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留学生募集要項
総合キャリア教育学科
こどもフィールド
栄養士フィールド
医療事務フィールド
社会福祉士・介護福祉士フィールド
観光ホスピタリティフィールド
グローバル イングリッシュフィールド
経営ビジネス・スポーツフィールド
ＡＩ・ロボットフィールド
編入コース
公務員コース

学校法人 佐野日本大学学園

佐野日本大学短期大学

～佐野日本大学短期大学の教育理念～（学則第１条）
佐野日本大学短期大学（以下「本学」という。
）は、教育基本法および学校教育
法の定めるところに従い、高等学校等の教育の基盤の上に立って、佐野日本大学
学園建学の精神に根差す「地域の教育に奉仕する」ことを使命とし、複雑化・高度
化・多様化する社会に対応しうる専門知識と技能および確固たる職業意識を身に
つけた、国際社会に必要な教養豊かな人材の育成を目的とし、
「想う人、考える人、
行う人を創る」という自主創造の教育理念を以て本学建学の精神とする。

～総合キャリア教育学科の目的～（学則第１条の２）
本学が設置する総合キャリア教育学科は、佐野日本大学学園建学の精神並び
に本学の教育目的に則り、多様なキャリアデザインの実現を可能とするため、
幅広い教養教育とともに、キャリア教育の核心となる基礎的・汎用的能力の修得を
通じ、学ぶこと、働くこと、生きること、社会的自立、職業的自立の重要性を
理解し、地域社会に貢献できる、専門的な知識と技術並びに社会的課題の解決力
を身につけた人材の育成に努めることを目的とする。

総合キャリア教育学科の入学者受け入れの方針
本学の教育理念、教育目的、学位授与の方針を達成するために、次のような人と選考方法を
入学者受け入れの方針とする。
１．本学の教育理念並びに学科の教育目的に共感し、その実現に向かって努力する人。
２．本学の各フィールドで学ぶために必要となる基礎学力を備えている人。
３．自らのキャリアデザインに真摯に取り組み、立派な社会人、職業人になろうとする意欲を持っている人。
４．様々な社会の課題に進んで取り組める人。
５．本学の学生として教職員とともに学びの共同体の創造に向かって努力する人。
６．上記の１から５に該当する人を、本学の選考（試験）方法により評価する。
※ 保育士・幼稚園教諭、栄養士、介護福祉士の入学者受け入れの方針については、
『2022 大学案内』の各フィールドのページを
ご覧ください。
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【個人情報の取り扱いについて】
出願書類に記載された個人情
報については、選考（試験）の
ためのみに使用いたします。
個人情報を使用する際は取り
扱いに十分注意し、目的以外の
使用はいたしません。

出願から入学までの流れ

< フローチャート >

１．募集要項の熟読

本学を受験するにあたり、必要なことが記載されています。

２．フィールドの選択と確認

本学で勉強する専門分野（フィールド）を選択してください。

３．キャンパス訪問

可能な限り事前にオープンキャンパスや入試説明会に参加
しましょう。

４．試験日の確認

指定された試験日（受験する日）を確認してください。

５．出願書類の準備

指定の選抜願書等（2022 年度版）を使用してください。
（事前訪問）

全頁

p.2

p.3

p.4
p.5
別冊

６．出願書類の受け付けおよび
検定料の納入

選抜願書等の確認を本学で行います。

※提出書類に不備がある場合、受験することはできません。

◆検定料 30,000 円を支払います。
①納入期間内に、本学指定の払込取扱票を用いて郵便局で
払い込み後、郵便振替払込受付証明書（お客さま用）を
本学に提出、又は郵送してください。

②決められた期限までに検定料を支払われない場合は、受験
資格を失います（検定料を支払うことで、受験すること
ができます）。

７．受験

決められた試験日に本学で受験してください。

８．合格通知

結果（合否）と併せて入学の際に必要な書類等を通知（郵送）
いたします。合格通知が届いた方は、次のステップへ進みます。

９．納付金（学費等）の振り
込み

指定された期限までに納付金を振り込みしてください。

10．入学許可書発行

納付金の入金が確認された時点で発行します。

（Ａ方式・Ｂ方式）

※合格者には指定の振込用紙を郵送します。
※振込手数料は、受験生負担になります。

※地方出入国在留管理局（在留期間更新・変更等）への手続きに必要となります。

◎注意事項
１．提出書類に不足や不備がある場合、出願期間を過ぎた出願書類は一切受理しません。
２．出願書類および検定料・納付金は一切返金しません。
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p.3

