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出願資格
本学の国際こども教育学科に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

（1） 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および202３年3月に卒業見込みの者
（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202３年3月に卒業見込みの者
（3） 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202３年3月に修了見込みの者

（4） 文部科学大臣の指定した者
（5）  文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規定による大学入学資格検定に

合格した者を含む）（見込みの者を含む）
（6）  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者

国際こども教育学科1

2年間で幼稚園教諭二種免許状と保育士資格取得を目指すコースです。
幅広い教養を身につけ、保育者に必要な専門知識について学びます。保育実習や教育実習に行き、実
際の保育・教育現場を体験することができます。

こども教育コース

国際こども教育学科の2年間で幼稚園教諭二種免許状、3年目（専攻科進学）で保育士資格と海外のア
シスタント保育士資格の取得を目指すコースです。グローバル化が進む社会のなかで、日本国内はも
ちろん、世界のこどもたちの育ちを保障するスペシャリストを養成します。語学力の向上はもちろん
のこと、国内外のグローバルな体験を含む、実践的な保育の学びを通じて、幅広い視野を身につけます。
さらに、日本の文化について学ぶ科目もあり、日本人としてのアイデンティティを持ち合わせた上で、
多文化への理解と柔軟な思考力を有する乳幼児教育のスペシャリストを目指します。

国際こども教育コース

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
本学は、建学の精神である「愛の教育」と保育者養成校としての社会的使命に基づき、ディプロマ・ポリ

シーおよびカリキュラム・ポリシーに掲げた教育を行っている。こうした教育を受けるための条件として、
次に挙げた資質・能力や意欲を持った者を受け入れる。また、学力の３要素との関連性は以下の通りである。
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選抜試験の種類2

※調査書は、評定平均値だけでなく、高校時代の諸活動等も含めて評価する。

専攻科　国際こども教育専攻

区　　　分 評価方法 募集人員

専攻科選抜 面接・書類選考 30名

国際こども教育学科

前頁のアドミッション・ポリシーに合致した学生を受け入れるために、各選抜試験の評価においては、

以下に示す評価方法により、学力の３要素を多面的・総合的に評価する。

◎特に強く関連している ○強く関連している △関連している
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専攻科　国際こども教育専攻3

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）
①【 知識・理解  】乳幼児教育に関する専門知識と経験を有する
②【 思考・判断  】こどもの視点に立ち、柔軟な思考・判断ができる
③【 技能・表現 】日本語および基礎的な英語によるコミュニケーションができる
④【 関心・意欲  】広く乳幼児教育に興味・関心をもち、課題を発見し、主体的に考えることができる
⑤【人間性・社会性】常に愛情をもって社会に奉仕・貢献することができる

乳幼児教育を専門とする人が、世界の乳幼児教育について学びを深め、実践研究の基礎を学ぶための場
です。自らの経験の中で、乳幼児教育における課題を見出し、こどもたちにとってより良い実践を模索
している人、海外の乳幼児教育に興味のある人、国際貢献に興味のある人が集まり、少人数で実践的な
学び合いをすることができます。

出願資格
本学の専攻科に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)大学、短期大学または専修学校の専門課程の保育、教育分野の学科を卒業した者、

