
○修学上の情報等

・入学者に関する受入方針並びに入学者数，収容定員，在学者数，社会人学生数，卒業（修了）者数，

進学者数及び就職者数

植草学園大学

学
学 科

当該年度５月１日現在 前 年 度 卒 業 者

部

年度 入学
入学者数 入学定員 収容定員 在学者数 定 員 社会人 卒業者数 進学者数 就職者数定員

充足率 充足率 学生数

25 140 154 1.10 560 552 0.99 0 82 0 78

26 140 131 0.94 560 547 0.99 0 128 4 118
発達支援教育学科

27 140 133 0.95 560 548 0.99 1 121 3 111

28 140 139 0.99 560 560 1.00 0 116 4 109

25 40 46 1.15 160 201 1.26 0 31 7 19

26 40 45 1.13 160 194 1.03 0 41 6 34
理学療法学科

27 40 46 1.15 160 176 1.10 0 51 7 41

28 40 27 0.68 160 160 1.00 1 28 6 20

25 180 200 1.11 720 753 1.05 0 113 7 97

26 180 176 0.98 720 741 1.03 0 169 10 152
合 計

27 180 179 0.99 720 724 1.01 1 172 10 152

28 180 166 0.92 720 720 1.00 1 144 10 129

【入学者に関する受入方針】（アドミッションポリシー）

植草学園大学

本学では，徳育を教育の根幹とする学園建学の精神にのっとり，豊かな人間性と高い倫理観を培

い，誠実に生きる人材の育成をめざして選抜を行います。なお，教育・保健医療・福祉等の従事者

に不可欠な，健全な心と身体，高度な専門知識・技術と総合的実践力，思いやりと支え合いの優し

い感性を備えた人材の養成をめざします。

したがって，入学試験にあたっては，いわゆる学力のみではなく，それに加えて入学後真剣に専

門分野の知識や技術を学ぼうとする情熱・意欲・感性をもつ者，あるいは今後それが期待できる者

を選抜したいと考えています。

発達教育学部発達支援教育学科

１．子どもやその発達に関心があり，教育・保育，発達支援の発展に貢献する意思がある人

２．教育・保育への取り組み，子どものかかえる問題や困難への支援に関心がある人

３．専門的教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えている人

４．子どもとその発達，教育・保育の学びに主体的に取り組もうとする意欲のある人

５．教育，保育，発達支援などの学びと実習に粘り強く取り組み，努力を惜しまない人

６．教師・保育者等に望まれる感性・知性，人格，優しさ・思いやり，誠実さなどをもちえる人

７．自身の生活や健康の管理を行い，心身共に健やかに学生生活ができる人

保健医療学部理学療法学科

１．生命や人間の健康に関心があり，保健医療の発展に貢献する意志がある人
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２．人間の身体の動きの仕組み，その疾病や障害及び治療方法に関心がある人

３．専門的教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えている人

４．より高い知識・技術を習得するため，自主的・積極的に学ぶ意欲と情熱をもっている人

５．勉学・学習上の困難に直面したとき，それを乗り越えるための努力ができる人

６．医療職をめざす者としてふさわしい品格，礼節，モラル，思いやりを備えている人

７．自身の生活や健康の管理を行い，心身共に健やかに学生生活を送ることができる人

【卒業後の進路】（主な就職分野，具体的な就職先など）

【平成27年3月卒業者分野別就職比率】

発達教育学部

小学校（教諭

講師等）

特別支援学校

（教諭・講師

等）

公務員（保育

職）
保育園 幼稚園 認定こども園

その他児童施

設等
企業等 就職活動中 進学 その他 合計

11 23 2 32 9 1 17 16 2 3 5 121
9.1% 19.0% 1.7% 26.4% 7.4% 0.8% 14.0% 13.2% 1.7% 2.5% 4.1% 100.0%