p.5

p.6

１

募集人員

総合キャリア教育学科（募集人員 20 名程度 男女共学）
⃝こども ( 保育士・幼稚園教諭 ) フィールド

⃝栄養士フィールド

⃝医療事務フィールド

⃝社会福祉士・介護福祉士フィールド

⃝観光ホスピタリティフィールド

⃝グローバル イングリッシュフィールド

⃝経営ビジネス・スポーツフィールド

⃝ＡＩ・ロボットフィールド

※学科内の「保育士養成課程」「栄養士養成課程」「介護福祉士養成課程」は定員枠があります。
なお、栄養士・保育士の国家資格は、現在日本以外の国では有効ではありません。

在留資格「介護」の創設（※ 平成 29 年 9 月 1 日施行）

介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて介護（又は介護の指導）
の業務に従事するための在留資格が創設されました。在留資格「介護」の対象者は、日本
の介護福祉士養成施設（都道府県知事が指定する専門学校等）を卒業し、介護福祉士の資格
を取得した方です。

※ 在留資格「介護」の在留期間は、5 年、3 年、1 年又は 3 ヶ月です。

★在留資格【留学】

１．外国人留学生として入国

２．介護福祉士養成施設で修学（2 年以上）
３．介護福祉士の国家資格取得

★在留資格【介護】

１．在留資格変更「留学」→「介護」
２．介護福祉士として業務従事

●詳しくは出入国在留管理庁ホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/ をご覧ください。

２

出願資格

・外国籍を有し、本学の学生として「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を
取得、又は更新できる者。
・外国において、学校教育における 12 年 ※１の課程を修了した者。又は、これに準ずる者で文
部科学大臣の指定した者、あるいはその国の大学入学資格（アビトゥア、国際バカロレア等）
を取得した者。
・日本国際教育支援協会の主催する日本語能力試験 N2、日本留学試験（EJU）日本語 250 点
以上を有する者又は、それと同等以上の日本語能力を有する者。
・日本国内の日本語学校等（在籍又は修了した者）の時間出席率が原則 90 % 以上の者。
・本学に入学する時点で満 18 歳に達している者。
・本学入学から卒業までの学費を確実に支払える者。※２
※１ 法令に従い、出身国の教育制度の事情については考慮する場合がある。
※２ 在学中の学費・生活費を確実に負担できる経費支弁者がいることが条件。経費支弁者は、一家
計を立てる成年者で、本人の学費と一身上に関する一切の責任を負うものとする。

─ 2 ─

３

入学許可の基本条件

（１）勉学完遂（本学卒業）を目的とし、原則として佐野市に在住すること。又、アルバイト先
についても原則佐野市内とする。

４

選考（試験）方法

（１）Ａ方式

①外部試験（EJU、JLPT）利用
日本留学試験（日本語・記述）250 点以上
日本語能力試験 N2 以上合格
※2020年もしくは 2021年に受験した成績を有効とする。
②面

接

③書類審査
Ｂ方式

①日本語筆記試験（日本語能力試験 N2 相当）
②面

接

③書類審査
（２）留学生選抜日程
選抜区分

出願期間

試験日

合格発表

入学手続期間

Ⅰ

期

11／ 1（月）～11／ 9（火） 11／14（日） 12／ 1（水） 12／ 1（水）～12／10（金）

Ⅱ

期

12／ 3（金）～12／13（月） 12／18（土） 12／22（水） 12／22（水）～ 1／14（金）

Ⅲ

期

12／17（金）～12／27（月）

1／15（土）

1／19（水）

1／19（水）～ 1／28（金）

Ⅳ

期

1／21（金）～ 1／31（月）

2／ 5（土）

2／ 9（水）

2／ 9（水）～ 2／18（金）

Ⅴ

期

2／14（月）～ 2／21（月）

2／25（金）

3／ 2（水）

3／ 2（水）～ 3／11（金）

Ⅵ

期

2／28（月）～ 3／ 7（月）

3／11（金）

3／16（水）

3／16（水）～ 3／24（木）

Ⅶ

期

3／ 4（金）～ 3／11（金）

3／17（木）

3／18（金）

3／18（金）～ 3／24（木）

※出願期間前の書類は受け付けますが、試験日の変更はできません。
※在留期限が 2022 年 3 月 31 日以前の方は、現所属機関等で在留期限を更新してください。

