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学校法人　北野学園

幼児教育学科　総合文化学科

幼児教育学科の求める学生像
（アドミッション・ポリシー）

１． 入学後の修学に必要な高等学校等卒業程度
の基礎学力を持つ人

２． 子どもの育ちに関心を抱き、そのための
 知識・技術を身につける意欲を持つ人
３． 他者への敬意をもって行動できる人

建学の精神・教育理念

「敬愛・勤勉・聡明」

総合文化学科の求める学生像
（アドミッション・ポリシー）

１． 大学生生活を自己の飛躍の場と位置付けて
いる人

２． 本学科のカリキュラムによって、豊かな
 教養と専門知識・能力を身につける意欲
 のある人
３． 地域社会と自己の関わり方を模索する意欲

のある人

※「学生募集要項」は、本学のHPからダウンロードできます。

上田女子短期大学では、安全で快適に、充実したキャンパスライフを送るための各種
サポート制度などを用意しています。

奨学金制度
学生が、家庭の経済事情に左右されず十分学べるよう、学費を援助する目的で設け
られています。ここでは次の4種類の奨学金制度をご紹介します。

①北野奨学金（無利子貸与型）
1)一般奨学金
　学習意欲が高く、経済的に困難な学生を対象に学費の一部を貸与する本学独自の修
学資金です。貸与期間は在学期間の24カ月。無利息で月額30,000円
　※奨学金の返還は、卒業年次の９月を初回に、以降毎年３月と９月の末日までに均
　等に、卒業後８年間で返還。
2）海外研修奨学金
　海外研修参加費用相当額を貸与します。
3）緊急奨学金
　在学中に突然の災害等や、やむを得ない事由により、学業を続けることが経済的に
困難になった者に対し貸与する奨学金です。

②北野次登奨学金（給付型）
　家計急変その他、経済的理由が生じた場合、学業を継続させることを目的に給付する
　奨学金です。
③日本学生支援機構
　経済的理由により修学が困難な、学ぶ意欲にあふれた学生を対象にした奨学金です。
　1）第一種奨学金（無利子貸与）
　自 宅 通 学：月20,000円、30,000円、40,000円、53,000円から選択
　自宅外通学：月20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円から選択
2）第二種奨学金（有利子。利率は上限年利3％）
　月額20,000円から120,000円までの１万円単位の金額の中から選択できます。
　※金額は変更になる場合があります。日本学生支援機構のホームページで確認して

ください。
　※奨学金の返還＝全額を卒業後７カ月後より返還。ただし疾病その他やむを得ない

理由があれば手続きをすることにより猶予を受けることができます。
3）給付型奨学金
毎月の給付奨学金の受給に加え、授業料等が減免されます。

　※給付・減免額は家計状況により異なりますので、日本学生支援機構のホームペー
ジで確認してください。

学費サポートプラン
奨学金以外に、民間金融機関と提携したサポートプランがあります。詳しい資料をご
希望の方は本学までお問い合わせください。

学生寮
「紫苑寮」はキャンパス内に立地しており、安心・安全な生活を送ることができま
す。ホールのピアノは自由に使用できます。共用パソコン・プリンターも使用可
能です。
　●定員/48名（１学年24名程度）
　●寮費/入寮費/30,000円　
　　　　 年間寮費（食費別）/２人部屋：200,000円、１人部屋：300,000円

アパートなど
アパート・下宿生活を希望する学生のために、本学に近く、安心・安全な物件を紹介し
た資料をホームページに掲載しています。家賃は、2021年度例で、アパート20,000
円～です。
　希望者は本学学生支援課（TEL:0268-38-2352）にお問い合わせください。

