2023年度 宇都宮共和大学子ども生活学部学校推薦型選抜
（指定校制）要項
◆推薦依頼人数 原則１名（指定校推薦依頼書に記載してありますが、当該高等学校等の実情等に応じ、ご
相談させていただきます。）

◆推 薦 基 準

2 023年３月に高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方で、宇都宮共和大学子ども
生活学部への入学を第一希望（専願）とする方とします。
全体の学習成績の状況が3.2以上の方で、人物・学業等について、高等学校長の推薦を受け
た方とします。

◆出 願 期 間

2022年11月1日（火）〜11月11日（金） WEB出願は最終日の正午12：00まで

◆出 願 手 続

本学ホームページ（http://www.kyowa-u.ac.jp/）からWEB出願を行ってください。
WEB出願後、入学検定料30,000円を支払い（手数料は本人負担）、下記必要書類をそろえて
市販のレターパックライト（370円）に入れ、出願期間内に必着するよう郵送してください。
「お届け先」
欄には、入学志願票を印刷した際に出力される「宛名ラベル」
を貼ってください。
①調査書（活動報告書があれば同封してください。）
②学校長推薦書（本学ホームページからダウンロードし、A4 普通紙に印刷）
③入学志願票
④写真票
⑤チェックリスト
なお、地域創生奨学金制度枠（各高等学校より１名）での出願に際しては、推薦書にその旨
を記載してください。

◆選 抜 方 法

本学が実施する面接および調査書等により選考します。
面接では、志望動機や「調査書」
、
「活動報告書（任意）
」
記載内容を中心に質問します。
口頭試問では、基礎学力や一般常識問題等を中心に質問します。

◆面 接 日 時 日
場
所
		
場

◆合 格 通 知

時： 2022年11月19日（土）
集合・諸連絡
９：30
面接（口頭試問含む） 10：00〜
所： 長坂キャンパス

栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829

2022年12月1日（木）に、WEB 上でご確認ください。別途、高等学校等に合否結果の通知
を郵便で発送します。

子ども生活学部

アドミッション・ポリシー

◆子どもが好きで保育及び幼児教育者に必要とされる基礎学力を身に付けている学生。
◆協調性に富み、コミュニケーション能力のある学生。
◆子どもの発達や保育・教育、子どもを取り巻く生活・社会環境に関心を持ち、関連する知識や技能
を学びたいと考えている学生。
◆幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設等子どものための施設や保育者に関心を持ち、将
来保育に関わる仕事をしたいと考えている学生。
◆子どもや大人を含めて人間が生活することに関心を持ち、生活に必要な知識と技能をもち、自分
自身の生活を自立的に営むことができる学生。

入学手続

期

間： 2022年12月2日
（金）〜12月14日
（水） 9：00〜16：00

入学手続：上記の期間内に、次の入学時納入金を納入して、入学許可書の交付を受けてく
ださい。入学手続に関する詳細は、
「入学手続等に関する手引」を参照してくだ
さい。

◆シティライフ学部

費
入

学

用

入学時納入金

金

（入 学 時 の み） 200,000円
（１年次春学期分） 325,000円
（１年次春学期分） 100,000円
（１年次春学期分） 030,000円

（入学時のみ）  
200,000円
（各 学 年）    650,000円
（各 学 年）    200,000円
（各 学 年）    060,000円

655,000円

1,110,000円

授 業 料
施設設備費
教育充実費
合

計

年

額

（備考） 1． 上記の入学時納入金（655,000円）を入学手続期間中に納入し、秋学期分の納
			 入金455,000円（授業料、施設設備費および教育充実費）は、９月に納入してく
			 ださい。
		
2． 上記の合計金額の他に、保険料等の費用がかかりますので、詳細は「入学手続
			 等に関する手引」で確認してください。
		
3． いったん納入した入学金は返還しません。ただし、資格特待制度等による入
			 学金給付対象者は、入学式以降に該当する金額を給付します。
		
4． 上記の入学手続をした方が2023年３月23日
（木）までに入学を辞退した場合
			 には、申し出により入学金を除いた入学時納入金を返還します。

◆子ども生活学部

費
用
入 学 金
授 業 料
施設設備費
教育充実費
実験実習費
合

計

入学時納入金
（入 学 時 の み） 200,000円
（１年次春学期分） 325,000円
（１年次春学期分） 150,000円
（１年次春学期分） 030,000円
（１年次春学期分） 045,000円

年
（入学時のみ）  
（各 学 年）
（各 学 年）
（各 学 年）
（各 学 年）

750,000円

額
200,000円
650,000円
300,000円
060,000円
090,000円

  
  
  
  

1,300,000円

（備考） 1． 上記の入学時納入金（750,000円）を入学手続期間中に納入し、秋学期分の納
			 入金550,000円（授業料、施設設備費、教育充実費および実験実習費）は、９月
			 に納入してください。
		
2． 上記の合計金額の他に、保険料等の費用がかかりますので、詳細は「入学手続
			 等に関する手引」で確認してください。
		
3． いったん納入した入学金は返還しません。ただし、資格特待制度等による入
			 学金給付対象者は、入学式以降に該当する金額を給付します。
		
4． 上記の入学手続をした方が2023年３月23日
（木）までに入学を辞退した場合
			 には、申し出により入学金を除いた入学時納入金を返還します。

学びの意欲をバックアップする須賀スカラーシップ制度
「入学から卒業まで」、宇都宮共和大学は一所懸命努力する人を応援しています。
また、在学生に対しては、前年度の成績等に応じて奨学金を支給する「ダイヤモンド奨学金」を設けて、意欲ある学
生のキャンパスライフを応援しています。