および202３年3月に卒業見込みの者

(2)以下のいずれかの免許状または資格を取得した者、および202３年3月に取得見込みの者
①幼稚園教諭一種免許状
②幼稚園教諭二種免許状
③保育士資格

(3)その他、本学において短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

専攻科の特長
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選抜試験スケジュール4

総合型選抜・社会人特別選抜・留学生特別選抜
出願期間 試験期間 合否通知発送

1 期 9/1（木）～  9/16（金） 9/27（火）～  9/30（金） 11/1（火）

2 期 9/17（土）～  10/14（金） 10/25（火）～  10/29（土） 11/8（火）

3 期 10/15（土）～  11/4（金） 11/15（火）～  11/19（土） 11/29（火）

4 期 11/5（土）～  12/2（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

5 期 12/3（土）～  1/6（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

6 期 1/7（土）～  2/3（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

7 期 2/4（土）～  3/3（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

8 期 3/4（土）～  3/24（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

特待奨学生総合型選抜

書類提出期間 選考日 出願可否通知発送 出願期間 合否通知発送

9/1（木）～  9/21（水） 10/6（木） 10/12（水） 10/17（月）～10/21（金） 11/1（火）

指定校制学校推薦型選抜・公募制学校推薦型選抜
出願期間 試験日 合否通知発送

11/1（火）～  11/9（水） 11/16（水） 12/1（木）

一般選抜
出願期間 試験期間 合否通知発送

1/２３（月）～  3/3（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

3/4（土）～  3/2４（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内

専攻科選抜
出願期間 試験期間 合否通知発送

6/15（水）～  7/8（金） 7/19（火）～  7/22（金）

試験日から5日以内
8/17（水）～  9/2（金） 9/13（火）～  9/22（木）

10/5（水）～  10/28（金） 11/8（火）～  11/18（金）

11/24（木）～  ２/３（金） 出願日に応じて随時

〈全入試区分共通〉
・必要書類は期間内消印有効です。
・試験会場は本学キャンパスになります。
・夏季休暇（8月7日～8月14日）及び冬季休暇（12月27日～1月5日）中は諸通知の発送が遅れることがあります。 
・新型コロナウイルスなどの感染症拡大状況により、各期間に変更が生じる可能性があります。

11/14（月）～  12/9（金） 12/16（金） 12/21（水）

1 期

2 期



③総合型選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）
④1頁記載の出願資格（3）～（6）にあたる者は、その出願資格を証明する書類
⑤返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）
⑥資格スカラシップの取得資格の合格証書・認定証書のコピー（該当者のみ）
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5 総合型選抜（専願）　70名

出願資格
次の①～③のすべてに該当する者
①1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者
②本学の教育理念を理解し、アドミッション・ポリシーにかなう者
③オープンキャンパスや学校見学のイベント等（オンライン形式含む）に参加し、本学への理解を深めた者

出願書類
①入学願書（ホームページからダウンロード可）②調査書

STEP 1 書類準備・出願 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

STEP 3 合否通知 結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

評価方法 時　間 内　容

面　接 20分 教員2名との個別面接（日本語）

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

STEP 5 入学許可通知
入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますの
で、 2023年3月24日（金）までにお振り込みください。

・学納金減免対象者は、手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。

6 特待奨学生総合型選抜（専願）　12名

出願資格
次の①～⑥のすべてに該当する者
①1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者 ②本学の教育理念を理解し、アドミッション・ポリシーにかなう者
③学業・人物ともに優れている者
④向学心があり、幼稚園教諭免許状および保育士資格の両方を取得する強い意志がある者
⑤オープンキャンパスや学校見学のイベント等（オンライン形式含む）に参加し、本学への理解を深めた者
⑥修学にあたり、経済的支援を必要とする者

募集人数 奨学金

12名 20万円（1年次秋学期授業料から減免）
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STEP 2 選考 書類提出期間締め切り後、集合時間を書面にて連絡いたします。

選考日　10/６（木）

評価方法 時　間 内　容

現代国語の基礎 30分 漢字の読み書き、語句の意味、短作文などの問題に対して解答する

面談 20分 教員2名との個別面談（日本語）

自己アピール
A・Bいずれか

5分

A．音楽 楽器による演奏1曲（クラシック）

B．プレゼンテーション
1．こどもと関わる特技（絵本の読み聞かせ、伝承遊び等）

2．スポーツ、就業、ボランティア、国際的な活動の経験等

※Aは楽譜2部と楽器（ピアノ以外）は持参すること。ピアノは本学のピアノを使用する。
※Bはいずれのプレゼンテーションも志望動機との関連を明確にすること。
※B-1は実技の発表。その特技を活かした経験談とともに発表すること。
※B-2は活動歴（大会等への出場・受賞）を示す資料（写真を必ず含む）を用いて発表すること。ポスター形式、パワーポイント等、形式は自由。

