
• 総合ビジネスコース
 • 会計税務コース
  • 医療事務コース

経営総合学科

学 生 募 集 要 項2021年度
経営総合学科
こども教育学科

こども教育学科

学校推薦型選抜

総合型選抜

一般選抜

  • 観光ホスピタリティコース



2021 年度 出願資格等一覧

選考区分 入学
検定料 出願資格 入学金 授業料 選考日 選考方法等

学
校
推
薦
型
選
抜

総
合
型
選
抜

指定校制

一般
公募制

奨学生

一般

一般選抜

帰国生徒入試

長期履修
学生入試

300,000円 600,000円
（※２）

I　期
11/14（土）
Ⅱ　期

12/13（日）
Ⅲ　期

1/24（日）

I　期
12/13（日）
Ⅱ　期

1/24（日）

出願期間
9/15（火）～
3/22（月）

I　期
2/23（火）
Ⅱ　期

3/10（水）

本学が指定した高校の出身者
2021年 3月高校卒業見込で
本学を第一志望とする者

専用募集要項参照 

【両学科共通】 
書類審査、小論文、面接
（プレゼンテーション
含む） 

2021年 3月高校卒業見込で
本学を第一志望とする者
または 2020年 3月に高校を
卒業した者

2021年 3月高校卒業見込で
本学を第一志望とする者
または既卒者 (※1) で①、②の
いずれかに該当する者
①クラブ活動・生徒会活動等 
　の学内活動や地域活動・ 
　ボランティア活動等の社会活
　動の実績が2年以上ある者
②評定平均値３．２以上の者 

2021年 3月高校卒業見込で
本学を第一志望とする者 
または既卒者 (※1) 

2021年 3月高校卒業見込
または既卒者 (※1) 

外国において高等学校または
中学校の教育を1年以上受けて
いる者等 

專用募集要項参照 
職業等に従事することにより
集中した学習時間がとれない者 

※1　既卒者は高等学校卒業程度認定試験・大学入学資格検定合格者を含みます
※2　学校推薦型選抜（指定校制）、奨学生総合型選抜は1年次前期授業料が150,000円減免になります 

30,000円

【両学科共通】 
＜I期・Ⅱ期＞ 
⑴書類審査
⑵筆記試験
　国語総合
　(古文・漢文を除く )、
　数学 I、簿記の3科目
　から1科目選択
　(出願時に選択のこと )
　もしくは英語外部試験
　利用 
⑶グループ面接

【両学科共通】 
書類審査、小論文、面接
（プレゼンテーション
含む） 
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本学は平成 27 年度短期大学基準協会による第三者評価の結果、
適格と認定されました。 

「経営総合学科」は、短期大学基準協会より『地域総合科学科』としての
適格認定を受けています。

※個人情報保護について 
個人情報の管理につきましては、東京経営短期大学「個人情報保護に関する規程」
を遵守し、適正な取り扱いをいたします。

※本冊子の内容につきましては、文部科学省の発表により変更する場合がございます。
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Ⅰ　アドミッション・ポリシー ( 入学者受入れの方針 ) 

　１．目指す教育 
　本学では、「深く専門の学芸を教授研究し、社会性・人間性豊かな教養と創造的能力を涵
養するとともに、現代の職業や実際生活に必要な専門的・実践的知識技能を有する人材を育
成する」ことを教育理念に掲げています。そして、社会や企業現場で求められる実学教育を
提供することで、現場力のある人材を社会に輩出し、地域の活性化に寄与していくことが使
命であると考えています。また、建学の精神である「挑戦と創造の教育」に基づいて、自分
で志を立て、自ら考え、行動を起こして目標を達成していくことで、大きく成長できる人間
となることを目指します。 
　この理念を達成するために、本学では全教職員が一体となって「学生の 2 年後にしっかり 
責任をもつ」という信念のもとで教育活動を展開していきます。
 
２．求める入学者 
【経営総合学科】
(1) 自ら考え、行動する意欲を持った人
(2) 将来の夢を持ち、その実現に向けて努力できる人
(3) 社会人としての基礎力と、職業人としての実務能力を身につけたい人 
【こども教育学科】
(1) 自ら考え、行動する意欲を持った人 
(2) 子どもの成長に関わる仕事への夢をもち、その実現に向けて努力できる人
(3) 社会人基礎力と現場力を磨き、子どもを第一に考え、自ら進んで動くことができる人