保健医療学部

病院
介護老人保健

施設
一般企業等 進学 その他 合計

39 1 1 7 3 51
76.5% 2.0% 2.0% 13.7% 5.9% 100.0%

【平成28年3月卒業者分野別就職比率】

発達教育学部

小学校（教諭

講師等）

特別支援学

校（教諭・講

師等）

公務員（保

育所）

公務員（幼

稚園）
保育園等 幼稚園

認定こども

園

児童福祉

施設等

障害者施

設等

16 17 9 1 28 7 2 6 10
13.8% 14.7% 7.8% 0.9% 24.1% 6.0% 1.7% 5.2% 8.6%

一般企業等 就職活動中 進学 その他 合計

13 2 4 1 116
11.2% 1.7% 3.4% 0.9% 100.0%

保健医療学部

病院
介護老人保

健施設
一般企業等 進学 その他 合計

20 0 0 6 2 28
71.4% 0.0% 0.0% 21.4% 7.1% 100.0%



【主な就職先（平成26,27年度）】

＜発達教育学部＞

千葉県 茨城県 東京都 埼玉県 静岡県 学校法人横浜訓盲学院（特別支援学校）

千葉県 静岡県 茨城県（小学校）

千葉市 佐倉市 船橋市 茂原市 茨城県鹿嶋市 埼玉県川口市 東京都（保育所等）

アスク本八幡保育園 アンデルセン第一保育園 市川保育園 浦安駅前保育園 大空保育園

かがやき保育園 かすみ保育園 亀戸浅間保育園 木更津むつみ保育園 君津保育園 キッズひだまり

グレース保育園 子どものまきば保育園 ししの子保育園 小規模保育事業認可 ほしのこキッズ

ルーム 昭和保育園 白塚保育園 スターキッズ谷中保育園 すみれキッズアカデミー 第二勝田

保育園 たちばな保育園 てまり保育園 テンダーラビング保育園わらび 長須賀保育園 新木戸保育

花と鳥保育園 はくちょう保育園 春保育園 干潟保育所 広尾みらい保育園 ふたば保育園 船橋旭

保育園 船橋ハーモニー保育園 萬徳寺保育園 美並未来みなみ保育園 みのり保育園 美光保育園

茂原高師保育園 八街かいたく保育園 ゆうゆう保育園 四ツ木保育園 若竹保育園 生活クラブ

風の村 株式会社小学館集英社プロダクション 株式会社ファン・ファクトリー 株式会社ベネッセ

スタイルケア 株式会社ポピンズ

葵幼稚園 暁幼稚園 うなかみ幼稚園 季美の森幼稚園 公津の杜幼稚園 末広幼稚園 高浜幼稚園

たきのい幼稚園 ちはら台幼稚園 つぼみ幼稚園 ときがね幼稚園 成田幼稚園 吹上幼稚園 船橋いづ

み幼稚園 明青幼稚園 若松幼稚園

植草学園大学附属植草弁天こども園 多古町立多古こども園

アフタースクール リックキッズ 香取学園 松葉寮 子どもセンター帆希 生活クラブ風の村

はぐくみの杜君津 獅子孔園 滝郷学園 九十九里ホーム 東京都社会福祉事業団 千葉福祉園

博和会 びっき まつど育成会 ロザリオの聖母の会

大久保学園 オリオンハウス かたくり会 九十九会 子ども発達支援モチモチの森 有限会社佐野正

開発 シルビアン介護事業所 心友会 しいのみ園 聖マリア園 第2ひかり学園 たすく株式会社

千葉県千葉リハビリテーションセンター 愛育園 畑町ガーデン 花の実園 翡翠会 山武みどり学

フォレストサウンド ふる里学舎 まつど育成会 みらい工房 特別養護老人ホーム杜の街

株式会社アズノウアズ アパグループ株式会社 株式会社イング 学校法人植草学園 株式会社エーデ

小学校（教諭

講師等）

13.8%

特別支援学

校（教諭・講

師等）
14.7%
公務員（保育

所）

7.8%
公務員（幼稚

園）

0.9%

保育園等
24.1%

幼稚園
6.0%

認定こども園
1.7%

児童福祉施

設等

5.2%

障害

者施

設等
8.6%一般企業等

11.2%

就職活動中
1.7%

進学
3.4%

その他
0.9%

発達教育学部

病院
71.4%

進学
21.4%

その他
7.1%

保健医療学部



ィープロモーション 株式会社キャン 株式会社クロスカンパニー 株式会社コックス システムメデ

ィコム株式会社 セントラル警備保障株式会社 ダイハツ千葉販売株式会社 東急リバブル株式会社

株式会社トレジャーファクトリー 株式会社ドン・キホーテ 葉隠勇進株式会社 株式会社ハルバー

ド・フィールド・エージェンシー 株式会社Feel（学習塾） ヒューマンライフケア株式会社

美容室クラフト

おゆみの総合歯科クリニック たむら記念病院

＜保健医療学部＞

浅井病院 茨城県立保健医療大学附属病院 宇都宮リハビリテーション病院 大島記念嬉泉病院 おゆ

み野中央病院 鹿島病院 柏厚生総合病院 金沢城北病院 独立行政法人国立病院機構 清川病院 京浜

病院 五井病院 国保旭中央病院 斎藤労災病院 桜が丘中央病院 札幌秀友会病院 札幌白井記念病院