提出書類
①調査書
②特待奨学生総合型選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）
③返信用封筒2通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、2通ともに3４4円分の切手を貼ること）

書類提出期間 　9/1（木）～  9/2１（水） ※期間内消印有効

STEP 1 書類準備・エントリー 
提出書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

STEP 3 出願可否通知 10/１２（水）に出願の可否を郵送で通知します。許可の場合は出願できます。

STEP 4 書類準備・出願・選考 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

出願書類
① 入学願書（ホームページからダウンロード可）
② 1頁記載の出願資格（3）～（6）にあたる者は、その出願資格を証明する書類
③ 返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）
出願期間 　10/1７（月）～  10/2１（金）　※期間内消印有効

STEP 6 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

※指定期間内に入学手続が完了されない場合は、特待奨学生の資格を失います。

・特待奨学生に選抜されなかった場合でも、総合型選抜の基準に達した者は総合型選抜での出願を許可します。出願期間は特待奨学生総合型選抜
に準じます。また、その時点で基準に達していない場合でも、あらためて他の区分の選抜を受験することができます。

・学納金減免対象者は、手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。
・欠席日数は3年間で15日以内（目安）とします。
・社会人の方も受験可能です。
・入学後、奨学生としてふさわしくないと本学が判断した場合、また幼稚園教諭免許状および保育士資格を2年間（国際こども教育コースは3年間）

で  取得できなかった場合などは減免した分の学納金を返還いただきます。

STEP 7 入学許可通知
入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料（減免金額を差し引いた額）等諸費用のご案内
が同封されていますので、2023年3月24日（金）までにお振り込みください。

STEP 5 合否通知
11/1（火）に結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。



③調査書　④推薦書　⑤1頁記載の出願資格（3）～（6）にあたる者は、その出願資格を証明する書類

7

STEP 3 合否通知
結果を本人ならびに在籍する高等学校へ郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

7 指定校制学校推薦型選抜（専願）　20名

出願資格
次の①～④のすべてに該当する者
①1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者 　②本学の教育理念を理解し、アドミッション・ポリシーにかなう者 
③本学が指定する高等学校長の推薦する者　④自他ともに大切にできる者

※詳細は在籍する高等学校にお問い合わせください。

STEP 1 書類準備・出願 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

出願書類
①入学願書（ホームページからダウンロード可）　②指定校制学校推薦型選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）

⑥返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）
⑦資 格スカラシップの取得資格の合格証書・認定証書のコピー（該当者のみ）

評価方法 時　間 内　容

面接 20分 教員2名との個別面接（日本語）

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

8 公募制学校推薦型選抜（専願）　若干名

出願資格
次の①～③のすべてに該当する者
①1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者 ②本学の教育理念を理解し、アドミッション・ポリシーにかなう者
③人物・学力ともに優れていると高等学校長が推薦する者

STEP 1

・学納金減免対象者は、手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

STEP 5 入学許可通知
入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますの
で、 202３年3月2４日（金）までにお振り込みください。

STEP 1 書類準備・出願 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

出願書類
①入学願書（ホームページからダウンロード可） ②公募制学校推薦型選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）
③調査書　④推薦書　⑤1頁記載の出願資格（3）～（6）にあたる者は、その出願資格を証明する書類
⑥返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）
⑦資 格スカラシップの取得資格の合格証書・認定証書のコピー（該当者のみ）

※推薦書は、志願者の長所のみを記載するのではなく、高等学校での学習や活動の成果を踏まえた学力の3要素の評価についても必
ず記載してください。また、志願者が今後努力を要する点や入学後の指導において特に配慮を必要とする点などがあれば合わせ
て記載をお願いします。
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9 社会人特別選抜（専願）　15名

