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学生募集要項 
２０２２年度入学生 
 

学 校 法 人 

豊 野 学 園 豊野高等専修学校 
ＴＥＬ（026）257-2127 

ＦＡＸ(026) 257-3970 
 長野県長野市豊野町豊野１344 番地 

 文部科学省高等教育修学支援制度対象校 



【文化創造学科】(単位制) 
● 服飾造形コース 

● 和裁コース 

● 情報デザインコース 

 

□ 全コースあわせての入学定員：２０名 

□ 修業年限：２年 (６２単位取得により専門士の称号授与) 

    (短大卒業と同程度・大学編入学可能) 

 

 

 

 

AO入学試験 

 

本校での学びを強く希望する学生に対して、本人の将来の夢、目的意識、学習意欲など個人の特性を尊

重して、成長の場となりうるよう行われるものです。学生の学業成績のみでなく、体験学習等を行いなが

ら本校のアドミッションポリシーを理解し、総合的な人物像に対し、相互に理解を深め入学を決定します。

入学後も計画的に課題学習を行い、入学までの期間を有意義なものにします。 

 

（１）アドミッションポリシー（AO入試で求める学生像・入学者受入方針） 

・本校教育目標である「人格形成」と「自立した社会人の育成」をもとに、豊野学園の最上位目標で

ある『可能性の発見～自分を好きになる～』を目指して、「『好き』を見つける」をテーマに、関

心がある問題にチャレンジし、新しい自分を発見したいと考えている人を求めています。 

・専門課程は人格形成と共に、少人数教育で専門的知識や技能の習得・資格取得など、多様な個性の

ある学生一人一人の、より高度な自立を支えることを教育理念とします。 

・それぞれのコースの専門士として、地域社会の発展のために、その力を発揮でき得る専門的知識    

技能の習得や資格の取得を目指しています。 

以上の学生を求めています。 

 

（２）応募（エントリー）出願資格 

① 本校のポリシーを理解し、自分の目標に向かって、創造・工夫・努力のできる者。 

② ２０２２年３月高等学校・高等専修学校卒業見込者、または高等学校卒業者・高等専修学校卒業

者。 

③ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者または合格見込者。 

※ 高等学校の調査書による成績の提出ができない場合でも大学、短大、専門学校を卒業した者に

ついてはAO入学試験での出願資格を認めます。 

 

（３）AO入学試験日程 

日程 エントリー期間 選 考 日 入学願書受付 入学手続期間 

期間 6/1（火）～9/30（木） 6/14（月）～10/12（火） 9/1（水）～10/15（金） ～10/22（金） 

   



 ① エントリー期間に「AOエントリーシート」と「AO入試用自己ＰＲ書」を提出します。用紙は本

校HPからダウンロードできます。 

   ② エントリーシート提出後、本校から受験生宛に、体験学習の連絡、面接日の連絡、提出物の連絡

等を行います。体験学習、面接、課題提出等から選考していきます。 

   ③ 選考が終了後、入学願書提出について連絡いたします。 

     入学願書提出の連絡を受けた受験生は出願手続きに従って「入学願書類」を提出してください。 

     

（４）出願手続き 

   出願期間内に提出してください。ただし、土曜・日曜・祝日は除きます。郵送の場合は、出願期間末

日までの消印のあるものは受け付けます。 

① 提出先 

   〒389-1105 長野県長野市豊野町豊野 1344番地 豊野高等専修学校 専門課程入試係 

② 提出方法 

   出願書類を、郵送(簡易書留)あるいは本校へ持参してください。 

③ 出願書類 

・入学願書(本校所定の用紙)（写真添付） 

・高等学校・高等専修学校・日本語学校の調査書 

・入学受験料  20,000円  

※同封の「振替依頼書」を使用し出願期間中に最寄りの八十二銀行窓口で納入してください。

（手数料はご負担ください。） 

 

（５）合否発表及び入学手続き 

① 合否発表 

本人宛に郵送で通知します。出身校校長宛てにも通知します。 

② 入学手続き 

     合格者は入学手続き締切日までに、次の手続きを行ってください。 

〇書類の提出 

・住民票抄本 

・写真3枚 （縦3.5㎝×横3㎝ 正面上半身脱帽 3ヶ月以内に撮影したもの） 

・誓約書（本学所定の用紙） 

・入学金施設費振込済を証明する物 

※日本語学校在籍者の場合は下記書類が必要です。  

・在留カード（写し） 

・パスポート（写し） 

・出身国高校卒業証明書（写し） 

・経費支弁書 

〇入学金・施設費納入 

       合格通知に同封の「振替依頼書」を使用し、入学手続きまでに最寄りの八十二銀行窓口で納

入してください。（手数料はご負担ください。） 

※入学手続書類は指定期日の 9：00～15:00までに本校へ提出してください。 

※入学手続期限までに手続きを完了しない者は、入学の意思がないものとみなします。 

 

