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羽陽学園短期大学の「建学の精神」
「敬、実、和」
敬とは、目上の方々を敬い、自分の行いを慎ましくすること。

実とは、偽りがなく正直なこと、そして、実力をつけること、何事も真心をもって実行すること。

和とは、穏やかな和らいだ心で人に接し、仲良くすること。

教育理念
他者理解を通して自己理解と自己改革を行い、社会活動に積極的に参加しながら、生涯にわたる

自己実現を行いうる人間性豊かな人材の育成

本学の目的
本学は、学校教育法および学則に基づき、幼児教育および社会福祉に関する専門の学術を教育・研

究し、併せて実践的な幼児教育者および福祉従事者を育成することを目的とする。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
内省的で専門性が高い人材の養成のために、次のような資質を持った者が入学してくることを期

待している。

（1）	 知的好奇心が強く、学業の修得に熱心であり、自分を育てる意欲が強い者。

（2）	 社会事象、特に幼児教育および介護福祉への関心が高く、将来それらの職業を希望してい

る者。

（3）	 自分の意見や考えを適切に伝えられる者。
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学校推薦型選抜
１　募集人員

　　75名

２　出願要件

 学校推薦型選抜（指定校）
　本学の学校推薦型選抜（指定校）に志願できる者は、下記⑴、⑵、⑶のすべてに該当する者とします。
　⑴　本学指定の高等学校に在籍し、令和４年３月卒業見込みの者。
　⑵　下記の要件を満たすと高等学校長が認め推薦した者。
　　①学業成績および生活態度が特に良好な者。
　　②幼児教育者又は福祉従事者としての適性があると認められる者。
　⑶　本学を専願とする者。

 学校推薦型選抜（一般）
　本学の学校推薦型選抜（一般）に志願できる者は、下記⑴、⑵、⑶のすべてに該当する者とします。
　⑴　高等学校に在籍し、令和４年３月卒業見込みの者。
　⑵　下記の要件を満たすと高等学校長が認め推薦した者。
　　①学業成績（学習成績の状況3.0以上）および生活態度が良好な者。
　　②幼児教育者又は福祉従事者としての適性があると認められる者。
　⑶　本学を第一希望とする者。

３　出願手続

　⑴　出願書類
入学願書 本学所定の用紙に自筆し、写真（縦4.0cm×横3.0cm）を貼付してください。

調 査 書

高等学校所定の用紙を使用し、高等学校で作成したもの（開封無効）。
調査書記入上の注意事項等について
・「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記録
　「総合的な学習（探究）の時間」の内容・評価など、調査書の他の記載事項も

有効に活用します。
・部活動、ボランティア活動等については具体的な取組内容、期間等を、表

彰・顕彰等の記録については表彰や顕彰等に係る各種大会やコンクール等の
内容や時期等を、記入してください。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、結果を
記載できない場合には、本人の成果獲得に向けた努力のプロセスについて記
載してください。

・調査書等の活用に当たり、各高等学校が定める学校運営の方針および学校設
定教科・科目等の内容や目標等に関する情報を、必要に応じて提供を求める
ことがあります。

推 薦 書

本学所定の用紙を使用し、高等学校で作成したもの（開封無効）。
推薦書記入上の注意事項等について
・本人の長所だけでなく、入学志願者の学習や活動の成果を踏まえた「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」に関する評価についても必ず記載してください。

・その際、生徒の努力を要する点等についても、その後の指導において特に配
慮を要するものがあれば記載してください。推薦書は本学ホームページから
もダウンロードできます。

志望理由書 本学所定の用紙を使用し、自筆したもの。志望理由書は本学ホームページから
もダウンロードできます。
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　⑵　入学検定料
　　　　30,000円

　⑶　出願期間
　　　令和３年11月２日（火）～令和３年11月22日（月）　12時　必着

　⑷　出願方法
　　　　下記①、②のいずれかの方法で、入学検定料を添えて出願書類を提出してください。
　　　　　①直接提出　本学事務室に提出してください。入学検定料は現金も可とします。
　　　　　　　　　　　願書受付は、土曜・日曜、国民の休日を除き、9：00～17：00までとします。
　　　　　②郵　　送　定型の返信用封筒（志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼

付してください。）も同封し、本学入試係宛に郵送してください。入学検定料
は郵便局で普通為替にし、為替証書を提出してください。為替証書の指定受
取人等の欄には一切記入しないでください。

４　選抜方法

 学校推薦型選抜（指定校）
　調査書、推薦書、志望理由書、口頭試問および面接の総合評価により、合格者を決定します。
　⑴　選抜方法の内容と評価

調 査 書

・高等学校の学習成績の状況のほか、学内外の様々な学習成果や活動実績等
（生徒会活動、クラブ活動、各種大会・コンテストやコンクール、ボラン
ティア活動等）を評価します。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、学内外
の様々な学習成果や活動実績等を評価できない場合には、本人の成果獲得に
向けた努力のプロセスを評価します。

推 薦 書 ・本人の学習歴や活動歴を踏まえた「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」を評価します。

志望理由書

・幼児教育および福祉を志し本学での学修を志望する理由について文章を記述
してもらいます。

・幼児教育および福祉への関心の高さ、自分を育てる意欲の強さ、本学におけ
る学修への意識や姿勢が適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度」）、自分の意思を的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）を評価します。

口頭試問
・複数の担当者による個人試問の形式で、高校までに学んだ幼児教育および福

祉に関する基礎的な知識について質問します。時間は約10分です。
・本学の修学に必要な基礎的能力（「知識・技能」）を評価します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約10分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
書類審査（調査書、推薦書、志望理由書） 口頭試問 面接 合計

70 15 15 100
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 学校推薦型選抜（一般）
　調査書、推薦書、志望理由書、小論文および面接の総合評価により、合格者を決定します。
　⑴　選抜方法の内容と評価

調 査 書

・高等学校の学習成績の状況のほか、学内外の様々な学習成果や活動実績等
（生徒会活動、クラブ活動、各種大会・コンテストやコンクール、ボラン
ティア活動等）を評価します。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、学内外
の様々な学習成果や活動実績等を評価できない場合には、本人の成果獲得に
向けた努力のプロセスを評価します。

推 薦 書
・本人の学習歴や活動歴を踏まえた「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」を評価します。推薦書は
本学ホームページからもダウンロードできます。

志望理由書

・幼児教育および福祉を志し本学での学修を志望する理由について文章を記述
してもらいます。

・幼児教育および福祉への関心の高さ、自分を育てる意欲の強さ、本学におけ
る学修への意識や姿勢が適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度」）、自分の意思を的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）を評価します。志望理由書は本学ホームページからもダウンロード
できます。

小 論 文

・長文の文章を読み、それについて要旨をまとめたり自分の考えを述べたりし
てもらいます。時間は90分です。

・適切な言葉、表記のルールを用いて文章構成ができるか（「知識・技能」）、自
分の考えを的確に立論し表現できるか（「思考力・判断力・表現力」）を評価
します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約10分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
書類審査（調査書、推薦書、志望理由書） 小論文 面接 合計

55 30 15 100

５　試験期日

 学校推薦型選抜（指定校） 令和３年11月28日（日）　９時30分開始

 学校推薦型選抜（一　般） 令和３年11月27日（土）　９時30分開始

６　合格発表

 学校推薦型選抜（指定校） 令和３年12月１日（水）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載
で行います。

 学校推薦型選抜（一　般） 令和３年12月１日（水）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載
で行います。
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７　入学前教育

合格者を対象に、入学前教育を積極的に実施します。
高校での学習と本学入学後の学びを確実なものにするために、学習計画を立てて課題に取り組んで

もらいます。
大学入学までの学習、大学入学後の学びについての講義、演習を行うプレキャンパスに参加しても

らいます。
実施期日　令和３年12月12日（日）　実施場所　本学
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総 合 型 選 抜
１　募集人員

　　15名

２　出願要件

　本学の総合型選抜に志願できる者は、下記⑴、⑵、⑶、⑷のすべてに該当する者とします。
　⑴　高等学校に在籍し、令和４年３月卒業見込みの者。
　⑵　学業成績および生活態度が良好な者。
　⑶　本学のアドミッション・ポリシーに該当する者。
　⑷　本学を専願とする者。