３．入学までに身に付けて欲しいこと
【経営総合学科】 
　　入学希望者は、国語・数学を中心に高校までの基礎学力を身に付けておいてください。 
　　また、日本だけでなく世界の動きやビジネスの動向に目を向けるようにしてください。
【こども教育学科】 
　　入学希望者は、国語を中心に高校までの基礎学力を身に付けておいてください。
　　また、コミュニケーション力の向上に努力すると共に、社会の動きにも目を向けましょう。
 
４．入学試験の基本方針 
　入学試験では、入学後の学修に必要とされる基本的な能力を確認する観点から、国語と数
学、英語（こども教育学科の場合は特に国語）の習得状況を重視しています。また、面接試 
験では夢や目標を掲げて学ぶ意欲等をみます。その他、検定試験や資格取得の実績、生徒会 
や部活動、ボランティア活動等での実績も含めて、幅広く評価していきます。
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Ⅱ　入学定員・修業年限

　　　経営総合学科  （男女共学） １３０名 修業年数　２年
　　　こども教育学科 （男女共学） 　６０名 修業年数　２年

Ⅲ　募集人員

区分 日程等の区分
募集人数

【経営総合学科】【こども教育学科】

学校推薦型選抜
（指定校制）

学校推薦型選抜
（一般公募制）

Ⅰ期　・　Ⅱ期　・　Ⅲ期

Ⅰ期　・　Ⅱ期

５５名 ２０名

５名 ５名

総合型選抜

一般選抜

Ⅰ期　～　Ⅸ期 ６５名 ３０名

５名 ５名Ⅰ期　・　Ⅱ期

Ⅳ　2021 年度入試日程概要
１．入試日程（総合型選抜を除く）

区分

指定校制Ⅰ期

指定校制Ⅱ期

指定校制Ⅲ期

一般公募制Ⅰ期

一般公募制Ⅱ期

Ⅰ期

Ⅱ期

出願期間 選考日 合格発表

11月１日（日）～11月９日（月）

11月 10日（火）～12月 7日（月）

12月８日（火）～１月18日（月）

11月 10日（火）～12月 7日（月）

12月８日（火）～１月18日（月）

11月 14日（土）

12月 13日（日）

1月 24日（日）

12月 13日（日）

1月 24日（日）

12月 1日（火）

12月 18日（金）

１月29日（金）

12月 18日（金）

１月29日（金）

2月 1日（月）～2月 18日（木）

2月 19日（金）～3月５日（金）

２月23日（火）

３月10日（水）

３月５日（金）

３月15日（月）

２．総合型選抜（一般学生）

区分 出願期間 試験日 合格発表

総合型選抜
Ⅰ期
～
Ⅸ期

９月 15日（火）
　～３月 22日（月）

各期試験
実施

各期試験終了後、結果を郵送

※総合型選抜は定員になり次第、募集を締め切ります。詳しくは「総合型選抜」をご覧ください。

一般選抜

学校推薦型
選抜
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V. 出願資格
 
　次の①から⑥のいずれかに該当する者で、以下の条件を満たす者
①高等学校 ( 中等教育学校の後期課程を含む 以下同様 ) を２０２１年 3月卒業見込みの者
　または卒業した者。
②通常の課程による１２年の学校教育を２０２１年３月修了見込みの者または修了した者。
③外国において、学校教育における１２年の課程を２０２１年３月３１日までに修了見込み
　の者もしくは修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
④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２０２１年３月３１日までに修了見込みの者または修了した者。
⑤文部科学大臣が指定した専修学校高等課程 (３年以上の課程 ) を２０２１年 3月修了
　見込みの者または文部科学大臣が定める日以後に修了した者。
⑥高等学校卒業程度認定試験 ( 大学入学資格検定を含む ) に合格した者。 
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受験上の諸注意

