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　本学は、プロテスタントキリスト教の信仰と伝統に立って、札幌の地に歩みを続けてきた学校法人北星学

園が設置する短期大学部です。

　北星学園の教育の源は、1887年、米国の女性宣教師サラ・C・スミスが「スミス女学校」を開設し、北海

道の女子教育に着手したことに遡ります。1951年、英文科の第１期生を迎えて北星学園女子短期大学を開設

しました。

　「地域の生活や社会の改善の礎となる人材を育成したい」この想いを胸に、北星学園女子短期大学は向学の

志ある女子に学びの場を提供し続け、2002年には大学キャンパスへ移転し、男女共学となりました。

　北星学園大学短期大学部の建学の精神は、キリスト教による人格教育を基礎とし、広く教養を培うとともに、

深く専門の学芸を教授研究し、知的、応用的能力を発揮させることを目的としています。高き教養と人格の

確立をめざした本学の教育は、多くの有為な人材を世に送り出し、社会の高い評価を得て今日に至っています。

　北星を支えるキリスト教精神は、自己を何によって育てるか、自己の一番深いところまで問い続け、考え

ることにあります。人間としての基本的なあり方と姿勢を問い続けることで、自らの生き方を探し、実践し

ていくことを大切にします。知性と豊かな人間性を備えていることはもちろん、地域社会の諸情勢やその問

題に深い関心を持ち、その発展と問題解決に関わりながら人々とともに生きる姿勢や心を持つような人を求

めています。

北星学園大学短期大学部　アドミッションポリシー（入学者受入方針）

〔英文学科〕
　英文学科では、生きた英語とそれを支える文化、さらに英米文化のみならず広範な分野にわたる専門教育

を実践的に教授するとともに、総合的な英語運用能力と豊かな国際感覚を養成し、広い視野と判断力及び適

切なコミュニケーション能力を備えた人材の育成を目的としています。

　英語運用能力の「聴く」「話す」「読む」「書く」という基礎力を最大限に伸ばし、さらに、「知る」「使う」

といった応用能力を身につけることを目指します。英米人の英語だけでなく、英語を国際語ととらえ、イン

ターナショナル・チューターに接する機会を持ち、自分の意見を伝える力を備え、さまざまな英語や文化を

理解し、寛容な姿勢を学びます。また、英語を通して、幅広い分野の学問を探求する姿勢や、社会で英語を

使って仕事をするための知識や英語運用能力を育成します。

　生きた英語そのものとそれを支える文化を学び、英語による自己表現力を高め、国際性を身につけたい人

を求めています。

〔生活創造学科〕
　生活創造学科では、人の生活を総合的、複合的、科学的にとらえるための知識・技術を教授します。生活

の中に潜在する問題を発見し適切に表現する能力、新しい生活方法をのびやかに発想し実践する能力を養成

することを目的としています。

　「生活の知的創造」をキーワードに、実践的な総合科学を追究し、自ら考え、行動し、他者と協働できる

人材を育成します。その方法としては、文化、芸術、心理学、社会学、福祉学、経済学、住居・建築学、デ

ザイン、情報技術等を切り口に、生活を論理的、多角的に検証していきます。また、演習・実習形式を活用

した少人数教育によって、一人ひとりが主体的に学ぶことのできる環境を整えています。

　２年という限られた時間の中で、貪欲に学び、幅広い知識と技能を修得しようという志のある人、より豊

かに生きていくために、個人と社会のあり方を真剣に考え、行動できる人を求めています。

学科の特色と求める学生像
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入学定員と募集人員

（人）

入学定員
募 　 集 　 人 　 員

一般選抜
大学入学共通テスト利用選抜 学校推薦型

選 抜
総 合 型 選 抜 社会人選抜、帰国生徒選抜、

外国人留学生選抜（ Ⅰ 期 ）（ Ⅱ 期 ） （ Ⅰ 期 ）（Ⅱ期：自己推薦型）

英文学科 120 42 ・5 ・3 40 15 15 若干名

生活創造学科 ・80 20 ・2 ・2 30 16 10 若干名

入学者選抜方法と基本方針

　北星学園大学短期大学部では、一般選抜の他に、大学入学共通テスト利用選抜、学校推薦型選抜、総合型選

抜（Ⅰ期／Ⅱ期：自己推薦型）、社会人選抜、帰国生徒選抜、外国人留学生選抜を実施しています。多様な入学

者選抜方法で、多元的な評価尺度を用いて志願者の能力・資質を適切に評価・判定します。

（１）一般選抜
　一般選抜では、高等学校又は中等教育学校における学習の基本的達成度と論理的思考力を問い、本学で学

ぶために必要な基礎的な能力を評価・判定します。また、志願者が志願時に記入した主体性等にかかわる記

述に基づき主体性等を評価します。

（２）大学入学共通テスト利用選抜
　大学入学共通テスト利用選抜では、多様な観点から基礎学力の修得度をみるために、本学独自の試験は課

さず、大学入学共通テストのみを課して、評価・判定します。また、志願者が志願時に記入した主体性等に

かかわる記述に基づき主体性等を評価します。

（３）学校推薦型選抜