３　出願手続

■ステップ１　エントリー書類配布
エントリーに必要な書類（エントリーシート、志望理由書）の配布期間は、次のとおりです。入手

を希望する場合は、本学入試係にお問い合わせください。
　総合型選抜（Ⅰ期）　令和３年６月20日（日）～令和３年７月13日（火）
　総合型選抜（Ⅱ期）　令和３年８月16日（月）～令和３年９月６日（月）
　総合型選抜（Ⅲ期）　令和４年１月20日（木）～令和４年２月10日（木）

■ステップ２　エントリー（総合型選抜の申し込み）
エントリーシート、志望理由書を本学入試係に提出してください。直接提出、郵送いずれでも可能

です。なお、エントリーシートには、担任の先生の確認印を押してください。
提出期間は、次のとおりです。
　総合型選抜（Ⅰ期）　令和３年６月28日（月）～令和３年７月14日（水）　12時　必着
　総合型選抜（Ⅱ期）　令和３年８月23日（月）～令和３年９月７日（火）　12時　必着
　総合型選抜（Ⅲ期）　令和４年１月27日（木）～令和４年２月14日（月）　12時　必着

■ステップ３　総合型選抜進路相談
自己紹介文記述を課すとともに、本学のアドミッション・ポリシーに該当する点等について面接

（約30分）を行います。
　総合型選抜（Ⅰ期）　令和３年７月18日（日）
　総合型選抜（Ⅱ期）　令和３年９月11日（土）
　総合型選抜（Ⅲ期）　令和４年２月18日（金）

■ステップ４　エントリー登録通知
志望理由書、自己紹介文、面接により、エントリー登録可とされた者と在籍校にはその旨を通知します。
　総合型選抜（Ⅰ期）　令和３年８月２日（月）
　総合型選抜（Ⅱ期）　令和３年９月24日（金）
　総合型選抜（Ⅲ期）　令和４年２月25日（金）
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■ステップ５　出願
エントリー登録可とされ出願をする者は、出願方法①、②のいずれかの方法で、入学検定料を添え

て出願書類を提出してください。
　⑴　出願書類

入学願書 本学所定の用紙に自筆し、写真（縦4.0cm×横3.0cm）を貼付してください。

調 査 書

高等学校所定の用紙を使用し、高等学校で作成したもの（開封無効）。
調査書記入上の注意事項等について
・「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記録
　「総合的な学習（探究）の時間」の内容・評価など、調査書の他の記載事項も

有効に活用します。
・部活動、ボランティア活動等については具体的な取組内容、期間等を、表

彰・顕彰等の記録については表彰や顕彰等に係る各種大会やコンクール等の
内容や時期等を、記入してください。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、結果を
記載できない場合には、本人の成果獲得に向けた努力のプロセスについて記
載してください。

・調査書等の活用に当たり、各高等学校が定める学校運営の方針および学校設
定教科・科目等の内容や目標等に関する情報を、必要に応じ提供を求めるこ
とがあります。

　⑵　入学検定料
　　　　30,000円

　⑶　出願期間
　　総合型選抜（Ⅰ期）　令和３年９月１日（水）～令和３年９月17日（金）　12時　必着
　　総合型選抜（Ⅱ期）　令和３年９月27日（月）～令和３年10月12日（火）　12時　必着
　　総合型選抜（Ⅲ期）　令和４年２月28日（月）～令和４年３月11日（金）　12時　必着

　⑷　出願方法
　　　　下記①、②のいずれかの方法で、入学検定料を添えて出願書類を提出してください。
　　　　　①直接提出　本学事務室に提出してください。入学検定料は現金も可とします。
　　　　　　　　　　　願書受付は、土曜・日曜、国民の休日を除き、9：00～17：00までとします。
　　　　　②郵　　送　定型の返信用封筒（志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼

付してください。）も同封し、本学入試係宛に郵送してください。入学検定料
は郵便局で普通為替にし、為替証書を提出してください。為替証書の指定受
取人等の欄には一切記入しないでください。

■ステップ６　口頭試問・最終面接
　口頭試問および入学後の学修に対する意欲、計画等についての面接を行います。

　　総合型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）　令和３年10月16日（土）
　　総合型選抜（Ⅲ期）　　　　令和４年３月17日（木）

