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【出願方法の変更について】
　北翔大学の出願について、全ての選抜制度において、インターネット出願となります。出願の際に必要な書類、インターネット出願の流れ等
をご確認の上、出願登録をしてください。
　インターネット出願登録完了後、入学検定料を納入し、出願書類を郵送することで出願完了となります。できるだけ余裕を持って出願してく
ださい。
　詳しくは、P6の「【１６】インターネット出願について」をご確認ください。

【１】 募集学部・学科・人員
募集学部・学科 コース 人員

生涯スポーツ学部
スポーツ教育学科

スポーツ教育コース

10名スポーツトレーナーコース

競技スポーツコース

健康福祉学科
健康・介護福祉コース

 5名
社会福祉コース

教育文化学部
教育学科

初等教育コース

10名
幼児教育コース

養護教諭コース

音楽コース

芸術学科  5名

心理カウンセリング学科  5名

＊人員にはいずれも北翔大学短期大学部からの編入学生を含みます。
＊�スポーツ教育学科は出願時にコースを選択する必要はありません。面接時に希望コースを確認します。場合によっては認定科目等の状況により、希望どおりに
ならないことがあります。
＊健康福祉学科は出願時にコースを選択する必要はありません。面接時に希望コースを確認します。
＊教育学科は出願の際、初等教育コース・幼児教育コース・養護教諭コース・音楽コースのいずれかを選択してください。
＊２年間では、取得することができない免許状・資格がありますので、事前にアドミッションセンターまでお問い合わせください。

【２】 出願資格・選抜方法
学部・学科 選抜方法 出願資格出願書類 面接

生涯スポーツ学部
　スポーツ教育学科
　健康福祉学科

○ ○

下記のいずれかに該当する者。
①�大学を卒業した者、および令和4年3月卒業見込みの者。
②�短期大学および高等専門学校を卒業した者、および令和4年3月卒業見込みの者。
③�大学に2年以上在学（令和4年3月までに2年以上在学となる者を含む）し、62単位以上を修
得（見込みを含む）した者。
④�学校教育法施行規則（附則）第7条に定める従前の規定による学校等を卒業（修了）した者。
⑤�専修学校の専門課程（修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総合授業時間数が、
1,700時間以上）を修了した者、および令和4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�外国において学校教育における14年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育
の期間を含む）を修了した者、および令和4年3月までに修了見込みの者。
⑦�高等学校の専攻科の課程（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）を修了した者、および令和4年3月までに修了見込みの者（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）。
⑧�その他、本学が上記と同等以上の学力があると認めた者。

教育文化学部
　教育学科
　芸術学科
　心理カウンセリング学科

○ ○

＊�⑧に該当する者は、出願資格認定審査が必要となります。出願する各期出願受付開始日の１ヶ月前までにアドミッションセンターへお問い合わせください。

編入学の時期・年次 編入学の時期は、令和4年4月とし、3年次に編入するものとします。

編 入 学 制 度
新型コロナウイルス感染症による今後の感染状況によっては、学生募集要項に記載して
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ます。変更があった場合は、
本学ホームページ等を通じてお知らせいたします。
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【３】 出願期間・選抜試験日・合格発表日・入学手続締切日
第１･２期は全ての学科で実施します。第１･２期で編入学募集人員を満たした場合、第３期以降は実施しないことがありますので、出願前にアドミッションセンター
までお問い合わせください。

期 インターネット出願期間 出願書類必着日 選抜試験日 合格発表日 第１次入学手続締切日
（入学金）

第２次入学手続締切日
（入学金以外の納付金・手続書類）

第１期 令和3年 8 月 1 日（日）～ 8 月18日（水） 8 月19日（木） 8 月28日（土） 9 月 8 日（水） 令和3年10月 7 日（木）

令和4年3月23日（水）第２期 令和3年11月 1 日（月）～11月22日（月） 11月23日（火） 12月 4 日（土） 12月17日（金） 令和4年 1 月20日（木）

第３期 令和4年 1 月 6 日（木）～ 1 月25日（火） 1 月26日（水） 2 月 8 日（火） 2 月20日（日） 令和4年 2 月28日（月）

第４期 令和4年 2 月 2 日（水）～ 2 月23日（水） 2 月24日（木） 3 月 9 日（水） 3 月20日（日） 令和4年3月23日（水）

＊�選抜の結果は、合否にかかわらず本人宛に文書で通知します。大学内掲示・ホームページでの発表はいたしません。また、電話・メールでのお問い合わせにも
応じておりません。
＊合否通知は、天候等により遅れる場合があります。