　学校推薦型選抜は、本学への入学実績等から選定した指定校から推薦を受けた志願者を対象に、高等学校

長又は中等教育学校長の推薦書に基づいて行う入学者選抜です。

　高等学校又は中等教育学校における学習歴に配慮しており、各学科で評定平均値を設定しています。学習

成績のみならず、高等学校又は中等教育学校での様々な活動や成果（生徒会活動、クラブ活動、社会活動：

ボランティア活動等、キリスト教の教会活動、その他の評価すべき活動等）も考慮します。英文学科では英

語４技能試験、生活創造学科では小論文と面接を課しており、本学で学ぶ目的・意欲とともに、基本的な文

章理解力・表現力をみます。

（４）総合型選抜（Ⅰ期）（Ⅱ期：自己推薦型）
　総合型選抜は、本学への入学を強く希望する多様な能力・資質を持つ志願者を対象に、各学科の特色を生

かした入学者選抜を実施します。

　Ⅰ期の選抜は１次選考（書類）と２次試験（学力試験）により行います。英文学科では英語４技能試験と

面接、生活創造学科では面接・口頭試問を課します。

　Ⅱ期の選抜は高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの方のみならず、卒業しすでに社会人としての経験

を持つ方等、幅広く募集を行います。英文学科、生活創造学科ともに小論文と面接を課します。

　いずれの選抜でも本学で学ぶ目的・意欲、本学での勉学に必要な基礎的能力を評価・判定します。また、合

格者に対しては本学が指定する入学前教育に積極的に取り組むことを求めます。
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　⑴　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021（令和３）年３月卒業見込みの者

　⑵　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021（令和３）年３月修了見込みの者

　⑶　学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）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2021（令和３）年３月31日までにこれに該当する見込みの者

　　　これらの者は、次のとおりである。

ア　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及び2021（令和３）年３月31日までに修

了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

イ　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該

課程を修了した者及び2021（令和３）年３月31日までに修了見込みの者

ウ　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及

び2021（令和３）年３月31日までに修了見込みの者

エ　文部科学大臣の指定した者

オ　高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）により文部科学大臣が行う高等

学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規程による廃止前の大学入学資格検定規

程（昭和26年文部省令第13号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）及び2021（令和３）年３

月31日までに合格見込みの者

カ　本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、18歳に達した者及び2021（令和３）年３月31日までに18歳に達する者（ただし、出願に先立

ち、出願資格に係る事前審査を要する。）

※　以下の１、２に該当する場合は、必ず出願開始の２か月前までに入試課へ電話で問い合わせてください。

　１　本学において、個別の入学資格審査により出願を希望する者

　２　出願資格（外国の学校等の資格など）及び出願資格を証明する書類等について疑問がある者

２．試験日程

出願期間（Web） 2021年１月12日（火）～１月25日（月）16：00まで

試 験 日 英文学科　2021年２月７日（日） 生活創造学科　2021年２月６日（土）

試 験 地 札幌（本学）・旭川・帯広・函館・東京・青森

合格発表 2021年２月22日（月）10時

入学手続締切 2021年３月１日（月）16時まで

入学一時金
返還申出期間

2021年３月16日（火）～３月23日（火）12時（正午）まで

３．試験科目・配点・試験時間

学科 試験教科・科目 配点 試験時間

英文学科 英語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション
英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、
英語表現Ⅱ（リスニングテストを含む）