日程及び会場は事前に確認してください。 

１．会場 
 東京経営短期大学
 〒２７２-０００１　千葉県市川市二俣６２５-１ 
 TEL　０４７-３２８-６１６１
 ※会場案内図参照 
 (1) 会場には、9時から入場できます。
 (2) 駐車場がありませんので、公共交通機関を利用してください。 

２．当日の持ち物 
 (1) 受験票 
 (2) 筆記用具
 ※万一受験票を忘れた場合は、受付に申し出てください。 

３．その他 
 (1) 会場では、係員の指示に従ってください。
 (2) 開始時刻に遅刻した場合は、受付に申し出てください。
 (3) 身体の障がい等で、受験上配慮が必要な方は、事前にご連絡ください。
 (4) 当日は、終了時まで試験会場外に出ることができません。



５

学校推薦型選抜
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学校推薦型選抜

１．募集人員 

 ※指定校制については別紙「学校推薦型選抜（指定校制）要項」をご確認ください。

経営総合学科　６０名　こども教育学科　２５名

2020 年 11 月 14 日（土）

2020 年 12 月 13 日（日）

2021 年 1月 24 日（日）

2020 年 12 月 13 日（日）

2021 年 1月 24 日（日）

２．選考日 

指定校制Ⅰ期

指定校制Ⅱ期

指定校制Ⅲ期

一般公募制Ⅰ期

一般公募制Ⅰ期

3. 入学検定料 30,000 円 
 オープンキャンパスや学校説明会等に参加し、TMC カードに3つスタンプがたまると
 入学検定料が 15,000 円減免されます。出願書類郵送時に必ず同封してください。 

4. 出願条件 (本学を第一志望とし、以下の要件を満たす者 )
 
【経営総合学科】 
 ①高等学校を２０２１年 3月に卒業見込みの者または２０２０年 3月に卒業した者
 ②高等学校の学校長の推薦による者
 ③本学を第一志望とし、合格した場合は確実に本学へ入学する者
【こども教育学科】 
 ①高等学校を２０２１年３月に卒業見込みの者または２０２０年 3月に卒業した者
 ②高等学校の学校長の推薦による者
 ③本学を第一志望とし、合格した場合は確実に本学へ入学する者
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５．出願手続
 (1) 出願期間 

指定校制Ⅰ期

指定校制Ⅱ期

指定校制Ⅲ期

一般公募制Ⅰ期

一般公募制Ⅱ期

2020 年 11 月１日（日）

2020 年 11 月 10 日（火）

2020 年 12 月８日（火）

2020 年 11 月 10 日（火）

2020 年 12 月８日（火）

 (2) 出願方法 
 　本学所定の封筒により簡易書留で郵送してください。( 出願締切日消印有効 )
 　下記の出願書類①～⑤を同封のうえ、十分余裕をみて郵送してください。 

 (3) 出願書類 
 ①入学願書 (A票 )・受験票 (B票 )
 　本学所定の用紙 (入学願書 (A票 )・受験票 (B票 )には写真貼付 )に記入し、 
 　入学検定料は金融機関において納付し、所定の欄に収納印を受けてください。
 ②調査書　出身学校長が作成し、厳封したもの
 ③推薦書　本学所定の用紙により出身学校長が作成し、厳封したもの
 ④入学希望理由書および学修計画書（本学所定の用紙）
 ⑤受験票返信用封筒 ※受験者本人の住所・氏名を明記し、374円切手を貼ってください。
 ※出願書類及び入学検定料は返還しません。 

6. 選考方法 
 【両学科共通】 
 　書類審査、小論文、面接（プレゼンテーション含む）により総合的に判定します。

11月９日（月）

12月 7日（月）

2021 年１月 18日（月）

12月 7日（月）

2021 年１月 18日（月）

～

～

～

～

～

２．選考時間割
区分
集合時間
諸注意
小論文

面接（プレゼンテーション含む）

経営総合学科
１３時２０分

１３時３０分　～　１３時４０分
１３時４０分　～　１４時４０分

１４時４０分～

こども教育学科
９時２０分

９時３０分　～　９時４０分
９時４０分　～　１０時４０分

１０時４０分

８．選考会場 
 東京経営短期大学（会場案内図参照）
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９．合格発表