【４】 選抜試験日程
学部 日程 時間

生涯スポーツ学部
教育文化学部

諸注意・連絡　　　 9：20～ 9：30

面接（終了次第解散） 9：30～ 　　　

【５】 出願手続
出願方法 インターネット出願

本学ホームページ（https://www.hokusho-u.ac.jp/）のインターネット出願ページ（Post@net）から出願登録をしてください。

入学検定料

30,000�円
入学検定料は、出願登録時に選択した方法で納入してください（振込手数料は別途必要です）。
可能な支払方法　①「コンビニエンスストア決済」　②「クレジットカード決済」
※支払方法の詳細はP7～をご確認ください。
※��本学卒業生および本学卒業見込者ならびに本学卒業生子女の方は免除します。出願前にアドミッションセンターまでお申し出ください。

出願書類

①入学志願票
・本学インターネット出願ページ（Post@net）より各自で印刷し郵送してください。
②写真データ
・3ヶ月以内に撮影したものを本学インターネット出願ページ（Post@net）からアップロードしてください。
③履歴書
・本学受験生サイトから本学所定の用紙を印刷し、出願者本人が直筆で記入の上、郵送してください。
④志望理由書
・本学受験生サイトから本学所定の用紙を印刷し、出願者本人が直筆で記入の上、郵送してください（800字以内）。
⑤最終学校の卒業証明書または修了証明書
・出身学校所定の用紙で作成したものを郵送してください。
・在学中の者は卒業（修了）見込証明書を郵送してください。
・最終学年でないことから卒業見込証明書が発行されない者は、在学証明書を郵送してください。
⑥最終学校の成績証明書
・�在学中の者は、すでに履修した科目についての成績、および令和4年3月までに単位修得見込みの科目について評価欄に〇印を付した出身学校
所定の用紙を郵送してください。
　※必ず履修中の科目がわかるように在学している学校に依頼してください。
⑦シラバス（講義内容）等
・��全ての履修科目（履修中の科目、決定していれば卒業までに修得予定の科目を含む）の講義内容・単位数を示す書類「シラバス・履修の手引き」等
を郵送してください。
　※北翔大学短期大学部の学生は不要です（旧名称も含みます）。
⑧健康診断書
・�出願時に下記の感染症にかかっている方、かかっている疑いのある方は、本学受験生サイトから印刷した用紙により医師の作成した健康診断
書を郵送してください。
＊�エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性
呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイル
ス属MERSコロナウイルスであるものに限る。）、特定鳥インフルエンザ、インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、
咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血
性結膜炎、その他の感染症（学校保健安全法施行規則第18条に準拠した）
⑨その他
・�外国人の場合は、上記以外に身元保証書、在留資格を証明する書類、財務能力証明書、履歴書、N1日本語能力認定書その他の書類の郵送が必
要となりますので、出願受付開始前にアドミッションセンターまでお問合せください。
※⑤および⑥の書類の氏名が、改姓等により現在の氏名と異なる場合は、改姓の事実が証明できる書類を郵送してください。
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【６】 出願上の注意
①出願書類は、郵便局の窓口から「速達・簡易書留」で郵送してください。出願書類は、インターネット出願締切日の翌日必着です。
②出願後の志望学科・コースの変更はできません。
③出願書類はいかなる場合も返還しません。
④不備・不足のある場合は受け付けできませんので、出願書類の確認は十分行ってください。

【７】 受験票について
①受験票は、本学インターネット出願ページ（Post@net）へログインし、出願内容一覧より本学の「出願内容を確認」からダウンロードし、各自
で印刷して選抜試験日に持参してください。

　※受験票の発行は出願書類必着日以降になります。こちらで、出願があった全受験生の出願書類を確認した後に受験票を発行します。受験票
を発行しましたら、メールにてお知らせします。

②選抜試験日までに準備できない場合は、アドミッションセンターまでお問い合わせください。

【８】 受験上の注意
①試験会場は北翔大学です。アクセス、および案内図は、裏表紙を参照してください。
②試験会場の下見は、選抜試験前日の12：00～15：00までです。
③受付時間は、8：30から開始します。
④試験開始後30分以上遅刻した場合は、原則として受験できません。
⑤試験当日の体調不良により、試験の続行が困難であると本学が判断した場合、試験を中断することがあります。体調管理には十分ご注意くだ
さい。