 

 

 

 



   推薦入学試験 

 

推薦入学試験は、本校での学びを強く希望する学生に対して、当該校長が本校での学習の適性を認める

と共に、本校の教育内容・方針に対して、学生の学業成績のみでなく、総合的な人物像として、本校での

学習や本人の目的意識、学習意欲などに対して、個人の特性を尊重して、成長の場となりうると判断し推

薦を行うものです。 

 

（１）出願資格 

 ① 高等学校・高等専修学校を卒業及び２０２２年３月卒業見込みの者。 

  ② 学業成績、人物ともに優良で向学心に富み、在籍校校長から推薦された者。 

  ③ 外国人・帰国子女で、日本語学校に在籍し、出席状況が優良で向学心に富み、日本語能力検定がＮ

３以上の能力を有する者。在留資格申請において問題のない者。 

  ④ 本校を第一志望とし、合格した場合必ず入学する者。(専願) 

 

（２）推薦入学試験日程 

 入学願書受付 選 考 日 入学手続期間 

第Ⅰ期 10/1日(金)～1月 31日(月) 願書受付後に通知 合格通知から 2ヶ月以内 

第Ⅱ期 2/1日(火)～3月 25日(金) 願書受付後に通知 ～3月 31日(木) 

 

 

（３）出願手続き 

  出願期間内に提出してください。ただし、土曜・日曜・祝日は除きます。郵送の場合は、出願期間末日

までの消印のあるものは受け付けます。 

① 提出先 

   〒389-1105 長野県長野市豊野町豊野 1344番地 豊野高等専修学校 専門課程入試係 

② 提出方法 

   出願書類を、郵送(簡易書留)あるいは本校へ持参してください。 

③ 出願書類 

・入学願書(本校所定の用紙)（写真添付） 

・推薦書（本校所定の用紙） 

・高等学校・高等専修学校・日本語学校の調査書 

・入学受験料  20,000円  

※同封の「振替依頼書」を使用し出願期間中に最寄りの八十二銀行窓口で納入してください。

（手数料はご負担ください。） 

・受験票返信用切手 

返信用切手 404円(簡易書留を含む)を同封してください。 

（４）選抜方法等 

 推薦入学試験の選抜は、書類審査および面接試験により能力・意欲・適正等を多面的・総合的に判

定します。 

 

（５）合否発表及び入学手続き 

① 合否発表 



本人宛に郵送で通知します。出身校校長宛てにも通知します。 

② 入学手続き 

     合格者は入学手続き締切日までに、次の手続きを行ってください。 

〇書類の提出 

・住民票抄本 

・写真3枚 （縦3.5㎝×横3㎝ 正面上半身脱帽 3ヶ月以内に撮影したもの） 

・誓約書（本学所定の用紙） 

・入学金施設費振込済を証明する物 

※日本語学校在籍者の場合は下記書類が必要です。  

・在留カード（写し） 

・パスポート（写し） 

・出身国高校卒業証明書（写し） 

・経費支弁書 

〇入学金・施設費納入 

       合格通知に同封の「振替依頼書」を使用し、入学手続きまでに最寄りの八十二銀行窓口で納

入してください。（手数料はご負担ください。） 

※入学手続書類は指定期日の 9：00～15:00までに本校へ提出してください。 

※入学手続期限までに手続きを完了しない者は、入学の意思がないものとみなします。 

 

 

一般入学試験 

 

（１）出願資格 

① 高等学校・高等専修学校を卒業及び令和４年３月卒業見込みの者。 

  ② 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、または２０２２年３月末までにこ

れに該当する見込みの者。 

 

（２）一般入学試験日程 

 入学願書受付 選 考 日 入学手続期間 

第Ⅰ期 10/1日(金)～1月 31日(月) 願書受付後に通知 合格通知から 2ヶ月以内 

第Ⅱ期 2/1日(火)～3月 25日(金) 願書受付後に通知 ～3月 31日(木) 

 

（３）出願手続き 

  出願期間内に提出してください。ただし、土曜・日曜・祝日は除きます。郵送の場合は、出願期間末日

までの消印のあるものは受け付けます。 

① 提出先 

   〒389-1105 長野県長野市豊野町豊野 1344番地 豊野高等専修学校 専門課程入試係 

② 提出方法 

   出願書類を、郵送(簡易書留)あるいは本校へ持参してください。 

③ 出願書類 



・入学願書(本校所定の用紙)（写真添付） 

・高等学校・高等専修学校・日本語学校の調査書 

・入学受験料  20,000円  

※同封の「振替依頼書」を使用し出願期間中に最寄りの八十二銀行窓口で納入してください。

（手数料はご負担ください。） 

・受験票返信用切手 

返信用切手 404円(簡易書留を含む)を同封してください。 

 