４　選抜方法

　調査書、志望理由書、自己紹介文、口頭試問および面接の総合評価により、合格者を決定します。
　⑴　選抜方法の内容と評価

調 査 書

・高等学校の学習成績の状況のほか、学内外の様々な学習成果や活動実績等
（生徒会活動、クラブ活動、各種大会・コンテストやコンクール、ボラン
ティア活動等）を評価します。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、学内外
の様々な学習成果や活動実績等を評価できない場合には、本人の成果獲得に
向けた努力のプロセスを評価します。
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志望理由書

・幼児教育および福祉を志し本学での学修を志望する理由、本学のアドミッ
ション・ポリシーと志望理由との関係について文章を記述してもらいます。

・幼児教育および福祉への関心の高さ、自分を育てる意欲の強さ、本学におけ
る学修への意識や姿勢が適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度」）、自分の意思を的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）を評価します。

自己紹介文
・これまでの自分の活動等について文章をまとめてもらいます。時間は20分です。
・的確に文章を構成できるか（「知識・技能」）、自分の長所を的確に表現できる

か（「思考力・判断力・表現力」）を評価します。

口頭試問
・複数の担当者による個人試問の形式で、高校までに学んだ幼児教育および福

祉に関する基礎的な知識について質問します。時間は約10分です。
・本学の修学に必要な基礎的能力（「知識・技能」）を評価します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約10分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
調査書 志望理由書 自己紹介文 口頭試問 面接 合計

10 20 10 20 40 100

５　合格発表

　総合型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期） 令和３年11月４日（木）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載
で行います。

　総合型選抜（Ⅲ期）  令和４年３月18日（金）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載
で行います。

６　入学前教育

総合型選抜（Ⅰ期・Ⅱ期）合格者を対象として、入学前教育を積極的に実施します。
高校での学習と本学入学後の学びを確実なものにするために、学習計画を立てて課題に取り組んで

もらいます。
大学入学までの学習、大学入学後の学びについての講義、演習を行うプレキャンパスに２回参加し

てもらいます。

実施期日　第１回目　令和３年11月６日（土）　実施場所　本学
　　　　　第２回目　令和３年12月12日（日）　実施場所　本学
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一　般　選　抜
１　募集人員

　　８名

２　出願要件

　本学の一般選抜に志願できる者は、下記⑴、⑵のいずれかに該当する者とします。
⑴　高等学校を卒業した者、または令和４年３月卒業見込みの者。
⑵　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（学校教育法施行規則第150条の

規定による）。

３　出願手続

　⑴　出願書類
入学願書 本学所定の用紙に自筆し、写真（縦4.0cm×横3.0cm）を貼付してください。

調 査 書

出願要件⑴の該当者については、高等学校所定の用紙を使用し、高等学校で作
成したもの（開封無効）。なお、卒業後の調査書が得られない場合には、卒業証
明書か成績証明書を提出してください。出願要件⑵の該当者については、高等
学校卒業程度認定試験合格証明書と成績証明書（旧規程による「大学入学資格
検定試験」に合格した者も同様）、またはこれらに準ずる証明書。
調査書記入上の注意事項等について
・「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記録
　「総合的な学習（探究）の時間」の内容・評価など、調査書の他の記載事項も

有効に活用します。
・部活動、ボランティア活動等については具体的な取組内容、期間等を、表

彰・顕彰等の記録については表彰や顕彰等に係る各種大会やコンクール等の
内容や時期等を、記入してください。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、結果を
記載できない場合には、本人の成果獲得に向けた努力のプロセスについて記
載してください。

・調査書等の活用に当たり、各高等学校が定める学校運営の方針および学校設
定教科・科目等の内容や目標等に関する情報を、必要に応じて提供を求める
ことがあります。

健康診断書

令和４年３月卒業見込みの者は不要（ただし、本学が必要と認めたときには、
提出をお願いする場合があります）。既に高等学校を卒業している者および出願
要件⑵の該当者は、視力、聴力、結核およびその他の疾病・異常等について、
医師が３か月以内に作成した診断書を提出してください。

