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22002233年年度度入入学学試試験験ににおおけけるるココロロナナウウイイルルスス感感染染症症へへのの対対応応ににつついいてて  

今後の新型コロナウイルスの感染状況より、本学が実施する 2023年度入学試験について、やむを得

ず、試験日程、選考方法等を変更する措置を実施する場合があります。 

また、感染や発熱などにより受験できなかった受験者の受験機会を確保するための試験日振替や追

試験などの代替措置を行います。措置の内容は、本学ホームページ等において周知いたします。 

  

障がい等のある方の出願について 

 障がい等があり、本学の受験及び修学上特別な配慮が必要と思われる方は、各入学試験の出願期間

開始の約 1ヶ月前までに入試部にご連絡ください。 

個人情報の取扱いについて 

入学試験において、入学願書等で志願者から提供いただいた個人情報は、本学学生個人情報保護規

程に基づき、適切な利用・管理・保護に努め、ご本人の同意を得ることなく第三者に開示することは

一切ありません。個人情報の取扱いに関しては入試部にお問い合わせください。 



 

                                                        
11  募募集集学学科科・・編編入入年年次次・・募募集集人人員員  

募集学科 編入年次 募集人員 

言語文化学科 ３年次 ５名 

  

22  出出願願資資格格  

下記のいずれかに該当する者とします。 

（1）大学を卒業した者及び 2023年 3月卒業見込みの者 

（2）大学において第 2年次までの課程を修了し、60 単位以上を修得した者及び 2023年 3月修得見込み 

の者 

（3）短期大学を卒業した者及び 2023年 3月卒業見込みの者 

（4）大学又は短期大学に準ずる学校を卒業した者及び 2023 年 3月卒業見込みの者 

（5）専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者及び 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。 

（6）高等学校の専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者及び 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。 

（7）外国からの帰国者又は留学生で上記のいずれかに該当すると本学が認めた者 

 

 

 

33  出出願願手手続続  

  〔1〕 提出書類 

入学志願者は、下表の書類等を出願期間中に本学入試部に提出してください。 

(1) 直接窓口に提出する場合の受付時間は 9：00～16：30です。(土･日、祝日及び本学の定める休日は

除きます｡） 

(2) 郵送の場合は、市販の角形 2号(240mm×332mm)の封筒を各自で準備し、必ず簡易書留・速達として

ください。 

（3）証明書等の書類は出願前３ヶ月以内に発行されたものとします。 

（4）出願後の出願事項の変更はできません。また、一度提出した書類等は返還できません。 

 

編入学願書 

本学所定の用紙① 

写真（上半身正面､縦 4㎝×横 3㎝､出願前３ヶ月以内に撮影したもの､裏面に氏名を記

入）１枚貼付 

編入学志望理由書 本学所定の用紙② 

卒業(見込)又は修了(見

込)証明書 
出身学校長が証明し、厳封したもの 

単位修得(見込) 

証明書 
出身学校長が証明し、厳封したもの。履修中の科目がある場合は、それを証明したもの 

成績証明書 単位修得（見込）証明書と同一用紙に記載されている場合は不要 

受験票・写真票 
本学所定の用紙③ 

 （編入学願書と同じ写真１枚及び入学検定料の振替払込請求書兼受領証のコピーを貼付） 

総合人間学部 

出願資格(7)の留学生に該当する者は別冊｢外国人留学生編入学･募集要項｣を参照してください。 
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〔2〕 入学検定料 

 ２５,０００円 

 入学検定料は、郵便局・ゆうちょ銀行に備付けの青色の「払込取扱票」を使用し、次の口座まで払込んでください。

払込み後、「振替払込請求書兼受領証」のコピーを提出書類の所定欄に貼付してください。本学に入学願書を窓口

提出する場合は、現金でも結構です。なお、一度払込んだ入学検定料は返還できませんので、払込みの際は十分注

意してください。 

    〈払込先口座番号〉 01320－4－30959   〈加入者名〉 学校法人 山陽学園 

    〈通信欄記入事項〉 2023年度 編入学 言語文化学科 入学検定料 

 