（３）試験要領
①試験会場 本学会場 ②集合時間 9 時 00 分 ③試験開始 9 時 30 分
（４）出願受付方法
①郵送 … 締切日当日必着
②窓口 … 平日：9 時～ 16 時
土曜日：9 時～ 12 時（第２、第４土曜日を除く）
日曜日・祝日は受け付けません。
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（５）出願書類（様式１～４ ※全て本学所定の用紙となります）
①留学生選抜願書（様式１）
所定の位置に写真を添付してください（たて４cm ×よこ３cm で、最近３ヶ月以内に撮影
したもの）。氏名・住所は在留カードと一致していること。
②経費支弁書（様式２）
親族（両親等）又は、日本国内の保証人が経費支弁者となり記載する。
※支弁者本人の直筆（サイン）であること。
※様式２に記載されている経費支弁者の支弁能力を証する書類を添付してください。
※英語以外の母語を記入した場合は、日本語の訳文を添付してください。

③健康診断書（様式３）
視力・聴力・結核およびその他の疾病、異常等について医師が３ヶ月以内（提出日から）
に作成したもの。
④受験票（本体ポケットに入っています）
受験番号の欄は記入しないでください。
⑤その他
以下のア～カの書類については原本の提出が必要です。原本が日本語又は、英語以外の
場合には、原本とともに日本語訳又は英語訳を添付してください。
《日本語訳について》
翻訳の内容が原本の内容と一致していることを、大使館や領事館等の公的機関で証明を受け

てください。公的機関での証明が提出できない場合は、出身学校又は日本語学校で作成し
た日本語訳でも認めますが、必ず出身学校又は日本語学校の公印（認証）が必要です。
※民間の会社による翻訳文は認めておりません。

ア出身高等学校の卒業証明書（原本） ※日本語訳を添付
イ出身高等学校の成績証明書（原本） ※日本語訳を添付
母国における最終学歴が大学、短期大学、専門学校であっても、高等学校の証明書は
必ず提出してください。
ウ最終出身校の成績証明書（原本） ※大学等を卒業した者のみ
エ日本国内の日本語学校に在籍中又は修了した者は以下のものを提出すること
１．卒業見込証明書又は在学証明書の原本
２．成績証明書（担任教師の所見を必ず記載してください。書式は問いません）
３．出席証明書（必ず時間出席率の記載あるもの。）
４．校長の推薦書（書式は問いません。）
オ国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア（フランス共和国）最終試験の成績
証明書（原本） ※該当者のみ
カ2021 年度の課税証明書、又は収入がない場合、非課税証明書（原本）
2021 年に居住していた地域の役所が発行する、2020 年の総所得が記載されたもの。
2020 年に日本に居住していなかった場合には、その旨を説明する文書と直近半年分
の収入が分かる本人名義の銀行通帳のコピー（A4）を添付してください。形式は問い
ません。
キ過去１年間の経費支弁者からの送金事実が証明できるもの（写し）
例）本人名義の銀行通帳のコピー、送金証明書
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等

ク日本語能力を証明する書類
日本語能力を証明するための試験を受験した者は、その成績証明書又は合格証、認定
書の写しを提出してください。※ WEB サイトから出力したものは不可
ケ在留カードの写し（表裏をカラーコピー、A4 サイズ）
コパスポートの写し（記載のある全ページ、A4 サイズ）
⑥受験票送付用封筒（本体ポケットに入っています）
本学所定の封筒に、本人が確実に受領できる郵便番号・住所・氏名を明記して必ず切手
を貼ってください。
⑦検定料（30,000 円）
ア

納入期間内に、本学指定の払込取扱票を用いて郵便局で払い込み後、郵便振替払込
受付証明書（お客さま用）を本学に提出、又は郵送してください。

イ

決められた期限までに検定料を支払われない場合は、受験資格を失います（検定料
を支払うことで、受験することができます）。
※一度払い込みいただいた検定料は返還いたしません。

