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 ◎入学試験等についてのお問い合わせは、必ず受験生本人が問い合わせするようにしてください。 

 

   植草学園大学／植草学園短期大学 入試・広報課 ＴＥＬ０４３－２３９－２６００（直通） 

   平日９：００～１７:００ 

＊夏季休業日（8/13～8/15）、年末年始（12/29～1/4）、学園創立記念日（11/13）を除く 

 

 

※ 身体等の機能に障害があるなど、受験及び修学上特別な配慮を必要とする場合は、可能な限り相談に応じ  

ますので、出願に先立ち（遅くとも出願締切日の1週間前までに）入試・広報課へお申し出ください。 

 

※ 本学では、「植草学園禁煙宣言」をしています。敷地内全面禁煙です。 

 

※ 新型コロナウイルス等感染症拡大防止の観点から、状況に応じて試験日や時間を変更する場合があります。



 
 

2023 年度入試 概要と変更点 
 

１． 学力の３要素について 

・本学の受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、大学教育を受けるために必要な「学力の３要素」 

（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を本学独自 

の入試方法にて多面的・総合的に評価します。 

  ・各試験区分において、調査書、志願理由書、面接資料、小論文等を用いて「学力の３要素」を評価する資料 

として利用します。 

 

２． 英語外部試験の利用について 

・一般選抜入試（大学 発達教育学部、短期大学 こども未来学科）において、英検（日本英語検定協会）を合否 

判定基準の一部として優遇措置をとります。【詳細は11ページ】 

 

３． 主な変更点 

〔 大 学 〕 

大学 編入学試験（保健医療学部 リハビリテーション学科）について、新たに作業療法学専攻が実施します。 

取得できる学位：学士（作業療法学）    募集人数：若干名 

 

〔短期大学〕 

（1） 新入生対象スカラシップ制度TRY！の対象者数を変更します。 

変更 前  変更 後 

入学金全額（27万円）  2名 ⇒ 入学金全額（27万円）  4名 

入学金（10万円）    4名 ⇒ 入学金（10万円）    4名 

入学金（5万円）    38名 ⇒ 入学金（5万円）    24名 

 

（2） 新入生対象スカラシップ制度TRY！のテスト内容を変更します。 

変更【前】  変更【後】 

小論文（テーマ方式）60分、800字程度 
⇒ 

※ ① または ② のどちらか一方を選択 

① 小論文（テーマ方式）60分、800字程度 

② 実技（子どもを惹きつける読み聞かせ） 
 

 

2024年度入試からの変更点（予定） 
 

① 〔 大 学 〕〔短期大学〕 

一般選抜入学試験において「総合的な記述式問題」を出題する。 
 

② 〔短期大学〕 

一般選抜入学試験で1科目選択（国or英）であったものを、2科目選択（国、英、数、総合）

で実施する。 

 



 
 

奨学金制度で夢を叶えたい！を応援します 

植草学園大学 新入生対象スカラシップ制度【詳細は13ページ】 

入学金 全額免除 ＋ 最大 4年間の授業料 全額 または 半額 免除 

大学入学共通テスト利用入試Ａ日程における成績優秀者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合型選抜入試、学校推薦型選抜入試（指定校制・公募制）、植草学園大学附属高等学校特別選抜試験の合格者に

ついても、大学入学共通テスト利用入試Ａ日程に出願することで、新入生対象スカラシップ制度にチャレンジする

ことができます。その場合、入学検定料（10,000円）はかかりません。 

 

※ 2020（令和2）年4月から実施された高等教育の修学支援新制度における授業料減免を受ける者については、 

別に定めますので、入試・広報課へお問い合わせください。 

※ 入学後の学修成績等によっては、適応外となることがあります。 

また、在学生対象スカラシップ制度及び本学独自の奨学金制度との重複適用はできません。 

 

植草学園短期大学 新入生対象スカラシップ制度 TRY！【詳細は14ページ】 

入学金 最大 全額給付 

TRY！テスト合格者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRY！テスト合格者は、新入生対象スカラシップの有資格者となります。入学試験に合格後、入学手続きをする 

ことで、最大入学金全額給付となります。 

 小論文（テーマ方式）を選択した TRY！テスト合格者が、総合型選抜入試を受験する場合は、課題小論文の提出

が免除になります。実技（子どもを惹きつける読み聞かせ）を選択した TRY！テスト合格者は、課題小論文の提出

が必須になります。 

 

※ 2020（令和2）年4月から実施された高等教育の修学支援新制度における授業料減免を受ける者については、 

別に定めますので、入試・広報課へお問い合わせください。

合格者の成績上位10％の者 

入学金の全額 ＋ 1～4年次の授業料全額免除 

最大4年間 

発達教育学部    保健医療学部 

347 万円免除  367 万円免除 

合格者の成績上位20％の者 

入学金の全額 ＋ 1～4年次の授業料半額免除 

最大4年間 

発達教育学部    保健医療学部 

187 万円免除  197 万円免除 

TRY！テスト合格者の成績上位4名（最大） 

入学金27 万円 全額給付 

 

TRY！テスト合格者の成績上位28名（最大） 

入学金10 万円給付～5 万円給付 
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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） ―― 植草学園大学 ―― 

 

 植草学園大学は、以下の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、大学教育を受けるために必要な

「学力の３要素」（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を  

多面的・総合的に評価します。 

１． 知識・技能 

高等学校までの履修科目について、基礎的な内容を総合的に学習している。 

２． 思考力・判断力・表現力等の能力 

自分の考えを論理的にまとめ、人に伝えるための基礎的な能力を身につけている。 

３． 主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度 

周りの人々や社会と主体的に関わり、ともに学ぶ態度を身につけている。 

 

 

◆ 植草学園大学アドミッション・ポリシー 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に則り、以下のような方針で、入学者の受け入れを行います。 

本学では徳育を教育の根幹とする学園建学の精神に則り、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やさしい感性を備えた人材の養成をめざします。 

従って、入学試験にあたっては、現在の学力のみならず、共生社会実現のための教育・保健医療・福祉等の担い

手となるべく、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ます。 

本学が期待する入学者を学部ごとに以下に示します。 

 

発達教育学部 発達支援教育学科 

１． 自らの人間性を磨き道徳心を高め、社会人としての使命感や倫理観を大切にし、自ら向上しようと努力する人 

２． 子どもの教育や保育に関心があり、将来、教員や保育士等、子どもの成長や発達に関わる職業をめざす人 

３． 障害等による困難性のある子どもの支援に関心があり、より良い社会の実現に寄与しようとする意志のある人 

４． 高等学校段階の基礎的な学力を有し、自ら課題を発見、探求し、解決するために必要な力（思考力、判断力、

表現力等）を高めようと努力する人 

５． 自らの健康を保ち、大学における学びに主体的に取り組み、多様な人々と協調して学ぶことができる人 

 

保健医療学部 リハビリテーション学科 

１． 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 

２． 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 

３． 人間の身体の動きの仕組み、その疾病や障害および治療方法に関心がある人 

４． 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 

５． 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がある人 

６． 勉学・学修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 

７． 自身の生活や健康の管理を行い、心身ともに健やかに学生生活を送ることができる人
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入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） ―― 植草学園短期大学 ―― 

 

植草学園短期大学は、以下の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に基づき、大学教育を受けるために   

必要な「学力の３要素」（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度」）

を多面的・総合的に評価します。 

１． 知能・技能 

高等学校までの履修科目について、基礎的な内容を総合的に学習している。 

２． 思考力・判断力・表現力等の能力 

自分の考えを論理的にまとめ、人に伝えるための基礎的な能力を身につけている。 

３． 主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度 

周りの人々や社会と主体的に関わり、ともに学ぶ態度を身につけている。 

 

 

◆ 植草学園短期大学アドミッション・ポリシー 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に則り、以下のような方針で、入学者の受け入れを行います。 

本学では徳育を教育の根幹とする学園建学の精神に則り、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、保育・教育・福祉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やさしい感性を備えた人材の養成をめざします。 

従って、入学試験にあたっては、いわゆる学力のみならず、共生社会実現のための保育・教育・福祉の担い手と

なるべく、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ます。 

本学が期待する入学者を以下に示します。 

 

 こども未来学科 

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のある人 

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、やさしさ、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、心身ともに健やかに学生生活を送ることができる人
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入学試験日程一覧 

 

試験区分 

Web出願 

開始日 

9:00から 

Web出願 

締切日 

15:00まで 

出願手続期間 

郵送必着 
試験日 

Web合否 

発表日 

9:00から 

(書類発送日) 

入学手続期間 

総合型 

選抜 

1期 9/5(月) 9/11(日) 9/5(月)～9/12(月) 9/15(木) 11/1(火) 11/1(火)～11/8(火) 

2期 10/1(土) 10/6(木) 10/1(土)～10/7(金) 10/13(木) 11/1(火) 11/1(火)～11/8(火) 

3期※1 11/10(木) 3/7(火) 11/10(木)～3/8(水) 
相談の上 

決定 
試験2日後 合否発表日から1週間 

学校 

推薦型 

選抜 

11月 

指定校制※2 
11/1(火) 11/6(日) 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 12/1(木) 12/1(木)～12/8(木) 

11月 

公募制 

12月 

指定校制※2 
11/28(月) 12/6(火) 11/28(月)～12/7(水) 12/10(土) 12/13(火) 12/13(火)～12/20(火) 

植草学園大学附属 

高等学校特別選抜試験 
8/16(火) 8/22(月) 8/16(火)～8/23(火) 8/26(金) 8/29(月) 8/29(月)～9/5(月) 