指定校制Ⅰ期

指定校制Ⅱ期

指定校制Ⅲ期

一般公募制Ⅰ期

一般公募制Ⅱ期

2020 年 12 月 1日（火）

2020 年 12 月 18 日（金）

2021 年１月 29日（金）

2020 年 12 月 18 日（金）

2021 年１月 29日（金）

 　合否の結果は、高等学校長及び受験者へ郵送 ( 合格発表日から 2日以内到着予定 ) 
 により通知し、学内掲示はいたしません。また、電話などによる合否の問い合わせ 
 には、いっさい応じません。

10. 入学手続 
 　合格者には、合格発表時に入学手続要項等を郵送します。入学手続は、次の手続 
 期間内に学費等の納入金額を指定の銀行口座に振り込み、入学手続書類 ( 誓約書、 
 在学保証書、卒業証明書、写真等 ) を本学に郵送することにより完了します。なお、
 卒業証明書については２０２１年３月３１日までに提出するものとします。 
 　入学手続期間内に手続を行わない場合は、入学を放棄したものとみなします。
 　詳しくは、入学手続要項を参照してください。

【手続期間】

指定校制Ⅰ期

指定校制Ⅱ期

指定校制Ⅲ期

一般公募制Ⅰ期

2020 年 12 月 1日（火）

2020 年 12 月 18 日（金）

2021 年 1月 29 日（金）

2020 年 12 月 18 日（金）

2021 年 1月 29 日（金）一般公募制Ⅱ期

～

～

～

～

～

12月 15 日（火）

2021 年１月８日（金）

２月 12日（金）

2021 年１月８日（金）

２月 12日（金）

11．再出願について 
 　推薦入試の選考にもれた受験者は、その後の入学試験を受験することができます。 
 その場合は改めて出願の手続をとってください。 
 　ただし、再出願する場合には、出願書類のうち学校推薦型選抜においては推薦書
 及び調査書、 総合型選抜、一般選抜においては調査書の提出は必要ありません。
 　また、入学検定料については、別途 30,000 円を金融機関に納付してください。
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総合型選抜

総合型選抜日程表

区分

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

Ⅴ期

Ⅵ期

Ⅶ期

Ⅷ期

Ⅸ期

出願期間 試験日 合格発表 入学手続期限

９月15日（火）　～　９月18日（金）

９月15日（火）　～　９月18日（金）

９月19日（土）　～　10月２日（金）

10月３日（土）　～　10月 12日（月）

10月 13日（火）　～　11月 27日（金）

11月 28日（土）　～　１月18日（月）

１月19日（火）　～　２月18日（木）

2月 19日（金）　～　３月５日（金）

３月６日（土）　～　３月22日（月）

９月26日（土）

10月 11日（日）

10月 18日（日）

12月６日（日）

１月24日（日）

２月23日（火）

３月10日（水）

随時

11月２日（月）

11月２日（月）

12月 10日（木）

１月29日（金）

３月５日（金）

３月15日（月）

随時

11月 16日（月）

11月 16日（月）

12月 24日（木）

２月12日（金）

３月19日（金）

３月25日（木）

随時

11月２日（月）

11月２日（月）

11月 16日（月）

11月 16日（月）９月27日（日）



総合型選抜

総合型選抜は、「奨学生総合型選抜」と「一般総合型選抜」の 2方式があります。 

１．募集人員 

 ※募集人員は長期履修学生を含んでいます。 

2. 出願条件 (本学を第一志望とし、以下の要件を満たす者 ) 

　⑴奨学生総合型選抜【両学科共通】 
　　【1年次前期授業料 300,000 円の半額 150,000 円を免除します】 

経営総合学科　６５名　こども教育学科　３０名

　次の①及び②のいずれかに該当する者で、オープンキャンパス・学校説明会・総合型
選抜入試説明会・入試相談会に1回以上参加し個別面談の上、経営総合学科もしくはこ
ども教育学科のアドミッション・ポリシーを理解する者。(※遠隔地の方は要相談 ) 
①高等学校を２０２１年３月に卒業見込みの者または卒業した者で、クラブ活動・生徒
　会活動等の学内活動や地域活動・ボランティア活動等の社会活動の実績が２年以上あ
　る者。
②高等学校を２０２１年３月に卒業見込みの者または卒業した者で、調査書の「全体の
　評定平均値」が３．２以上の者。(調査書の提出要 ) 
　※系列校入学金減免制度との併用はできません。 