佐原中央病院 山王病院 白金整形外科病院 新葛飾病院 新横浜リハビリテーション病院 袖ヶ浦さ

つき台病院 高根町整形外科 千葉愛友会記念病院 千葉きぼーるクリニック 千葉県千葉リハビリテ

ーションセンター 千葉徳州会病院 千葉西総合病院 筑波大学附属病院 東京都済生会中央病院

東京湾岸リハビリテーション病院 中村病院 習志野第一病院 西千葉整形外科 富家千葉病院

船橋市立医療センター 船橋市立リハビリテーション病院 船橋総合病院 北総白井病院 みつわ台総

合病院 南町田病院 みやこ整形外科クリニック 茂原中央病院 横浜なみきリハビリテーション病院

四街道徳州会病院 まごころの里（特養）



植草学園短期大学

当該年度５月１日現在 前 年 度 卒 業 者
学 科 等 専 攻 年 入学

入学者数
入学定員

収容定員 在学者数
定 員 社会人

卒業者数 進学者数 就職者数度 定員
充足率 充足率 学生数

地域介護 27 40 28 0.7 80 49 0.61 8 27 2 25

福祉学科 福祉専攻 28 40 29 0.74 80 57 0.71 9 21 0 21

(2年課程) 児童障害 27 100 108 1.08 200 218 1.09 0 96 12 83

福祉専攻 28 100 108 1.08 200 212 1.06 1 106 18 86

計
27 140 136 0.97 280 267 0.95 8 123 14 108

28 140 137 0.99 280 269 0.96 10 127 18 107

専 攻 科 特別支援教育専攻 28 30 10 0.27 30 10 0.33 1 8 1 7

(1年課程) 介護福祉専攻 28 40 2 0.08 40 2 0.05 0 3 0 3

計 － 70 12 0.16 70 12 0.17 1 11 1 10

【入学者に関する受入方針】（アドミッションポリシー）

植草学園短期大学

２１世紀は「心の時代」とも言われます。豊かな人間性にもとづく思いやりの心。感じ合い，

わかり合い，支え合う心。人の心の痛みにも，喜びにも共感し，共に生きる愛と連帯の心。それが

福祉の心です。このことは，徳育を根幹とする本学建学の精神に通じます。

「心の時代」の担い手には熱い情熱，強い意志，優しい感性が求められます。

したがって，入学試験にあたっては，現在の学力のみならず，それに加え「心の時代」の担い手

として，自己を鍛え上げる精神力・意欲・優しい感性を併せもつ者，あるいは今後それが期待で

きる者を選抜したいと考えています。

福祉学科 地域介護福祉専攻

１．高齢者や障害のある人の地域福祉に関心があり，その充実・発展に貢献する意思のある人

２．高齢者や障害のある人に関わる諸問題や生活上の困難性への支援に関心のある人

３．専門的教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えた人

４．高齢者や障害のある人とその福祉の学びに，主体的に取り組む意欲と情熱をもっている人

５．介護福祉に関する学びと実習に積極的に取り組み，努力を惜しまない人

６．介護福祉従事者にふさわしい人柄－感性・知性，優しさ，思いやり，誠実さなどを備えてい

る人，あるいはそれが期待できる人

７．自身の生活や健康の管理を行い，心身共に健やかに学生生活を送ることができる人

福祉学科 児童障害福祉専攻

１．乳幼児や障害児・者の保育・教育・福祉に関心があり，その充実・発展に貢献する意思のあ

る人

２．乳幼児や障害児・者に関わる諸問題や生活上の困難性への支援に関心のある人

３．専門的教育を受けるにふさわしい基礎学力を備えた人

４．乳幼児や障害児・者の保育・教育・福祉の学びに，主体的に取り組む意欲と情熱をもってい

る人

５．保育・教育・福祉に関する学びと実習に積極的に取り組み，努力を惜しまない人



６．保育・教育・福祉従事者にふさわしい人柄－感性・知性，優しさ，思いやり，誠実さなどを

備えている人，あるいはそれが期待できる人

７．自身の生活や健康の管理を行い，心身共に健やかに学生生活を送ることができる人

【卒業後の進路】（主な就職分野，具体的な就職先など）

【平成28年3月卒業者分野別就職比率】

地域介護福祉専攻
介護老人福

祉施設

介護老人保

健施設
病院 障害者施設 一般企業等 その他進路 進学 合計

16 3 1 0 1 0 0 21
76.2% 14.3% 4.8% 0.0% 4.8% 0.0% 0% 100.0%

児童障害福祉専攻
公務員（保育

職）
保育所等 こども園 幼稚園 障害者施設

児童福祉施
設

一般企業 進学 その他 合計

8 33 2 20 15 6 2 18 2 106
7.5% 31.1% 1.9% 18.9% 14.2% 5.7% 1.9% 17.0% 1.9% 100.0%