  44  日日程程及及びび選選考考内内容容等等  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

受験票返送用封筒 
各自で準備した定形長形３号（120mm×235mm）の封筒に、郵便番号・住所・氏名を表書き

し、344円分の切手貼付。なお、窓口提出する場合は不要。 

編入学資格証明書 

出願資格（5）（6）に該当する者は提出すること。 

文部科学大臣の定める基準を満たしていることの証明書。出身学校長が発行し、厳封した

もの。 

入学検定料 25，000円（納入方法については〔2〕入学検定料｣を参照。） 

 
Ⅰ  期 Ⅱ  期 

出願期間 
 2022年 11月 1日(火)～ 

 2022年 11月 10日(木) 消印有効 

2023年 2月 6日(月)～ 

  2023年 2月 14日(火) 消印有効 

試 験 日 2022年 11月 19日(土) 2023年 2月 23日(木) 

日  程 

入室完了      9:40 

受験上の注意    9:50～10:00 

小論文      10:00～11:00 

面接開始     11:30 

試 験 場  本学（山陽学園大学） 

選考方法  小論文、面接及び書類審査を総合して合否を判定します。 

合格発表 

2022年 12月 1日(木) 2023年 3月 2日(木) 

 合否結果は合格発表当日、本学から本人に文書で郵便により発送しますので、受け取

りに 1～2日かかる場合があります。 

電話による問い合わせには応じません。 
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55  入入学学手手続続  
〔1〕 合格後の手続 

入学希望者は、合格通知とともに郵送する「入学手続きについて」の内容に従って、手続をしてください。

期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取扱います。 

 (1) 提出書類 

  (ｱ)入学誓約書 (ｲ)学生証作成用カード (ｳ)卒業証明書(卒業見込みで出願した方） 

  (ｴ)単位修得状況一覧表 (ｵ)麻しん・風しん予防接種証明書及び抗体検査証明書 

(2) 入学金の納入 

  合格通知書に同封の銀行振込用紙により、納入期限までに納入してください。 

入試区分 納入期限 納入金額 

Ⅰ期 2022 年 12月 12日(月) 

入学金 300,000円 

Ⅱ期 2023年 3月 13日(月) 

注：社会人特別編入学による入学者は、入学金が 150,000 円となります。 

 

〔2〕 授業料等の学納金額及び納入期間 

  

注：社会人特別編入学による入学者（入学時に満 30 歳以上の方）は、授業料 212,500 円、 

教育充実資金 0円、計 258,930円になります。 

期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。 

〔3〕 既納の納入金について 

 何らかの理由で入学を辞退されるときは、2023年 3 月 31日(金)までに文書で申し出た場合に限り、入学金

以外の学納金を返還します。 

 

66  ３３年年次次後後期期分分以以降降のの学学納納金金等等金金額額及及びび納納入入期期限限  

学年別 学期 授業料 教育充実資金 協助会会費 計 納入期限 

3年次 後期 350,000円 75,000円 － 425,000円 2023 年 10月 26日 

4年次 
前期 350,000円 75,000円 30,000 円 455,000円 2024 年 4月 26日 

後期 350,000円 75,000円 － 425,000円 2024 年 10月 28日 

注 1：履修内容によっては実習に関する費用を別途徴収します。 

注 2：卒業年度の前期に卒業記念事業費(17,000円)、後期に同窓会会費(20,000 円)を徴収します。 

注 3：修業年限を超える場合は、必要年限に応じた学納金を納める必要があります。 

  

納入期間 ３年次前期分の納入金額 

2023年 3月 17日(金)～ 

2023年 3月 24日(金) 

 

授業料                 350,000 円 

教育充実資金  75,000 円 

協助会会費(1 年分)  30,000 円 

学友会会費(2 年分)  14,000 円 

学生教育研究災害傷害保険料等(2年分)     2,430 円 

         計                          471,430 円 
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77  既既修修得得単単位位のの取取扱扱いい  