　⑵ 一般総合型選抜【両学科共通】 
①本学を第一志望とし、オープンキャンパス・学校説明会・総合型選抜入試説明会・入
　試相談会に1回以上参加し個別面談を受けた者。（※遠隔地の方は要相談） 
②本学経営総合学科もしくはこども教育学科のアドミッション・ポリシーを理解する者。

3. 選考方法 
 出願書類、小論文、面接（プレゼンテーション含む）により総合的に判定します。

10
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4. 入学検定料　　30,000 円 
 ※オープンキャンパスや学校説明会等に参加し、TMC カードに 3つスタンプがたまる
 　と入学検定料が15,000 円減免されます。出願書類郵送時に必ず同封してください。 

５．出願期間 
 希望する期の出願期間により異なりますので、「総合型選抜日程表」で確認してください。 

６．出願書類 
 ①入学願書（A票）・受験票（B票）
 　本学所定の用紙（入学願書（A票）・受験票（B票）に写真貼付 )に記入し、入学
 　検定料は金融機関において納付し、所定の欄に収納印を受けてください。
 ②調査書（または成績証明書） 
 　出身学校長が作成し、厳封したもの
 ③活動報告書（本校所定の用紙）　※該当者のみ提出
 ④入学希望理由書および学修計画書（本校所定の用紙）
 ⑤受験票返信用封筒
 　※受験生本人の住所・氏名を明記し、374円切手を貼ってください。 
 　※出願書類及び入学検定料は返還しません。 

７．出願方法 
 本学所定の封筒により簡易書留で郵送してください（出願締切日消印有効）
 出願書類①～⑤を同封の上、十分余裕をみて郵送してください。 

８．試験日
 受験票を送付します。受験前日までに受験票が届かない場合は、本学入試広報室まで
 ご連絡ください。 
 

９．試験時間割
 集合時間   　 ９時２０分　～
 諸注意    　 ９時３０分　～　９時４０分
 小論文    　 ９時４０分　～　１０時４０分 
 面接（プレゼンテーション含む） １０時４０分　～
 ※試験の開始時間は、受験番号により異なります。 
 　集合時間については、必ず受験票でご確認ください。
 ※終了時間は都合により一部変更することがあります。 
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10．試験会場 
 東京経営短期大学 ( 会場案内図参照 ) 

11．合格発表 
 　「総合型選抜日程表」に記載の各期の発表日となります。合否の結果は、受験者へ郵
 送 ( 合格発表日から2日以内到着予定 )により通知し、学内掲示はいたしません。 
 　また、電話などによる合否の問い合わせには、いっさい応じません。 

12．入学手続 
 　合格者には、入学手続要項等を郵送します。
 　入学手続は、手続期間内に学費等の納入金額を指定の銀行口座に振り込み、入学手 
 続書類 ( 誓約書、在学保証書、卒業証明書、写真等 )を本学に郵送することにより完了 
 します。 
 　なお、卒業証明書については、２０２１年３月３１日までに提出するものとします。
 　入学手続期間内に手続を行わない場合は、入学を放棄したものとみなします。
 　詳しくは、入学手続要項を参照してください。 

13．再出願について 
 　総合型選抜の選考にもれた受験者は、その後の入学試験を受験することができます。
 その場合は改めて出願の手続をとってください。 
 　ただし、再出願する場合には、出願書類のうち調査書の提出は必要ありません。 
 　また、入学検定料については、別途 30,000 円を金融機関に納付してください。
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一般選抜
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一般選抜

１．募集人員 
経営総合学科　５名　こども教育学科　５名

２．選考日 

Ⅰ期

Ⅱ期

2021 年２月 23日（火）

2021 年３月 10日（水）

3. 入学検定料 30,000 円 
 オープンキャンパスや学校説明会等に参加し、TMC カードに3つスタンプがたまると
 入学検定料が 15,000 円減免されます。出願書類郵送時に必ず同封してください。 

