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９学費等納入金
　入学金　　250,000円（入学手続き時に納入）

　授業料、施設設備費等
【半期ごとの分割納入の場合】

納入時期 費　　　目
人間生活学科

ヘルスケア
栄養学科生活クリエイション

専攻 こども発達専攻

１年次　
４月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
教育諸費、実験実習費等 126,240円 127,240円 138,240円

合　計 566,240円 567,240円 578,240円

１年次　
９月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
研修旅行等 120,000円 120,000円 90,000円

合　計 560,000円 560,000円 530,000円

２年次　
４月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
教育諸費、実験実習費等 99,160円 100,160円 111,160円

合　計 539,160円 540,160円 551,160円

２年次　
９月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円

合　計 440,000円 440,000円 440,000円

【１年分一括納入の場合】

納入時期 費　　目
人間生活学科

ヘルスケア
栄養学科生活クリエイション

専攻 こども発達専攻

１年次　
４月納入

授　業　料 620,000円 620,000円 620,000円
施　設　費 260,000円 260,000円 260,000円
教育諸費、実験実習費等
研修旅行等 246,240円 247,240円 228,240円

合　計 1,126,240円 1,127,240円 1,108,240円

２年次　
４月納入

授　業　料 620,000円 620,000円 620,000円
施　設　費 260,000円 260,000円 260,000円
教育諸費、実験実習費等 99,160円 100,160円 111,160円

合　計 979,160円 980,160円 991,160円

　その他の経費
　１．課程履修費（課程履修者のみ。入学後、課程履修が決定した後に納入）
　２．その他、教科書代・教材費等が別途必要となります。
　　※2022年度入学生の予定金額です。学費等は変更されることがあります。
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明敏謙譲
「明敏」とは活力をもって未来を拓くこと
「謙譲」とは英知をもって社会に生きること

建学の精神

・自分の将来を見据え、活き活きと歩む人間を育てる
・しなやかな感性をもち、個性あふれる人間を育てる
・豊かな力を備え、社会に有用な人間を育てる
・社会をともに生きる、調和のとれた人間を育てる

教育理念

人間尊重の精神を持ち、自らの生活の向上のために前向きに努力できる人、またはその意思のある人

【生活クリエイション専攻】
　１．生活全般に興味・関心を持ち、健康で豊かな生活について意欲的に学びたい人
　２．ビジネス社会で活躍したい人、あるいは家庭科教員として活躍したい人
　＊　高校での学びについて
　　　　高等学校卒業程度の基礎学力（英語、数学、国語等）を身につけ、家庭科に興味がある人

【こども発達専攻】
　１．こどもを含めたあらゆる人間関係に意欲を持って、柔軟に対応できる人
　２．�人間生活を理解できる保育者となるための基本的資質（素直さ・明るさ・倫理観等）を持ち、弱者に

寄り添うことのできる人
　＊　高校での学びについて
　　　　�高等学校卒業程度の基礎学力（英語、数学、国語等）に加えて、社会生活を営むための基本的能力

や自己管理能力を身につけている人

人間生活学科

　１．人の健康を食と栄養の面から支えるという目標を持ち、目標に向け努力を惜しまない人
　２．健康増進・医療・福祉に貢献できる、人間性豊かな人
　＊　高校での学びについて
　　　　高等学校卒業程度の基礎学力を身につけ、食や栄養の分野に関わる学びに興味がある人

へルスケア栄養学科

アドミッション・ポリシー
昭和学院短期大学では、以下のような学生、またはそのようになろうという意思のある学生を求めています。

◆本学の建学の精神を身につける意欲を持ち、明るく謙虚に積極的に学ぶ人
◆自分の責任で行動でき、社会性を備えた人　　　　　　　　　　　　　　
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入試要項

総合型選抜の流れ
あなたの意欲と個性を最も大切にする入試です。
総合型選抜は以下の流れで実施します。各段階の詳細についてｐ２～３に解説があります。

①オープンキャンパス、入試説明会等へ参加する
◇本学を十分理解するために、オープンキャンパスやオンライン個別相談等へ参加してください。
◇エントリー面接を予約する前に書類の書き方の説明を受けましょう。
　�エントリーシートや活動報告書の書き方、口頭試問等を個別に丁寧に説明しますので、その旨希望してく
ださい。

②エントリー面接予約をする
◇エントリー面接（来校型またはオンライン型）の予約をしてください。
　予約は、電話またはホームページのエントリー面接予約サイトからできます。
◇�エントリー面接時には「エントリーシート」と「活動報告書」（社会人の方は「履歴書」）�
を記入の上、来校型の方は持参、オンライン型の方は事前に郵送してください。
　エントリーシートと活動報告書は、ホームページからダウンロードできます。

総合型選抜（社会人を含む）

募集人員（男女共学）

学科・専攻 入学定員

募 集 人 員

総合型選抜
（社会人を含む）

学校推薦型
選　抜

・指定校推薦
・一般推薦　

一般選抜
（社会人を含む）

特別選抜
・ソフトテニス　
・同窓生子女　　
・外国人留学生　
・資格Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
　（社会人を含む）
・併設校　　　　