【９】 合格発表日
①選抜の結果は、合否にかかわらず本人に文書で通知します。
　大学内掲示・ホームページでの発表はいたしません。また、電話・メールでのお問い合わせにも応じておりません。
②入学手続状況により、繰上げ合格を認めることがあります。対象者には、合否通知の際に補欠番号を通知します。
③合否通知は、天候等により遅れる場合があります。
④合格通知とともに入学手続書類を送付します。必要な書類を提出し、学費等納付金を期日までに納入してください。

【10】 障がいのある入学志願者の合理的配慮の申し出
　この申し出は、受験および修学上の合理的配慮に関する状況を把握するためのものです。

　下記の表に該当する方、および健康上の理由により修学等において合理的配慮を必要とする方は、出願前（各期の出願受付開始日の2週間前ま
で）にアドミッションセンターへ必ずお申し出ください。なお、合理的配慮を申し出る場合は、障害者手帳の写し、または現症の程度に関する
医師の意見書等の提出が必要となります。やむを得ない事情により提出ができない場合には、お早めにご相談ください。
　［TEL.011-387-3906（直通）］

区分 障害の程度

視覚障害＊ 両眼の矯正視力がおおむね0.3未満のもの、または視力以外の視機能障害が高度なもののうち、拡大鏡などの使用によっ
ても通常の文字、図形などの視覚による認識が不可能、または著しく困難な程度のもの。

聴覚障害＊ 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器などの使用によっても通常の話声を解することが不
可能、または著しく困難な程度のもの。

肢体不自由＊ 肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記など日常生活における基本的な動作が不可能、または困難な程
度のもの。

病弱＊
1 ．慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患および神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療、または生活規制を必要
とする程度のもの。

2．身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの。

発達障害
自閉スペクトラム症（ASD）、注意欠如・多動症（ADHD）、限局性学習症（読み、書き、計算などといった作業が困難であり、
日常生活および修学における基本的な作業が困難なもの）などといった障害のために、一定時間の集中や集団での活動な
どが困難なもの。

その他 上記以外で受験および修学上、合理的配慮を必要とする程度の機能障害を有するもの。

＊学校教育法施行令第22条の3の規定に準拠した。

【11】 入学検定料の返還について
　入学検定料の返還ができるのは、次の3つの場合です。出願が受理されている場合は、払込済の入学検定料は返還しません。
　　1．入学検定料を払い込んだが、出願しなかった（出願書類等を提出しなかった）場合
　　2．入学検定料を払い込んだが、出願が受理されなかった場合
　　3．入学検定料を二重に払い込んだ場合
　なお、返還に伴う振込手数料は差し引かせていただきます。
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【12】 納付金
○令和4年度学費

学部・学科 内訳 前学期 後学期 初年度合計入学手続時 ９月30日

生涯スポーツ学部
[スポーツ教育学科／健康福祉学科]
教育文化学部
[教育学科／芸術学科／心理カウンセリング学科]

入　学　金 240,000円 ―　円 240,000円

授　業　料 425,000円 425,000円 850,000円

施設設備費 125,000円 125,000円 250,000円

合　計 790,000円 550,000円 1,340,000円

○本学卒業生および本学卒業見込者の編入学生は、入学金を免除します。
○4年次の学費は、初年度学費合計から入学金を除いた金額となりますが、経済情勢などの変動により改定されることがあります。
○本学以外からの編入学生で、下記に該当する場合は、学費等の一部を入学後の申請により返還いたします。
　・本学卒業生の子息・息女、兄弟姉妹、孫、父母の入学金の全額、および同窓会費の半額
　・本学在学生の兄弟姉妹、父母、子息・息女の入学金の全額、および同窓会費の半額
　・兄弟姉妹が本学に同時に入学した場合は、一人分を除いた入学金の全額、および一人分を除いた同窓会費の半額
＊本学とは北翔大学、北翔大学大学院および北翔大学短期大学部です（旧名称も含みます）。

下記の特定科目等履修者については、別途実験実習料を納付していただきます。なお、備考に記載している年次は、標準履修年次等です。
（金額は令和3年度現在のものであり、改定となる場合があります）