150点 10：20 ～ 11：50（90分）

生活創造学科

国語 国語総合（近代以降の文章）、現代文Ｂ 100点 10：20 ～ 11：20（60分）

選択
「日本史Ｂ」、「世界史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、
「数学（数学Ⅰ及び数学Ａ）」から１科目選択

100点 14：20 ～ 15：20（60分）

主体性等の評価
これまで主体的に取り組んだ学びや活動について、３点満点で評価する。
主体性等については、出願時に200字程度で入力すること。入力されていない場合は
「無得点」とする。

　学力試験の成績及び主体性等の評価によって行います。

一般選抜要項

１．出願資格
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４．出願手続

　（1） 出願方法
　　・　市販の角２型封筒を用意してください。宛名については、『志願票（願書）』の印刷時に出力される『宛

名ラベル』を使用してください（印刷は普通紙。ラベルへの記入は不要）。

　　・　『宛名ラベル』を貼り付けた封筒に下記必要書類を入れ、出願期間内に「速達簡易書留」で郵送して

ください。

　（2） 出願書類
　　①　志願票（願書）
　　　・　Ｗｅｂ出願専用サイトから出願登録を行い、入学検定料の支払い完了後に「支払い完了通知」のメ

ールが届いたらマイページにログインし、志願票（願書）を印刷してください。その際、『宛名ラベル』

と『主体性等を記した書類』が同時に出力されます。

出願登録用の顔写真データが必要となります。（貼付は不要）詳細につきましては
受験生Ｗｅｂの「Ｗｅｂ出願マニュアル」をご参照ください。

　　②�　調査書（発行日が出願３か月以内のもの。出願時点で卒業（修了）している場合は、卒業（修了）
後の調査書であれば発行日は問いません）

　　　・　出身学校長が作成・厳封したものに限ります。出願学科数に関わらず、必要な調査書は１通となり
ます。また、大学入学共通テスト利用選抜（Ⅰ期）にも出願する場合や、出願書類の郵送後に追加で

出願する場合のいずれも１通のみ提出してください。
　　　・　※追加出願（２通目以降の郵送）の場合は、郵送封筒に【追加出願】と明記してください。

　　　・　高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）の合格者は合格成績証明書を提出してください。

合格見込みの者は、合格見込成績証明書が提出書類となります。

　　　・　また、調査書が発行されない場合や氏名に変更がある場合は、入試課までお問い合わせください。

　　③　主体性等を記した書類（出願登録時に所定の欄に入力）
　　　・　出願登録時に、これまで主体的に取り組んだ学びや活動について、200字程度で入力してください。

入学検定料の「支払い完了通知」のメールが届いたら、志願票と同時に印刷することができます。

　（3） 入学検定料（事務手数料：一律900円＋消費税が別途かかります）

一般選抜 30,000円

一般選抜の併願検定料
※・大学入学共通テスト利用選抜と

の併願による検定料の軽減はあ
りません

15,000円（２学科目以降から）
例）短期大学部英文学科と文学部英文学科の併願
　　30,000円＋15,000円＝45,000円
例）短期大学部の２学科と文学部英文学科との併願
　　30,000円＋15,000円＋15,000円＝60,000円

　　　※一度お支払いただいた入学検定料は、出願の有無に関わらず返還いたしません。

　　　※・入学検定料の支払いが完了していても、出願期間の消印有効日に出願書類の郵送がなされていない、

または出願書類に不備がある等の理由で出願受付ができない場合があります。

　　

　　・　Ｗｅｂ出願専用サイトで出願登録時に以下の支払い方法を選択します。一度選択した支払方法を変更

することはできませんので、内容をよくご確認のうえ選択してください。

　　①　コンビニエンスストア＜現金支払い＞

　　　・　セブン-イレブン／ローソン／ファミリーマート／セイコーマート／デイリーヤマザキが支払可能

です。

　　②　金融機関ＡＴＭ（ペイジー）〈現金支払いまたはキャッシュカード〉

　　③　クレジットカード

　　　・　VISA ／ Master ／ JCB ／ American・Express ／ Diners が利用可能です。

　　　・　カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません。また、クレジットカードでのお支払いの場合
は、出願登録と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消はできませんので、出願登