人間生活
学　科

生活クリエイシ
ョン専攻　　　 30名 約10名 約15名 若干名

こども発達専攻 60名 約25名 約30名 若干名

ヘルスケア栄養学科 80名 約30名 約40名 若干名

総合型選抜は学科・専攻ごとに定員になり次第、募集を締め切ります。ホームページでご確認ください。
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③エントリー面接を受ける
◇面接内容と口頭試問、エントリーシート、活動報告書（社会人の方は履歴書）等で合否を判定します。
◇面接内容についてはオープンキャンパス、入試説明会、ナイトオープンキャンパス等で説明します。

【エントリー面接期間】

エントリー区分 エントリー面接期間 結果（入学資格証）
発送日（予定）

第１回

第１次 ６月１日（火）～６月14日（月） ６月18日（金）

第２次 ６月15日（火）～６月28日（月） ７月２日（金）

第３次 ６月29日（火）～７月12日（月） ７月16日（金）

第４次 ７月13日（火）～８月２日（月） ８月６日（金）

第５次 ８月３日（火）～８月23日（月） ８月27日（金）

第２回 ８月24日（火）～９月13日（月） ９月15日（水）

第３回 ９月14日（火）～９月27日（月） ９月29日（水）

第４回 ９月28日（火）～10月20日（水） 10月21日（木）

第５回 10月21日（木）～11月10日（水） 11月11日（木）

第６回 11月11日（木）～2022年３月19日（土） 随時

2022年９月入学 2022年６月１日（水）～８月31日（水） 面接試験後　　　
１週間程度で発送

※2022年９月入学は人間生活学科のみ実施。９月入学のエントリー面接予約は、電話受付のみ。

④入学資格証を受け取る
◇エントリー面接合格者には短期大学より「入学資格証」を送付します。
◇�受験生は、入学資格証を受け取ることにより、原則として「本学の学生として学ぶことができる人材」と
評価されたことになります。
◇ただし、「入学資格証」を受け取るだけでは入学は確定しませんのでご注意ください。
◇確定するには、下記⑤〜⑧の手続きをとる必要があります。

⑤WEB出願する
◇出願期間内にWEB出願サイトへ登録・入力等を行い、出願書類を送付してください。（出願書類はp4参照）
◇出願書類を短期大学が受理後、WEB出願サイトより「受験票」がダウンロード可能になります。
◇�WEB出願サイトより「受験票」をダウンロード・印刷して、試験当日に必ず持参してください。（WEB
出願はp5参照）

⑥総合型選抜を受験する
◇受験票に記載の指定日時に、確認の面接試験を行います。（総合型選抜日程はp4参照）

⑦合否結果を確認する
◇合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
◇高等学校在籍者については、高等学校長にも結果を通知します。

⑧入学手続きをする
◇指定された期間内に所定の手続きを行ってください。

選考基準
◇選考基準は、別表（p13）のとおりです。
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エントリー資格と必要書類
総合型選抜 社会人総合型選抜

エ
ン
ト
リ
ー
資
格

Ａ：次のいずれかに該当する者
①2022年３月高等学校卒業見込みの者
②高等学校を卒業した者
③�高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められた者（p15参照）

④高等学校卒業程度認定試験合格者

Ａ：次の条件を満たす者
①�高等学校を卒業した者、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た者（p15
参照）、または高等学校卒業程度認定試験合格者

②�入学時に20歳以上で、社会経験（ボランティア、
アルバイト、パート、家事従事、就学経験を含
む）がある者

Ｂ：次の①～③の条件を満たす者
①本学への入学を強く希望し、第一志望とする者
②�自分の学びたい理由が明確で、将来的な目標�
（可能性）がある者
③熱意・意欲・個性を評価してほしいと思う者

Ｂ：次の①～③の条件を満たす者
①本学への入学を強く希望し、第一志望とする者
②�自分の学びたい理由が明確で、将来的な目標�
（可能性）がある者
③熱意・意欲・個性を評価してほしいと思う者

必
要
書
類

エントリー面接時 エントリー面接時

①エントリーシート（所定用紙・手書き）
②活動報告書（所定用紙・手書き）

①エントリーシート（所定用紙・手書き）
②履歴書（JIS規格による市販用紙）

出 願 時 出 願 時

①入学願書（WEB出願）※p５参照
②�出身高等学校長による調査書、または高等学校
卒業程度認定試験合格成績証明書

③入学資格証

①入学願書（WEB出願）※p５参照
②�高等学校卒業証明書、または高等学校卒業程度
認定試験合格証明書

③入学資格証

入学検定料　　30,000円

出願方法
　出願書類は一括封入し、簡易書留またはレターパックプラスにて郵送してください。（当日消印有効）
　提出先：〒272-0823 千葉県市川市東菅野2-17-1　昭和学院短期大学 入試広報課　宛

