
社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

社会福祉学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

和泉 凜音さん
入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.高校の時、福祉コースに所属していてその中の活動で高齢者施設への訪問や障害者施設の
利用者の方々との交流を何度か行ってきました。その活動の中で、日常生活を送る上で支障
があり、困難を感じているすべての人を対象として仕事を行う社会福祉士になりたいと感じま
した。そのため、福祉に関することを詳しく、多く学べる富山福祉短期大学を目指しました。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.面接練習と過去問での対策です。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.面接ノートを作成して、先生方に見てもらいながら練習しました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.過去問をたくさんすることや通学時間などの隙間時間を活用した勉強です。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.部活と勉強を両立させることです。授業の内容をきちんと理解しようとすることをもっとしておけ

ばよかったと思いました。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.自分が進んで学びたいと思っていることでもあるので、とても楽しいです。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.後悔しないように精一杯頑張ってください！

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

社会福祉学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

川岸 倖大さん

入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.高校一年生の終わりに文理選択があった際に文系の仕事を調べていたときに出できたのが、今

自分が目指している「社会福祉士/精神保健福祉士」というお仕事でした。最初は福祉という言葉

にすごいハードルの高さを感じて自分にできるのかなと思っていましたが、高2高3時代に出会った

色んな人に背中を押され、今は精神保健福祉士を目標に勉強してます。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.過去問を解いてみました。自分は国語を選択したんですけど、文章題は自分だけでは解けなかっ

たので学校の先生に採点してもらいました！

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.2回ほど当時の担任の先生と面接練習しました。ボロボロだったんですけどね。アドバイスとしては、

落ち着いてください。ガチガチになると話せるものも話せなくなるので。ふくたんの先生は現場経験

が豊富な方が多いので、詰まっても頭が真っ白になっても伝えようと一生懸命に話そうとしたら聞い

てくれると思います。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.前述の通り文章題をしっかり勉強して、面接の受け答えを補強しました。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.色んな人とお話してみるといいかもしれないです。それと普段話してるとき自分はどんな相槌をして
いるかだけでも知っておくと役に立ちます。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.精神保健福祉士志望でも精神系をずっとやるわけではなくて介護実習などの領域の学習もします。

また一口に福祉と言っても児童福祉や高齢者福祉などと様々なアプローチで学びを深めることが

できています。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.月並みになるかもしれないですが、高校生活が残りわずかで、この季節は不安なことが沢山あると
思いますが周りとの縁を大事に駆け抜けてください。

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

看 護 学 科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

山東 ひよりさん

入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.小さい頃から、病院で看護師が患者さんに優しく寄り添っている姿に憧れていました。看護師に

なることが将来の夢になったのは中学生のときです。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.私は国語を選択したため、記述の問題で筆者の伝えたいことを文章中から抜き出し、正確に書

く練習を特に行いました。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.様々な質問の内容や仕方に対応して、自分の考えや思いをしっかり伝えるための練習をしまし

た。また、面接官の目を見て、緊張で早口にならないよう普段の会話よりゆっくり話すことに気

をつけました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.勉強は、自分が分かりやすい参考書を1冊活用して行いました。私は、少し音がある方が勉強

が捗るため、弱音で音楽を聞いていました。過去問を解いて、受験校の問題の傾向を知り、対

策しました。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.専門分野は覚えることが非常に多いため、暗記力をもっと高めておけばよかったと思います。

自分を限界まで追い込み頑張ったらよかったと思います…。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.今までの学生生活とは違い、新しい友達もでき新鮮で楽しいです。同じ目標を持ち、頑張ってい

る人が周りたくさんいるため、自分も頑張ろうと思えます。専門分野は、看護の専門知識を身に

付けていくため難しいですが、知識が増えたと実感できたとき嬉しくなり学ぶ意欲が湧きます。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.夢や目標に向かって努力している素敵な皆さんが受験で力を発揮できるよう応援しています！

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

看 護 学 科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

柴田 実怜さん

入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.将来の夢は看護師です。看護体験に行った際に看護師の方が看護師のやりがいについて話し