大学入学 

共通テスト 

利用 

Ａ日程 12/23(金) 1/11(水) 12/23(金)～1/12(木) 
個別学力 

試験なし 

2/8(水) 2/8(水)～2/15(水) 

Ｂ日程 2/13(月) 2/23(木･祝) 2/13(月)～2/24(金) 3/2(木) 3/2(木)～3/9(木) 

一般選抜※3 

Ａ日程 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

Ｂ日程 2/13(月) 2/23(木･祝) 2/13(月)～2/24(金) 3/1(水) 3/2(木) 3/2(木)～3/9(木) 

社会人 

特別選抜 

Ａ日程 11/1(火) 11/6(日) 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 11/10(木) 11/10(木)～11/17(木) 

Ｂ日程 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

帰国生徒特別選抜 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

外国人留学生特別選抜 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

短期大学 

専攻科 

Ａ日程 11/1(火) 11/6(日) 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 11/10(木) 11/10(木)～11/17(木) 

Ｂ日程 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

Ｃ日程 2/1(水) 3/7(火) 2/1(水)～3/8(水) 
相談の上 

決定 
試験2日後 合否発表日から1週間 

大学 

編入学 

Ａ日程 10/1(土) 10/6(木) 10/1(土)～10/7(金) 10/13(木) 10/18(火) 10/18(火)～10/25(火) 

Ｂ日程 1/5(木) 1/25(水) 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

植草学園短期大学 新入生対象スカラシップ制度TRY！の日程等、詳細については14ページをご覧ください。 

 ※1 総合型選抜入試3期は、大学 発達教育学部と短大 こども未来学科で実施。（大学 保健医療学部では実施しません。） 

※2学校推薦型選抜入試（指定校制）の出願条件（成績・人数）については、学校推薦型選抜試験概要を各学校に通知し 

ます。 

※3 一般選抜入試において、新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者の受験機会を確保するため、一般選抜 

入試Ａ日程の追試験日は、3月1日(水)、一般選抜入試Ｂ日程の追試験日は、3月16日(木)とします。
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募集人員 

 

学部・学科・専攻 
入学 

定員 

試験区分 

総合型 

学校 

推薦型 

指定校制 

公募制 

植草学園 

大学附属 

高等学校 

特別選抜 

一般 

大学入学 

共通ﾃｽﾄ 

利用 
社会人 

帰国 

生徒 

外国人 

留学生 

大 

学 

発達教育 

学部 
発達支援教育学科 140名 40名 40名 20名 25名 10名 若干名 若干名 若干名 

保健医療 

学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

理学療法学専攻 
40名 10名 13名 若干名 10名 7名 若干名 － － 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

作業療法学専攻 
40名 10名 13名 若干名 10名 7名 若干名 － － 

短 

期 

大 

学 

こども未来学科 100名 40名 40名 7名 10名 － 若干名 若干名 若干名 

専攻科 特別支援教育専攻 30名         

※ 大学 発達教育学部 発達支援教育学科、保健医療学部 リハビリテーション学科 編入学試験の募集人員は若干名です。 

 

 

出願資格の共通事項 

 

１． 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2023年3月卒業見込みの者 

２． 通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2023年 3月修了見込みの者 

３． 学校教育法施行規則第150条の規程により、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

2023年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者 

（１） 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又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定 

した者 

（２） 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 

（３） 専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすもの

に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

（４） 文部科学大臣の指定した者 

（５） 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第 2 条の規

定による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（６） 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、18歳に達した者 

 

※ 短期大学 専攻科 特別支援教育専攻 入学試験については、18ページをご覧ください。 

※ 大学 発達教育学部 発達支援教育学科、保健医療学部 リハビリテーション学科 編入学については、19～20 

ページをご覧ください。
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総合型選抜入学試験 

 

オープンキャンパスや入試説明会で｢事前相談｣を受けて、本学の教育方針や教育内容等の理解を深め、受験生と本学

の相互理解のうえで入学の合否を決める試験です。 

 

１． 出願資格 

5ページの「出願資格の共通事項」に該当し、加えて以下の項目のいずれかに該当する者 

（１） 将来、小学校教諭・特別支援学校教諭・幼稚園教諭・保育士・理学療法士・作業療法士等の資格や免許を

取得し、関連分野での活動を強く希望する者 

（２） 本学の教育内容に魅力を感じ、積極的な学修意欲・目的意識を有する者 

（３） これまでの学習や地域活動、ボランティア活動等の経験を通じて、教育・福祉・保健医療、又は障害分野

に強い興味・関心をもっている者 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科          併願可能 

      保健医療学部 リハビリテーション学科       併願可能 

             理学療法学専攻／作業療法学専攻   第二志望専攻選択可能 

〔 短 大 〕こども未来学科                  専願 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 

一次通過 

通知日 
合否発表日 入学手続期間 

1期※1 9/5(月)～9/12(月) 9/15(木) 9/20(火) 11/1(火) 11/1(火)～11/8(火) 

2期 10/1(土)～10/7(金) 10/13(木) － 11/1(火) 11/1(火)～11/8(火) 

※1 1期の一次通過者には、課題を同封します。 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

3期※2 11/10(木)～3/8(水) 
相談の上決定 

最終試験日は3/10(金) 
試験2日後 合否発表日から1週間 

  ※2 3期は、大学 発達教育学部と短大 こども未来学科で実施（大学 保健医療学部では実施しません。） 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育 

学科 

個別面接（15分）※3  100点 

課題小論文 テーマ方式（テーマは1つ）800字 
A～D 

4段階評価 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

学科 

個別面接（15分）  100点 

基礎学力試験 

（小論文） 

小論文は、問題文（図表含む）を読んで小問2～3問に答え、さら

に最後の設問に対して自分の考えを400～600字で書く 

問題文は、保健・医療・福祉・教育・自然等に関する一般的な内容 

100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 

短 

大 

こども未来 

学科 

個別面接（15分）  100点 

課題小論文※4 テーマ方式（テーマは1つ）800字 100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

※3 3期の面接時間は30分 

※4 新入生対象スカラシップ制度TRY！で、小論文（テーマ方式）を選択した合格者は、課題小論文免除 

個別面接のみ（15分）
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５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科／〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 

〔 大 学 〕リハビリテーション学科 

集合 諸注意 基礎学力試験（小論文） 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:30～ 

 

〈 総合型選抜入試の流れ 〉 

1 

事前相談 
出願前に必ずオープンキャンパスや入試説明会で｢事前相談｣を受けてください。 

総合型選抜入試の詳しい説明をします。事前相談を通して本学の教育方針や教育内容の理解を深めていただきます。 

※ 一度、事前相談を受ければ、同一学部の総合型選抜入試を複数回受験することが可能です。 

※ 3期は、事前相談不要です。 

  

2 

インターネット出願〈 出願登録、所定の書類を提出 〉 

事前相談を通して本学の教育方針や教育内容を理解し、総合型選抜入試の受験を希望する者は、インターネット  

出願サイトで出願登録をし、志願票、志願理由書、調査書、課題小論文等を提出してください。 

※インターネット出願サイトで出願登録しただけでは、正式な出願となりません。インターネット出願サイトで  

出願登録後、入学検定料を支払い、出願書類を期限までに提出（郵送必着）することで出願受理となります。 

  

3 

試験〈 個別面接（15分）の他、以下の内容 〉 

〔大学〕発達支援教育学科 ――――――  課題小論文（出願時提出）   面接資料を記入  

    リハビリテーション学科 ―――  試験当日に基礎学力試験（小論文）  

〔短大〕こども未来学科 ―――――――  課題小論文（出願時提出）   面接資料を記入  

                   ※新入生対象スカラシップ制度TRY！で小論文（テーマ方式）を 

選択した合格者は、課題小論文免除 

面接では、あなたの意欲や「本学で学びたい」という熱意をアピールしてください。※3期の面接時間は30分 

 

1期 受験者   2・3期 受験者 

4 

一次通過通知 
インターネット（パソコン・スマートフォンなど）

による照会サービス（Web発表）で行います。 

また、1期の一次通過者には、課題を郵送します。 

必ず期日までに提出してください。 

 

4 
合否発表 
インターネット（パソコン・スマートフォンなど）

による合否照会サービス（Web発表）で行います。   

5 
合否発表 
インターネット（パソコン・スマートフォンなど）

による合否照会サービス（Web発表）で行います。 
    

6 
入学手続き 
入学手続きは、指定された期日までに完了してく

ださい。 

5 
入学手続き 
入学手続きは、指定された期日までに完了してく

ださい。 

                       

入学前学習指導 
入学までの期間を活用し、入学後、スムーズに勉学が進められるように、課題学習等を行っていただきます。 

保健医療学部は、学内で入学前セミナーも行います。詳細は、31ページに記載しています。 
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学校推薦型選抜入学試験（指定校制） 
 

資格・要件（学科・専攻、評定平均値、指定人数等）については、学校推薦型選抜試験概要を各学校に通知します。 

※ 推薦書は、学校推薦型選抜試験概要と共にお送りします。 

 

１． 出願資格 

次の1～4の要件を満たす者 

（１） 高等学校又は中等教育学校を2023年 3月卒業見込みの者 

（２） 本学を第一志望とし、入学を強く希望する者 

（３） 高等学校最終学年第1学期又は前期までの成績が本学指定の評定平均値以上の者 

（４） 高等学校長が、本学の入学者として適当と認め、推薦する者 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科  理学療法学専攻／作業療法学専攻 

〔 短 大 〕こども未来学科 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

11月 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 12/1(木) 12/1(木)～12/8(木) 
12月 11/28(月)～12/7(水) 12/10(土) 12/13(火) 12/13(火)～12/20(火) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育学科 
個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