総合型選抜日程
出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 ９月１日（水）～
９月７日（火）　 ９月11日（土）

11月２日（火） 11月５日（金）～
11月12日（金）　

第２回 ９月８日（月）～
９月20日（月）　 ９月25日（土）

第３回 ９月21日（火）～
10月５日（火）　 10月９日（土）

第４回 10月９日（土）～
10月19日（火）　 10月23日（土）

第５回 10月27日（水）～
11月16日（火）　 11月20日（土） 12月１日（水） 12月６日（月）～

12月13日（月）　

第６回 11月17日（水）～
2022年３月19日（土）随時 受付後連絡 面接試験後

１週間以内
合格発表後
10日以内

2022年
９月入学

2022年９月１日（木）～
９月８日（木）　 ９月10日（土） ９月13日（火） ９月15日（木）～

９月21日（水）　

※2022年９月入学は、人間生活学科のみ実施



-5-

※詳しくは、本学ホームページをご参照ください。

WEB出願の流れ

STEP１ 新規登録をする
メールアドレスを入力し、WEB出願サイトへ新規登録してください。

STEP２
願書を入力する
WEB出願サイトへログインし、選抜区分を選択して必要事項を入力してください。
※出願期間の約１週間前から入力できます。（途中保存も可）

STEP３ 入学検定料の振込をする
クレジット決済、コンビニ決済、銀行振り込みから選んでご入金ください。

STEP４
出願書類の準備をする
必要書類を確認し、ダウンロード・印刷してください。封筒を用意し、宛名ラベルを
印刷・貼付してください。

STEP５
出願書類を郵送する
簡易書留またはレターパックプラスを利用し、出願期間内に郵送してください。
※出願期日の消印有効です。

STEP６
受験票を印刷する
出願書類を本学が受理すると、受験票を印刷することができます。
※受験票は試験日に必ず持参してください。

STEP７ 入学者選抜を受験する
受験票に記載の日時に受験してください。

STEP８
合否結果を確認する
WEB出願サイトに合否結果を通知します。合格者は、案内に従い入学手続きを
行ってください。
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一般選抜（社会人を含む）
出願資格と出願書類

一般選抜 社会人一般選抜

出
願
資
格

Ａ：次のいずれかに該当する者
①2022年３月高等学校卒業見込みの者
②高等学校を卒業した者
③�高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められた者（p15参照）

④高等学校卒業程度認定試験合格者

Ａ：次の条件を満たす者
①�高等学校を卒業した者、または高等学校を卒業
した者と同等以上の学力があると認められた者
（p15参照）、または高等学校卒業程度認定試験
合格者

②�入学時に20歳以上で、社会経験（ボランティア、
アルバイト、パート、家事従事、就学経験を含む）
がある者

出
願
書
類

①入学願書（WEB出願）※p５参照
②�出身高等学校長による調査書、または高等学校
卒業程度認定試験合格成績証明書

③志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
④活動報告書（所定用紙・手書き）

①入学願書（WEB出願）※p５参照
②志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
③�高等学校卒業証明書、または高等学校卒業程度
認定試験合格証明書

④履歴書（JIS規格による市販用紙）

入学検定料　　30,000円

出願方法
　出願書類は一括封入し、簡易書留またはレターパックプラスにて郵送してください。（当日消印有効）
　提出先：〒272-0823 千葉県市川市東菅野2-17-1　昭和学院短期大学 入試広報課　宛

選考方法
　第１回は、２科目試験＊1と面接試験、出願書類により判定します。第２～４回は、小論文試験＊2と面接試
験、出願書類により判定します。選考基準は別表（p13）のとおりです。

第１回 第２～４回

●２科目試験（試験時間各60分）
　必須：国語総合（現代文のみ）
　選択：�英語（コミュニケーション英語Ⅰ）、生物基礎、化学基礎、情報�

から１科目

●面接

●小論文（試験時間60分）

●面接

＊1 記述式問題を出題します。
＊2 800字程度の文章を読み、800～1,000字で意見を記述してもらいます。

選抜日程
出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 2022年１月12日（水）～
１月25日（火）　 ２月１日（火） ２月３日（木） ２月７日（月）～

２月14日（月）　

第２回 2022年２月２日（水）～
２月９日（水）　 ２月16日（水） ２月18日（金） ２月21日（月）～

２月28日（月）　

第３回 2022年２月18日（金）～
２月25日（金）　 ３月９日（水） ３月11日（金） ３月14日（月）～

３月22日（火）　

第４回 2022年３月１日（火）～
３月17日（木）　 ３月19日（土） ３月22日（火） ３月22日（火）～

３月25日（金）　
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選考方法
　面接試験（面接内容・口頭試問）と出願書類により判定します。選考基準は別表（p13）のとおりです。

合格発表
　合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
　※高等学校在籍者については、合否結果を高等学校長にも通知します。