編入学前に他大学等において修得した単位は、本学の授業科目に相当すると認められるものについては、

本学の授業科目の単位として認定されます。認定に関しての詳細は、事前に教務部にお問い合わせくださ

い。 
 

88  卒卒業業のの要要件件 

本学を卒業するためには、4年以上在学し、次の(1)から(3)により、124単位以上を修得しなければなりま

せん。したがって、編入学生が卒業するためには、編入学後2年以上在学し、前項「7．既修得単位の取扱

い」により認定される単位を含め、124単位以上を修得することが必要となります。 

なお、認定される単位や履修状況によって、卒業するために編入学後3年以上かかる場合があります。 

（1）共通教育科目 ３６単位以上。 

（2）専門教育科目 ７０単位以上。 

（3）自由選択枠       共通教育科目及び専門教育科目より１８単位以上。 

 

99  取取得得可可能能資資格格等等 

所定の単位を修得すれば、次の免許状・資格等が取得できます。ただし、編入学前の大学・短期大学等で

修得した科目・単位の修得状況によっては、編入学後2年間でこれらの免許・資格等を取得することができな

いこともあります。事前に教務部にお問い合わせください。 
中学校教諭一種免許状－英語・国語 

高等学校教諭一種免許状－英語・国語 

学校図書館司書教諭（教員免許状取得者） 

学芸員資格 

日本語教員（本学認定資格） 

図書館司書資格 

社会福祉主事任用資格 

  

− 4−



  

本学看護学部看護学科３年次編入制度は、看護系短期大学卒業者、専修学校専門課程及び高等学校専攻科修

了者で、看護師免許を取得している者を対象としています。本学の教育理念である愛と奉仕を理解し、地域社

会に貢献する意欲の高い人の学士（看護学）の学位取得、保健師国家試験受験資格の取得をめざします。 

11  募募集集学学科科・・編編入入年年次次・・募募集集人人員員  

募集学科 編入年次 募集人員 

看護学科 ３年次 ４名 

  

22  出出願願資資格格  

 日本の看護師資格取得者(2023年 3月 31日までに取得見込みの者を含む。)で、次のいずれかに該当する者

とします。 

（1）短期大学（ただし、外国の短期大学及び我が国において外国の短期大学相当として指定された学校（文部

科学大臣指定外国大学（短期大学相当）日本校）を含む。）を卒業した者を除く。）の看護学科を卒業した

者及び 2023年 3月卒業見込みの者 

（2）専修学校の看護系の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者及び 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。） 

（3）高等学校の看護系専攻科の課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者及び 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。） 

注：入学時には、看護師国家試験に合格していることが必要です。この条件を満たさない場合は入学を許

可しません。 
 

33  既既修修得得単単位位認認定定審審査査  

出願を希望する者は、次のとおり出願前に既修得単位認定審査を受けてください。審査の結果通知を受領し

た後、出願期間中に出願手続により出願してください。 

（1）申請期間（必着）  

Ⅰ期：2022年 9月 13日（火）～2022年 9月 26日（月） 

Ⅱ期：2022年 12月 14日（水）～2022年 12月 27日（火） 

（2）提出書類 

①既修得単位認定申請書（本学所定の用紙④） 

②卒業(見込)又は修了(見込)証明書（出身学校長が証明し、厳封したもの） 

③単位修得(見込)証明書（出身学校長が証明し、厳封したもの。履修中の科目がある場合は、それを証明

したもの） 

④成績証明書（単位修得（見込）証明書と同一用紙に記載されている場合は不要） 

⑤授業科目の内容を明示できるもの（シラバス、講義概要等） 

⑥その他本学が必要と認める書類 

注：「2 出願資格（3）」に該当する者は②～④については看護系専攻科の証明書のみ提出してください。

高等学校 1～3年の証明書は不要です。 

（3）申請方法 

封筒に「既修得単位認定申請書在中」と朱書し、本学入試部まで郵送してください。 

（4）結果通知 

申請者には下記の期日までに既修得単位認定の審査結果を書面にて通知します。下記期日までに結果の

通知が届かない場合には、本学入試部までお問い合わせください。 

Ⅰ期：2022年 10月 28日（金） 

Ⅱ期：2023年 2月 2日（木） 

    