全学科・専攻共通 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 
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学校推薦型選抜入学試験（公募制） 

 

１． 出願資格 

次の1～6の要件を満たす者 

（１） 2021年 3月以降の高等学校卒業者及び2023年 3月卒業見込みの者 

（２） 発達教育学部 発達支援教育学科では、高等学校の評定平均値が3.0以上の者 

保健医療学部 リハビリテーション学科では、高等学校の評定平均値が3.3以上の者 

※短期大学 こども未来学科は評定平均値の基準を設けていません。 

（３） 高等学校在学中、心身ともに健康で、学習態度・生活態度が良好な者 

（４） 高等学校在学中、出席状況良好な者（欠席が多い場合、正当な欠席理由があること） 

（５） 本学で学ぶことに意欲があり、本学への入学を強く希望する者 

（６） 高等学校長が、本学への入学者として適当と認め、推薦する者 

 

※ 推薦書は、本学ホームページのインターネット出願ページからダウンロードしてＡ４サイズに印刷し、   

学校長名で作成した推薦書を提出してください。 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科                       専願 

      保健医療学部 リハビリテーション学科  理学療法学専攻／作業療法学専攻   専願 

〔 短 大 〕こども未来学科                               併願可能 

 

３． 入学試験日程 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 12/1(木) 12/1(木)～12/8(木) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育学科 

個別面接（10分）  100点 

基礎学力試験（小論文）  100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

個別面接（10分）  100点 

基礎学力試験（小論文） 

小論文は、問題文（図表含む）を読んで小問2～3問に答え、

さらに最後の設問に対して自分の考えを400～600字で書く 

問題文は、保健・医療・福祉・教育・自然等に関する一般的

な内容 

100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科／リハビリテーション学科 

集合 諸注意 基礎学力試験 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 

  〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 
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植草学園大学附属高等学校特別選抜試験 

 

１． 出願資格 

植草学園大学附属高等学校の生徒を対象に行います。 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科  理学療法学専攻／作業療法学専攻 

〔 短 大 〕こども未来学科 

 

３． 入学試験日程 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

8/16(火)～8/23(火) 8/26(金) 8/29(月) 8/29(月)～9/5(月) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育学科 
個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書①、面接資料 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。 

全学科・専攻共通 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 
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一般選抜入学試験 

 

１． 出願資格 

5ページの「出願資格の共通事項」に該当する者。 
 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻／作業療法学専攻 第二志望専攻選択可能 

〔 短 大 〕こども未来学科 
 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

Ｂ日程 2/13(月)～2/24(金) 3/1(水) 3/2(木) 3/2(木)～3/9(木) 

※ 新型コロナウイルス感染症等に罹患した入学志願者の受験機会を確保するため、一般選抜入試Ａ日程の追試

験日は、3月1日（水）、一般選抜入試Ｂ日程の追試験日は、3月16日（木）とします。 
 

４． 選考方法（ 配点 ） 

（注）受験する教科は出願時に選択 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育学科 

学科試験 

（選択、1教科） 

・国語（近代以降の文書） 

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

から1教科（記述式問題を含む） 

※英検2級以上の有資格者は、学科試験免除（英語〔見なし満点〕 

 面接（10分）のみ）になります。 

※日本英語検定協会発行の合格証明書（原本）を出願時に提出。 

100点 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

学科試験 

（選択、2教科） 

・国語（近代以降の文書） 

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

・数学（数学Ⅰ・数学Ａ） 

・理科（生物基礎） 

から2教科（記述式問題を含む） 

各100点 

 

合計 

200点 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 

短 

大 
こども未来学科 

学科試験 

（選択、1教科） 

・国語（近代以降の文書） 

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

から1教科（記述式問題を含む） 

※英検2級以上の有資格者は、学科試験免除（英語〔見なし満点〕 

 面接（10分）のみ）になります。 

※日本英語検定協会発行の合格証明書（原本）を出願時に提出。 

100点 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書① 参考 
 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね13:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科／〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 学科試験（1教科） 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 

  〔 大 学 〕リハビリテーション学科 

集合 諸注意 学科試験（2教科） 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～11:15 11:40～ 
 

 

※ 一般選抜入学試験と大学入学共通テスト利用入学試験の両方を受験することができます。 

それぞれインターネット出願サイトで出願登録し、「入学試験志願票」は 1 枚ずつＡ４サイズの用紙に印刷して 

郵送してください。同時に出願する場合、調査書は1通で結構です。
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大学入学共通テスト利用入学試験（大学 発達教育学部／保健医療学部） 

 

１． 出願資格 

5ページの「出願資格の共通事項」に該当する者。 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科 理学療法学専攻／作業療法学専攻 第二志望専攻選択可能 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 12/23(金)～1/12(木) 
個別学力試験なし 

未定 合否発表日から1週間 

Ｂ日程 2/13(月)～2/24(金) 3/2(木) 3/2(木)～3/9(木) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

※ 2023 年度大学入学共通テスト受験案内の指示に従い、2023年 1月 14日（土）～2023年 1月 15日（日）に

実施される大学入学共通テストを受験してください。 

※ 大学入学共通テスト利用入試では、本学における個別試験を実施せず大学入学共通テストの成績を利用して

合否判定をします。 

 

  〔 大 学 〕発達支援教育学科  ※国語(必須)のほか1科目選択（1科目100点／合計200点満点） 

科目  

国  語 「国語」（近代以降の文章） 必須 

地理歴史 「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」 

選択 

公  民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」 

数  学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」 

理  科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 

外 国 語 「英語」（リーディング）「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 

 

〔 大 学 〕リハビリテーション学科  ※2教科・2科目選択（1科目100点／合計200点満点） 

科目  

国  語 「国語」（近代以降の文章） 

選択 
数  学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」 

理  科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」 

外 国 語 「英語」（リーディング）「ドイツ語」「フランス語」 

 

  発達支援教育学科／リハビリテーション学科 共通注意事項 

※ 「国語」（近代以降の文書）、外国語「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」（筆記）は 100 点換算。 

※ 「理科」で「基礎」を付した科目については、2科目で1科目分として扱う。 

※ 「英語」においては、リスニングの成績は利用しない。 

※ 指定教科・科目数以上受験した場合は、高得点の教科・科目を合否判定に利用。 

 

※ 一般選抜入学試験と大学入学共通テスト利用入学試験の両方を受験することができます。 

それぞれインターネット出願サイトで出願登録し、「入学試験志願票」は 1 枚ずつＡ４サイズの用紙に印刷して 

郵送してください。同時に出願する場合、調査書は1通で結構です。
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新入生対象スカラシップ制度（大学 発達教育学部／保健医療学部） 

 

植草学園大学には、大学入学共通テスト利用入試Ａ日程の成績優秀者に対し、入学金の全額と 1～4 年次の授業料の

全額または半額を免除する新入生対象スカラシップ制度があります。 

 

１． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科  理学療法学専攻／作業療法学専攻 

 

２． 対象者 

（１） 大学入学共通テスト利用入試Ａ日程の受験者 

（２） 総合型選抜入試、学校推薦型選抜入試（指定校制・公募制）、植草学園大学附属高等学校特別選抜試験に

合格し、手続を完了した者で、（１）の試験を再受験することによって新入生対象スカラシップ制度を  

利用する者 

 

３． 条件・内容 

大学入学共通テスト利用入試Ａ日程における成績優秀者に対し、次のような免除を行います。 

合格者の成績上位者 入学金 授業料 

各学部 上位10％以内 全額免除 1～4年次全額免除 

各学部 上位20％以内 全額免除 1～4年次半額免除 

※ 2020（令和2）年4月から実施された高等教育の修学支援新制度における授業料減免を受ける者については、

別に定めますので、入試・広報課へお問い合わせください。 

※ 入学後の学修成績等によっては、適用外となることがあります。また、在学生スカラシップ制度及び本学  

独自の奨学金制度との重複適用はできません。 

 

４． 出願と選考方法 

（１） 
大学入学共通テスト利用入試Ａ日程

の受験者 
 （２） 

総合型選抜、学校推薦型選抜、植草学園大学附属

高等学校特別選抜試験の合格者(手続完了者)で

新入生対象スカラシップ制度受験者 

          

出願した全ての受験者が自動的に新入生対象 

スカラシップ制度の選考対象となります。 

※出願については、21～28ページを参照してく

ださい。 

 

共通テスト利用入試Ａ日程の入学試験志願票を提出 

※出願登録時に、既に合格した入試の受験番号を入力 

※志願理由書①・調査書は不要 

入学検定料（受験料）は不要 

          

大学入学共通テスト利用入試Ａ日程：指定教科・科目の成績のみ 

          

合格者の成績上位 
各学部 上位10％以内･･･入学金全額免除、授業料1～4年次全額免除 

各学部 上位20％以内･･･入学金全額免除、授業料1～4年次半額免除 

          

 

５． 新入生対象スカラシップ制度合格者の発表 

新入生対象スカラシップ制度の合格者には、選考結果通知を郵送します。
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新入生対象スカラシップ制度TRY！（短期大学 こども未来学科） 

 