学部・学科 特定科目名 実験実習料 備考

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
学
部

スポーツ教育学科

野外教育実習 8,000円 3年次 夏季キャンプ実習

雪上活動実習 10,000円 3年次 冬季キャンプ実習

生涯スポーツ（冬季スポーツ） 10,000円 3年次 スキー実習

野外教育指導演習 8,000円 4年次 夏季キャンプ実習

健康福祉学科

介護基礎演習 20,000円 3年次

介護福祉士
受験資格指定実習

介護実習指導Ⅰ（介護実習Ⅰ含む） 40,000円 3年次

介護実習指導Ⅱ（介護実習Ⅱ含む） 50,000円 4年次

介護実習指導Ⅲ 10,000円 4年次

相談援助実習指導Ⅰ 10,000円 3年次 社会福祉士
受験資格指定実習相談援助実習 40,000円 4年次

教
育
文
化
学
部

教育学科

看護学臨床実習 50,000円 4年次
養護教諭免許状
取得希望者対象養護実習事前指導 30,000円 3年次

養護実習 20,000円 4年次

保育実習指導Ⅰ及び保育実習Ⅰ 30,000円 3年次
保育士資格
取得希望者対象保育実習指導Ⅱ及び保育実習Ⅱ 20,000円 4年次

※どちらか一方を履修保育実習指導Ⅲ及び保育実習Ⅲ 20,000円

芸術学科 博物館実習 20,000円 4年次 学芸員資格指定実習

心理カウンセリング学科
心理実習 2年間総額

15,000円
3年次   8,000円
4年次   7,000円

公認心理師
受験資格指定実習

精神保健福祉援助実習 2年間総額
70,000円

3年次 30,000円
4年次 40,000円

精神保健福祉士
受験資格指定実習

学部共通
※心理カウンセリング学科を除く

教育実習事前指導 30,000円 3年次 教育職員免許状
取得希望者対象教育実習 20,000円 4年次

※実習不要の場合に限る 10,000円 4年次 1種免許状取得希望者対象

特別支援教育実習 10,000円 4年次 特別支援学校教諭免許状取得希望者対象

＊ 上記実験実習料の金額については、実習費用などの上昇および教育職員免許状の取得方法ならびに履修規程の改正などにより変更する場合が
あります。変更する場合は、入学後にお知らせします。

＊上記のほかにも、演習・実習・見学・資格取得などで、別途費用が必要となる場合があります。
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【13】 その他の経費
学部 学 生 教 育 研 究 災 害 傷 害 保 険 料 及 び

学研災付帯賠償責任保険料（2年間分） 自治会費（年額） 同窓会費（終身） 合計

生涯スポーツ学部
2,430円 5,000円 40,000円 47,430円

教育文化学部

＊本学卒業生および本学卒業見込者の編入学生は、同窓会費を納付する必要はありません。

■学生教育研究災害傷害保険及び学研災付帯賠償責任保険の保険金額

補償区分及び保険金額 教 育 研 究 活 動 中
正課中・学校行事中 課外活動・学校施設間移動・学校施設にいる間・通学特約

傷害保険（本人）

死亡 2,000万円 1,000万円

後遺障害 程度に応じて120万～3,000万円 程度に応じて60万～1,500万円

入院日額（1日につき） 4,000円（180日を限度）

通院（治療日数）
治療日数１日から対象 ・学校施設にいる間/通学中/学校施設間移動� 4日以上

・課外活動（クラブ活動）� 14日以上

治療日数とは実際に入院または通院した日数　　　　　　

賠償責任保険 学生（被保険者）が他人にケガを負わせた場合、他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負
担することによって被る損害に対する補償（対人と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度）

＊�学生教育研究災害傷害保険(学研災)及び学研災付帯賠償責任保険（2年間分）は、入学時の加入により、保険期間中に生じた教育研究活動中の
不慮の事故による傷害や損害賠償について、下記の保険金が支払われる制度です。ただし、状況によっては保険金の支払い対象にならない場
合があります。

【14】 入学手続締切日
期 第１次入学手続締切日

（入学金）
第２次入学手続締切日

（入学金以外の納付金・手続書類）

第1期 令和3年10月 7 日（木）

令和4年 3 月23日（水）第2期 令和4年 1 月20日（木）

第3期 令和4年 2 月28日（月）

第4期 令和4年 3 月23日（水）

＊既納の入学金は返還しません。
＊�第2次入学手続締切後に入学を辞退する場合は、所定の入学辞退届により申し出てください。申し出の期限は令和4年3月31日（木）午後5時
とします。この申し出が受理された後、既に納付された令和4年度前学期納付金のうち入学金を除いた金額を返還します（令和4年4月末日予
定）。

