、将来やりたいことと

関連づけて具体的に書きなさい。 

こども教育学部こども教育学

科こども教育学専攻 あなたの将来の夢や目標を達成するために、これまで継続してきたこ

とや、本学に入学したら実行してみたいことを具体的に書きなさい。 こども教育学部こども養育学

科養護教育学専攻 

短期大学部生活コミュニケー

ション学科食物栄養学専攻 本学短期大学部であなたが何を学びたいかを、将来やりたいことと関

連づけて具体的に書きなさい。 短期大学部生活コミュニケー

ション学科こども学専攻 

 

４ 判定方法 

総合点判定： あらかじめ決められた配点合計における得点合計が高得点の志願者から順に合否

を決定します。 

 

５ 出願手続 

(1) 出願方法 

志願者は、下記の書類を持参し、必ず来学のうえ出願手続きを行ってください。（郵送不可） 

(2) 入学検定料 

志願者は、入学検定料（35,000円、現金のみ）を持参し、必ず来学のうえ納入手続きを行って

https://admissions.suzuka.ac.jp/file/2022/requirements.pdf#page=4


ください。まず、入試広報キャリア課にて受付します。総務・財務課を案内しますので、そちらに

て検定料をお支払いください。 

(3) 出願期間 

2022 年 3月 17日（木）～3 月 22 日（火）  窓口受付時間 午前 9 時～午後 4 時 

(4) 出願先（受付場所） 

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部入試広報キャリア課 （三重県鈴鹿市郡山町 663-222） 

電話 0120-919-593 

 

６ 出願書類 

入学願書※ 
志願者本人が記入してください。（ボールペンまたは万年筆） 

※本学サイトの「欠員補充募集のお知らせ」ページからダウンロードできます。  

志望理由書※ 
志願者本人が記入してください。（ボールペンまたは万年筆） 

※本学サイトの「欠員補充募集のお知らせ」ページからダウンロードできます。  

自己ＰＲレポート 

※総合型選抜自己 PR 方式 

での出願のみ必要 

志願者本人が記入してください。（ボールペンまたは万年筆） 

※本学サイトの「欠員補充募集のお知らせ」ページからダウンロードできます。  

調査書* 

在籍した学校の長が作成してください。（2021年4月以降作成のもの。

開封無効）。*社会人で調査書の提出が難しい場合は入試広報キャリ

ア課まで連絡してください。 

日本語能力を証明できる

書類 
外国人留学生のみ。（コピー可） 

入学検定料の領収書 35,000円 *本学総務・財務課にて検定料をお支払いください。 

 

７ 合格発表 

(1) 発表日時： 2022年 3 月 28 日（月） 午前 10時 

(2) 発表場所等： 本学ウェブサイトに掲載するとともに、合格者本人に別途通知します。（本学から

の通知をもって合格とします。電話・メール等の照会には応じかねます） 

 

８ 入学手続（概略） 

入学手続きに関する詳細は、合格者本人に別途通知します。 

(1) 手続期間： 2022年 3 月 28 日（月）～29 日（火） 両日とも午前 10 時～午後 4時 

(2) 手続場所： 鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部入試広報キャリア課 （三重県鈴鹿市郡山町 663-

222） 電話 0120-919-593 

 

９ 欠員補充募集に関するお問い合わせ先 

鈴鹿大学・鈴鹿大学短期大学部入試広報キャリア課 （三重県鈴鹿市郡山町 663-222） 

電話 0120-919-593 