植草学園短期大学には、TRY！合格者に対し、最大で入学金全額を給付する新入生対象スカラシップ制度があります。 

１． 募集学科 

〔 短 大 〕こども未来学科 

２． 対象者 

（１） 5ページの「出願資格の共通事項」に該当する者 

（２） 総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試で、本学への入学を強く希望する者 

３． 条件・内容 

TRY！テスト ①小論文（テーマ方式）または ②実技（子どもを惹きつける読み聞かせ）のどちらか一方を選択

し、合格者の成績上位者に対し、次のような奨学金を得る資格が与えられます。 

（注）受験するテストは出願時に選択 

合格者の成績上位者 入学金 

4名 全額給付 

4名 10万円給付 

24名 5万円給付 

※ 人数は上限とします。 

※ 2020（令和 2）年 4月から実施された高等教育の修学支援制度における授業料減免を受ける者については、

別に定めますので、入試・広報課へお問い合わせください。 

４． 試験日程 

試験区分 エントリー期間 TRY！テスト 合否発表日 試験日 手続期間 

1期 7/19(火)9:00～7/28(木)15:00 8/7(日) 8/9(火) 総合型選抜入試または学校推薦型

選抜入試の試験日と手続期間 2期 8/1(月)9:00～8/9(火)15:00 8/20(土) 8/23(火) 

５． 出願と選考方法 

上記（１）と（２）に該当する者       

           

1 

TRY！エントリー 
エントリー締切後、受験票を登録した住所に郵送

します。 

小論文（テーマ方式）を選択した場合、テーマを

受験票と一緒に郵送します。 

実技（子どもを惹きつける読み聞かせ）を選択 

した場合、読み聞かせをしたい絵本を一冊、TRY！

テスト当日に持参してください。 

※出願は1期・2期のいずれか1回のみです。 

※受験料は不要です。 

 

4 

入試を受ける 
総合型選抜入試または学校推薦型選抜入試の 

インターネット出願の際、「短大スカラ TRY！に 

合格済み受験番号」欄にTRY！テスト受験番号を

記入して受験します。 

※小論文（テーマ方式）を選択したTRY！テスト

合格者が、総合型選抜入試を受験する場合は、課

題小論文の提出が免除となります。       

2 
TRY！テスト 
① 小論文（テーマ方式）※60分 800字程度 

② 実技（子どもを惹きつける読み聞かせ）※6分程度 

 

           

3 
TRY！合格 
選考結果通知を郵送します。TRY！合格者はスカ

ラシップ資格を有することができます。 

 

5 
合格 
入学試験合格後、入学手続きを完了することで、

入学金が給付となります。 

６． 試験時間割 

試験区分 集合 諸注意 TRY！テスト 

① 小論文（テーマ方式） 13:45 13:45～13:50 14:00～15:00 

② 実技（子どもを惹きつける読み聞かせ） 13:45 13:45～13:50 14:00～ 

 

在学生対象スカラシップ制度 
 

大学／短期大学とも各年次（卒業年次は除く）の成績優秀者（上位5％以内）に対し、翌年度に奨学金20万円を給付

します。詳しくは、入学後のオリエンテーションで説明します。
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社会人特別選抜試験 

 

１． 出願資格 

〔 大 学 〕5ページの「出願資格の共通事項」に該当し、本学入学時（2023年 4月1日）に満21歳以上の者で

あって、社会において1年以上の就業経験がある者。 

      就業経験については、期間・形態を問いません。 

志願理由書の高等学校卒業後の履歴欄に就業について記入してください。 

  〔 短 大 〕5ページの「出願資格の共通事項」に該当する者。本学入学時（2023年 4月 1日）に満21歳以上の

者。（就業経験の有無は問いません。） 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

      保健医療学部 リハビリテーション学科  理学療法学専攻／作業療法学専攻 

〔 短 大 〕こども未来学科 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 11/10(木) 11/10(木)～11/17(木) 
Ｂ日程 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達支援教育学科 

個別面接（10分）  100点 

基礎学力試験（小論文）  100点 

書類 調査書、志願理由書② 参考 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

個別面接（10分）  100点 

基礎学力試験（小論文） 

小論文は、問題文（図表含む）を読んで小問2～3問に答え、

さらに最後の設問に対して自分の考えを400～600字で書く 

問題文は、保健・医療・福祉・教育・自然等に関する一般的

な内容 

100点 

書類 調査書、志願理由書② 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書②、面接資料 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科／リハビリテーション学科 

集合 諸注意 基礎学力試験 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 

  〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 
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帰国生徒特別選抜試験 

 

１． 出願資格 

日本国籍を有し、次のいずれかに該当する者で、帰国後5年以内（入学時）の者を帰国生徒とする。 

（１） 外国において、学校教育おける12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で、文部科学大臣の指定

した者、及び2023年 3月までにこれに該当する見込みの者 

（２） 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、及び2023年3月 31日までに修了見込みの者 

（３） 中学校及び高等学校において、2 年以上の期間、海外のそれぞれに該当する教育機関に在籍し、帰国後 

日本の高等学校を卒業した者、及び卒業見込みの者 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

〔 短 大 〕こども未来学科 

 

３． 入学試験日程 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 
発達支援教育学科 

個別面接（10分）  100点 

基礎学力試験（小論文）  100点 

書類 調査書、志願理由書② 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（10分）  100点 

書類 調査書、志願理由書②、面接資料 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科 

集合 諸注意 基礎学力試験 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 

  〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 面接資料記入 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～9:25 9:45～ 
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外国人留学生特別選抜試験 

 

１． 出願資格 

次の各項目に該当する者。 

（１） 日本国籍を有しない者、及び日本永住権のない者 

（２） 大学入学に支障のない在留資格を有する者で以下の①又は②に該当する者 

① 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、及び2023年 3月 31日までに修了見込み

の者 

② スイスの国際バカロレア資格、ドイツのアビトゥア資格、フランスのバカロレア資格を取得し、2023

年 3月31日に18歳に達する者 

（３） 日本学生支援機構主催の 2022 年 6 月又は 11 月の日本留学試験を受験し、日本語の成績が 200 点以上で

あること（成績結果は、6月又は11月のいずれか一方しか利用できません。） 

（４） 日本語能力試験を受験し、Ｎ2レベル以上であること 

※ 外国人留学生特別選抜では、事前に入学資格審査を行います。 

日本留学試験「日本語」の成績に関する証明書、日本語能力試験Ｎ2以上の成績証明書を提出してください。 

詳しくは、入試・広報課（電話043-239-2600）までお問い合わせください。 

 

２． 募集学科・専攻 

〔 大 学 〕発達教育学部 発達支援教育学科 

〔 短 大 〕こども未来学科 

 

３． 入学試験日程 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 
発達支援教育学科 

個別面接（15分）  100点 

基礎学力試験（日本語）  100点 

書類 調査書、志願理由書② 参考 

短 

大 
こども未来学科 

個別面接（15分）  100点 

基礎学力試験（日本語）  100点 

書類 調査書、志願理由書② 参考 

 

６． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

〔 大 学 〕発達支援教育学科／〔 短 大 〕こども未来学科 

集合 諸注意 基礎学力試験 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 
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短期大学 専攻科 特別支援教育専攻入学試験 

 

１． 出願資格 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭のいずれかの普通免許状を有する者、又は2023年 3月取得見込みの者。 

 

２． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 11/1(火)～11/7(月) 11/9(水) 11/10(木) 11/10(木)～11/17(木) 

Ｂ日程 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

Ｃ日程 2/1(水)～3/8(水) 
相談の上決定 

最終試験日は3/10(金) 
試験日の2日後 合否発表日から1週間 

 

３． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

短 

大 

専攻科 

特別支援教育専攻 

個別面接（10分）  100点 

書類 成績証明書等、志願理由書② 参考 

 

４． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

集合 諸注意 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～ 

 

５． 出願に必要な書類 

（１） 入学試験志願票 

出願登録の際、出身学校欄には、教員免許状を取得した学校名・卒業年を入力してください。 

（２） 志願理由書② 

（３） 幼稚園教諭等教員免許状のコピー、又は幼稚園教諭等教員免許状取得見込み証明書 

（４） 成績証明書（幼稚園教諭等教員免許状を取得した学校のもの） 

（５） 最終学校の卒業証明書、又は卒業見込み証明書
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大学 編入学試験（発達教育学部 発達支援教育学科） 

 

発達教育学部で取得できる学位・免許・資格 

 学位  学士（教育学） 

 免許  小学校教諭一種免許／特別支援学校教諭一種免許／幼稚園教諭一種免許 

 資格  保育士 

 ※学位は卒業要件を満たすことによって、免許・資格は、指定された授業科目の単位を満たすことによって取得できます。 

○ 編入学を希望する方は、出願する前に（遅くとも出願締切日の1週間前までに）入試・広報課（電話043-239-2600）

にご連絡ください。出願資格、入学後の履修や免許・資格取得などについてご相談に応じます。 

○ 免許・資格に関する既修科目がある場合は、①「履修科目と取得単位一覧（成績表）」既修科目及びその単位数を確認

できる文書、②「学生便覧など」資格や免許基準と授業科目との対応関係が明記されている文書、③「シラバス」、④

「学力に関する証明書」（教育職員免許法施行規則別記第2の様式）の4点を提出してください。 

○ 編入学は、第 3年次に編入することが原則ですが、既修得の単位数や内容と取得を希望する免許や資格によって、第

2年次に編入となり、履修期間が3年以上になることがあります。 

 

１． 出願資格 

次の各項目に該当する者。 

（１） 高等専門学校又は短期大学を卒業した者及び2023年3月卒業見込みの者 

（２） 学士の学位を有する者及び2023年 3月取得見込みの者 

（３） 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得している者及び2023年 3月修得見込みの者 

（４） 専修学校の専門課程を修了した者及び 2023 年 3 月修了見込みの者（ただし、学校教育法第 90 条第 1項

に規定する大学入学資格を有する者に限る。） 

 

２．募集人員  若干名 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 10/1(土)～10/7(金) 10/13(木) 10/18(火) 10/18(火)～10/25(火) 