録の確定前に内容をよくご確認ください。

お支払いに関する詳細につきましては受験生Ｗｅｂの「Ｗｅｂ出願マニュアル」をご参照ください。
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６．受験者への得点結果通知等

　本学では一般選抜の結果を、希望者に対して「受験者本人への得点結果の通知」を行っています。また受

験者本人の事前承諾に基づく「出身高等学校又は中等教育学校への得点結果の提供」を実施しています。つ

いては、その趣旨・実施方法等をご理解いただき、ご協力をお願いします。

　（1）  趣　旨

　一般選抜の個人の「得点結果」は、高等学校又は中等教育学校における進学指導上の参考資料とし

て必要とされています。本学では受験者の個人情報保護を前提に、受験者の意思を本位とした実施方

法により、受験者並びに出身高等学校又は中等教育学校の要望に応えることを趣旨としています。

　（2）・実施方法

　　　Ａ．受験者への得点結果の通知

①　「得点結果通知」の希望の有無を、入学志願票の「本人への得点結果通知」欄の該当するも

のに記入してください。未記入の場合は、「希望する」として受付けします。

②　通知する時期は、2021年３月15日前後とします。10日以上経ても「得点結果通知」が届かな

い場合は、入試課へ問い合わせをしてください。

　　　Ｂ．出身高等学校又は中等教育学校への合否及び得点結果の提供

　本学では出身高等学校又は中等教育学校へ、進学指導上の参考資料として承諾のある受験者の

合否及び得点結果を提供しています。次の「合格者名簿」「合否及び得点結果」を大学から提供

されることについて、入学志願票の「出身高校への情報提供」の欄にその可否を記入してくださ

い。未記入の場合は、「承諾する」として受付けします。

①　合格者名簿（学校別）

　　この名簿には、合格者の受験番号と氏名、現役・浪人の別などが記載されます。入試得

点は表示されません。名簿の提供時期は、合格発表以降になります。

②　合否及び得点結果（学校別）

　　この名簿には、受験番号、氏名、合否、一般選抜の科目別得点、現役・浪人の別などが

記載されます。名簿の提供時期は、2021年４月中旬以降となります。なお、この名簿提供

の可否を変更する場合は、2021年３月末日までに入試課へ文書で連絡してください。

　（4） 出願手続上の注意
　　①・　出願書類は定められた期間内に送付する必要があります（消印有効）。入学検定料が納入済みであ

っても、出願期限内に郵送されない場合は出願を受理することができませんのでご注意ください。ま

た、その場合の入学検定料は返還いたしません。

　　②　出願後の志望学部、志望学科、試験地の変更は一切受付けません。

　　③　出願書類に不備があるものは、受付を保留します。

　　④　提出された書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。
　　⑤　・身体機能の障がいや疾病等により、受験時や入学後の学習に際して特別な措置を必要とする志願者

は、原則、出願開始の二ヵ月前までに入試課に必ず相談をしてください。なお、出願後に不慮の事

故等のため、特別な措置を必要とする志願者は、直ちに申し出てください。

　　⑥・　（短期大学部のみ）今年度の総合型選抜（Ⅱ期：自己推薦型）で不合格となった者が一般選抜で同

一学科を受験する場合は、入学検定料が15,000円となります。（事務手数料除く）

５．受験票

　（1）・出願書類一式を郵送し、本学入試課で受理した後にマイページから受験票の印刷が可能となります。

　　　（書類確認のため数日を要する場合があります）

　　　事前に印刷し、試験当日に持参してください。

　（2）・・受験票の印刷については、Ｗｅｂ出願専用サイトに登録いただいたメールアドレスにお知らせが届き

ます。試験日の５日前になってもお知らせが届かない場合は、入試課までお問い合わせください。
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　※　詳しくは61～63頁を参照してください。