～キャンパスライフをしっかりとサポート～

募集要項の資料請求

上田女子短期大学
ホームページ



◇学校推薦型選抜入試・一般選抜入試

幼
児
教
育
学
科
・
総
合
文
化
学
科

区　　分 試験会場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切

指定校
公募Ａ

本学
11月1日㈫～11月8日㈫

11月19日㈯
予備日　20日㈰　

12月2日㈮ 12月21日㈬
新潟 11月16日㈬

公募Ｂ

本学

11月24日㈭～12月5日㈪ 12月10日㈯ 12月16日㈮ 1月13日㈮

公募Ｃ
一般Ａ

1月13日㈮～1月25日㈬ 2月1日㈬ 2月3日㈮ 2月17日㈮

公募Ｄ
一般Ｂ

2月2日㈭～2月16日㈭ 2月24日㈮ 3月1日㈬ 3月15日㈬

一般Ｃ 2月24日㈮～3月9日㈭ 3月15日㈬ 3月17日㈮ 3月24日㈮

両

　学

　科

区　　分 試験会場 エントリー期間 面談日 出願期間 面接試験日 合格発表 入学手続締切

総合型選抜Ⅰ期

本学

9月1日㈭～ 
9月5日㈪

9月10日㈯
9月15日㈭～ 
9月30日㈮

10月8日㈯ 11月2日㈬ 11月18日㈮

総合型選抜Ⅱ期
10月17日㈪～ 
10月25日㈫

随時
11月24日㈭～ 

12月5日㈪
12月10日㈯ 12月16日㈮ 1月13日㈮

◇総合型選抜入試

両

　学

　科

区　　分 試験会場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切

社会人学生Ⅰ

本学

11月24日㈭～12月5日㈪ 12月10日㈯ 12月16日㈮ 1月13日㈮
長期履修学生
※総合文化学科のみ

帰国子女学生
外国人留学生

社会人学生Ⅱ 1月13日㈮～1月25日㈬ 2月1日㈬ 2月3日㈮ 2月17日㈮

社会人学生Ⅲ 2月2日㈭～2月16日㈭ 2月24日㈮ 3月1日㈬ 3月15日㈬

◇社会人学生・長期履修学生・帰国子女学生・外国人留学生入試　

■ 2023年度　入試概要

両

　学

　科

区　　分 試験会場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料
SG特待生Ⅰ

本学

指定校・公募Ａと同日程(指定校・公募Ａと併願が必要)

２年間
全額免除

SG特待生Ⅱ 公募Ｂと同日程(公募Bと併願が必要)

SG特待生Ⅲ 公募Ｃ・一般Ａと同日程(公募Ｃ・一般Ａと併願が必要)

SG特待生Ⅳ 公募Ｄ・一般Ｂと同日程(公募Ｄ・一般Ｂと併願が必要)

SG特待生Ⅴ 一般Ｃと同日程(一般Ｃと併願が必要)

※ＳＧ特待生Ⅰ・Ⅱ入試は、それぞれ同一日程の指定校・公募入試と併願する必要があります。
※ＳＧ特待生Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ入試は、それぞれ同一日程の公募・一般入試と併願する必要があります。

両

　学

　科

区　　分 試験会場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料

資格特待生Ⅰ

本学

9月15日㈭～ 
9月30日㈮

10月8日㈯ 11月2日㈬ 11月18日㈮

２年間
半額免除

資格特待生Ⅱ 公募Ｃ・一般Ａと同日程
資格特待生Ⅲ 公募Ｄ・一般Ｂと同日程
資格特待生Ⅳ 一般Ｃと同日程

※資格特待生Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ入試は、それぞれ同一日程の公募・一般入試と併願する必要があります。

両

　学

　科

区　　分 試験会場 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切 授業料

推薦特待生
本学

11月1日㈫～ 
11月8日㈫

本学 
11月19日㈯

12月2日㈮ 12月21日㈬
1年間 

半額免除
新潟

新潟 
11月16日㈬

※推薦特待生入試は、指定校・公募Ａ入試と併願する必要があります。

◇特待生入試（特待生とは、学生の模範として在学中に活躍する学生です。入試種別によって授業料が減免されます）

◇特待生入試の出願資格・試験科目等
推薦特待生
小論文等により基礎学力を評価する入学試験です。合格す
ると原則１年間の授業料が半額免除されます。
１年次の成績により、２年次も継続する場合があります。