出願資格
次の①、②の両方に該当する者
①1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者 ②202３年4月の時点で、高等学校在学期間を除く1年以上の社会経験を有する者

※社会人とは以下のⅰ～ⅲの方を含みます。

ⅰ就労経験（アルバイトを含む）やボランティア経験・留学経験のある方　
ⅱ子育て中の方、家事経験のある方　　ⅲ他の大学・短大・専門学校などに入学後に、進路を変更する方

STEP 1 書類準備・出願
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

出願書類（該当する条件によって提出書類が異なります。詳しくは下記をご確認ください）
■共通
①入学願書　②社会人特別選抜志望理由書（① ② ともにホームページからダウンロード可）
③返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）

■高等学校卒業後、教育機関に在籍していない
④高等学校の卒業証明書　⑤調査書または成績証明書

■高等学校卒業後、教育機関に在籍していた（今はしていない）
④卒業証明書または在籍期間が証明できる書類　⑤在籍期間中の成績がわかる書類

■高等学校卒業後、教育機関に在籍している
④成績証明書など在籍していることがわかる書類（本学合格後、入学までに、卒業証明書または在籍期間証明
書で二重学籍にならないことがわかる書類提出の必要があります）

※出身学校が廃校、被災、その他の事情により、卒業証明書や成績を証明する書類が得られない場合は、お問い合わせください。
※証明書類と入学願書の氏名が異なる場合、公的な書類の原本（戸籍抄本等）を添付してください。

STEP 3 合否通知
結果を本人ならびに在籍する高等学校へ郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

評価方法 時　間 内　容

面接 20分 教員2名との個別面接（日本語）

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

STEP 5 入学許可通知

・学納金減免対象者は、入学後に手続きに必要な所得証明書などを提出していただきます。

ず記載してください。また、志願者が今後努力を要する点や入学後の指導において特に配慮を必要とする点などがあれば合わせ
て記載をお願いします。

入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますので、 
202３年3月2４日（金）までにお振り込みください。

※推薦書は、志願者の長所のみを記載するのではなく、高等学校での学習や活動の成果を踏まえた学力の3要素の評価についても必

評価方法 時　間 内　容

現代国語の基礎 15分 漢字の読み書き、語句の意味、短作文などの問題に対して解答する

面　接 30分 教員2名との個別面接（日本語）

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。
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10 留学生特別選抜（専願）　若干名

出願資格
次の①～④のすべてに該当する者

①1頁記載の出願資格の（3）または（6）に該当する者 ②外国籍を有する者
③入学時点での年齢が満18歳に達している者

」学留「てし際に験受学大はたま、者るす有を格資留在いなの障支に学入学大ていおに」法定認民難び及理管国入出「 ④
の在留資格を得られる者

出願書類

①入学願書（ホームページからダウンロード可） ②成績証明書（日本の高等学校に相当する外国の教育機関の全在学期間の成績証明書）

③

 

卒業証明書（日本の高等学校に相当する外国の教育機関の卒業証明書、または大学入学資格を取得した者はそれを証明するもの）

④留学生特別選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）
⑤経費支弁方法計画書 ⑥在留カードのコピー ⑦住民票のコピー（現住所が日本の場合）
⑧パスポートのコピー　 ⑨日本語学校の出席状況証明書（該当者のみ） ⑩日本語能力試験のスコア（該当者のみ）

⑪返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること（）現住所が日本以外の場合はご相談ください）

STEP 1 書類準備・出願 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

評価方法 時　間 内　容

現代国語の基礎 15分 漢字の読み書き、語句の意味、短作文などの問題に対して解答する

面　接 30分 個別面接を行う（日本語）

※ビザ等の関係で試験のために来日できない場合は通信機器による受験も可。

STEP 3 合否通知 結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振込みください。

入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますの
で202３年3月2４日（金）までにお振込みください。