介護老人福祉施設

76%

介護老人保健施設

14%

病院

5%

一般企業等

5%

地域介護福祉専攻

公務員（保育

職）

7%

保育所等

31%

こども園

2%
幼稚園

19%

障害者施設

14%

児童福祉施設

6%

一般企業

2%

進学

17%

その他

2%

児童障害福祉専攻



【主な就職先（平成２６・２７年度）】

＜地域介護福祉専攻＞

アルマ美浜 いずみ苑 市川ヒルズ 清山荘 コート・エミナース コスタリゾン千寿苑

佐倉白翠園 更科ホーム 昌晴園 生活クラブ 風の村 千寿苑 双樹苑 第二松丘園 太陽

と緑の家 朋松苑 名木の里 ピアポート千寿苑 船橋健恒会ケアセンター 船橋梨香園 レ

ガーレ市川 ローゼンヴィラはま野 大多喜町（特別養護老人ホーム）

アーバンケアセンター つくも苑 やすらぎ（介護老人保健施設）

初富保健病院 木更津市農業協同組合

あっとほーむ大網 おゆみ野苑 シャローム若葉 畑町ガーデン（障害者施設）

（株）ヤックスケアサービス 五根の家 ソラスト西船橋（デイ・サービス）

＜児童障害福祉専攻＞

市原市 大多喜町 大田区 鴨川市 君津市 千葉市 富里市 船橋市 茂原市（保育所等）

アストロキャンプ稲毛東保育園 市川どろんこ保育園 いろは保育園 岩根保育園 印内保育

園 院内保育園 ヴィヴァン保育園 太田保育園 神栖あおぞら園 神栖第二あおぞら園

軽野保育園 木更津むつみ保育園 げんき保育園 こうぜん保育園市川 子どもの家 野草舎

ことり保育園 作草部保育園 佐倉東保育園 さくらんぼ保育園 佐原めぐみ保育園 三里塚

第一保育園・第二保育園 下府中保育園 第２幕張海浜保育園 大日保育園 高師保育園

都賀保育園 長須賀保育園 なぎさ保育園 なのはな保育園 なの花保育園

花見川さくら学園 ひかり保育園 光町保育園 日向保育園 ふたば保育園

船橋どろんこ保育園 ポピンズナーサリースクール 新浦安 幕張海浜保育園 まゆ保育園

マリヤ保育園 みどりが丘保育園 明照保育園 メリーポピンズ市川ルーム もみじ保育園

山倉保育園 四街道保育園 アップル幼稚園 穴川花園幼稚園 印西しおん幼稚園

市原ふじ幼稚園・市原みのり幼稚園 臼井幼稚園 英進幼稚園 エンゼルガーデン幼稚園

加曽利幼稚園 鎌ヶ谷さくら幼稚園 季美の森幼稚園 くすのき幼稚園 国分寺台幼稚園

小ばと幼稚園 小仲台幼稚園 さくらがおか幼稚園 佐原みどり幼稚園 三愛幼稚園

慈光幼稚園 志津わかば幼稚園 大厳寺幼稚園 ちぐさ幼稚園 千葉白菊幼稚園

千葉文化幼稚園 ときがね幼稚園 能満幼稚園 ひばり幼稚園 ホーリネス幼稚園

真砂白百合幼稚園 松ヶ丘幼稚園 みそら幼稚園 みちる幼稚園 みのり幼稚園 美浜幼稚園

都幼稚園 美和幼稚園 明澄幼稚園 わかたけ幼稚園 あい保育園南麻布 海岸歯科室

こどもの歯医者さん 海浜病院院内保育所 亀田総合病院 はくすい保育園

初富保健病院（企業・病院内保育）

大網白里市 千葉市（学童保育）

うなかみ幼稚園 浦安こども園 認定こども園 OURS（こども園）

千葉県千葉リハビリテーションセンター愛育園 子山ホーム 蛍雪学園（児童福祉施設）

大久保学園 大宮学園 木更津中郷丸 クローバー学園 しいのみ園 父の樹園

でい・さくさべ 十倉厚生園 中台育心園 誠光園 みちる園（障害者支援施設）

シェーネルフト 湊ひかり学園 ひまわり・くろーばー（デイ・サービス）

父の樹園（就労支援施設）（株）ワイズソリューションズ (株）マミーマート（一般企業）

（順不同）