【15】 注意事項
（1）�合格の通知後に、出願資格（P1）を満たさなくなった場合は、合格が取り消されます。その場合、入学金以外の納付金を返還します。�

令和4年3月7日（月）午後5時までに所定の「入学辞退届」を必ずご提出ください。
（2）出願書類に重要事項の記載漏れや虚偽の記載等があった場合には、合格の通知後であっても、合格を取り消すことがあります。
（3）�出身学校における既修得単位のうち、本学の講義に相当する科目がある場合には、本学で修得した単位として最大72単位まで認定します。

なお、免許状・資格を取得しようとするときは、出身学校の課程認定の状況によって認定できない科目があります。
（4）2年間では、取得することができない免許状・資格があります（編入学生の最長在学可能期間は4年間です）。
（5）CAP制度により、履修登録には上限があります。そのため、免許状・資格については2年間で取得できない場合があります。

CAP制度
本学では、適切に学生の皆さんが履修する講義・演習・実習等の内容について予習復習を含めて主体的に学ぶ機会を保障するために、
各学年次で履修登録できる単位数を制限するCAP制度を導入しています。
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【16】 インターネット出願について

出願は出願期間に①出願登録・②入学検定料の支払い・③出願書類の郵送をすることによって完了します。
(①②③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)

入学検定料支払いの期限を過ぎた場合、登録した内容での入学検定料支払いを(コンビニ等で)行うことが
できなくなります。この場合は、もう一度①から出願手続をやり直してください。

編入学

入学志願票 □

履歴書（出願者本人が直筆したもの） □

志願理由書（出願者本人が直筆したもの） □

最終学校の卒業(修了)証明書または卒業(修了)見込証明書 □

最終学校の成績証明書 □

シラバス(講義内容)など(北翔大学短期大学部の学生は不要) △

健康診断書 △

送付する前に、必ず必要な書類の確認欄をチェックしてください。

※△は該当者のみの提出となります。

選抜制度出願書類

STEP１
出願に必要な
書類などを準備

STEP２ STEP３

STEP４ STEP５ STEP６

アカウント作成、
出願登録を行う

入学検定料の
お支払い

出願書類の郵送 受験票の印刷 受験

STEP
１ 出願に必要な書類などを準備
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STEP
２ アカウント作成、出願登録を行う

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。

カード情報を入力し、
決済完了。

入金完了メールが
通知されます。

STEP 4

支払番号確認画面

支払いに必要な番号
(詳細下記)を

必ずメモしてください。

支払方法
『コンビニ』
を選択する

支払方法
『クレジット
カード』
を選択する

STEP 3

支払い方法『コンビニ』の場合は、支払番号確認に支払いに必要な番号が表示されます。
STEP 3の支払い時に必要ですので必ずメモしてください。

POINT①

POINT②

志
願
者
情
報
（
氏
名
・
住
所
等
）
の
入
力

選
抜
試
験
日
・
学
科
・
試
験
会
場
の
選
択

選
抜
制
度
の
選
択

留
意
事
項
の
確
認

出
願
内
容
の
確
認

［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本学受験生サイトにアクセスしてください。
　https://www.hokusho-u.ac.jp/admission/
②「インターネット出願について」をクリックし、「インターネット出願
登録はコチラから」よりインターネット出願ページ（Post@net）
を開きます。

③Post@netのログイン画面（右の画像）より「新規登録」ボタンを
クリックしてください。

④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」ボタンをクリックしてください。
⑤入力したメールアドレス宛に、仮登録メールが届きます。
⑥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、登録を完了させてください。
⑦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。
※Post@net（受験生向けポータルサイト）の操作方法が分からない方は、よくあるご質問からお問い合わせが可能です。選
抜制度に関するご質問はアドミッションセンターへお問い合わせください。

［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「北翔大学」を検索してください。

［出願登録］ 『エントリー・出願』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。
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セブンイレブン 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

デイリーストアー

■払込手数料

出願登録した翌日の23:59まで(出願登録期限日に出願登録した場合は当日の23:59まで)に、下記の通り
入学検定料をお支払いください。上記の支払い期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料支払い
ができなくなります。