Ｂ日程 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

発達教育学部 

発達支援教育学科 

個別面接（20分）  100点 

書類 成績証明書等、志願理由書③ 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

集合 諸注意 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～ 

 

６． 出願に必要な書類 

（１） 入学試験志願票 

（２） 成績証明書 

（３） 免許状・資格証明書のコピー（既に小学校教諭等免許状や保育士資格をお持ちの場合）、又は免許・資格

取得見込み証明書、及び卒業（見込み）証明書 

（４） 志願理由書③
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大学 編入学試験（保健医療学部 リハビリテーション学科） 

 

保健医療学部を卒業することによって取得できる学位 

 学位  学士（理学療法学）／学士（作業療法学） 

 

編入学によって得られるメリット 

 ・臨床に則した理学療法あるいは作業療法の研究及び大学ならではの医学・医科学関連領域の研究ができます。 

・最新の医学や理学療法あるいは作業療法の知見を得ることができます。 

・臨床と大学、研究機関との連携を深めることができます。 

○ 編入学を希望する方は、応募する前に（遅くとも出願締切日の1週間前までに）入試・広報課（電話043-239-2600）

にご連絡ください。出願資格、入学後の履修などについてご相談に応じます。 

○ ①「履修科目と取得単位一覧（成績表）」既修科目及びその単位数を確認できる文書、②「学生便覧など」カリキュラ

ム表が掲載されている文書、③「シラバス」の3点を提出してください。 

 

１． 出願資格 

次の各項目に該当する者。 

（１） 高短期大学において理学療法あるいは作業療法の関係学科を卒業した者及び2023年3月卒業見込みの者 

（２） 専修学校の専門課程（注1参照）において理学療法あるいは作業療法の関係学科を修了した者又は2023

年 3月修了見込みの者（注2参照） 

注1：修業年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る（学校教育

法第132条）。 

注 2： 学校教育法第90条第1項に規定する大学入学資格を有する者に限る 

 

２．募集人員  若干名 

 

３． 入学試験日程 

試験区分 
出願手続期間 

（郵送必着） 
試験日 合否発表日 入学手続期間 

Ａ日程 10/1(土)～10/7(金) 10/13(木) 10/18(火) 10/18(火)～10/25(火) 

Ｂ日程 1/5(木)～1/26(木) 2/1(水) 2/3(金) 2/3(金)～2/10(金) 

 

４． 選考方法（ 配点 ） 

 選考方法 配点 

大 

学 

保健医療学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 

個別面接（20分）  100点 

基礎学力試験（小論文） 

小論文は、問題文（図表含む）を読んで小問2～3問に答え、

さらに最後の設問に対して自分の考えを400～600字で書く 

問題文は、保健・医療・福祉・教育・自然等に関する一般的

な内容 

100点 

書類 成績証明書等、志願理由書④ 参考 

 

５． 試験時間割 

※面接の終了時刻は順番により異なります。面接は概ね12:00までに終了します。 

集合 諸注意 基礎学力試験 面接 

9:00 9:00～9:05 9:15～10:15 10:40～ 

 

６． 出願に必要な書類 

（１） 入学試験志願票 

（２） 成績証明書及び卒業（見込み）証明書 

（３） 理学療法士免許証あるいは作業療法士免許証のコピー（既に理学療法士免許証をお持ちの場合） 

（４） 志願理由書④
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インターネット出願について 

 

植草学園大学・植草学園短期大学では、全ての入試でインターネット出願を導入しています。 

出願は、出願期間内にホームページの「インターネット出願」から出願登録をして、入学検定料の支払い、出願書類

郵送締切日までに郵送又は本学の窓口に持参することにより完了します。 

 

 インターネット出願の流れ  

 

 
 

インターネット出願入試スケジュール 

試験区分 試験日 
Step２ 

出願登録期間 

Step３ 

入学検定料支払期限 

Step４ 

書類郵送締切日(必着) 

植草学園大学附属 

高等学校特別選抜試験 
8/26(金) 

2022/ 8/16(火) 9:00～ 

8/22(月)15:00   

出願登録した 

翌日の23:59まで 
 
出願登録期間最終日に 

出願登録した場合は 

当日の19:00まで 

8/23(火) 

総合型選抜1期 9/15(木) 
2022/ 9/ 5(月) 9:00～ 

9/11(日)15:00   
9/12(月) 

総合型選抜2期 

10/13(木) 
2022/10/ 1(土) 9:00～ 

10/ 6(木)15:00   
10/7(金) 

編入学Ａ日程 

11月学校推薦型選抜 

指定校制・公募制 

11/9(水) 
2022/11/ 1(火) 9:00～ 

11/ 6(日)15:00   
11/7(月) 社会人Ａ日程 

専攻科Ａ日程 

12月学校推薦型選抜 

指定校制 
12/10(土) 

2022/11/28(月) 9:00～ 

12/ 6(火)15:00   
12/7(水) 

共通テスト利用Ａ日程 大学入学 

共通テスト試験日 
※個別学力試験なし 

2022/12/23(金) 9:00～ 

2023/ 1/11(水)15:00   
1/12(木) 

共通テスト利用Ｂ日程 
2023/ 2/13(月) 9:00～ 

2/23(木･祝)15:00   
2/24(金) 

一般選抜Ａ日程 

2/1(水) 
2023/ 1/ 5(木) 9:00～ 

1/25(水)15:00   
1/26(木) 

社会人Ｂ日程 

帰国生徒 

外国人留学生 

専攻科Ｂ日程 

編入学Ｂ日程 

一般選抜Ｂ日程 3/1(水) 
2023/ 2/13(月) 9:00～ 

2/23(木･祝)15:00   
2/24(金) 

総合型選抜3期 

相談の上決定 

2022/11/10(木) 9:00～ 

2023/ 3/ 7(火)15:00   
3/8(水) 

専攻科Ｃ日程 
2023/ 2/ 1(水) 9:00～ 

3/ 7(火)15:00   
3/8(水) 

※ 入学検定料支払期限を過ぎた場合、登録した内容での入学検定料支払いをコンビニエンスストアなどで行うこと

ができなくなります。この場合は、もう一度Step２の出願登録をやり直してください。

Step１

必要な環境と

書類を準備する

Step２

出願登録をする

Step３

入学検定料の

支払い

Step４

出願書類を

郵送する

Step５

受験票を

印刷する
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Step１ 事前準備（必要な環境と書類を準備する） 

 

インターネット出願には以下の環境及びＡ４用紙が印刷できるプリンター、書類等が必要です。 

 

 ●インターネットの環境 

インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン等を用意してください。 

  

パソコン 

Windows：Microsoft Edge（最新バージョン） 

         Google Chrome （最新バージョン） 

         Firefox    （最新バージョン） 

※どのウェブブラウザでも、以下の設定を

行ってください。 

JavaScript、Cookieを有効にする。 

※セキュリティソフトをインストール 

している場合は、インターネット出願が

正常に作動しない場合がありますので

ご注意ください。 

※セキュリティソフトについては、各メー

カーのサポートセンターにお問い合わ

せください。 

Mac OS ：Safari    （最新バージョン） 

スマートフォン※ 

タブレット 

iOS  ：10.0以上（Safari最新バージョン） 

Android：5.0以上 （Android Chrome最新バージョン） 

※スマートフォンでインターネット出願を行う場合、 

 iPhoneは「Safari」、Androidは「Google」アプリを 

 利用してください。 

   

 
●印刷できる環境（Ａ４用紙が印刷可能なプリンター） 

志願票、志願理由書、総合型選抜入試課題小論文、推薦書等のPDFファイルを印刷するために、印刷

できる環境が必要です。自宅にプリンターがない場合は、学校やコンビニエンスストア等、PDFファ

イルが印刷できる環境を確認してください。 

  

 

●メールアドレス 

ユーザー登録の際にメールアドレスが必要です。出願確認等の通知は全てメールで送信されます。 

必ず受信可能な個人用メールアドレスを用意してください。 

フリーメール（Gmailや Yahoo!メール等）や携帯電話のアドレスで構いませんが、携帯メールの 

場合はドメイン（@uekusa.ac.jp、@postanet.jp）を受信できるよう設定してください。 

  

 

●入学検定料納入方法の確認 

コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー（ネットバンキング）が利用できます。 

保護者の方と支払い方法を確認してください。 

  

 
●市販の角形2号封筒（Ａ４用紙が折らずに入るサイズ：240×332mm） 

出願書類を郵送するために必要です。 

  

 

●証明写真（顔写真）データ 

出願登録の際には、受験者本人であることを証明できる証明写真（顔写真）データのアップロードが

必要です。デジタルカメラやスマートフォン（写真データのダウンロードや取得ができるもの）等で

撮影し、証明写真データを準備してください。 

●出願前3ヶ月以内に撮影したもの。 

●上半身、無帽、無背景（白・青・グレーを基調とした無地の壁）、正面向きの写真。 

●写真データ形式は「JPEG」であること。（ファイル拡張子はjpg） 

●写真サイズは3MB以下であること。 

※以下のような写真は受付できませんので注意してください。 

・被写体が小さい 

・画質が粗い 

・写真サイズが横に長い 

・背景に家具等が写っている 

・頭上の余白部分が多い 

・証明写真の再撮影 

・データ容量が極端に小さい 

・保存形式が「JPEG」（ファイル拡張子はjpg）ではない 
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●必要な書類 