　⑵　入学検定料
　　　　30,000円

　⑶　出願期間
　　　 第一期一般選抜 　令和４年１月14日（金）～令和４年１月31日（月）　12時　必着
　　　 第二期一般選抜 　令和４年２月28日（月）～令和４年３月11日（金）　12時　必着
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　⑷　出願方法
　　　　下記①、②のいずれかの方法で、入学検定料を添えて出願書類を提出してください。
　　　　　①直接提出　本学事務室に提出してください。入学検定料は現金も可とします。
　　　　　　　　　　　願書受付は、土曜・日曜、国民の休日を除き、9：00～17：00までとします。
　　　　　②郵　　送　定型の返信用封筒（志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼

付してください。）も同封し、本学入試係宛に郵送してください。入学検定料
は郵便局で普通為替にし、為替証書を提出してください。為替証書の指定受
取人等の欄には一切記入しないでください。

４　選抜方法

 第一期一般選抜
　調査書、小論文、国語（国語総合　古典を除く）および面接の総合評価により、合格者を決定しま
す。
　⑴　選抜方法の内容と評価

調 査 書

・高等学校の学習成績の状況のほか、学内外の様々な学習成果や活動実績等
（生徒会活動、クラブ活動、各種大会・コンテストやコンクール、ボラン
ティア活動等）を評価します。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、学内外
の様々な学習成果や活動実績等を評価できない場合には、本人の成果獲得に
向けた努力のプロセスを評価します。

小 論 文

・長文の文章を読み、それについて要旨をまとめたり自分の考えを述べたりし
てもらいます。時間は90分です。

・適切な言葉、表記のルールを用いて文章構成ができるか（「知識・技能」）、自
分の考えを的確に立論し表現できるか（「思考力・判断力・表現力」）を評価
します。

国 語

・長文の文章を読み、それについての設問に解答してもらいます。時間は60分
です。

・文脈に沿った読み取り、漢字の読み書きや同音異義語の区別を正しく行える
か（「知識・技能」）、読み取ったことをもとに、表現や文脈を吟味して設問に
関する考えを記述によりまとめ、的確に表現できるか（「思考力・判断力・表
現力」）を評価します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約10分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
調査書 小論文 国語 面接 合計

30 30 30 10 100
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 第二期一般選抜
　調査書、小論文、および面接の総合評価により、合格者を決定します。
　⑴　選抜方法の内容と評価

調 査 書

・高等学校の学習成績の状況のほか、学内外の様々な学習成果や活動実績等
（生徒会活動、クラブ活動、各種大会・コンテストやコンクール、ボラン
ティア活動等）を評価します。

・中止・延期等となった上記の各種大会やコンクール等に参加できず、学内外
の様々な学習成果や活動実績等を評価できない場合には、本人の成果獲得に
向けた努力のプロセスを評価します。

小 論 文

・長文の文章を読み、それについて要旨をまとめたり自分の考えを述べたりし
てもらいます。時間は90分です。

・適切な言葉、表記のルールを用いて文章構成ができるか（「知識・技能」）、自
分の考えを的確に立論し表現できるか（「思考力・判断力・表現力」）を評価
します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約10分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
調査書 小論文 面接 合計

30 60 10 100

５　試験期日

 第一期一般選抜 　令和４年２月４日（金）　９時30分　開始
 第二期一般選抜 　令和４年３月17日（木）　９時30分　開始

６　合格発表

 第一期一般選抜  令和４年２月７日（月）　14時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載で行いま
す。

 第二期一般選抜  令和４年３月18日（金）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載で行いま
す。
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社 会 人 選 抜
１　募集人員

　　２名

２　出願要件

　本学の社会人選抜に志願できる者は、下記⑴、⑵のすべてに該当する者とします。
⑴　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る者

（学校教育法施行規則第150条の規定による）。
⑵　社会人としての経験（非正規職従事、ボランティア、アルバイト、家事従事等を含む）を２年

以上有する者。

３　出願手続

　⑴　出願書類
入学願書 本学所定の用紙に自筆し、写真（縦4.0cm×横3.0cm）を貼付してください。

調 査 書

高等学校を卒業した者については、高等学校所定の用紙を使用し、高等学校で
作成したもの（開封無効）。なお、卒業後の調査書が得られない場合には、卒業
証明書か成績証明書を提出してください。また、「高等学校卒業程度認定試験」
に合格した者（旧規程による「大学入学資格検定試験」に合格した者を含む。）
は、その合格証明書と成績証明書を提出してください。
調査書記入上の注意事項等について
・「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記録