てくださり、その言葉が心に残ったのがきっかけです。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.受験の際は自分の得意教科を選択したらいいので、自分の得意教科を極めました。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.志望動機や将来の目標など、定番の質問を中心に自分の思いや意見を堂々と話せるように練

習をしました。学校のいろいろな先生と面接練習を行うことで徐々にどんな質問に対しても意見

が言えるようになりました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.過去問です。どのような問題がどのように出題されるのか知ることができるためやっておくべき

だと思います。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.テスト前や受験前だけ追い込んで勉強するのではなく、勉強することを習慣づけることです。

また、生物の勉強は大学に入ってからも被る内容があるためやっておくべきだと思います。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.専門的な内容が多く、覚えなくてはいけない知識や技術が沢山ありますが看護師を目指す仲
間と高め合いながら成長できる場だと思います。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.自分の夢に大きく近づけるので乗り越えられるよう頑張って下さい！応援しています！

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

幼児教育学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

新原 裕誠さん
入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.1番の理由としては子どもと関わることが好きであることでした。また、高校の授業の一環で近

隣の保育園を訪れた際に、保育者の姿に憧れをもち、子どもを楽しませることが私も出来れば

なと感じたことも保育士を目指す一つのきっかけでした。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.入試説明会でもらった過去問題を実際に時間を計って解いたり、出題傾向を確認したりして、

対策しました。また、国語を受けることに決め、漢字や慣用句を覚えるためにも、高校の先生か

らプリントをもらい、練習に励みました。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.特定の先生とのみ面接練習を行うのではなく、多くの先生と行い、様々な質問に答えられるよう

にしました。また、質問だけではなく、基礎的な面接マナーについても何度も練習しました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.授業で行ったのですが、長文読解を何度も練習したことにより、速読に繋がり、役立ったと感じ

ています。また、何を特化して勉強すればよいか困った時は先生に相談して、一緒に勉強をお

願いすることも大切だと思いました。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.普通科に通っており、家庭科基礎もあったのですが、子どもについての内容ばかりではないの

で、もっと自主的に勉強しておけばよかったと思います。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.やることも多く大変ですが、資格取得を目指して、努めています。同じ目標をもった仲間達なの

で、より一層協力して学んでいけるのが良い点だと感じています。また、実習でしか学べないこ

ともあるので、今後も貴重な体験を損なわないよう、頑張っていきたいです。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.大変な日々をお送りかと思いますが、自信をもって、乗り越えていきましょう！

みなさんに会えることを楽しみにしています。

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

幼児教育学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

水野 柊芽さん
入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.保育士です。元々子どもと遊ぶことが好きで保育士を目指しています。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.私は国語を選んでいて、対策は小説を読んだりして文字に慣れるようにしていました。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.面接は1人の人にしてもらうのではなく、他の先生や友達にお願いして試験官役をしてもらって

いました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.家ではなかなか手がつかないので、授業が終わったあとに学校で勉強していました。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.もっとたくさんの人と話すことです。色々な人と関わることで、自分の中にない広い視点や価値

観を得られるからです。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.生徒と先生方との距離が近いので分からないことも、すぐに聞けるのでいいと思います。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.後悔のないように、自分が出来る限りの努力をして頑張ってください。

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中

国際観光学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

井澤 愛里彩さん

入試区分：一般選抜入試

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.パソコン技術やコミュニケーション能力など短期大学で学んだことを最大限に活かせることが目標

です。

Q2.学科試験に向けどのような対策をしましたか？

A2.過去問を解き、間違っていたところやわからなかったところは、自分で参考書を使って答えを導き

出せるポイントを探したり、わからない場合は学校の先生に聞いたりしてわからない部分をなくして

いきました。また、最後の英作文は先生に添削してもらい書き方のコツについてアドバイスしていた

だきました。

Q3.面接対策はどのように行いましたか？

A3.最初は、高校で用意されていた基本的な質問内容が書かれていた面接ノートをもとに様々な先生

と面接練習をしていました。また、ふくたん側から資料としてもらった面接内容が書かれている紙を

もとに必ず聞かれる内容を完璧になるまで何度も高校の先生と練習しました。

Q4.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A4.共通テストでは長文の出題が多いため、読解力や速読のスキルが求められていましたが、ふくた