STEP 5 入学許可通知

・必要に応じて上記以外の書類を提出いただくことがございます。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

STEP 3 合否通知 結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

・合格者が15名を超えた時点で社会人特別選抜での出願受付を締め切ります。
・先着順（合格した順）５名は１年次秋学期授業料のうち１０万円が減免されます。
・学納金減免対象者は、手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。

STEP 5 入学許可通知
入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますの
で202３年3月2４日（金）までにお振り込みください。
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11 一般選抜（併願可）　10名

出願資格
1頁記載の出願資格のいずれかに該当する者

評価方法 時　間 内　容

情報（記述式） 15分 情報機器を使用し、与えられた問題に対して解答する

記述式総合問題 30分 文章やグラフ・図などを読み解き、その内容を踏まえて、自分の考えを800字以内
）語本日（。るめとまで

面接 20分 教員2名との個別面接（日本語）

※ 一般選抜では、特定の教科・科目に限定されない「知識・技能」のほか、「思考力・判断力・表現力」を評価するため、自らの考えをまと
め、それを適切に表現できるかなど、志願者の能力を総合的に測定できるような記述式総合問題を出題します。

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、入学金をお振り込みください。

STEP 5 入学許可通知 
入学金の入金確認後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますので、 
202３年3月2４日（金）までにお振り込みください。

出願書類

①入学願書（ホームページからダウンロード可） ②調査書 ③一般選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）
④返信用封筒1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、344円分の切手を貼ること）
⑤資格スカラシップの取得資格の合格証書・認定証書のコピー（該当者のみ）

STEP 1 書類準備・出願 
検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

STEP 3 合否通知 結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内が同封されています。

12 専攻科選抜　30名

出願資格
3頁の専攻科出願資格のいずれかに該当する者

STEP 1 書類準備・出願

出願書類　（本科からの進学の場合、①と④のみ）

①入学願書（ホームページからダウンロード可）②卒業証明書（最終修了学校、卒業見込みの者は卒業見込み証明書）
③成績を証明する書類（最終修了学校、在学中の者は最新の成績証明書）④専攻科選抜志望理由書（ホームページからダウンロード可）

※出身学校が廃校、被災、その他の事情により、卒業証明書や成績を証明する書類が得られない場合は、お問い合わせください。
※証明書類と入学願書の氏名が異なる場合は、公的な書類の原本（戸籍抄本等）を添付してください。

評価方法 時　間 内　容

面接 30分 教員2名との個別面接（日本語）

STEP 2 試験当日 出願期間締め切り後、試験日を受験票にて通知いたします。

検定料を振り込み、出願書類をグレーの封筒に封入し、郵便局窓口にて書留で郵送してください。

・学納金減免対象者は、手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。

⑤返信用封筒　 1通（青色の封筒に住所・氏名を記入し、３４４円分の切手を貼ること）
⑥保育士証・免許状等のコピーまたは取得見込証明書（該当のみ）
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学費支援制度13

選抜に関わる奨学金

特待奨学生総合型選抜奨学金（12名）
学業・人物とも優れた者を選抜し、経済的に支援します。合格者には1年次秋学期授業料から20万円を減免します。

社会人特別選抜奨学金（5名）
就労経験・学業のほか、ボランティアや育児などの社会的経験を有する人物を選抜し経済的に支援します。先着順（合格した順）に、
1年次秋学期授業料のうち10万円を減免します。

資格スカラシップ奨学金（対象者全員）
入学前に保有する高等学校家庭科技術検定の級によって1年次秋学期授業料のうち次の金額を減免します。合格後の再申請が可能で
す。（202３年3月31日（金）まで）
ゴールド：5万円減免　シルバー：3万円減免