や「総合的な学習の時間」の内容・評価など、調査書の他の記載事項も有効
に活用します。

・部活動、ボランティア活動等については具体的な取組内容、期間等を、表
彰・顕彰等の記録については表彰や顕彰等に係る各種大会やコンクール等の
内容や時期等を、記入してください。

自己紹介書 本学所定の用紙に自筆してください。自己紹介書は本学ホームページからもダ
ウンロードできます。

受験理由書 本学所定の用紙に自筆してください。受験理由書は本学ホームページからもダ
ウンロードできます。

健康診断書 視力、聴力、結核およびその他の疾病・異常等について、医師が３か月以内に
作成した診断書を提出してください。

自己紹介書、受験理由書の入手を希望する場合は、本学入試係にお問い合わせください。

　⑵　入学検定料
　　　　30,000円

　⑶　出願期間
　　　 第一期社会人選抜 　令和４年１月14日（金）～令和４年１月31日（月）　12時　必着
　　　 第二期社会人選抜 　令和４年２月28日（月）～令和４年３月11日（金）　12時　必着

　⑷　出願方法
　　　　下記①、②のいずれかの方法で、入学検定料を添えて出願書類を提出してください。
　　　　　①直接提出　本学事務室に提出してください。入学検定料は現金も可とします。
　　　　　　　　　　　願書受付は、土曜・日曜、国民の休日を除き、9：00～17：00までとします。
　　　　　②郵　　送　定型の返信用封筒（志願者の郵便番号、住所、氏名を記入し、84円切手を貼

付してください。）も同封し、本学入試係宛に郵送してください。入学検定料
は郵便局で普通為替にし、為替証書を提出してください。為替証書の指定受
取人等の欄には一切記入しないでください。
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４　選抜方法

　受験理由書、小論文および面接の総合評価により、合格者を決定します。
　⑴　選抜方法の内容と評価

受験理由書

・幼児教育および福祉を志し本学での学修を志望する理由について文章を記述
してもらいます。

・幼児教育および福祉への関心の高さ、自分を育てる意欲の強さ、本学におけ
る学修への意識や姿勢が適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と
協働して学ぶ態度」）、自分の意思を的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）を評価します。

小 論 文
・長文の文章を読み、それについて要旨をまとめたり自分の考えを述べたりし

てもらいます。時間は90分です。
・「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。

面 接

・複数の担当者による個人面接の形式で、幼児教育および福祉、社会問題に対
する関心、将来への展望、向学心等について質問します。時間は約30分です。

・質問の意味を理解し、自分の考えを的確に表現できるか（「思考力・判断力・
表現力」）、幼児教育および福祉への関心の高さ、学業修得の熱心さ、知的好
奇心の強さ、自分を育てる意欲の強さ、本学における学修への意識や姿勢が
適格なものであるか（「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を
評価します。

　⑵　配点
受験理由書 小論文 面接 合計

20 60 20 100

５　試験期日

 第一期社会人選抜  令和４年２月４日（金）　９時30分　開始
 第二期社会人選抜  令和４年３月17日（木）　９時30分　開始

６　合格発表

 第一期社会人選抜  令和４年２月７日（月）　14時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載で行い
ます。

 第二期社会人選抜  令和４年３月18日（金）　13時
合格発表は、本学正面玄関前への掲示および本学ホームページへの掲載で行い
ます。
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共　通　事　項
試験に関わる注意事項

１．受験生で、インフルエンザまたは新型コロナウイルスに感染して、試験日までに医師が治癒した
と診断していない時、または試験日直前に保健所等から新型コロナウイルス濃厚接触者に該当す
るとされた時は、当日受験はできませんので、直ちに本学へ連絡してください。本学より追試験
日程等を指示します。なお、第二期一般選抜および第二期社会人選抜では追試験は予定しており
ません。

２．障がい等のため、受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合は、出願前に本学入試係にお
問い合わせください。なお、お問い合わせは出願締切日の２週間前までに行ってください。