［出願資格］ 指定校および公募Aの志願者のうち、推薦特待
生を希望する者。

［試験科目］ ●書類審査　●小論文　●面接

資格特待生
「資格取得」により本学入学前の努力や成果を評価する入学
試験です。合格すると原則２年間の授業料が半額免除され
ます（ただし、進級時に審査があります）。

［必要資格］（下記検定より1つ）
実用英語技能検定2級・全商英語検定1級
TOEIC L&R 500点以上（TOEIC-IPは除く）　
日商簿記検定２級
※ 日商簿記検定２級の場合は高等学校３年間の全

体評定平均値「4.0」以上を出願の目安とする。

［試験科目］ ●書類審査　●面接

SG特待生
「高校３年間の学業成績」及び「口頭試問」によって能力を評
価する入学試験です。合格すると原則2年間の授業料が全額
免除されます（ただし、進級時に審査があります）。

［出願資格］ ① 高等学校３年間の全体評定平均値「4.0」以上
を出願の目安とする。

②高等学校を2023年３月卒業見込みの者。
③本学各学科の求める学生像に適する者。
④ 高等学校生活での欠席日数が10日未満を出

願の目安とする。
［試験科目］ ●書類審査　●口頭試問（面接を含む）

※ 口頭試問の科目
　（現代社会、英語、国語［古典を含む］）
※ 口頭試問とは、各科目とも一定量の文章を読

み、内容の理解度を問う形式の試験です。

■ 入学検定料・学生納付金等
入学検定料 30,000円（銀行振込）、特待生入学試験等を併願する場合も同額です。
学生納付金 入学金 授業料 施設設備費 計

１年次 250,000円 660,000円 300,000円 1,210,000円
２年次 － 660,000円 300,000円 960,000円

上表のほか授業科目により特別演習費・教材費がかかる場合があります。
同窓生優遇措置 母親又は姉妹が本学卒業生であり、指定校・公募入試及び一般入試に合格した方について、入学金の半額

を免除する制度です。（ただし特待生合格者には適用されません。詳細はお問い合わせください。）

入学試験の詳細については、学生募集要項をご覧ください。

■ 試験会場 本学会場 新潟会場
上田女子短期大学 新潟県教職員互助会館 髙陽荘（新潟県上越市）

◇出願資格・試験科目等
学校推薦型選抜入試（指定校）

［出願資格］ 高等学校を2023年３月卒業見込みの者で、強
く本学入学を希望する者のうち特に出身高等学
校長が推薦した者。高校の指定及び成績基準に
ついては当該校長に通知します。

［試験科目］ ●書類審査　●面接

総合型選抜入試Ⅰ・Ⅱ期
［概　要］ 総合型選抜入試とは、幼児教育学科・総合文化学科それぞれの学科内容への関心や意欲を総合的に評価する自己推

選型の入学試験制度です。エントリー後に書類審査、面接試験などを行います。
本学のことを理解していただくために、オープンキャンパスなどの行事へぜひご参加ください。

［エントリー（応募）資格］　一般選抜入試の出願資格と同じですが、合格後必ず本学に入学する者に限ります。

学校推薦型選抜入試（公募A・B・C・D）
［出願資格］  高等学校を卒業した者、または2023年３月卒

業見込みの者で、出身高等学校長が推薦した者。 
ただし専願に限ります。

〈成績基準は特に設けていません〉
［試験科目］ ●書類審査　●面接

一般選抜入試（一般A・B・C）
［出願資格］ ① 高等学校を卒業した者、または2023年３月

卒業見込みの者。
② 通常の課程による12年間の学校教育を修了

した者、または2023年３月修了見込みの者。
③ 高等学校卒業者と同等以上の学力があると認

められた者。
［試験科目］ ●書類審査　●小論文　●面接

社会人学生Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
［出願資格］ 入学年度の４月１日現在で満22歳以上、健康

で勉学意欲旺盛な社会人。
（職業の有無は問いません）

［試験科目］ ●書類審査　●面接

※長期履修学生・帰国子女学生・外国人留学生入学試験については別途お問い合わせください。
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