入学手続き
　合格者は、WEB出願サイトに掲載の入学手続き要領にしたがって、指定された期間内に所定の手続きを
行ってください。

合格発表
　合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
　※高等学校在籍者については、合否結果を高等学校長にも通知します。

入学手続き
　合格者は、WEB出願サイトに掲載の入学手続き要領にしたがって、指定された期間内に所定の手続きを
行ってください。

学校推薦型選抜（一般）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：次のいずれかに該当する者
　　　①高等学校を卒業した者、または2022年３月高等学校卒業見込みの者
　　　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た者（p15参照）
　Ｂ：高等学校長が推薦する生徒であり、高等学校３年間で欠席日数が30日以内の者

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②出身高等学校長推薦書（所定用紙）
　③出身高等学校長による調査書
　④志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　⑤活動報告書（所定用紙・手書き）

入学検定料　　30,000円

出願方法
　出願書類は一括封入し、簡易書留またはレターパックプラスにて郵送してください。（当日消印有効）
　提出先：〒272-0823 千葉県市川市東菅野2-17-1　昭和学院短期大学 入試広報課　宛

選抜日程
出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 11月１日（月）～
11月16日（火）　 11月20日（土） 12月１日（水） 12月６日（月）～

12月13日（月）　

第２回 11月17日（水）～
12月７日（火）　 12月11日（土） 12月14日（火） 12月17日（金）～

12月24日（金）　
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特別選抜（同窓生子女：社会人を含む）
出願資格と出願書類

特別選抜（同窓生子女） 特別選抜（社会人同窓生子女）

出
願
資
格

Ａ：次のいずれかに該当する者
①2022年３月高等学校卒業見込みの者
②高等学校を卒業した者
③�高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められた者（p15参照）

④高等学校卒業程度認定試験合格者

Ａ：次の条件を満たす者
①�高等学校を卒業した者、または高等学校を卒業
した者と同等以上の学力があると認められた者
（p15参照）、または高等学校卒業程度認定試験
合格者

②�入学時に20歳以上で、社会経験（ボランティア、
アルバイト、パート、家事従事、就学経験を含む）
がある者

Ｂ：次の①、②のいずれかに該当する者
①昭和学院高等学校卒業生
②�本学及び昭和学院高等学校の卒業生の子、孫、
兄弟姉妹、甥、姪、従兄弟姉妹、または本学在
学生の兄弟姉妹、従兄弟姉妹

Ｂ：次の①、②のいずれかに該当する者
①�本学卒業生（含昭和学院栄養専門学校）、または
昭和学院高等学校卒業生

②�本学及び昭和学院高等学校の卒業生の子、孫、
兄弟姉妹、甥、姪、従兄弟姉妹、または本学在
学生の兄弟姉妹、従兄弟姉妹

出
願
書
類

①入学願書（WEB出願）※p5参照
②�志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
（出願資格Ｂ②の方の氏名及び出願者との関係
を明記してください）

③�出身高等学校長による調査書、または高等学校
卒業程度認定試験合格成績証明書

④活動報告書（所定用紙・手書き）

①入学願書（WEB出願）※p5参照
②�志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
（出願資格Ｂ②の方の氏名及び出願者との関係
を明記してください）

③�高等学校卒業証明書、または高等学校卒業程度
認定試験合格証明書

④履歴書（JIS規格による市販用紙）

入学検定料　　免除

出願方法
　出願書類は一括封入し、簡易書留またはレターパックプラスにて郵送してください。（当日消印有効）
　提出先：〒272-0823 千葉県市川市東菅野2-17-1　昭和学院短期大学 入試広報課　宛

選考方法
　面接試験（面接内容・口頭試問）と出願書類により判定します。選考基準は別表（p13）のとおりです。

合格発表
　合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
　※高等学校在籍者については、合否結果を高等学校長にも通知します。

入学手続き
　合格者は、WEB出願サイトに掲載の入学手続き要領にしたがって、指定された期間内に所定の手続きを
行ってください。

選抜日程
出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 ９月１日（水）～
９月７日（火）　 ９月11日（土） ９月14日（火） ９月17日（金）～

９月24日（金）　

第２回 11月１日（月）～
11月16日（火）　 11月20日（土） 12月１日（水） 12月６日（月）～

12月13日（月）　
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選考方法
　面接試験（面接内容・口頭試問）と出願書類により判定します。選考基準は別表（p13）のとおりです。

合格発表
　合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
　※高等学校在籍者については、合否結果を高等学校長にも通知します。

入学手続き　　特別選抜（同窓生子女：社会人を含む）と同様です。

特別選抜（ソフトテニス）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：①高等学校を卒業した者、または2022年３月卒業見込みの者
　Ｂ：次の条件を共に満たす者
　　　①高等学校在籍中、ソフトテニスの公式戦において好成績を上げた者
　　　②入学後、ソフトテニス部に入り、ソフトテニスの活動を続ける者