３．電子辞書および通信機能のあるすべての機器（スマートフォン、携帯電話等）は使用できませ
ん。電源を切ってカバンの中にしまってください。

４．試験当日は、受験票、筆記用具、上履き、昼食を持参してください。

入学手続

　入学手続の詳細は、入学手続要項（合格通知とともに送付します）を参照してください。
１．入学手続締切日

学校推薦型選抜 総合型選抜 一般選抜 社会人選抜
指定 一般 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 第一期 第二期 第一期 第二期
令和３年
12月20日

㈪

令和３年
12月20日

㈪

令和３年
12月20日

㈪

令和４年
３月25日

㈮

令和４年
２月16日

㈬

令和４年
３月25日

㈮

令和４年
２月16日

㈬

令和４年
３月25日

㈮

２．諸納金（令和３年度入学生納入額）
入学料

（入学時）
授業料

（前期分）
施設費

（前期分）
維持費

（前期分）
実験実習料
（前期分）

280,000円 301,300円
（年間 602,500円）

63,000円
（年間 126,000円）

84,000円
（年間 168,000円）

36,750円
（年間 73,500円）

納入した諸納金は、原則として返却しません。
ただし、一般選抜合格者または社会人選抜合格者のなかで、他の大学に入学する者には、令

和４年３月中に入学辞退届（様式は特に定めません。当該大学の合格通知書の写しを添付して
ください。）を提出すれば、諸納金から入学料を除いた金額を返却します。

奨学金制度

　奨学金制度には、以下のようなものがあります。
１．羽陽学園奨学金

　一定の家計・学力基準を満たす学生を対象とした、無利子の貸与型奨学金です。
２．高等教育の修学支援制度

　住民税非課税およびそれに準ずる世帯の学生を対象として、授業料等減免および給付型奨学金
の支給を行う制度です。

３．日本学生支援機構奨学金　第一種・第二種
　一定の家計・学力基準を満たす学生を対象とした、貸与型奨学金です。第一種は無利子奨学
金、第二種は有利子奨学金です。

４．保育士修学資金貸付制度（山形県）等
　卒業後山形県内で保育業務に従事しようとするなど、一定の条件を満たす学生を対象として、
資金を無利子で貸与する制度です。一定の事由に該当する場合は、資金の全部または一部の返還
が免除されることがあります。



個人情報の取り扱い

　出願者の個人情報は、「学校法人羽陽学園個人情報保護方針」に基づき、受験以外には使用しません。

《備考》

１．出願後に予期できない事由により家計が急変した場合には、ご相談ください。
２．高等教育の修学支援新制度対象者（給付型奨学金採用者）の方、または諸事情で授業料等諸納金

の納入についてご相談がある方は、延納、分割制度が利用できますのでご連絡ください。
３．本学、または本学園が設置する山形調理師専門学校に同一家庭より兄弟姉妹で同時に入学・在学

する場合、入学金、授業料が減額となります。
４．自宅通学が困難な学生のために委託寮を紹介します。
５．今後の新型コロナウイルス感染状況等によっては、学生募集要項に記載されている選抜方法とは

異なる方法で選抜を実施することがあり得ます。選抜方法の変更が生じた場合には、本学ホーム
ページでお知らせします。

試験会場

入試は、すべて本学校舎で実施します。

　本学へのアクセス
　【ＪＲ利用】　奥羽本線高

たか

擶
たま

駅下車、徒歩約７分
　【バス利用】　
１　米沢・山形方面から

山形駅で「（漆山経由）天童温泉行き」に乗車し、「羽陽
短大前」下車
２　仙台方面から

仙山線羽前千歳駅（普通）又は山形駅（快速）で下車
し、「（漆山経由）天童温泉行き」に乗り換えて、「羽陽
短大前」下車
３　新庄方面から

天童駅から「山形方面行き」に乗車し、「羽陽短大前」
下車

㊟「高
たか

擶
だま

経由」、「長岡経由」、「県総合交通安全センター経由」の「天童温泉行き」に乗車する場合
または「山形方面行き」に乗車する場合は「清

しょう

池
げ

」で下車

入試に関するお問い合わせ先

羽陽学園短期大学　入試係
〒994-0065　山形県天童市大字清池1559

                     ＴＥＬ（023）655-2385 ㈹
                     ＦＡＸ（023）655-2844
                     ＵＲＬ  https://www.uyo.ac.jp
                     E-mail  www@uyo.ac.jp　