要注意

■コンビニ

Web画面に表示
された「オンラ
イン決済番号」

Web画面に
表示された
「受付番号」

Loppi
(ロッピー)

「各種番号をお
持ちの方」
ボタンを押す

「受付番号」
を入力

「申込券」
発券

Web画面に
表示された
「受付番号」

「電話番号」
を入力

Web画面に
表示された

「第１番号(企業
コード20020)」
「第２番号(注文番
号12桁)」

Famiポート

「代金支払い」
ボタンを押す

「番号を入力する」
ボタンを押す

「第1番号(企業
コード20020)」を

入力

「第2番号(注文番
号12桁)」を入力

「Famiポート
申込券」発券

レジで番号を
お知らせください

「払込票」を印刷
または

Web画面に
表示された

「払込票番号」

印刷した
「払込票」を渡す

または
レジで番号を

お知らせください。 発券から30分以内にレジへ 発券から30分以内にレジへ

「お申込みした
電話番号」
を入力

「受付番号」
を入力

支払内容の確認
画面が表示され
るので、

「OK」ボタン
を押す

レジで「インターネット支払
い」とお知らせください。
※お客様側レジ操作画面に入
力案内が出ますので、以下操
作を行ってください。

代金お支払い

STEP
３ 入学検定料のお支払い(コンビニを選択した場合のみ）

入学検定料が2万5千円以上 1,000円(税込)
・入学検定料の他に別途、払込手数料が必要です。
・一度納入した入学検定料は、理由の如何にかかわらず返金しません。
・入学検定料支払いの領収書は提出不要です。控えとして保管してください。
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【送付先】
〒069-8511
北海道江別市文京台23番地

北翔大学 アドミッションセンター 行

要注意

STEP１～STEP４を、すべて期限内に完了
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・入学検定料支払い・出願書類
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
十分に確認の上、できるだけ余裕をもっ
て出願してください。

選抜試験当日は必ず受験票を印刷し、持参してください。

STEP
４ 出願書類の郵送

STEP
５ 受験票の印刷

STEP
６ 受験

入学願書在中

※受験票の発行は出願書類必着日以降になります。こちらで、出願があった全受験生の出願書類を
確認した後に受験票を発行します。受験票を発行しましたら、メールにてお知らせします。

受験票は、本学インターネット出願ページ（Post@net）へログインし、出願内容一覧より本学の
「出願内容を確認」から各自印刷し、選抜試験日に持参してください。
選抜試験日までに準備できない場合は、アドミッションセンター(TEL.011-387-3906)までお問合せ
ください。

①入学検定料の支払い後に届く、「インターネット出願　支払完了」メール記
載のURL、または本学インターネット出願ページ (Post@net) からログイン
し、出願内容一覧より本学の「出願内容を確認」を選択し、入学志願票、封
筒貼付用宛名シートをダウンロードし、ページの拡大・縮小はせずにA4サ
イズで印刷してください。

②市販の角2封筒の表面に、封筒貼付用宛名シートを貼ってください。裏面に
は郵送書類チェックリストを貼り、必要書類が間違いなく準備されているか
チェックしてから封入・郵送してください。

③印刷した入学志願票と必要書類を同封して郵便窓口から速達・簡易書留で郵
送してください。
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学科紹介
新しい社会に貢献するための深い専門性・学士力を養う5学科。

スポーツ教育学科

スポーツを仕事にする実践力を養う
運動・スポーツは人々が健康に生きていく上で重要な活動であり、その指導やサポートができる人材の需要が近年急
激に高まっています。本学科では、「生涯スポーツ社会」に貢献できる人材を育成します。最新の研究に基づき、科学的な
観点から運動・スポーツの役割や効果を学べる質の高い授業を展開し、一流のアスリートから、人々のスポーツ活動に
多様なかかわりができる指導者・トレーナーまで、北海道をスポーツで元気にできる人材を幅広く育成します。

●スポーツ教育コース　　●スポーツトレーナーコース　　●競技スポーツコース

教育学科

児童・生徒とともに成長する「先生」になる
教員に求められているのは、専門的な知識と総合的な実践力、そして豊かな人間性と柔軟な思考力です。初等教育の
場で多様な教育活動をつくりだす人材を育てる「初等教育コース」。幼児の豊かな情操を育む人材を育てる「幼児教育
コース」。子どものこころとからだの健康維持を支援する人材を育てる「養護教諭コース」。高度な演奏技術と豊かな表
現力で社会貢献できる人材を育てる「音楽コース」。めざす将来像に合わせた4コースを設置し、さまざまな場面で教
育・文化活動を支援、貢献する人材を育成します。きめ細かなカリキュラムで、確かな指導力と広い視野を養います。