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②顧問教諭推薦書（書式は任意）
　③ソフトテニス戦績（顧問教諭作成、書式は任意）
　　なお、特典を受ける場合には公式記録コピーまたはそれに準ずるものを添付のこと
　④志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　⑤出身高等学校長の調査書、または高等学校卒業程度認定試験合格証明書（入学時20歳未満の方のみ）
　⑥活動報告書（所定用紙・手書き）（入学時20歳未満の方のみ）
　⑦高等学校卒業証明書（社会人のみ）
　⑧履歴書（JIS規格による市販用紙）（社会人のみ）

入学検定料　　30,000円

出願方法　　特別選抜（同窓生子女：社会人を含む）と同様です。
選抜日程

出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 ９月１日（水）～
９月７日（火）　 ９月11日（土） ９月14日（火） ９月17日（金）～

９月24日（金）　

第２回 11月１日（月）～
11月16日（火）　 11月20日（土） 12月１日（水） 12月６日（月）～

12月13日（月）　

第３回 11月17日（水）～
12月７日（火）　 12月11日（土） 12月14日（火） 12月17日（金）～

12月24日（金）　

合格特典

特典内容
条　　　　　件

志望学科・専攻 戦　　　　績

入
学
金
免
除

２年間授業料免除 ・人間生活学科
　生活クリエイション専攻

全国的な公式戦において、団体ベスト16、
個人64位以内に入った者、団体または個人
でブロック優勝した者または、同等の実力を
有すると監督・顧問が評価し推薦できる者
（ただし２年進級時に継続するとは限らない）

２年間授業料半額免除 ・人間生活学科こども発達専攻
・ヘルスケア栄養学科
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特別選抜（資格Ⅰ：社会人を含む）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：人間生活学科生活クリエイション専攻エアラインコースで学ぶ者
　Ｂ：次のいずれかに該当する者
　　　①高等学校を卒業した者、または2022年３月高等学校卒業見込みの者
　　　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た者（p15参照）、または高等学校卒業

程度認定試験合格者
　Ｃ：2019年以降に実施された、次の①～③のいずれかの要件を満たす者
　　　①�TOEIC（Listening�&�Reading）　450点以上　　②実用英語技能検定　２級以上
　　　③GTEC　800点以上

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②資格検定試験合格証、または得点を証明するもののコピー
　③志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　④出身高等学校長の調査書、または高等学校卒業程度認定試験合格証明書（入学時20歳未満の方のみ）
　⑤活動報告書（所定用紙・手書き）（入学時20歳未満の方のみ）
　⑥高等学校卒業証明書（社会人のみ）
　⑦履歴書（JIS規格による市販用紙）（社会人のみ）

入学検定料　　30,000円

出願方法
　出願書類は一括封入し、簡易書留またはレターパックプラスにて郵送してください。（当日消印有効）
　提出先：〒272-0823 千葉県市川市東菅野2-17-1　昭和学院短期大学 入試広報課　宛

選抜日程
出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 ９月１日（水）～
９月７日（火）　 ９月11日（土） ９月14日（火） ９月17日（金）～

９月24日（金）　

第２回 11月17日（水）～
12月７日（火）　 12月11日（土） 12月14日（火） 12月17日（金）～

12月24日（金）　

第３回 2022年２月２日（水）～
２月９日（水）　 ２月16日（水） ２月18日（金） ２月21日（月）～

２月28日（月）　

合格特典　　１年次の授業料全額免除

選考方法
　面接試験（面接内容・口頭試問）と出願書類により判定します。選考基準は別表（p13）のとおりです。

合格発表
　合否結果は、受験生全員にWEB出願サイトにて通知します。
　※高等学校在籍者については、合否結果を高等学校長にも通知します。

特典内容
条　　　　　件

志望学科・専攻 戦　　　　績

入
学
金
免
除

１年間授業料免除 ・人間生活学科
　生活クリエイション専攻 全国的な公式戦に出場した者または、同等

の実力を有すると監督・顧問が評価し推薦
できる者１年間授業料半額免除 ・人間生活学科こども発達専攻

・ヘルスケア栄養学科
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入学手続き
　合格者は、WEB出願サイトに掲載の入学手続き要領にしたがって、指定された期間内に所定の手続きを
行ってください。

特別選抜（資格Ⅱ：社会人を含む）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：人間生活学科生活クリエイション専攻、またはこども発達専攻で学ぶ者
　Ｂ：次のいずれかに該当する者
　　　①高等学校を卒業した者、または2022年３月高等学校卒業見込みの者
　　　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た者（p15参照）、または高等学校卒業

程度認定試験合格者
　Ｃ：全国高等学校家庭科保育技術検定合格証（級は問わない）を有する者
　　　※ただし４技術の全てにわたり、級を取得していること

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②全国高等学校家庭科保育技術検定合格証のコピー
　③志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　④出身高等学校長の調査書、または高等学校卒業程度認定試験合格証明書（入学時20歳未満の方のみ）
　⑤活動報告書（所定用紙・手書き）（入学時20歳未満の方のみ）
　⑥高等学校卒業証明書（社会人のみ）
　⑦履歴書（JIS規格による市販用紙）（社会人のみ）