（４）選抜方法等 

 一般入学試験の選抜は、書類審査・面接試験・小論文により総合的に判定します。 

 

（５）合否発表及び入学手続き 

① 合否発表 

本人宛に郵送で通知します。 

② 入学手続き 

     合格者は入学手続き締切日までに、次の手続きを行ってください。 

〇書類の提出 

・住民票抄本 

・写真3枚 （縦3.5㎝×横3㎝ 正面上半身脱帽 3ヶ月以内に撮影したもの） 

・誓約書（本学所定の用紙） 

・入学金施設費振込済を証明する物 

※日本語学校在籍者の場合は下記書類が必要です。  

・在留カード（写し） 

・パスポート（写し） 

・出身国高校卒業証明書（写し） 

・経費支弁書 

〇入学金・施設費納入 

       合格通知に同封の「振替依頼書」を使用し、入学手続きまでに最寄りの八十二銀行窓口で納

入してください。（手数料はご負担ください。） 

※入学手続書類は指定期日の 9：00～15:00までに本校へ提出してください。 

※入学手続期限までに手続きを完了しない者は、入学の意思がないものとみなします。 

 

 

 

入学金等の納入 

 

入学金 施設費 合  計 

200,000円 100,000円 300,000円 

 

        ※ 豊野高等専修学校高等課程の卒業生で、AO 入学生、推薦入学生については入学金を半額免除い

たします。 

     ※ 一般入学試験合格者で、２０２２年３月２３日（水）までに入学辞退を申し出た者については 

       施設費をお返しいたします。 



学費について 

 

学年 授業料 教育充実費 維持費 年額合計 

１年 612,000円 96,000円 60,000円 768,000円 

２年 612,000円 96,000円 60,000円 768,000円 

 

  ・学費は原則として年額納入とします。        

          納入期限：２０２２年３月２３日（水） 

ただし授業料は前期・後期と分けて納入することができます。分納を希望する方は事前に事務局まで

申し出てください。 

     納入期限 前期：２０２２年３月２３日（水） 後期：２０２２年９月２１（水） 

  ・日本学生支援機構給付奨学金予約奨学生については、授業料納入時期について相談を受け付けます。 

・一旦納入された学費は理由の如何にかかわらず返還しません。 

  ・現学費の適応は２０２２年４月～２０２３年３月までです。 

 

 ※本校は文科省から修学支援金対象校となり、収入に応じてですが、学費も免除または減額されます。 

 

 

 

教科書・教材費  

 

 ◆服飾造形コース      教科書・副教材，実習用具，その他     約 90,000円 

 ◆和裁コース          教科書・副教材，実習用具，その他    約 90,000円 

 ◆情報デザインコース         教科書・副教材，実習用具，その他    約 90,000円 

  毎年度の必要額です。不足した場合は不足額を徴収いたします。残高が出た場合は返金いたします。 

   

※ 企業見学、企業実習、インターンシップ等の研修を行う場合には実費が必要となる場合があります。 

※ 各種検定等を受験する際は、別途費用がかかります。 

※ 服飾造形コース・和裁コースを希望する学生は、実習課題ごとに材料を購入する必要があります。 

※ 情報デザインコースを希望する学生でノートパソコンを持っていない場合は、購入が必要になりま 

  す。 

 

 

 

奨学金制度 

 

  日本学生支援機構の奨学金制度、教育ローンの適用を受けることができます。 

※本校は文科省から修学支援金対象校となり、収入に応じてですが、給付型奨学金が受給されます。 

 

 



科目履修コースについて 

   科目履修コースは、学生や社会人で専門課程の講義や実習を受講したい人のために設けられたコース

です。専門課程の服飾造形コース・和裁コース・情報デザインコースの科目を履修できます。 

・科目履修コースは、入学金は必要ありません。 

・科目履修コースをご希望の方は、事前に相談をお願いいたします。 

 

【学費】 

 

 

 

 

 

 ※ 教材費については、実費が必要となります。 

 

【学費の徴収について】 

     前出の「学費について」の内容に準じます。 

 

 

 

 

 

 

 

※修学支援金関係の詳細について、お聞きになりたい方は、本校事務にお問い合わせください。 

※専門課程の各コースの詳細はHPで閲覧できます。 

http://toyonosenshu.ed.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門課程の公式インスタグラムを開設しました。専門課程の魅力を発信しています。 

 

 

  

授業料 教育充実費 維持費 年額合計 

200,000円 120,000円 30,000円 350,000円 