同窓生・在学生家族奨学金（対象者全員）
本学の同窓生・在学生の子、孫、兄弟姉妹、双子（どちらか一方）に対して、入学金のうち3万円を減免します。

選抜に関わる奨学金の一覧表

奨学金の種類 項目 減免額

選抜区分

抜
選
型
合
総

抜
選
型
合
総
生
学
奨
待
特 指

定
校
制
学
校
推
薦
型
選
抜

抜
選
別
特
人
会
社

抜
選
別
特
生
学
留

抜
選
般
一

選抜区分の
奨学金

特待奨学生総合型選抜奨学金 授業料 20万円 ● 選考により決定①

② 社会人特別選抜奨学金 授業料 10万円 ○ 該当者のみ

選抜区分
以外の
奨学金

③ 同窓生・在学生家族奨学金 入学金 3万円 △ △ △ △ △

④
資格スカラシップ奨学金※　

ゴールド 授業料 5万円 □ □ □
□はいずれか

⑤ シルバー 授業料 3万円 □ □

□

□ □

※合格後の再申請が可能です。（202３年3月31日まで）

注）学納金の減免手続きに必要な所得証明書などを入学後に提出していただきます。

STEP 4 入学手続 合格通知受領後10日以内に、所定の入学手続きを完了してください。

STEP 3 合否通知 結果を郵送で通知します。合格者には入学金振込のご案内または入学意志確認書が同封されています。

・合格者が30名を超えた時点で専攻科選抜の出願受付を締め切ります。

・ 

・本学の卒業生、または本学の指定する学校を卒業された方は入学金免除対象者になります。対象者には手続きに必要な所得証明書などを入学後に
提出していただきます。

STEP 5 入学許可通知
所定の入学手続き完了後、入学許可通知を発送いたします。授業料等諸費用のご案内が同封されていますの
で、 202３年3月2４日（金）までにお振り込みください。

△

※専攻科は、日本学生支援機構奨学金の対象外です。

公
募
制
学
校
推
薦
型
選
抜
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在学中の奨学金

フェリシアこども短期大学奨学金（若干名）
人物的に優れ、学習意欲が高いにもかかわらず、経済的に困窮している学生を支援します。選考により授業料の一部が減
免されます。（1年次秋学期・2年次の授業料が対象です）

学外の奨学金・修学資金や教育ローン

◎日本学生支援機構奨学金
【貸与型奨学金】
無利子の第一種と有利子の第二種の2種類があります。受給者は入学時の「入学時特別増額貸与」の申請も可能です。
入学前予約： 高校3年次に申し込みを行う「予約採用制度」もあります。詳しくは在籍する高校にお問い合わせください。

入学後の申し込みも可能です。
選考方法：家計支持者の所得などの家庭事情、高校在学時の成績、面接などにより選考します。
返還方法：卒業時に決定します。貸与金額によって月々の返還額、返還年数は異なります。

【給付型奨学金】
高等教育の修学支援新制度として、しっかりとした進路の意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学等
に進学できるチャンスを確保できるよう、2020年4月からスタートした奨学金です。
本学は支援対象校として認定されています。「予約採用制度」もあります。詳しくは在籍する高校にお問い合わせください。

◎日本政策金融公庫教育ローン
国の教育ローンで、融資額は350万円以内、返済期間は15年以内です。国民生活金融公庫のほか、一部の金融機関でも
お申し込みいただける場合があります。詳細はホームページでご確認ください。

◎オリエントコーポレーション
フェリシアこども短期大学提携の学費分納制度です。詳細はホームページでご確認ください。
新入生専用学校コード：14448336　申し込みコード：7010

◎保育士修学資金貸付制度
詳細は各自治体にお問い合わせください。

◎社会福祉協議会「教育支援資金」
就学支度費（入学費、教科書代など、50万円以内）と教育支援費（授業料等の学校納入金、通学費など月額6万円以内）の
 2種類があり、同時に借りることも可能です。返済期限は20年以内で無利子です。
※対象者は低所得世帯のみ、詳細は社会福祉協議会へお問い合わせください。