 出願書類は発行までに時間がかかる場合がありますので、早めに準備してください。 

 ★印のある書類は、本学所定用紙をホームページの「インターネット出願」からダウンロードして、ページの拡大・

縮小せずに、Ａ４サイズの用紙に印刷してください。スクリーンショットした画像を印刷しないでください。 

入学試験志願票 入学試験志願票は、入学検定料支払い（Step３）の後で印刷できます。 

調査書等 

① 出身高等学校長が作成し厳封したもの 

② 調査書が得られない場合は次のいずれかの書類 

・高等学校卒業程度認定試験（大検）合格者は、合格成績証明書 

・高等学校卒業程度認定試験（大検）合格見込み者は、合格見込み成績証明書 

・出身高等学校の卒業成績証明書、及び単位修得（成績）証明書 

※2期制の高等学校は、出願期間に3年次前期の成績が間に合わない場合、2年次後期までの成績

で構いません。 

※調査書等の各種証明書記載の氏名と現在の氏名が異なる場合は、戸籍抄本を提出してください。 

推薦書★ 
植草学園大学附属高等学校特別選抜試験、学校推薦型選抜入試（公募制）に出願する者 

指定校制の推薦書は、学校推薦型選抜試験概要と共にお送りします。 

総合型選抜入試★ 

課題小論文 

発達支援教育学科、こども未来学科の総合型選抜入試に出願する者 

短期大学 TRY！テスト小論文（テーマ方式）を選択した合格者が、総合型選抜入試を受験する  

場合は、課題小論文の提出が免除となります。 

志願理由書★ 

大学入学共通テスト利用入試以外の入試に出願する者 

① 総合型選抜入試、植草学園大学附属高等学校特別選抜試験、学校推薦型選抜入試（指定校制・

公募制）、一般選抜入試 

② 社会人特別選抜入試、帰国生徒特別選抜試験、外国人留学生特別選抜試験、短期大学 専攻科

入試 

③ 大学 発達教育学部 発達支援教育学科編入学試験 

④ 大学 保健医療学部 リハビリテーション学科編入学試験 

大学入学共通テスト 

成績請求票 

大学入学共通テスト利用入試に出願する者のみ必要 

大学入試センターから交付された「令和5年度大学入学共通テスト成績請求票」（私立大学・公私

立短期大学用）を入学試験志願票の所定の位置に貼付してください。 

 

●試験区分別出願書類等一覧 

試験区分 
入学試験 

志願票 
調査書等 推薦書★ 

総合型選抜★ 

課題小論文 
志願理由書★ 

共通テスト 

成績請求票 

総合型選抜 1通 1通 × 1通 ① 1通 × 

学校推薦型選抜 

（指定校制・公募制） 
1通 1通 1通 × ① 1通 × 

附属高等学校特別選抜 1通 1通 1通 × ① 1通 × 

大学入学共通テスト利用 1通 1通 × × × 1枚 

総合型、学校推薦型、 

特別選抜合格者（手続完了者） 

スカラシップ制度受験者 

1通 × × × × 1枚 

一般選抜※1 1通 1通 × × ① 1通 × 

社会人 1通 1通 × × ② 1通 × 

帰国生徒・留学生 1通 1通 × × ② 1通 × 

短期大学 専攻科※2 1通 1通 × × ② 1通 × 

大学 編入学※3 1通 1通 × × ③又は④1通 × 

※1 一般選抜入学試験の出願書類について、英検2級以上の有資格者は、合格証明書（原本）を提出してください。 

※2 短期大学 専攻科試験の出願書類については、18ページを確認してください。 

※3 大学 編入学試験の出願書類については、発達教育学部は19ページ、保健医療学部は20ページを確認してください。
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Step２ 出願登録をする（アカウント作成） 

 

１． アカウント作成 

下記手順に従ってアカウントの作成をしてください。 

① 植草学園大学／植草学園短期大学ホームページ（https://www.uekusa.ac.jp/）の 

「インターネット出願」から「インターネット出願サイト」にアクセス。 

② Post@netのログイン画面より「新規登録」ボタンをクリック。  

③ 利用規約に同意した後、メールアドレス・パスワードを入力して「登録」ボタンをクリック。 

④ 入力したメールアドレス宛てに、仮登録メールが届きます。 

⑤ 仮登録メールの受信から60分以内にメール本文のリンクをクリックして登録を完了。 

⑥ ログインの際には、登録したメールアドレスに認証コードが届きますので、入力しログインしてください。 

 

２． ログイン 

下記手順に従ってログインし、お気に入り学校の登録をしてください。 

① メールアドレス・パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、登録したメールアドレスに

認証コードが届きますので、入力しログインしてください。 

② 「学校一覧」から「植草学園大学」もしくは「植草学園短期大学」を検索してください。 

 

３． 出願登録 

「植草学園大学／植草学園短期大学」の「出願登録」ボタンをクリック後、画面の指示に従って登録してください。 

画面の指示に従って出願内容の選択、志願者情報の入力をしてください。 

※出願登録の注意事項 

・入学検定料のお支払い完了後の変更は一切できません。クレジットカードの場合は、出願登録完了と同時に

支払いも完了しますのでご注意ください。 

・コンビニエンスストアとペイジーの場合は、入学検定料を支払う前であれば、もう一度最初から出願登録を

行うことで変更が可能です。入学検定料のお支払い前に誤りに気づいた場合は、入学検定料を支払わずに  

新たに登録を行ってください。 

 試験区分の選択  

   

 出願内容（日程、学部・専攻）の選択  

   

 志願者情報（氏名、住所、写真、アンケート）の入力  

   

 志願者情報確認画面  

   

 
入学検定料の支払い方法選択 

※出願確認メールが届く 
 

   

支払い方法：クレジットカードを選択  支払い方法：コンビニエンスストア・ペイジーを選択 

カード情報を入力し、決済完了 

（入金完了メールが届く） 

 

 
支払い番号確認画面 

※支払いに必要な番号を必ずメモしてください 

   

 支払い後、支払い完了メールが届く 

 

Point1 

志願者情報の入力・確認画面では、必ず入力した内容（特に生年月日、電話番号、住所）に誤りがないか、十分に確認し

てください。志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。 

Point2 

 支払い方法でコンビニエンスストア・ペイジーを選択した場合は、「お支払い内容」の画面に支払いに必要な番号が表示

されます。Step3の支払い時に必要ですので、必ずメモしてください。 

 ●ローソン／ミニストップ／セイコーマート               受付番号6桁 

●ファミリーマート                          第 1番号（固定20020）第 2番号12桁 

●デイリーヤマザキ／ヤマザキデイリーストア              オンライン決済番号11桁 

●セブンイレブン（※払込票を印刷するとスムーズに支払いができます）  払込票番号13桁

QRコードは 

こちら 
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Step３ 入学検定料を支払う（コンビニエンスストア・ペイジーを選択した場合のみ） 

 

出願登録した翌日の 23:59 まで（出願登録期限日に出願した場合は当日の 19:00 までに）下記の通り入学検定料を 

お支払いください。上記の期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料の支払いができなくなります。 

 

●入学検定料（受験料） 

 ※入学検定料の他に別途、入学検定料支払い手数料900円（税込）が必要です。 

学部・学科・専攻 入学検定料（受験料） 

大学 
発達教育学部 発達支援教育学科 35,000円 

※大学入学共通テスト利用入試のみ 10,000円 保健医療学部 リハビリテーション学科 

短大 
こども未来学科 

30,000円 
専攻科 特別支援教育専攻 

 

●コンビニエンスストア（現金支払い）は支払い方法選択後に表示される「各種支払番号」を控え、コンビニエンス

ストアへ 

下記操作手順は一部省略されています。実際の画面の案内に従って操作してください。 
ローソン 

ミニストップ 
セイコーマート ファミリーマート 

デイリーヤマザキ 

ヤマザキデイリーストア 
セブンイレブン 

 

Web画面に表示された 

「受付番号」をメモ 

Loppi（ロッピー）で 

支払操作を行う 

「各種番号をお持ち 

の方」ボタンを押す 

↓ 

「受付番号」を入力 

↓ 

「お申込みした 

電話番号」を入力 

↓ 

「申込券」発券 

↓ 

発券から30分以内に 

レジへ代金支払い 
 

 

Web画面に表示された 

「受付番号」をメモ 

レジで 

「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ支払い」と 

お伝えください 

 

お客様側レジ操作画面の 

入力案内に従って操作を行う 

↓ 

「受付番号」を入力 

↓ 

お申込みした 

「電話番号」を入力 

↓ 

支払内容の確認画面で 

「OK」ボタンを押す 

↓ 

代金支払い 

 

 
Web画面に表示された 

「第1番号」と 

「第2番号」をメモ 

新型マルチコピー機 

またはFamiポートで 

支払操作を行う 

「代金支払い/ﾁｬｰｼﾞ」 

ボタンを押す 

↓ 

「番号入力」ボタンを押し 

「第 1 番号」と「第 2 番号」を入力  

↓ 

注意事項を確認し 

「同意して進む」ボタンを押す 

↓ 

支払い内容を「確認」後 

「申込券」発券 

↓ 

発券から30分以内に 

レジへ代金支払い 
 

 
Web画面に表示された 

「ｵﾝﾗｲﾝ決済番号」 

をメモ 

レジで 

「ｵﾝﾗｲﾝ決済」と 

お伝えください 

 

「ｵﾝﾗｲﾝ決済番号」 

をお伝えください 

↓ 

代金支払い 

 

 
Web画面に表示された 

「払込票」を印刷 

または「払込票番号」 

をメモ 

レジで印刷した 

「払込票」を渡す 

もしくは 

「払込票決済」と 

お伝えください 

 

「払込票番号」 

をお伝えください 

↓ 

代金支払い 

 

 