看護学部 
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  44  出出願願手手続続  

 〔1〕 提出書類 

入学志願者は、次表の書類等を出願期間中に本学入試部に提出してください。 

（1）直接窓口に提出する場合の受付時間は 9：00～16：30 です。(土･日、祝日及び本学の定める休日は除

きます。 

（2）郵送の場合は、市販の角形 2号(240mm×332mm)の封筒を各自で準備し、必ず簡易書留・速達としてく

ださい。 

編入学願書 

本学所定の用紙① 

写真（上半身正面､縦 4㎝×横 3㎝､出願前３ヶ月以内に撮影したもの､裏面に氏名を記

入）１枚貼付 

編入学志望理由書 本学所定の用紙② 

看護師免許の写し

又は看護師国家試

験受験資格取得見

込み証明書 

看護師免許の写しは A4サイズに縮小したもの。 

看護師国家試験受験資格取得見込み証明書は出身学校長が証明し、厳封したもの。 

受験票・写真票 

本学所定の用紙③ 

（編入学願書と同じ写真１枚及び入学検定料の振替払込請求書兼受領証のコピーを貼

付） 

受験票返送用封筒 
各自で準備した定形長形３号（120mm×235mm）の封筒に、郵便番号・住所・氏名を表書

きし、344円分の切手貼付。なお、書類を窓口提出する場合は不要。 

編入学資格証明書 
出願資格（2）（3）に該当する者は提出すること。 

文部科学大臣の定める基準を満たしていることの証明書。出身学校長が発行し、厳封し

たもの。 

入学検定料 25,000 円（納入方法については「〔2〕入学検定料」を参照。） 

  

〔2〕 入学検定料 

 ２５,０００円 

 入学検定料は、郵便局・ゆうちょ銀行に備付けの青色の「払込取扱票」を使用し、次の口座まで払込んでください。
払込み後、「振替払込請求書兼受領証」のコピーを提出書類の所定欄に貼付してください。本学に入学願書を窓口

提出する場合は、現金でも結構です。なお、一度払込んだ入学検定料は返還できませんので、払込みの際は十分注

意してください。 

    〈払込先口座番号〉 01320－4－30959   〈加入者名〉 学校法人 山陽学園 

    〈通信欄記入事項〉 2023年度 編入学 看護学科 入学検定料 
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55  日日程程及及びび選選考考内内容容等等  

 Ⅰ  期 Ⅱ  期 

出願期間 
 2022年 11月 1日(火)～ 

 2022年 11月 10日(木) 消印有効 

2023 年 2月 6日(月)～ 

  2023 年 2月 14日(火) 消印有効 

試 験 日 2022年 11月 19日(土) 2023 年 2月 23日(木) 

日  程 

入室完了      9:40 

受験上の注意    9:50～10:00 

数学       10:00～11:00 

小論文      11:30～12:30 

面接開始     13:00 

試 験 場 本学（山陽学園大学） 

選考方法 

数学    高等学校数学Ⅰまでの基礎的学力やデータの分析力を測ります。 

小論文   文章を理解してまとめる力や指示を判断して、自分の考えを人に伝える力を評価 

するため、記述式総合問題形式で実施します。 

面接    志望動機･意思、知性･思考力･表現力、学習意欲・態度、学科への適性などを 

測ります。 

上記試験と書類審査を総合して合否判定を行います。 

合格発表 

2022年 12月 1日(木) 2023 年 3月 2日(木) 