んの学科試験は、語彙力や文法を強化する必要があると思ったので、高校の教材のネクストス

テージという文法書と自分で購入した単語帳 ターゲット1900 という単語帳を使っていました。

Q5.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A5.TOEICの英単語の勉強をしておくべきだと思いました。TOEICの英単語は、高校生まで使ってきた

単語と同じでも違う意味で使われることが多いからです。受験が終わって入学するまでの短い期間

だけでもTOEIC用の英単語帳を使って勉強しておくとTOEICの試験で高得点が獲得できると思います。

Q6.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A6.観光の歴史や、マーケティングについて、TOEIC試験に向けての対策、Excelを使ってさまざまなデー

タの分析をする方法などを学ぶことができます。また、国際観光学科の先生方は経験豊富な方が多

いため、各々の知りたいことはもちろん、知っておくと役に立つ情報もたくさん教えていただけます。

Q7.受験生に応援メッセージをお願いします

A7.学科試験と面接は緊張すると思いますが、これまで練習してきたことを発揮できるよう自信をもって

頑張ってください。

2022年度入試

LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

社会福祉学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

長田 桂図さん

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.私は将来介護福祉士になりたいと思っています。目指すきっかけはいくつかありますが、曾祖父
が老衰により寝たきりになり、家族で曾祖父をサポートするようになったことが一番大きいです。
私自身その頃はまだ幼く、曾祖父にお水を持っていったり、その日の出来事を話したりするぐらい
しか出来ませんでしたが、曾祖父がすごく嬉しそうに笑っている姿をみて、もっと成長して、もっと
できることを増やしたいし、もっと沢山のお年寄りを笑顔にしたいと思ったのが始まりです。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？

A2.自分の強みを細かく書き、その強みを活かしたエピソードなどを書きました。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？

A3.先生に沢山お題を出してもらい、直してもらったらまた書くことを繰り返していました。

Q4.面接対策はどのように行いましたか？

A4.相手の目をみてゆっくり話すことと話す内容をしっかりまとめることを意識しました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A5.私は覚えるのが苦手なので、繰り返し何度も問題を解くようにしていました。

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A6.部活に夢中になり勉強が疎かになっていたのでもっと勉強をする癖をつけておけばよかったと
思います。

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A7.同じ福祉を目指す仲間と優しい先生方からいろんなことが学べて楽しいです！

Q8.受験生に応援メッセージをお願いします

A8.あまり力みすぎず、自分のテンポで頑張ってください！

2022年度入試



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

看 護 学 科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

能 﨑 杏 実 さ ん

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。
A1.患者さんの治療や回復後の生活への前向きな気持ちを作り出すケアを行うことのできる看護師
になることです。体調を崩し不安な気持ちでいたところ、不安が和らぐよう看護師さんが声を
かけてくださったからです。不安な気持ちが軽くなり、「頑張ろう」と思えたように、想いに寄り添える
ケアができる看護師を目指していきたいです。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？
A2.ふくたんが求めているアドミッションポリシーと自分の強みを２，３個挙げ、実際に体験したことを
繋げました。また、自分の強みを相手にアピールできるように意識して書きました。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？
A3.文章を書くことがあまり得意ではなかったので何度も練習しました。高校の先生からのお題や
過去問に取り組み、納得のいく文章になるまで構成や表現についてアドバイスをいただきながら
ひたすら小論文の練習に取り組みました。

Q4.面接対策はどのように行いましたか？
A4.沢山の先生方と練習を重ねました。面接練習用のノートを作成して、応答についてアドバイス
いただいたことや相手に伝わりやすい工夫についてメモしました。応答の際に自信をもって
答えられるように緊張感を持ちながら練習を行うことを意識していました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？
A5.ふくたんからオープンキャンパスの時にもらった過去問に取り組むことです。面接の設問シート
と小論文の過去問をもとに対策しました。