4. 出願手続
 ⑴出願期間

Ⅰ期

Ⅱ期

 (2) 出願方法 
 　本学所定の封筒により簡易書留で郵送してください ( 出願締切日消印有効 )
 下記の出願書類①～④ を同封のうえ、 十分余裕をみて郵送してください。 

2021 年 2月 1日（月）

2021 年 2月 19 日（金）

2月 18 日（木）

3月５日（金）

～

～
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 ⑶出願書類 
 　①入学願書（A票）・受験票（B票） 
 　　本学所定の用紙（入学願書（A票）・受験票（B票）に写真貼付）に記入し、
 　　入学検定料は金融機関において納付し、所定の欄に収納印を受けてください。
 　②調査書 
 　　出身学校長が証明した「調査書」( 厳封 ) を提出
　 　③学修計画書（本校所定の用紙）
 　④受験票返信封筒 
 　　※受験者本人の住所・氏名を明記し、374 円切手を貼ってください。 
 　　※出願書類及び入学検定料は返還しません。 

5. 選考方法 
 【両学科共通】 
 ＜I 期・Ⅱ期＞ 
 ⑴書類審査
 ⑵筆記試験もしくは英語外部試験利用 
 　国語総合 ( 古文・漢文を除く )、数学 I、簿記の 3科目から 1科目選択 ( 出願時に 
 　選択のこと ) 
 ⑶グループ面接

 英語外部試験利用（本学での換算） 

区分

実用英語技能検定

TOEIC L＆R

全商英語検定

90点 75 点 70 点 60 点 50 点

１級

550 以上 549～470

２級 ２級１次 準２級 準２級１次 ３級

６．選考時間割 
区分

集合時間

諸注意

両学科共通

筆記試験

グループ面接

９時２０分 

９時３０分　～　９時４０分

９時４０分　～　１０時４０分

１１時００分　～

7. 選考会場
 東京経営短期大学 ( 会場案内図参照 ) 
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８．合格発表

Ⅰ期

Ⅱ期

2021 年３月５日（金）

2021 年３月 15日（月）

 合否の結果は、受験者へ郵送 ( 合格発表日から 2日以内到着予定 ) により通知し、学 
 内掲示はいたしません。 
 また、電話などによる合否の問い合わせには、いっさい応じません。

９．入学手続 
 　合格者には、合格発表時に入学手続要項等を郵送します。 
 　入学手続は、次の手続期間内に学費等の納入金額を指定の銀行口座に振り込み、 
 入学手続書類 ( 誓約書、在学保証書、卒業証明書、写真等 ) を本学に郵送することに 
 より完了します。なお、卒業証明書については ２０２１年３月３１日までに提出す 
 るものとします。 
 　入学手続期間内に手続を行わない場合は、入学を放棄したものとみなします。
 　入学手続後、２０２１年３月３１日までに入学の辞退を「文書」で申し出た場合 
 に限り、 納入金額のうち入学金を除いたものを返還します。 
 　詳しくは、入学手続要項を参照してください。 

【手続期間】 

Ⅰ期

Ⅱ期

2021 年３月５日（金）

2021 年３月 15日（月）

３月 19日（金）

３月 25日（木）

～

～

10．再出願について 
 　一般入試の選考にもれた受験者は、その後の入学試験を受験することができます。 
 その場合は改めて出願の手続をとってください。 
 　ただし、再出願する場合には、出願書類のうち調査書の提出は必要ありません。 
 　また、入学検定料については、別途 30,000 円を金融機関に納付してください。
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共通事項
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学費等