入学検定料　　免除
「出願方法」、「選抜日程」、「選考方法」、「合格発表」、「入学手続き」は「特別選抜（資格Ⅰ）」と同様です。

特別選抜（資格Ⅲ：社会人を含む）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：人間生活学科生活クリエイション専攻、またはヘルスケア栄養学科で学ぶ者
　Ｂ：次のいずれかに該当する者
　　　①高等学校を卒業した者、または2022年３月高等学校卒業見込みの者
　　　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た者（p15参照）、または高等学校卒業

程度認定試験合格者
　Ｃ：調理師免許を有する者、または調理師免許を2022年３月までに取得見込みの者
　　　※取得見込みの場合は、調査書に明記してください。

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②調理師免許証のコピー（社会人のみ）
　③志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　④出身高等学校長の調査書、または高等学校卒業程度認定試験合格証明書（入学時20歳未満の方のみ）
　⑤活動報告書（所定用紙・手書き）（入学時20歳未満の方のみ）
　⑥高等学校卒業証明書（社会人のみ）
　⑦履歴書（JIS規格による市販用紙）（社会人のみ）
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特典
　私費留学生で学生生活において経済的に困窮している者は、本人の申し出により授業料の30％を減免し
ます。ただし、下記のいずれかに該当する者は除外します。
　①学業成績が不振で、成業の見込みのない者
　②出席日数等の履修状況により、学業継続の意思がないと認められる者
　③経済的に困難な状況と認められない者
　④留年した者
　⑤休学中の者

「出願方法」、「選考方法」、「合格発表」、「入学手続き」は「特別選抜（資格Ⅰ）」と同様です。

特別選抜（外国人留学生）
出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　Ａ：次のいずれかに該当する者
　　　①�外国において、学校教育における12年間の課程を修了した者及び入学の前月までに修了見込みの

者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
　　　②�日本国文部科学大臣が指定する教育施設において、日本国の大学に入学するための準備教育を行う

課程を修了した者または修了見込みの者
　　　③�スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格（ＩＢ）

を有する者または資格取得見込みの者
　Ｂ：�日本語能力試験あるいは日本留学試験（日本語）を受験している者で、高等教育を受けるに足る日本

語力を有する者

出願書類
　①入学願書（WEB出願）※p5参照
　②志望理由及び学修計画書（所定用紙・手書き）
　③活動報告書（所定用紙・手書き）
　④最終出身学校の卒業（修了）証明書（見込み証明書を含む）
　⑤最終出身学校の成績証明書
　⑥�現在、日本に居住している者は、在留カード（両面）とパスポート（顔写真、氏名、生年月日の記載が
あるページ）のコピー

　⑦最終出身学校の長または関係教員の推薦書（日本在住の場合は除く）
　⑧日本に居住する保証人の公的証明書（住民票など）
　⑨日本語能力を示す証明書（日本語能力試験または日本留学試験の結果）

入学検定料　　30,000円
選抜日程

出願期間 試験日 合格発表日 手続期間

第１回 11月１日（月）～
11月16日（火）　 11月20日（土） 12月１日（水） 12月６日（月）～

12月13日（月）　

第２回 2022年２月18日（金）～
２月25日（金）　 ３月９日（水） ３月11日（金） ３月14日（月）～

３月22日（火）　

2022年
９月入学

2022年９月１日（木）～
９月８日（木）　 ９月10日（土） ９月13日（火） ９月15日（木）～

９月21日（水）　
※2022年９月入学は、人間生活学科のみ実施

入学検定料　　免除
「出願方法」、「選抜日程」、「選考方法」、「合格発表」、「入学手続き」は「特別選抜（資格Ⅰ）」と同様です。
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選抜方式 選考方法

学力の３要素
割合
（％）知識

技能
思考力
判断力
表現力

主体性等

総合型選抜
（社会人含む）

面　　接
面接内容 ○○ ○○ 40

口頭試問 ○○ ○○ 15

出願書類

エントリーシート ○○ ○○ 25

活動報告書または履歴書等 ○○ 10

調査書または履歴書等 ○○ ○○ ○○ 10

計 100

一般選抜
（社会人含む）

科目試験 ○○ ○○ 40

科目試験 ○○ ○○ 40

面　　接 ○○ ○○ 10

出願書類
志望理由及び学修計画書、
活動報告書または履歴書 ○○ ５

調査書または履歴書等 ○○ ○○ ○○ ５

計 100

学校推薦型選抜
・一般

面　　接
面接内容 ○○ ○○ 20

口頭試問 ○○ ○○ 20

出願書類
志望理由及び学修計画書、
活動報告書 ○○ ○○ 20

調査書 ○○ ○○ ○○ 40

計 100

特別選抜
・同窓生子女
・ソフトテニス
・資格ⅠⅡⅢ　
（社会人含む）

面　　接
面接内容 ○○ ○○ 20

口頭試問 ○○ ○○ 20

出願書類
志望理由及び学修計画書、
活動報告書または履歴書 ○○ ○○ 30

調査書または履歴書等 ○○ ○○ ○○ 30

計 100

特別選抜
・外国人留学生

面　　接
面接内容 ○○ ○○ 20

口頭試問 ○○ ○○ 20

出願書類
志望理由及び学修計画書、
活動報告書 ○○ ○○ 30

成績及び日本語能力証明書 ○○ 30

計 100

各選抜方式の選考基準と「学力の３要素」の評価
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選考方法　　小論文試験と本試験における面接結果、出願書類により総合的に判定します。