●ペイジー（銀行ATM） 

 金融機関によって手順や文言等が異なる場合があります。 

ペイジーを使用できる金融機関については右記サイトでご確認ください。http://www.pay-easy.jp/where/index.html 

 
 

●ペイジー（インターネットバンキング） 

 収納機関番号、お客様番号、確認番号を控え、各自で支払い方法を確認して入学検定料を支払ってください。

ペイジー対応の

銀行ATMを利用

「税金・各種料金

（ペイジー）」

を選択

収納機関番号、

お客様番号、

確認番号を入力

支払い方法を選択

（現金または

ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ）

支払い
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Step４ 出願書類を郵送する ※窓口に持参することも可能です 

 

１． 入学試験志願票・封筒貼付用宛名シートの印刷 

・Post@netへログインし、「出願内容一覧」より植草学園大学／植草学園短期大学の「出願内容を確認」を 

クリックして「入学試験志願票」と「封筒貼付用宛名シート」をダウンロードし、ページの拡大・縮小は 

せずＡ４サイズの用紙に印刷してください。 

※その他の出願に必要な書類「志願理由書」「総合型選抜入試課題小論文」「推薦書」は事前にホームページ 

の「インターネット出願」からダウンロードし、Ａ４サイズの用紙に印刷して準備してください。 

・「封筒貼付用宛名シート」の出力ができない場合は、直接下記送付先を市販の角2封筒に記入してください。 

なお、封筒の裏面に出願登録番号・郵便番号・住所・氏名を記入し、簡易書留で郵送してください。 

 

《送付先》 〒264-0007 

千葉県千葉市若葉区小倉町1639番 3 

植草学園大学／植草学園短期大学 

入試・広報課  行 

志願票在中 

 

２． 必要書類を揃え、市販の封筒に封入して郵送 

・市販の角2封筒（Ａ４サイズが入る封筒）に「封筒貼付用宛名シート」を貼り、印刷した入学試験志願票と 

調査書などの必要な書類一式を入れて郵便局窓口から郵送してください。 

・出願書類は必ず簡易書留で郵送してください。（出願郵送締切日必着） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インターネットで出願内容を登録しただけでは、出願手続は完了しません。 

Step１～Step４を全て期限内に完了することによって、出願が正式に受理され、受験票が発行されます。（出願  

登録、入学検定料の支払い、出願書類の提出のいずれかが行われなかった場合は、出願が受け付けられません。） 

※出願の期限については、「出願期間」を十分に確認のうえ、できるだけ余裕をもって出願してください。 

 

Step５ 受験票を印刷する 

 

出願書類郵送締切の翌日以降、インターネット出願時に登録されたメールアドレスに受験票についてメールを送りま

す。Post@netへログインし「出願内容一覧」より植草学園大学／植草学園短期大学の「出願内容を確認」から受験票

をダウンロードしＡ４サイズの用紙に印刷して、試験当日必ず持参してください。 

※印刷は「モノクロ」でも可能です。 

※受験票には、交通アクセスや受験にあたっての注意事項等が記載されていますので、必ず確認してください。 

 

●大学入学共通テスト利用入試の受験票 

受験票についてのメールを受信後、Post@netへログインし「出願内容一覧」より植草学園大学／植草学園短期大学

の「出願内容を確認」から受験票（受験番号）を確認することができます。
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インターネット出願に関するＱ＆Ａ 

 

 

    自宅にパソコンやプリンターが無い場合は出願できませんか？                    

 

できます。自宅以外（学校等）のパソコンも利用可能です。プリンターが無い場合は、一部のコンビニ 

エンスストアにメディアリーダーを備えたコピー機がありますので、お持ちのメディアに印刷が必要 

なPDFファイルを入れて、コンビニエンスストアのコピー機で印刷することもできます。 

※やむを得ない事情でパソコンやプリンターを利用できない場合は、入試・広報課にご連絡ください。 

 

 

 

    氏名や住所の漢字が、登録の際にエラーになってしまいます。                    

     

     氏名や住所などを入力する際、JIS第 1水準・第2水準以外の漢字は登録エラーになる場合があります。 

その場合は、代替の漢字（なければカナ）を入力してください。 

《 例 》 髙木→高木  山﨑→山崎  （ローマ字）Ⅲ→３ 

 

 

 

    ポップアップがブロックされ画面が表示できません。                        

     

GoogleツールバーやYahoo!ツールバーなどポップアップブロック機能を搭載しているツールバーを 

インストールしている場合、ポップアップ画面が表示されない場合があります。 

本学のインターネット出願サイト（Post@net）のポップアップを常に許可するように設定してください。 

 

 

 

    登録時のメールアドレスを忘れてしまいました。                          

     

     メールアドレスを忘れた場合、個人情報保護の観点から、電話やメールなどでアカウント情報をお伝え 

することができません。普段お使いのメールアドレスの登録いただくことを推奨します。 

 

 

 

写真のアップロード方法がわかりません。                             

     

     写真は、デジタルカメラなどで撮影したデジタル写真を用意してください。写真データをパソコンの 

デスクトップなどに保存してください。出願登録画面の案内に沿ってアップロードしてください。 

スマートフォンから出願登録をする場合は、スマートフォンに保存した写真を使用できます。 

 

 

 

出願登録後に出願内容を変更することはできますか？                        

     

     入学検定料支払後の出願情報（試験区分、学部専攻、試験科目等）の変更は認めません。出願登録時に 

間違いが無いようご確認ください。クレジットカードの支払いの場合、出願登録と同時に入学検定料の 

支払いが完了しますので、特に注意してください。コンビニエンスストア・ペイジー支払いの場合は、 

入学検定料を支払う前であれば、既に登録した情報を放棄し、もう一度、最初から出願登録を行うこと 

で変更可能です。再度、出願登録を行った際のアカウント情報と支払いに必要な番号を使って、出願書 

類の郵送と入学検定料支払いを行う必要があります。 

 

※入学検定料支払い後の出願情報の住所・氏名・電話番号等に誤りや変更が生じた場合は、 

入試・広報課（電話043-239-2600）までご連絡ください。 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｑ 

Ｑ 

Ｑ 

Ｑ 

Ｑ 

Ｑ 
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試験当日の諸注意 

 

１． 試験場へは時間に余裕をもって集合してください。試験室への入場は、午前8時30分からとします。 

２． 試験開始30分以内の遅刻は受験を認めます。ただし、試験時間の延長は認めません。 

３． なお、交通機関の事故又は災害等により遅れる場合は、直ちに入試・広報課（電話 043-239-2600）へ連絡して  

ください。 

４． 受験票を忘れた場合は、係員へ申し出て、その指示に従ってください。 

５． 不測の事態により、試験の実施が困難となった場合は、本学ホームページにてお知らせしますので、確認して  

ください。 

６． 受験のための宿泊あっせんは行いません。早めに受験者各自で手配してください。 

 

試験当日に持参するもの 

 

１． 受験票 

２． シャープペンシル又は鉛筆 

３． プラスチック消しゴム 

※ 試験中の文房具の交換、貸借は、一切認めません。 

※ 上履きは必要ありません。 

 

試験室での注意 

 

１． 試験室では、受験番号と同じ番号の席についてください。 

２． 受験票は、試験中、机上に置いてください。 

３． 試験室では、監督者の指示に従ってください。 

４． 携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等を時計として使用することはできません。試験室に入る前に  

必ず電源とアラーム設定を切り、カバン等にしまってください。 

５． 試験時間中に退室することはできません。ただし、体調の悪い時は監督者に申し出て指示に従ってください。  

６． 試験問題・解答用紙を持ち帰ることはできません。 

 

合否発表（インターネットによる合否照会方法） 

 

・合否発表は、インターネットによる合否照会サービス（Web発表）で行います。 

インターネット出願サイト（Post@net）へログインし、植草学園大学／植草学園短期大学の「合否発表」へ 

アクセスし、ガイダンスに従い操作を行ってください。 

※ 合否照会サービスは、合否発表日の9:00から3日間（23:59まで）ご利用いただけます。 

※ 合否発表直後は、アクセスが集中し、表示が遅くなる場合がありますので、少し時間をおいてから再度アクセス

してください。 

※ 操作方法等のお問い合わせには、一切応じられません。 

※ 電話等での合否のお問い合わせには、一切お答えしません。また、学内掲示発表は行いません。 

・合格者には合格通知書を送付します。不合格者には通知書を送付しませんのでご了承ください。 

インターネット出願時に登録された住所へ、Web 発表当日に大学／短期大学から発送しますので、到着は翌日以降

となります。地域によっては書類の到着が遅れる場合があります。
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入学手続 

 

１． 手続期間 

入学手続の詳細は合格者宛に通知します。各試験区分の期間内に行ってください。 

 

２． 手続方法 

（１） 入学手続情報の登録 

Post@net へログインし、植草学園大学／植草学園短期大学の「入学手続」にアクセスし、入学手続情報

の登録、並びに学生証用写真（顔写真）データをアップロードしてください。 

写真は学生証等、卒業まで使用します。服装は自由（高校の制服、私服どちらも可能）です。 

（２） 宣誓書と保証書の提出 

「合格通知書」と一緒に「入学の手続について」「宣誓書」｢保証書｣及び「返信用封筒」を同封します。

「入学の手続について」をよく読み、「宣誓書」及び｢保証書｣を同封の「返信用封筒」にて、手続期間内

に入試・広報課へ提出（郵送又は持参）してください。郵送の場合、手続締切日の消印有効です。 

（３） 学費等の納入 

銀行振込又はクレジットカードで納入できます。いずれも上記（１）の登録後、「支払い」から「お支払

い内容」と「お支払い方法」を選択してください。 

銀行振込の場合は、振込依頼書をダウンロードしＡ４サイズの用紙に印刷して、最寄りの銀行から電信

扱いで振り込んでください。 

※ 入学金は各試験区分の入学手続期間内に振り込んでください。期限を過ぎても学費等の納入が無い

場合は、合格を取り消します。 

※ 授業料、施設費、教育充実費等納入金は、2023年 3月 23日（木）までに振り込んでください。 

※ 入学金及び授業料、施設費、教育充実費等を一括して振り込むこともできます。 

（４） 受験資格の内、卒業（修了）見込み者は、卒業（修了）証明書等を、2023年 3月 23日（木）までに入試・

広報課に提出してください。 

 