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？
A6.生物の勉強です。短大の授業の中で生物で学んだ内容もあるので、知識があると入学した際に
自信がつくかもしれないです。

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？
A7.大変だと思う日もありますが、同じ夢を持つ仲間と協力できる環境なので楽しいです。先生方も
応援してくださるので、頑張れます。

Q8.受験生に応援メッセージをお願いします
A8.大変なことや辛いこともあると思います。夢を叶えたいという思いは自分の力になっていくので
自分の思いを1番に頑張ってください。

2022年度入試



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

看 護 学 科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

野原 慎之介さん

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.母が看護師だったのでかっこいいなと感じ、自分もなりたいと思いました。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？

A2.自分の長所を相手にわかりやすく伝えるために、具体的に書きました。また、長所を生かすための
工夫や大学ではどう活かしたいかなどを書きました。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？

A3.小論文をたくさん書いて慣れるようにしました。特に、学校で過去出されたものを行いました。

Q4.面接対策はどのように行いましたか？

A4.先生や友達とたくさん行いました。他にも、最近のニュースなどから出される場合もあるので、
特に医療系のニュースに目を通しました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A5.先生や友達からのアドバイスを忘れないように紙に書くこと、小論文と面接をたくさん
行うことです。

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A6.たくさん遊ぶことです。県外の大学に行った友達とは遊ぶ機会が減るからです。勉強の面では、
ナイチンゲールの看護覚え書を読むことです。

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A7.初めて学ぶことばかりなので難しいと感じますが、看護師になる夢に向かってみんなで
高め合える場所だと思います。

Q8.受験生に応援メッセージをお願いします

A8.大変なことがあっても、乗り越えられるように頑張ってください。

2022年度入試



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

幼児教育学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

澤田

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。
A1．私の将来の夢は、保育教諭になることです。保育教諭を目指したきっかけは、14歳の挑戦です。
園児ひとりひとりの成長速度や性格に合わせた保育をしたり、トラブルに素早く対応したりしていた
先生に強く憧れ、保育教諭になろうと決めました。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？
A2.自分がいちばん伝えたい強みを具体的に書くことを意識しました。多くの強みを伝えるのも良いですが、
ひとつの強みにしぼり実体験やそこから身についた力などを伝えることでより良い自己PR文になると
思います。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？
A3.ふくたんのオープンキャンパスでもらえる過去問をしたり、自分で時事問題を探したりしてたくさん書き、
その度に先生に添削してもらいました。ニュースをたくさん見ておくことも必要です！

Q4.面接対策はどのように行いましたか？
A4.面接練習は、先生方だけではなく友だちにも面接官役になってもらい、どんな相手であろうと自分の
思いを伝えられるように練習しました。また、より良い印象を与えるために、話すスピードや目線、表情
など、前日まで細かい修正をしました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？
A5.私は集団面接だったので、同じ富山福祉短期大学を集団面接で受験する友だちと合同練習をしました。
そうすることで、本番の形式に慣れることができ、本番の面接もほとんど緊張することなく終えることが
出来ました。受ける学科や学校は違ってもいいと思うので、集団面接を受ける人はとにかく合同練習を
することをおすすめします！

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？
A6.私は桜井高校の生活環境科に通っていたので、保育の勉強に力を入れていましたが、現在は
公務員試験を受けようと思っているので、もっと五教科の勉強もしておけば良かったと思っています。
勉強は夢を叶えるためにはいつか必ず必要になってくるので今からたくさん勉強しておくことを
おすすめします！あとは、保育の道に進むことが確実になっている人は少しでもピアノに触れて
おいた方がいいと思います！

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？
A7.2年間で資格を取得しなければいけないので、勉強は大変ですが、楽しい授業が多く先生方も
親身になって相談に乗ってくださったり応援してくださったりするので、毎日がとっても充実しています！
友だちと過ごす時間も楽しくて幸せです！

Q8.受験生に応援メッセージをお願いします
A8.大変だとは思いますが、ふくたんに入学したら毎日が楽しくてキラキラした思い出がたくさんできると
思います！みなさんに会えることを楽しみにしています！