●初等教育コース　　●幼児教育コース　　●養護教諭コース　　●音楽コース

心理カウンセリング学科

思いを受けとり、こころを支える
生きている限り、人はみな悩みや課題を抱えながら歩んでいくもの。複雑化する現代社会のなか、そこに生きる人々
の思いに耳を傾け、支えるための「こころの専門家」の必要性がますます高まっています。本学科では、心理学と精神
保健福祉学の2つの学問を主軸に、「人のこころを多面的に理解し、探求する力」「生涯発達の視点から成長を見つ
め、支える力」「謙虚な対人援助の姿勢」を学びます。理論を学んで実践を重ね、響かせあって、その人が生きる広い環
境に着目しながらこころを支える心理援助職、高いカウンセリング技能をもってこころと生活を支える精神保健福
祉士を養成します。

〈注意〉
＊2年間では、取得することができない免許状・資格がありますので、事前にアドミッションセンターまでお問い合わせください。

健康福祉学科

健康づくりと福祉のプロになる
健康福祉とは、「住み慣れた地域でいつまでも健康的に暮らしていく」ことを応援する新しい考え方です。だれも
が一人の人間として尊重され、「自分らしい暮らし」を実現できるよう支援する専門職は、これからますます求め
られます。健康づくりも仲間づくりも支える「健康」、介護予防から介護が必要な生活までを支える「介護福祉」、
生活にかかわる困りごとの解決を社会的な視点から支える「社会福祉」、これらを専門領域とする健康福祉学科
では、人々が生活していく中で生じてくるさまざまなニーズに応えることのできる人材の育成をめざします。

芸術学科

芸術を自分の仕事に結びつける
開設以来5つの芸術分野を有し、学生の「一つの芸術分野を究めたい」という思いにも「複数の芸術分野に触れ見識を広げた
い」という思いにも応えてきました。３年次、４年次は未来の道しるべになる20の研究領域（ゼミ）に所属し、専門を深めて
いきます。また、アートラボを立ち上げ、学生が主体的にそしてゼミ横断的に企画できる環境を整え、コミュニケーション
能力や創造力を育み、チャレンジする心を育てて将来の仕事に活かせるように支援します。

●美術分野　　　　●メディアデザイン分野　　●インテリア建築分野
●服飾美術分野　　●舞台芸術分野
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■札幌駅からのアクセス

JR
札幌駅

JR函館本線
普通で約15分

徒歩
約15分

■小樽からのアクセス

JR
小樽駅

JR函館本線
快速で約60分／普通で約1時間15分

徒歩
約15分

■苫小牧からのアクセス

徒歩
約3分

北翔大学前・
札学院大前

■新札幌からのアクセス

JR
新札幌駅

JRバス・夕鉄バス 徒歩
約3分

■新千歳空港からのアクセス

JR
新千歳空港駅

JR
新札幌駅

北翔大学前・
札学院大前

JR千歳線
快速で約28分

JRバス・夕鉄バス 徒歩
約3分

JR室蘭本線
特急で約40分

JRバス・夕鉄バスJR
苫小牧駅

JR
大麻駅

JR
大麻駅

JR
新札幌駅

［新札幌バスターミナル直結］

［新札幌バスターミナル直結］

［新札幌バスターミナル直結］

北

　翔

　大

　学

北翔大学前・
札学院大前

野幌森林公園

北海道札幌
啓成高校

新札幌バスターミナル
地下鉄新さっぽろ駅

至新千歳空港・苫小牧

北海道札幌東
商業高校

札幌市立
厚別中学校

札幌市立厚別北中学校

JR
 森
林
公
園
駅

JR 
厚別
駅

JR 新札幌駅

JR 大
麻駅

至岩見沢

至札幌

江別大麻
郵便局

北翔大学
北翔大学短期大学部

大学周辺広域MAP

〒069-8511　北海道江別市文京台23番地
TEL 011-386-8011（代)　FAX 011-387-3739
www.hokusho-u.ac.jp　info@hokusho-u.ac.jp