学費等納入金一覧                              （単位：円） 

 

 大学 短期大学 

内   訳 
発達教育学部 

発達支援教育学科 

保健医療学部 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 
こども未来学科 

専攻科 

特別支援教育専攻 

入学金 270,000 270,000 270,000 100,000 

授業料／前期分 400,000 425,000 400,000 310,000 

施設費／前期分 110,000 240,000 100,000 50,000 

教育充実費／前期分 50,000 135,000 50,000 15,000 

※学生教育研究災害 

傷害保険預り金 
3,300 3,370 1,750 1,000 

学友会費（1年間分） 

預り金 
5,000 5,000 5,000 5,000 

後援会費（1年間分） 

預り金 
20,000 20,000 20,000 20,000 

入学手続時納入金 合計 858,300 1,098,370 846,750 501,000 

1年次後期分納入金 

（銀行引落10月 27日） 
560,000 800,000 550,000 375,000 

1年次納入金合計 1,418,300 1,898,370 1,396,750 876,000 

2年次納入金合計 1,145,000 1,625,000 1,135,000 

※特別支援学校教諭二種免許 

取得の場合は別途45,000円 3年次納入金合計 1,145,000 1,625,000 
※特別支援学校教諭二種免許 

取得の場合は別途45,000円 
4年次納入金合計 1,155,000 1,635,000 
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●編入学（大学 発達教育学部 発達支援教育学科） 

納入時期 入学金 授業料 施設費 
教育 

充実費 
小計 

※学生教育研究 

災害傷害保険 

2年間分 

学友会費 

1年間分 

後援会費 

1年間分 
小計 

前期分 
(入学手続時) 

135,000 390,000 110,000 50,000 685,000 1,750 5,000 20,000 26,750 

後期分 
（10月） 

－ 390,000 110,000 50,000 550,000  

 

●編入学（大学 保健医療学部 リハビリテーション学科） 

納入時期 入学金 授業料 施設費 
教育 

充実費 
小計 

※学生教育研究 

災害傷害保険 

2年間分 

学友会費 

1年間分 

後援会費 

1年間分 
小計 

前期分 
(入学手続時) 

135,000 212,500 240,000 27,000 614,500 1,790 5,000 20,000 26,790 

後期分 
（10月） 

－ 212,500 240,000 27,000 479,500  

 

 

学費等納入金について 

 

・入学金の納入は初年度のみです。学費は全て非課税です。 

・学費納入金とは別に、入学後、教科書代、用具代が必要となります。 

・入学後、授業料等は、前期（4月27日）、後期（10月 27日）の2期に分けて銀行口座から自動引落により納入して

いただきます。ただし、金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。 

・預金口座振替依頼書は、2023年 3月 23日（木）までに提出していただきます。 

・短期大学 こども未来学科で特別支援学校教諭二種免許取得に必要な特別支援教育実習を選択した場合は、教育充

実費（45,000円）を2年次後期分納入金と併せて自動引落により納入していただきます。 

・短期大学 専攻科 特別支援教育専攻で特別支援学校教諭二種免許取得に必要な特別支援教育実習を選択する場合は、

教育充実費（45,000円）を入学手続時に納入してください。 

・同窓会費（10,000円 終身）は、卒業年次の後期における授業料その他の学生納付金とともに徴収します。 

・学生教育研究災害傷害保険料は、卒業予定年次までの期間分（大学4年間、短期大学2年間、専攻科1年間）です。

なお、記載の保険料は2022年度のものです。2023年度については、2022年 10月に決定します。変更があった場合

は、改めて連絡します。 

 

●入学金等の減免 

対  象 減免内容 

植草学園短期大学生（卒業見込みの者）が、短期大学専攻科入学試験、又は植草学園大学編入学試験

を受験する場合 

入学検定料 

全額 

植草学園短期大学生（卒業見込みの者）が、引き続き短期大学専攻科、又は植草学園大学に入学する

場合 入学金 

全額 
植草学園大学附属高等学校特別選抜試験を経て入学する場合 

植草学園大学附属高等学校を卒業し、入学する場合 

入学金 

半額 

植草学園が設置した学校（幼稚園・保育園・こども園は除く）を卒業し、入学する場合 

社会人、帰国生徒が特別選抜試験を経て入学する場合 

特別支援学校・学級に講師として在職している者で、専攻科特別支援教育専攻入学試験を経て入学  

する場合 
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入学辞退手続・納入金の返還について 

 

１． 納入された入学金はいかなる理由があっても返還しません。 

 

２． 納入された授業料、及びその他の費用については、原則として返還しません。 

ただし、以下のいずれかに該当し、期日までに文書で入学の辞退を申し出た場合に限り、入学金を除く納入金を

返還します。本学ホームページの「インターネット出願」より所定の用紙「入学辞退届」をダウンロードし必要

事項を記入のうえ、提出してください。返還金は、4月下旬までに指定された口座へ振り込みます。 

（１） 総合型選抜入試（1期～3期）、学校推薦型選抜入試、社会人特別選抜試験（Ａ日程）の合格者が一般選抜

入試前日（2023年 1月 31日）までに入学を辞退した場合。 

（２） 一般選抜入試、大学入学共通テスト利用入試の他大学との併願受験者、2023年 2月 1日以降に実施した

総合型選抜入試3期、社会人特別選抜試験（Ｂ日程）、帰国生徒特別選抜試験、外国人留学生特別選抜試

験の合格者が2023年 3月31日までに入学を辞退した場合。 

 

※ 入学辞退手続及び返還手続についての注意 

① 入試・広報課（電話043-239-2600）へ必ず電話でその旨をご連絡ください。 

② 電話連絡後、本学ホームページの「インターネット出願」より所定の用紙「入学辞退届」「入学辞退届 提出

封筒貼付用宛名シート」をダウンロードし必要事項を記入し郵送してください。 

③ 封筒は各自で準備してください。 

 

 

入学前学習指導について 

 

本学では、全ての入学予定者（入学手続完了者）を対象に、入学後、スムーズに勉学が進められるように課題学習等

を行っていただきます。対象者には「事前課題」をご自宅へ送付します。 

なお、この事前課題は提出必須です。 

大学 保健医療学部では、植草学園大学附属高等学校特別選抜試験、総合型選抜入試、学校推薦型選抜入試（指定校

制・公募制）の入学予定者（入学手続完了者）を対象に、大学にて 2 回、入学前セミナーを実施します。（1 月中～  

下旬の土曜日及び2月中～下旬の土曜日） 

 

●事前課題の送付時期（予定） 

大学 

発達教育学部 

発達支援教育学科 

附属高等学校特別選抜試験、総合型選抜入試1期・2期 11月下旬 

学校推薦型選抜入試（指定校制・公募制） 12月下旬 

総合型選抜入試3期 ※12月中に合格した者 1月下旬 

総合型選抜入試3期 ※1月以降に合格した者 

一般選抜入試、大学入学共通テスト利用入試 

入学手続完了後 

随時 

保健医療学部 

リハビリテーション学科 

附属高等学校特別選抜試験、総合型選抜入試1期・2期 

学校推薦型選抜入試（指定校制・公募制） 
12月下旬 

一般選抜入試、大学入学共通テスト利用入試 
入学手続完了後 

随時 

短大 こども未来学科 

附属高等学校特別選抜試験、総合型選抜入試1期・2期 11月下旬 

学校推薦型選抜入試（指定校制・公募制） 12月下旬 

総合型選抜入試3期、一般選抜入試 
入学手続完了後 

随時 
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試験会場について 

 

・試験前日の試験場の下見は、大学の位置確認だけで、大学（試験室）内に入ることはできません。 

・駐輪場、駐車場の準備はありますが、千葉駅又は都賀駅からの路線バス、千葉都市モノレール等の公共交通機関  

をご利用ください。いずれも有料です。 

・路線バスの発車時刻や料金につきましては、本学ホームページをご確認ください。 

 

 

●試験会場住所（植草学園大学／植草学園短期大学） 

〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番 3 

 

 

■ＪＲ千葉駅 

 東口11番バス乗り場からバス約35分 

 

■ＪＲ都賀駅 

 東口4番乗り場からバス約15分 

 

●千葉都市モノレール千城台北駅 

 徒歩約10分 

 

 

大学ホームページ 

植草学園大学行き 

バス１１番乗り場 

植草学園大学行き 

バス４番乗り場 



 
 

 

入試・広報課 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番 3 

           T E L : 0 4 3 - 2 3 9 - 2 6 0 0  F AX : 0 4 3 - 3 0 9 - 5 1 5 0 

 
URL https://www.uekusa.ac.jp/    E-mail nyuusi@uekusa.ac.jp 

個人情報の取扱いについて 

 

出願及び入学手続等で本学が知り得た個人情報については、 

本学の入試関連業務、及びこれらに付随する事項の範囲でのみ使用します。 

個人情報は厳重に取り扱い、適正な管理と保護に努めます。 