⑧事前訪問
日本に在住している者は、可能な限り事前に作成した出願書類を持参して本学を訪問
（オープンキャンパス等 P8 参照）し、出願書類の確認をしてください。
＜注意事項＞
・出願書類に記載されている氏名・生年月日は必ず在留カード、パスポートに記載されている
ものと同一にしてください。
・上記①～⑦を出願期間内に全て提出され、書類等に不備がなかった時点で受験の資格が与え
られます（受験票送付用封筒にて、受験票が郵送されます）。
・本学に提出した書類・資料・情報に偽造や虚偽の記載等があった場合、出願を認めません。又、
入学後に発覚した場合は、当該学生を除籍とし、学納金の一切を返還いたしません。
＜個人情報の取り扱いについて＞
・提出していただいた個人情報は、本学の入試、合格発表、入学手続、在留管理とこれに付随
する事項を行うために利用します。
＜受験における配慮について＞
・身体等に障害があり、受験時、又、入学後に修学上の配慮を必要とする場合、出願時に入試
事務室までお問い合わせください。

５

合格通知

試験結果は、留学生選抜願書（様式１）に記載された現住所に郵送されます。なお、電話に
よる合否に関する問い合わせには応じません。
合格者には、入学の際に必要な書類等も郵送されます。決められた期間内に手続きを済ませ
てください。
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６

納付金 （２年間の学費等）
項

目

学

１年次納付金

２年次納付金

974,880円

931,000円

費

合

計

備

1,905,880円

学費等の合計額

（内 訳）

（単位 円）

項

１年次納付金

目

入学手続時
納付金

学

―

入

学

金

料

280,000

施

設

費

175,000

教育充実費

60,000

授

業

費

実験実習費
諸

学友会費

（入会金）

（年会金）

経

後援会費 （年会金）

20,000

2,000

２年次納付金

秋 期
納付金

280,000

春 期
納付金

―

280,000

秋 期
納付金

280,000

175,000
60,000
20,000

3,000

60,000
20,000

合

―

350,000
60,000
20,000

6,000

66,000

費

留 学 生 インバウンド
保険料（2年分）

20,130

20,130

合

計

974,880

571,000

半額免除後
の金額

2,000

33,000

360,000

全額免除

80,000

1,750

20,000

考

240,000

1,750

614,880

備

1,120,000

3,000

33,000

計

学生教育研究災害障害
保険料（2年分）

学外研修費（1 年次）

■

考

360,000

931,000

20,000
1,905,880

備考
①入学手続時納付金は、入学手続期間中に納付してください。

②学費等は、１年次（入学手続時と秋期）と２年次（春期と秋期）に分納して支払うことを原則とし
ます（１年分全納も可能です）。

※詳細についてはご相談ください。

（1）１年次の学費 → 入学手続き時（合格後、所定の期間内に支払う）および９月中
（2）２年次の学費 → ２年生の４月中および９月中

③保育士・栄養士・介護福祉士養成課程の入学者は、上記納付金の他に学外実習費用が必要となります。
保育士養成課程（１年次 40,000 円、２年次 40,000 円、合計 80,000 円）

栄養士養成課程（１年次 60,000 円、２年次 60,000 円、合計 120,000 円）

介護福祉士養成課程（１年次 80,000 円、２年次 80,000 円、合計 160,000 円）

④社会福祉士受験資格を取得する場合は、上記納付金の他に学外実習費用が必要となります。
１年次 45,000 円、２年次 45,000 円、合計 90,000 円。

⑤インターンシップ・介護職員初任者研修講座・教職課程等の受講者は、別途実習費が必要となります。
⑥留学生が加入する「インバウンド保険料」20,130 円は、上記の諸会費等に含みます。

⑦テキスト代と参考書代、検定資格の受験料と資格登録料、追試験料・再試験料などは自己負担です。
入学後に必要となる「各種証明書」や在留期間の更新時の諸費用等も自己負担です。

⑧上記の学費等の金額は変更する場合があります。

⑨学費等納付の方法は、「学費等振込依頼書」を使用し、金融機関（足利銀行）窓口にてお振り込みく
ださい（本学の窓口では、お取り扱い致しません）。

⑩本学には学生寮が無いため、留学生はアパートに住むことになります。

アパートを探す際にお困りのことがありましたら、本学学生支援課までお問い合わせください。
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７