給付金額　　入学金半額　10名以内

特待生 募集要項（給付）
　本学の「建学の精神」「アドミッション・ポリシー」を理解し、入学後、学生として努力を惜しまず、他
の模範となり得る優秀な学生に奨学金を給付します。

出願資格（以下に示す条件を満たす者）
　①�特待生選考試験当日までのいずれかの選抜区分で出願する者。
　②本学への入学を第一志望とする者。

出願方法
　出願希望者は、WEB出願サイトより「特待生選考試験」に出願してください。

選考料　　無料

諸注意
１出願時の諸注意
（１）手書き書類の記入にあたっては、黒のボールペンを用いて、楷書で正確に記入してください。
（２）�手書き書類に誤って記入した場合は、誤記部分を二重線で消して訂正印を押し、正しく記入してくだ

さい。
（３）入学願書等の提出書類に記入漏れや不足がないかを充分確認のうえ、提出してください。
（４）�提出した書類および入学検定料は、いかなる理由があっても返却できませんのでご注意ください。
（５）出願書類は、簡易書留またはレターパックプラスによる郵送のみとなります。（窓口では受付けません。）

２試験当日の諸注意
（１）持ち物は受験票と筆記用具です。受験票はWEB出願サイトよりダウンロードしてください。
（２）�試験会場内では、すべて本学係員の指示に従ってください。
（３）集合時刻までに受付を行い、入室し、指示された場所に着席してください。
（４）万一、受験票を忘れたり紛失した場合は、受験前に必ず本学係員まで申し出てください。
（５）受験票と持ち物は、本学係員が指定する場所に置いてください。
（６）携帯電話等は、試験会場に入る前に必ず電源を切ってください。
（７）�試験中に質問がある場合や気分が悪くなった場合などは、静かに手を挙げて本学係員に申し出てくだ

さい。
（８）試験終了後、受験票は必ず持ち帰り、大切に保管してください。
（９）付添いの方は控室でお待ちください。
（10）障害のある方へは、個別に対応します。
（11）�悪天候や災害などにより、本学までの交通機関に乱れが生じた際には、その状況に応じて開始時刻や

試験日を変更する場合がありますので、必ず本学へお問い合わせください。
　　　連絡先：昭和学院短期大学 入試広報課　TEL�047-324-7115

試験日程
出願期間 試験日 試験科目 合格発表日

９月１日（水）～11月16日（火） 11月20日（土） 小論文 12月１日（水）
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３入学手続き時の諸注意
（１）合格者には、合格通知とともに入学手続き書類をWEB出願サイトにて通知します。
（２）�入学手続き時には、入学金のみを手続き期間内に納入してください。なお、みずほ銀行のATM、み

ずほダイレクトからの振り込みには、手数料がかかりません。
（３）入学手続き書類は、期日までに本学入試広報課へ郵送してください。
（４）一旦納入した入学金は、いかなる理由があっても返却できません。
（５）授業料、施設費等の納入時期については、３月上旬に通知します。

１入学前教育について
　入学手続き後に、入学前教育として課題を課します。課題は、別途連絡します。

２長期履修生制度について
　長期履修生制度は個人の事情に応じて、通常の修業年限（２年）を超えて柔軟に履修できる制度です。修
業年限は、あなた自身が入学前に何年在学（３年以上４年まで）するかを決め、単位を累積し、卒業要件を
満たすことで「短期大学士」の学位が授与されます。
　対象となる者
　（１）高等学校を卒業後、働きながら学びたい者
　（２）すでに働いている人で、さらにキャリアアップを目指す者
　（３）主婦等一般の人で空き時間を利用して学びたい者
　（４）その他本学が認めた者
　学納金等
　　�　長期履修生の修業年限は３年または４年。通常、２年間のカリキュラムを３～４年間かけて計画的に
学びます。授業料、施設設備費等の学費は、在学年数に応じ、分割して納めることになっており、年間
の負担も楽になります。学費は、２年で修了する場合とほとんど変わりません。課程履修費、研修旅行
費、保険料等は別途納入していただきます。

　長期履修生制度利用希望者へ
　　　長期履修生制度希望者は、出願前に必ず本学にご相談ください。

３昭和学院短期大学授業料減免制度について
　授業料減免の要件を満たす本学２年次の学生（長期履修生は除く）を対象とした授業料の減免制度です。
授業料減免申請を行った本人の属する家庭の経済状況及び１年次の学業成績等を審査し、５名の範囲で授業
料減免者を決定します。減免額は、半年毎に授業料の２分の１を減免します。