資格スカラシップ奨学金
高等学校家庭科技術検定＊

保育技術検定 食物調理技術検定 被服製作技術検定

ゴールド 2級（2種目以上） 2級以上 2級（和服または洋服）

シルバー 3級（3種目以上） 3級 3級（和服または洋服）

＊　全国高等学校家庭科教育振興会主催の検定です

※専攻科は、日本学生支援機構奨学金の対象外です。

◎セディナ学費ローン
フェリシアこども短期大学提携の学費分納制度です。詳細はホームページでご確認ください。
学校コード：4180596Z
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科目等履修生制度14

1．出願から選考までの期間
春学期：2月上旬～3月上旬　　　秋学期：6月上旬～8月上旬

2．検定料
10,000円

3．問い合わせ先・申し込み先
教務課　044986911１

4．履修料
1科目34,000円　2科目以上は1科目あたり31,000円
3科目履修の例：34,000円+31,000円+31,000円＝96,000円
教育実習100,000円　保育実習200,000円
履修する科目によって別途費用（教材費、実習に関する費用等）がかかります。

本学の学生以外の方が、本学で開講されている授業科目の履修を希望する場合、審査により授業を履修することができます。
履修後実施する学期末試験の結果が合格点に達した場合、単位を修得できます。

聴講生制度15

1．申し込み期間
春学期：2月中旬～3月上旬　　秋学期：7月中旬～8月上旬

2．問い合わせ先・申し込み先

3．聴講料
1科目34,000円　2科目以上は1科目あたり31,000円

本学の学生以外の方が、本学で開講されている授業科目の聴講を希望する場合、審査により授業を聴講することができます。
ただし、単位を修得することはできません。

秋入学制度17

本学では秋入学も可能です。対象となる選抜区分は、総合型選抜・社会人特別選抜・留学生特別選抜です。評価方法は春
入学と同様です。入学手続き等については、個別にご案内いたします。
その他詳細については入試広報室までお問合せください。

経済的な理由から働きながら学びたい学生をサポートする制度です。学費の総額は同じまま、本来2年間で取得する本科（国
際こども教育学科）の単位を3年または4年にわたり計画的に取得することができます。また、本来1年間で取得する専攻科
の単位を2年にわたり計画的に取得することができます。詳細はお問い合わせください。

長期履修制度16

教務課　0449869111

出願期間 試験期間 合否通知発送

7/４（月）～  8/５（金） 出願日に応じて随時 面接後5日以内
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金額 300,000円／専攻科　150,000円 （同級生・在学生家族奨学金の方は30,000円減免）

納入方法 銀行振込 （お振込に関するご案内を本学より郵送いたします）

納入期限 合格通知受領後10日以内 （金融機関の休業日を除く）

書類 ア）誓約書　 イ）保証書　 ウ）同意書　 エ）卒業証明書※　　（ア～ウの用紙は入学許可証とともに本学より郵送）

提出期限 別途お知らせします。

 ※卒業証明書は、202３年3月卒業見込みで受験した場合のみ提出してください。注意事項
　出願・受験後の辞退について
　合格通知書受領後に合格の取り下げ、または入学を辞退する場合は、入試広報室まで電話連絡をした上で辞退届をすみやかに提出してください。
　なお、辞退届は官製葉書に受験番号・氏名・住所・電話番号を記入し、合格の取り下げ、または入学を辞退する旨を明確に記入してください。

18 出願・入学手続

国際こども教育学科／専攻科 

入学までの時間を有意義に過ごすとともに、入学後の授業に備えられ
るよう、入学前課題、ピアノ事前学習を行います。

▶  入学前課題
国語、英語の課題
音楽の練習課題

▶  ピアノ事前学習
入学前に個人レッスン（無料）を実施します。
 初回授業に向けて、練習方法などのアドバイスを受けることができ
ます。

入学者への事前学習サポート
（2023年度生予定）

20学納金（予定）　19

① 入学金 返還できません。

② 授業料等
2023年3月31日（金）までに、本学総務事務室窓口にて手続きをしてく
ださい。個人情報保護法に基づき本人意思の確認を行いますので必ず印
鑑を持参してください。後日、銀行振込で返還いたします。