１．2021 年度入学者学費等

＜経営総合学科・こども教育学科共通＞

【学校推薦型選抜（一般公募制）・一般総合型選抜・一般選抜】

種別

入学金

授業料

施設設備費

教育充実費

初年次合計

一括納入の場合
分割納入の場合

備考
前期分 後期分

300,000 円

600,000 円

250,000 円

220,000 円

1,370,000 円

300,000 円

300,000 円

250,000 円

220,000 円

1,070,000 円

300,000 円

300,000 円

入学時のみ

次年度も納入

次年度も納入

次年度も納入

－

－

－

【学校推薦型選抜（指定校制）・奨学生総合型選抜】

 ( 留意事項 ) 
１．在学中に授業料その他の納付金が改定されたときは、新学納金が適用されます。 
２．上記学費等 ( 分割納入の場合は前期分 ) は、入学手続期間内に納入してください。 
　　分割納入後期分の授業料については、7月末日までに振込用紙を送付します。 
３．分割納入のほかに「延納制度」があります。ご希望の方は事務局にご相談下さい。
※学費等の経済支援について 
　本学では、経済的理由により就学困難な学生に対して減免を行っています。 
　2021 年度の減免制度につきましては、国の方針の決定後にオープンキャンパス等で
　ご案内する他、本学ホームページ等で発表します。

種別

入学金

授業料

施設設備費

教育充実費

１年次合計

一括納入の場合
分割納入の場合

備考
前期分 後期分

300,000 円

450,000 円

250,000 円

220,000 円

1,220,000 円

300,000 円

150,000 円

250,000 円

220,000 円

920,000 円

300,000 円

300,000 円

次年度も納入

次年度も納入

次年度も納入

－

－

－

入学時のみ



※上記に含まれないもの 
【経営総合学科】 
　・教科書代 ( 受講する授業によって異なります )・シーズンスポーツの実習費等
　※諸費用は概算見込額であり、変更の場合があります。
【こども教育学科】 
　・教科書代 ( 受講する授業によって異なります ) 
　・保育士資格取得希望者は、約 50,000 円の実習費が必要です。
　・幼稚園教諭免許取得希望者は、約 30,000 円の実習費が必要です。
　・麻疹、風疹の抗体検査の検査料及び証明書代、実習に伴う交通費などは各自負担です。
 　※諸費用は概算見込額であり、変更の場合があります。 

３．奨学金制度 
 　本学は公的奨学金に加え、独自の奨学金を用意しています。保育士修学資金貸付 
 制度等については、入学後にご案内します。 
 　　日本学生支援機構の奨学金制度 (2020 年以降入学者 ) 
 　　(a) 第一種奨学金 ( 無利子貸与・月額 ) 
  ①自宅通学 20,000 円、30,000 円、40,000 円、53,000 円 
  ②自宅外通学 20,000 円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、60,000 円 
 　　(b) 第二種奨学金 ( 有利子貸与・月額 ) 
  20,000 円～120,000 円 (10,000 円刻み ) 
 　　(c) 給付型の奨学金（給付・月額） 
  ①自宅通学 12,800 円、25,600 円、38,300 円
  ②自宅外通学 25,300 円、50,600 円、75,800 円 

４．提携金融機関による学費ローン 
 本学では株式会社オリエントコーポレーションと提携しています。 
 (1) 利率 年３．４%(2020 年度実績 ) 
 (2) 申込方法 インターネットまたは電話で申込み、審査は 24時間以内に対応いたし 
   ます。 
 (3) その他 他の奨学金と併せて利用することも可能です。
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2. 学費以外の諸費用
 
【諸費用】 1 年次の諸費用は、入学前の所定期日までに納入してください。

項目
学友会　入会費
学友会　年会費
後援会　入会費
後援会　年会費
学生災害損害保険料
学生証代
健康診断費
防災用品費
課外活動費等
同窓会費
卒業時諸費

合計

１年次（予定） ２年次（概算）
5,000 円
6,000 円
15,000 円
10,000 円
1,500 円
1,000 円
8,500 円
3,000 円
45,000 円
－
－

95,000 円

－
6,000 円

－

10,000 円
1,500 円

－
8,500 円

－

15,000 円
10,000 円
35,000 円
86,000 円



ー学校推薦型選抜（指定校制）減免制度ー 
 　本学学校推薦型選抜（指定校制）を受験し、合格の結果通知を受けた者は１年次前
 期授業料の半額（150,000 円）を免除する。 
 ※系列校入学金減免制度との併用はできません。 