８．試験場案内図

７．受験にあたっての注意事項

　　①・　各試験場とも、前日の試験場内の下見はできません。

　　②・　試験当日の集合着席時間は各入試の要項で確認のうえ、所定の試験会場に入室、着席してください。

　天候や交通渋滞等を考慮のうえ、余裕をもって入場してください。

　　③・　受験票は試験当日必ず持参し、試験時間中は机上の見やすい位置に置いてください。

　　④　万一、受験票を紛失又は忘れた場合は、試験当日に試験場受付係員へ申し出てください。

　　⑤・　答案は鉛筆で記入してください。Ｆ又はＨＢの黒鉛筆、プラスチック製消しゴム、携帯用鉛筆削り

等を持参してください。

　　⑥　・時計の持ち込みは計時機能のみに限ります。アラーム機能がついている場合は、事前に止めておい

てください。

　　⑦　・試験時間中は、携帯電話、スマートフォン等の電源を切ってかばんにしまってください。

　　　　時計代わりに使用することもできません。

　　⑧・　各科目とも試験時間終了後、指示があるまで試験室を退室することができません。

　　⑨　昼食は各自持参してください。

　　⑩　上履きは不要です。

　　⑪・　受験に際しての宿泊施設の斡旋は行っておりません。なお、例年本学の一般選抜の試験日前後は、

「札幌雪まつり」の開催期間と重なるため、札幌市内の宿泊施設の確保が困難な場合がありますので、

早めに手配されるようお勧めします。

　　⑫　本学では、試験当日、試験場及びその周辺で合否電報などの委託徴収等は一切行っておりません。

　　⑬　試験当日は、特に指定した場所を除き、受験者以外の者の試験場内への立ち入りを禁止します。

９．合格発表

　（1）２０２１年２月２２日 (月) １０時

　合格者の受験番号を本学Ｃ館玄関内に掲示（平日20時まで入場可）するとともに、合格通知書及び入

学手続きに必要な書類を本人あて速達郵便で送付します。

　（2）Ｗｅｂ出願専用サイトのマイページから合否照会が可能となります。

　(3)・「合格者受験番号」を大学ホームページで10時から公開します。なお、発表時間前後はアクセスが多く、

接続しにくい場合もありますので、ご承知おきください。

　（4）電話による合否の問い合わせについては、混乱防止のため一切応じません。

　（1）入学手続

①　所定の期間内に入学一時金を納入するとともに、後日入学手続書類を提出することによって完了

します。入学一時金の納入に必要な書類は、合格通知書とともに郵送します。

②　入学一時金の納入及び入学手続書類の提出に際しては、本学所定の用紙を使用してください。

10．入学手続
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11．入学辞退者への入学一時金の返還

　2021年３月16日(火)から３月23日(火) 正午までの間に入学辞退を申し出た者に、入学金を除く納入金

を返還します。手続方法等の詳細は、合格通知書とともに送付する入学手続要項の指示に従ってくださ

い。

※ 入学辞退申出期間以降で2021年３月31日16時までに、止むを得ず入学を取止めることを申し出た者については、入

学金を除く納入金を返還します。詳しくは合格通知書とともに送付する「入学手続要項」の指示に従ってください。

　（2）入学一時金の納入

　　納入期限　２０２１年３月１日 (月) １６時まで

　　①　期限までに手続きを行わなかった場合には、入学意思がないものとして取り扱います。

　　②　入学一時金　2021年度入学生の納入すべき金額は、58頁を参照してください。

　（3）入学手続書類の提出

　　提出期限　２０２１年３月２３日 (火) 必着

　　　　誓約書、高等学校等の卒業証明書、写真（１枚）、ＪＲ身分証明書（通学定期乗車券購入用：必要

な場合のみ）他

　　　　詳細については、合格通知書とともに送付する入学手続要項の指示に従ってください。

　（4）生活創造学科の入学者に、入学前教育を実施します。詳細は別途連絡します。

　2021年度入学生の学費は、58頁を参照してください。学費及び諸納付金が現行額から改定された場合は、

別途連絡します。

13．学費・諸納付金

12．特別奨学生制度

　（1）・入試特別奨学賞制度

　　　この制度は一般選抜の成績優秀者を対象とする特別奨学生制度で、学科毎に募集人員の10％程度の合

格者を入試特別奨学生とするものです。この奨学生に該当された方が入学した場合には、授業料及び教

育充実費の２分の１に相当する額が免除されます。なお、この制度は在学中の学業成績等により最大４

年間継続されます。

　（2）・２年次以降の在学生を対象とする成績優秀者学業奨励賞制度

　在学生の中から学業成績の優秀な者を対象とし、その努力を報奨することを目的としています。前年度各
学科・学年の学業成績上位20分の１以内の者又は５名に対して、奨励金年額１万円～５万円が給付されます。