合否結果は合格発表当日、本学から本人に文書で郵便により発送しますので、受け取り

に 1～2日かかる場合があります。 

電話による問い合わせには応じません。 

注意：数学の時間帯は電卓必携です（ただし、四則計算及び平方根計算以外の機能があるものは 

   使用を認めません）。 

 

66  入入学学手手続続  
 〔1〕 合格後の手続 

 入学希望者は、合格通知とともに郵送する「入学手続きについて」の内容に従って、手続をしてください。 

期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取扱います。 

(1) 提出書類 

  (ｱ)入学誓約書 (ｲ)学生証作成用カード (ｳ)卒業証明書(卒業見込みで出願した方） 

  (ｴ)単位修得状況一覧表 (ｵ)麻しん・風しん予防接種証明書及び抗体検査証明書 

(2) 入学金の納入 

  合格通知書に同封の銀行振込用紙により、納入期限までに納入してください。 

入試区分 納入期限 納入金額 

Ⅰ期 2022 年 12月 12日(月) 

入学金 300,000円 

Ⅱ期 2023年 3月 13日(月) 

注：社会人特別編入学による入学者（入学時に満 30 歳以上の方）は、 

入学金が 150,000 円となります。 
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〔2〕 授業料等の学納金額及び納入期間 

 

 
※社会人特別選抜による入学者(入学時に満 30歳以上の方)は、授業料及び教育充実資金が 

半額となります。 

 期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。 

〔3〕 既納の納入金について 

 何らかの理由で入学を辞退されるときは、2023年 3 月 31日(金)までに文書で申し出た場合に限り、入学金

以外の学納金を返還します。 

 

77  ３３年年次次後後期期分分以以降降のの学学納納金金等等金金額額及及びび納納入入期期限限  

学年別 学期 授業料 教育充実資金 実験･実習料 協助会会費 計 納入期限 

3年次 後期 400,000円 175,000円 150,000円 － 725,000円 2023 年 10月 26日 

4年次 
前期 400,000円 175,000円 150,000円 30,000 円 755,000円 2024 年 4月 26日 

後期 400,000円 175,000円 150,000円 － 725,000円 2024 年 10月 28日 

注 1：卒業年度の前期に、卒業記念事業費(20,000円)、後期に同窓会会費(20,000 円)を徴収します。 

注 2：社会人特別選抜による入学者(入学時に満 30 歳以上の方)は、授業料及び教育充実資金が半額となります。 

 

88  既既修修得得単単位位のの取取扱扱いい  

 短期大学等において修得した看護に関する単位のうち、本学で定めた授業科目に相当すると認められるもの

については、本学開講の授業科目の単位を修得したものとして認定します。 

出願を希望する者は、「３ 既修得単位認定審査」により出願前に既修得単位認定審査を受けてください。認

定に関しての詳細は、事前に教務部にお問い合わせください。 

 

99  卒卒業業のの要要件件  

 編入学生が保健師教育課程を卒業するためには、編入学後２年以上在学し、前項「８ 既修得単位の取扱

い」により認定される単位を含めて、１５２単位以上を修得することが必要となります。なお、認定される単

位や履修状況によって、卒業するために編入学後３年以上かかる場合があります。 

修業年限の見込みについては、既修得単位の認定審査の結果とともに、教務部よりお知らせします。 

(1) 共通教育科目 ２６単位 

(2) 専門基礎科目 ４３単位 

(3) 専門科目   ８３単位 

 

1100  取取得得可可能能資資格格等等  

 所定の単位を修得すれば、卒業時には学士（看護学）の学位が授与され、保健師国家試験受験資格を得るこ

とができます。また、教育職員免許法施行規則第 66 条の 6で定める科目の単位を修得することで、保健師の

免許取得後、申請により、養護教諭 2種免許状を取得することができます。さらに、保健師の免許取得後、申

請により第一種衛生管理者の免許を取得できます。 

納入期間 ３年次前期分の納入金額 

2023年 3月 17日(金)～ 

2023年 3月 24日(金) 