一奨学生総合型選抜減免制度ー 
 　本学奨学生総合型選抜を受験し、合格の通知を受けた者は、1 年次前期授業料の半
 額 (150,000 円 ) を免除する。
 ※系列校入学金減免制度との併用はできません。

一系列校入学金減免制度一 
 　創志学園教育グループ校の卒業または卒業見込の者は、入学金全額 (300,000 円 ) 
 を免除する。 
 ※学校推薦型選抜（指定校制）・奨学生総合型選抜の減免との併用はできません。 

ーファミリー割引制度一  
 ⑴対象者 
 　本学の卒業生または在学生が親族におり、その者が対象者からみて 2 親等以内で 
 　ある者。 
 ⑵特典 
 　納付すべき「1年次前期授業料の半額（150,000 円）」を免除します。 
 　学校推薦型選抜（指定校制）または奨学生総合型選抜の場合、すでに１年次前期授
 　業料の半額が免除されていますが、この制度の利用により、さらに半額免
 　除 (75,000 円 ) の特典があります。
 ⑶申込方法 
 　申込方法をはじめ、手続き等の詳細については事務局へ問い合わせください。
 　※系列校入学金減免制度との併用はできません。

ー双子・兄弟の同時入学割引制度ー 
 ⑴対象者 
 　双子または兄弟姉妹が同時入学した場合。 
 ⑵特典 
 　どちらか一人分の納付すべき「1年次前期授業料の半額（150,000 円）」を免除し
 　ます。学校推薦型選抜（指定校制）または奨学生総合型選抜の場合、すでに 1年次
 　前期授業料の半額が免除されていますが、この制度の利用により、さらに半額免 
 　除（75,000 円）の特典があります。 
 ⑶申込方法 
 　入学手続き書類に同封しております申込書をご確認ください。 
 　※系列校入学金減免制度との併用はできません。

ー大規模自然災害により被災した受験者への経済的支援についてー
 ⑴経済的支援の対象者 
 　保証人または学費負担者が災害により被災した受験者ならびに入学予定者とします。 
 　支援対象となる災害については、本学ホームページをご参照ください。
 ⑵被災した受験者への経済的支援に関しては、入試広報室までお問い合わせください。
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学費等減免制度
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入学前教育について

本学では、入学予定者を対象に大学教育への円滑な移行を目的として、入学前教育を実施しています。 
本学で実施する入学前教育は、スクーリング・オリエンテーション ( 入学前登校日 ) と入学前課題の
２つです。
詳細については、１月末を目途に合格者にお知らせします。

資格取得奨学金制度

１年次前期授業料から200,000円免除
１年次前期授業料から100,000円免除
１年次前期授業料から100,000円免除
１年次前期授業料から30,000円免除
１年次前期授業料から200,000円免除
１年次前期授業料から100,000円免除
Word、Excel、PowerPoint のいずれか取得で
１年次前期授業料から30,000円免除
１年次前期授業料から300,000円免除
１年次前期授業料から150,000円免除

ー 資格取得奨学金〔入学前資格取得〕一  

　入学前 (2021 年 3 月 31 日 ) までに下記資格を取得した生徒に対し、1 年次の授業料より減 
免又は免除します。

⑴ 日商簿記検定2級
⑵ 日商簿記検定3級
⑶ 全商簿記検定1級
⑷ 全商簿記検定2級
⑸ 英検 2級以上またはTOEIC527点以上
⑹ 英検準2級または TOEIC402 点以上
⑺ MOS 検定

⑻保育技術検定1級
⑼ 保育技術検定2級

　※　資格取得奨学金は、どれか１つのみを適用します。
　※　申込方法
　　　入学手続き書類に同封しております申込書をご確認ください。
　※　高等教育無償化の対象者は個別に対応します。

ー 出願前資格による特待生制度一  

・実用英語技能検定2級（英検２級）
・日商簿記検定2級
■上記いずれかの資格を出願前に取得すると、初年度の授業料600,000円を全額免除します。
■出願期間内に資格取得証明書のコピーを提出してください。
■全ての受験区分で適用します。
■奨学生総合型選抜、学校推薦型選抜（指定校制）の減免を含むその他の学費減免制度との併
　用はできません。
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