2022年度入試



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

幼児教育学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

柳瀬理予 さ ん

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。

A1.私は将来、子どもに携わる仕事がしたいと思い、保育士を目指しています。私が小学生の時に、
近所の小さな子どもたちと遊んでいて、子どもの無邪気で可愛い笑顔が大好きになりました。
普段の生活から子どもの傍で何か出来ることはないかを考えた時に、保育士の道を考えました。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？

A2.自分の長所を見つけ、それを生かせることかは何かを考えました。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？

A3.過去の小論文の問題を何回も書き直したり、出題傾向を把握したりしました。また、社会問題
にも目を向けることを意識し、ニュースを見るようにしました。

Q4.面接対策はどのように行いましたか？

A4.面接ノートを作り、先生にアドバイスを貰ったところを自分なりに直して言えるようにしました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？

A5.小論文の基本的な書き方を学び、頭の中で文を構成できるようにしました。段落ごとに文の量の
目安を決めておくことで本番でも焦らずに書くことが出来ました。

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？

A6.勉強だと思います。高校でも保育の授業があったのですが、大学の授業でも行う内容があった
ので少しでも覚えておくと良かったなと思います。

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？

A7.やることが多くて大変なこともあるけれど、今の学びが全部将来に役立つものなので、頑張ろうと
思えます。学校生活は友達と過ごす毎日が楽しいです！

Q8.受験生に応援メッセージをお願いします

A8.今はコロナ禍でなかなか出来ないことが多いと思いますが、今から自分の将来に近づくために
頑張って下さい！

2022年度入試



社会福祉学科 看 護 学 科 幼児教育学科 国際観光学科

学科の魅力やキャンパスの動画を掲載中！

右側のQRコードを読み込んで、

ぜひご覧ください♪

今後も随時コンテンツを増やしていく

予定です！お楽しみに！
｜社会福祉学科｜看護学科｜幼児教育学科｜国際観光学科｜

WEBオープンキャンパス開催中 LINE公式アカウント

QRコードから友達登録を

お願いします！

ふくたんの最新情報を

配信しております♬

国際観光学科

先輩からの受験アドバイス＼ ／

角木かおりさん

Q1.将来の目標や夢・目指すきっかけを教えてください。
A１.将来は日本の良いところを発信できるようなことをしたいと思っています。日本の良いところを
1人でも多くの方に知っていただき、たくさんの笑顔をとどけたいです。

Q2.自己PR文はどのようなことを意識して書きましたか？
A2.自分の強みを複数ではなく1つや2つに絞り、その強みについて具体的に書いて読んでいる人に
納得してもらえるような内容にすることを意識しました。

Q3.小論文試験に向けてどのような対策をしましたか？
A3.過去に出された問題や、観光に関する問題を何度も解き、とにかく数をこなしました。

Q4.面接対策はどのように行いましたか？
A4.出されそうな質問などの回答を自分で考え、考えた回答を丸暗記するのではなく自分の言葉で
伝えることができるように色んな先生方と面接練習を行いました。

Q5.役立った勉強法や受験対策はどのようなことですか？
A5.面接はとにかく色んな先生方とやることです。先生によって質問の仕方や質問内容が全然違う
方向から飛んでくることがあったので、急な質問にもその場で考えて答えられるようになるまで
たくさん練習しました。

Q6.高校時代にやっておけばよかったと思うことはありますか？
A6.国際観光の英語の授業では英語でのコミュニケーションが多いので、リスニング力とスピーキング力
をもっと身につけておいたらスムーズにできたのかなと思います。

Q7.ふくたんでの大学生活・専門分野での学びはどうですか？
A7.がっつり授業は座学ということはあまりなく、ゲームを混じえながらだったり、クラスの人たちと
相談しながら授業を受けたりと非常に楽しく自然と知識を身につけることができておもしろいです。

Q8．受験生に応援メッセージをお願いします
A8.今は辛いことがたくさんあると思いますが、今頑張ったら春にはとても楽しい大学生活が待っている
のでくじけずに頑張ってください！

入試区分：学校推薦型選抜入試Ⅰ期

2022年度入試