４修学支援法に基づく授業料等減免について
　本学は修学支援法に基づく、授業料等減免の支援対象校に認定されています。高等学校で日本学生支援機
構の給付型奨学金制度採用候補者に決定している方は、授業料等減免対象者となります。この他に在学中に
申請することも可能です。

　問合せ先　昭和学院短期大学 入試広報課　TEL�047-324-7115

５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について
　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、及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みのある者。
なお、同法施行規則第150条第１号から第６号の規定に該当しない者については、第７号の規定に基づき、
「個別入学資格審査」を実施します。
　詳しくは本学入試広報課（連絡先：047-324-7115）までお問い合わせください。

その他
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６合理的配慮について
　障害のある人は、事前に下記へお問い合せください。

　問合せ先　昭和学院短期大学 入試広報課　TEL�047-324-7115

７奨学金等について
日本学生支援機構（JASSO）の奨学金（https://www.jasso.go.jp/）
　経済的理由で就学が困難な優れた学生に学資の貸与を行い、学生等が安心して学べるよう、「貸与」また
は「給付」する制度です。詳しくは、日本学生支援機構のホームページを参照してください。
　「給付」奨学金は進学前に高校で申し込んでください。「貸与」奨学金は「第一種奨学金（無利子貸与）」
と「第二種奨学金（有利子貸与）」があります。また、進学前に高校で申し込む「予約採用」と、入学後の「在
学採用」があります。詳細は、入学後に行う奨学金説明会で説明します。

あしなが育英会（https://www.ashinaga.org/）　詳細は、ホームページをご覧ください。

交通遺児育英会（https://www.kotsuiji.com/）　詳細は、ホームページをご覧ください。

保育士修学資金等貸付制度（https://www.pref.chiba.lg.jp/kosodate/hoikushi/kashituke.html）
　本学のこども発達専攻で保育士課程を学ぶ学生は月額５万円、入学準備金20万円、就職準備金20万円を
千葉県から貸与され、卒業後５年間千葉県内で保育士として継続勤務した場合、返還が免除されます。他の
自治体でも同様の制度がありますので、卒業後の勤務希望地のホームページを参照してください。

国の教育ローン（日本政策金融公庫）（https://www.jfc.go.jp/）
　制度内容や申込み手続きなどに関するご相談や借入申込書、パンフレットなどのご請求は下記の電話で受
け付けています。
　教育ローンコールセンター：0570-008656（ナビダイヤル）、03-5321-8656

提携教育ローン
　㈱オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」（https://orico-web.jp/gakuhi/）
　　問合せ先　TEL�0120-517-325

　㈱セディナ「セディナ学費ローン」（https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/）
　　問合せ先　TEL�0120-686-909

社会人奨学金
　社会人学生のための本学独自の奨学金制度です。無利子で月３万円（２年間で72万円）貸与します。
　　問合せ先　昭和学院短期大学 事務部　TEL�047-324-7115

８個人情報の取扱いについて
　受験にあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報は、入学選考以外には利用いたしません。
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９学費等納入金
　入学金　　250,000円（入学手続き時に納入）

　授業料、施設設備費等
【半期ごとの分割納入の場合】

納入時期 費　　　目
人間生活学科

ヘルスケア
栄養学科生活クリエイション

専攻 こども発達専攻

１年次　
４月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
教育諸費、実験実習費等 126,240円 127,240円 138,240円

合　計 566,240円 567,240円 578,240円

１年次　
９月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
研修旅行等 120,000円 120,000円 90,000円

合　計 560,000円 560,000円 530,000円

２年次　
４月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円
教育諸費、実験実習費等 99,160円 100,160円 111,160円

合　計 539,160円 540,160円 551,160円

２年次　
９月納入

授　業　料 310,000円 310,000円 310,000円
施　設　費 130,000円 130,000円 130,000円

合　計 440,000円 440,000円 440,000円

【１年分一括納入の場合】

納入時期 費　　目
人間生活学科

ヘルスケア
栄養学科生活クリエイション

専攻 こども発達専攻

１年次　
４月納入

授　業　料 620,000円 620,000円 620,000円
施　設　費 260,000円 260,000円 260,000円
教育諸費、実験実習費等
研修旅行等 246,240円 247,240円 228,240円

合　計 1,126,240円 1,127,240円 1,108,240円

２年次　
４月納入

授　業　料 620,000円 620,000円 620,000円
施　設　費 260,000円 260,000円 260,000円
教育諸費、実験実習費等 99,160円 100,160円 111,160円

合　計 979,160円 980,160円 991,160円

　その他の経費
　１．課程履修費（課程履修者のみ。入学後、課程履修が決定した後に納入）
　２．その他、教科書代・教材費等が別途必要となります。
　　※2022年度入学生の予定金額です。学費等は変更されることがあります。
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