授業料                 400,000 円 

教育充実資金                  175,000 円 

実験・実習料             150,000 円 

協助会会費(1年分)                   30,000 円 

学友会会費(2年分)                    14,000 円 

学生教育研究災害傷害保険料等(2年分)   2,430 円 

         計                          771,430 円 
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11  受受験験上上のの注注意意  

（1）試験当日は受験票・筆記用具（鉛筆・シャープペンシルは HB か F）を携帯してください。 

  受験票を忘れた場合は、実施本部へ申し出てください。 

（2）試験当日は試験開始時刻 20分前までに、所定の試験室に入ってください。 

（3）試験室では受験番号と同じ机上番号の席につき、受験票を机上に置いてください。 

（4）試験時間開始後の遅刻者は、試験開始後 20分まで認めます。やむを得ない事情で遅れた場合には、直 

ちに係員に申し出て指示に従ってください。 

（5）試験の際、携帯電話、スマートフォン、スマートウォッチ等の電子機器類は使用できません。電源を 

切ってかばん等に入れてください。 

（6）上履きは必要ありません。 

  

22  奨奨学学金金  

（1）高等教育の修学支援新制度 

本学は高等教育の修学支援新制度の対象機関として、文部科学省に機関要件の確認を受け、対象校となっ

ています。短期大学等に在籍時に受給していた日本学生支援機構給付奨学金（高等教育の修学支援新制度）

を、所定の書類を提出することにより本学への編入学後にも継続して受給することができます。同時に授業

料等減免を受けることができます。支援資格は標準修業年限の終期までです。 

詳細は本学会計課にお問い合わせください。 

 

（2）日本学生支援機構奨学金（2022年度額） 

    奨学金を希望する方は、入学後指示された期間内に学生部に申し込んでください。 

選考により奨学金が貸与・給付されます。期間は標準修業年限の終期までです。 

〈貸与月額〉 ※途中で月額を変更することもできます。 

 第一種（無利子）：希望する月額を次の中から選べます。 

（自宅通学） 月額 20,000 円、30,000円、40,000 円、54,000円  

（自宅外通学）月額 20,000 円、30,000円、40,000 円、50,000円、 

64,000 円 

第二種（有利子）：希望する月額を次の中から選べます。 

20,000円、30,000 円、40,000 円、50,000 円、60,000 円、70,000円、 

80,000円、90,000 円、100,000 円、110,000 円、120,000円 

〈給付月額〉 

第Ⅰ区分 自宅通学 38,300円（42,500円） 自宅外通学 75,800 円 

第Ⅱ区分 自宅通学 25,600円（28,400円） 自宅外通学 50,600 円 

第Ⅲ区分 自宅通学 12,800円（14,200円） 自宅外通学 25,300 円 

注：生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人は（ ）の金額 

 

33  学学生生寮寮（（女女子子ののみみ））  

 本学南側の学舎に面した位置に学生寮があります。学生寮は３階で３棟あり、防犯システムを完備していま

す。 

学生寮諸費用（年額） 

区分 入寮費 寮費 共益費 食費 

１人利用 20,000円 

(入寮時のみ) 

288,000円 
130,000円 150,000円 

２人利用 192,000円 

食費は、土･日･祝日を除く朝夕２食分  

共通 
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＜公共機関ご利用の場合＞
●JR 岡山駅バスターミナル［1番のりば］より、路線
バスで山陽学園大学経由｢新岡山港｣・
｢岡山ふれあいセンター｣･｢三蟠南｣行に乗車（約
25 分）、｢山陽学園大学・短大前｣で下車。
●天満屋バスステーションからは［1番のりば］より上
記バスで約 15 分。

〈入試に関するお問い合わせ・出願書類送付先〉

山陽学園大学　入試部

〒703−8501　岡山県岡山市中区平井 1丁目 14−1

TEL：086−272−4024（直通）・086−272−6254（代表）　　FAX：086−272−5504

E-mail：nyushi@sguc.ac.jp