国際こども教育学科
春学期 秋学期 合　計

入学金 300,000 － 300,000
授業料 470,000 470,000 940,000
施設費 140,000 140,000 280,000

実験・実習費 10,000 10,000 20,000
合　計 920,000 620,000 1,540,000

国際こども教育学科
春学期 秋学期 合　計

授業料 320,000 320,000 640,000
施設費 80,000 80,000 160,000
合　計 ４０0,000 400,000 800,000

国際こども教育学科
春学期 秋学期 合　計

授業料 470,000 470,000 940,000
施設費 140,000 140,000 280,000

実験・実習費 35,000 35,000 70,000
卒業準備金 30,000 30,000
合　計 645,000 675,000 1,320,000

※海外フィールドワーク履修希望の場合は別途費用がかかります。

※本学および本学指定の学校出身者以外は、専攻科の入学金150,000円がかかります。
※日本国外での活動を含む科目を履修希望の場合は別途費用がかかります。

・入学後の各種証明書発行手数料、追試験、再試験などに伴う手数料の支払いは、
電子決済（paypay）または振込にて承ります。

1年次

2年次

専攻科

－

・国際こども教育学科、専攻科国際こども教育専攻ともに、入学金を除く学納金は年間
2回、10回の分納が可能です。

・学納金の納入後、諸事情により入学を辞退する場合、下記の通り取り扱います。

① 検定料

② 入学金

③ 提出書類

金額 30,000円



郵送の場合 フェリシアこども短期大学　入試広報室
〒195-0054　東京都町田市三輪町1135

窓口提出の場合 平日9:00～17:00（土曜日曜・祝日は休み）

フェリシアこども短期大学  入試広報室　 電話  044 -988 -1128
※電話による合否のお問い合わせには応じられません。
※番号のおかけ間違いにご注意ください。

入試問い合わせ先

書類提出先
入学願書等記入にあたっての個人情報保護法に基づく通知

入学願書等に記載した事項については、次の（1）～（5）の目的で利用いたします。
（1）願書等に不備があったとき、志願者本人に連絡する。
（2）合否の結果を志願者本人に通知する。
（3）合格した場合、入学手続書類やその他の書類・案内を送付、連絡する。
（4）入学式や入学後の各種案内を送付、連絡する。
（5）入学後のクラス編成、クラス名簿作成などに利用する。
その他の提出書類については入学者選抜の目的以外には利用しません。

フェリシアこども短期大学の建学の精神、教育理念、教育研究上の目的、教育目標、
学習成果、3つのポリシーはこちらからご確認いただけます。

合理的配慮が必要な志願者への対応

合理的配慮が必要な志願者は、オープンキャンパス等の個別相談にて受験の際や入学後に必要な支援等についてご相談ください。また合格後にも
修学に必要な支援について確認するための面談を必要に応じて実施します。

「大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」（文部科学省）に基づき、入学者選抜を実施いたします。

新型コロナウイルス感染症への対応

志願者本人は、次の事項を厳守した上で受験してください。 

・試験当日２週間程度前から、発熱や咳などの自覚症状がある場合は、あらかじめ医療機関を受診してください。
・試験当日はマスクを必ず着用してください。
・試験当日は出発前に検温をしてください。その時点で37.5度以上の発熱があった場合、または陽性、濃厚接触者になった場合は、入試広報

室に連絡してください。別日程での受験が可能です。
・試験会場での手洗い・消毒・検温にご協力ください。
・志願者本人が新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験当日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中の場合、または濃厚接触者に該当

するとされた場合は、入試広報室に連絡してください。
・試験会場では、感染拡大防止のため窓の開放等定期的に換気を行います。このことをふまえ、上着など適切な服装を準備してください。