授業料特待制度

受験生のうち一定基準以上の入学試験成績優秀者を次のような特待生とします。

■シティライフ学部

授業料全額給付 4年間の学納金は124万円で卒業できることになります。
授業料半額給付 4年間の学納金は254万円で卒業できることになります。

■子ども生活学部

授業料全額給付 4年間の学納金は200万円で卒業できることになります。
授業料半額給付 4年間の学納金は330万円で卒業できることになります。

※特待生入試、一般入試、センター試験利用入試を受験された方の中から選抜されます。

宇都宮共和大学の奨学金制度
全ての入学試験において、下記Ⅰ（授業料特待）またはⅡ（入学金特待）の奨学金制度が適用されます。
Ⅰ 授業料特待制度【S特待・A特待】
（学年の成績により見直しがあります）
名

称

給付額
S特待
授業料
全額給付

授業料特待

入試区分
学校推薦型選抜（公募制）
特待生入試
一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期
共通テスト利用入試Ⅰ期・Ⅱ期
学校推薦型選抜（指定校制）

A特待
授業料
半額給付

奨学金区分

選考基準

備考

入試特待制度

入試得点85％以上
調査書、面接（共通テス
ト利用入試を除く）
、試
験の成績を総合的に評
価します。

地域創生奨学金制度は、
各学部に対して、各高等
学校よりA特待1名（授業
料半額相当額を給付）
の
推薦が可能です。

この制度で、さらに特待
生入試、一般選抜、共通
テスト利用入試のいず
入試得点75％以上
れかで入試得点75％以
調査書、面接（共通テス 上であれば、総 合 的に
ト利用入試を除く）
、試 評価のうえＳ特待（授業
験の成績を総合的に評 料全額相当額を給付）
と
価します。
なります。

地域創生奨学金制度
（学力特待制度）

学校推薦型選抜（公募制）
特待生入試
一般選抜Ⅰ期・Ⅱ期
共通テスト利用入試Ⅰ期・Ⅱ期

全体の学習成績の状況
4.5以上

入試特待制度

（注１） 高等教育の修学支援 新制度による授業料等減免の支援対象者は、個別に学納金納付額を提示します。
（注２） S 特待・A特待について、次のいずれかに該当する場合は、次年度の給付を一時停止します。また、３年次には所定の進級条件を満たす必要があります。
①前年度に取得した単位が30単位未満。 ②前年度のＧＰＡが2 .0未満。 ③学則第41条による懲戒を受けたことがある。

Ⅱ 入学金特待
【S特待・A特待】
・生活支援制度
名

称

給付額

S特待
入学金
全額給付
入学金特待

A特待
入学金
半額給付

奨学金区分

選考基準

①日商簿記検定2級以上
または全商資格1級資
格3種以上
②実用英語技能検定準1
級以上
③日本漢字能力検定2級
資格特待制度
以上
④ ITパスポートまたは
全商情報処理ビジネス
1級
⑤全国高等学校家庭科
保育技術検定1級

入学後の奨学金制度
名

称

給付額
授業料全額給付

ダイヤモンド
奨学金制度

授業料半額給付

②実用英語技能検定2級
資格特待制度 ③日本漢字能力検定準2級
④全国高等学校家庭科保
育技術検定2級
プレゼンテーション入試

一人暮らし
②海外からの新入学生で、
宇都宮市内の賃貸物件に
スタートアップ ②初期契約費＋1 生活支援制度
一人暮らしをするための
支援金（1年） ヶ月分の家賃
住居契約金を支給。
③最長7日間
但し、
1日1,000円
の自己負担

③海外からの新入学生で、
宇都宮市内の賃貸物件に
一人暮らしをするため、
契約までの期間中のホテ
ル等滞在費を支給。

授業料半額給付

2年次より、ホテル・観光業界
を目指す特に優秀な学生に奨
学金として授業料半額相当額
を給付します。

通信教育奨学金
星槎大学通信教育を利用して
（子ども生活学部） 小学校教諭もしくは特別支援
学校教諭の単位を取得した場
合、星槎大学で単位取得した
受講料
半額支給
科目の受講料の半額相当額を
奨学金として支給します。

入試特待制度 優秀者（85点以上）

①月額1万円

各年次に単位取得した科目を
総合して、特に成績優秀な学
生に対して、次年度の授業料
相当額を全額もしくは半額給
付します。

「ダイヤモンド奨学金」とは、入学後の学業成績優
秀者に対する本学独自の奨学金制度です。

ホテル・
①日商簿記検定3級また
観光奨学金
は全商資格1級資格2種 （シティライフ学部）

①栃木県外からの新入学生
で、宇都宮市内の賃貸物
件に一人暮らしをする学
生に１年間支給。但し、
外国人留学生は栃木県内
の新入学生も対象。

奨学金区分

知識力奨学金制度

受験料支給

在学中に特定の資格取得を目
指す場合には、そのための検
定試験・資格試験に係る受験
料を奨学金として支給しま
す。

「知識力奨学金」とは、学生の向上心を応援するた
め、資格試験等に係る受験料を奨学金として支給
し、資格取得を全面的にバックアップするための
本学独自の奨学金制度です。

※一人暮らしスタートアップ支援金は①と③の併用可。

◆入試に関するお問い合わせ先

シティライフ学部

□宇都宮シティキャンパス 〒320－0811 栃木県宇都宮市大通り1丁目3番18号
◇連絡先／ TEL 028－650－6611 FAX 028－650－6612

子ども生活学部

□長坂キャンパス 〒321－0346 栃木県宇都宮市下荒針町長坂3829
◇連絡先／ TEL 028－649－0511 FAX 028－649－0660