入学手続きについて

納付金は、
すべて銀行振込（本学所定の用紙を使用）
とし、
振込手数料は、
受験者負担になります。
納付金振り込み後、下記の書類を手続締切日（消印有効）までに所定の封筒に同封し、本学
へ郵送してください。後日、入学許可書等が返送され入学手続きは完了します。
①学費等納付済票
（納付金振込時に銀行から受け取り同封）
②保証書（本学所定の用紙）
③学生調書（本学所定の用紙）

８

新型コロナウイルス感染症対策等について

本学では、新型コロナウイルス感染症防止のため、受験生の健康と安全面に細心の注意を払い入学
試験を実施いたします。又、新型コロナウイルス感染症等に罹患し、受験することができなくなってし
まった受験生の受験機会を確保するため、検定料の追加徴収をせず、別日での受験を可能とします。
１ 出願者への対応について
⑴ 出願者への対応について
本学では、出願した受験生全員に『受験生の皆様へ
（新型コロナウイルス感染症の対応について）』と題す
るチェック表を受験票とともにお送りします。
試 験 当 日、 事 前 チ ェ ッ ク し て い た だ い て い る 同
チェック表を提出していただき、同チェック表により
当日の受験が可能か否か判断を行い、その結果によっ
ては当日の受験を見合わせていただく場合もあります。
⑵ 受験できない場合について
・チェック表のヘルスチェック項目に１つでも「はい」が
ある場合
・新型コロナウイルス陽性者と診断され、医師・保健
所の判断による回復確認がない場合
・濃厚接触者に指定され PCR 検査「陰性」の方で、感染
者と濃厚接触した翌日から起算して 2 週間以内の場合
⑶ 受験を取りやめる場合について
・受験当日の試験中又は休憩中、急に体調が悪くなっ
た場合
２ 入学試験の振替措置について
上記１(2)(3) に該当し、試験の全部又は一部を受験
できなかった方については、別日程での振替受験を行
います。検定料の追加徴収はありません。
日程については、本学入試担当と調整して決定します。

９

３ 試験方法変更の可能性について
新型コロナウイルス感染症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異なる方法で
選抜を実施する可能性があります。変更のある場合は、
本学ホームページ上で周知します。
４ 試験当日の注意事項
⑴ 試験会場内では必ずマスクを着用し、本学職員の指
示に従ってください。
⑵ 試験会場内では、設置してあるアルコール消毒液で
必ず手指の消毒を行ってください。
⑶ 控室ではソーシャルディスタンスを保ち、大声を発
せず、密集状態とならないようにしてください。
⑷ 控室、トイレ以外の他の施設へ立ち入らないように
してください。
⑸ マスクやティッシュ等のごみは、必ず各自で持ち帰
り、試験終了後は速やかに本学構内から退出してく
ださい。
５ その他
上記の新型コロナウイルス感染症対策等について
は、今後の推移を確認しつつ変更となる場合もありま
すので、変更となる場合には、本学ホームページ等に
よりお知らせいたします。

留学生への支援などについて

本学入学時又は、在学中に各種の奨学金・支援制度（国、地方公共団体、各種団体等）の申
請をする場合などは、入試広報室・学生支援課までご相談ください。
＜留学生支援＞
① 日本大学の一部の学部など､ 国内４年制大学３年次への編入を支援
② 地域交流
③ アルバイト紹介、アパート情報の紹介
④ 就職支援
⑤ 奨学金・支援制度（国、各種団体等）の申請支援
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オープンキャンパス・入試説明会について

本学を志望される方は、受験前に「学内見学」
「志望フィールドでどのような授業を行うのか」
「願書の書き方、提出の仕方」など様々な疑問や質問を事前に解決するために、オープンキャン
パスや入試説明会への参加をおすすめしております。
事前予約制となっておりますので、直接電話でお申し込みいただくか、本学ホームページ
から予約の登録をお願いいたします（日本語のみの受け付けとなります）。
★オープンキャンパスの日程
2021 年

４月 25 日（日） ・５月 9 日（日） ・５月 22 日（土） ・６月 6 日（日）
６月 19 日（土） ・７月 10 日（土） ・７月 18 日（日） ・８月 1 日（日）
８月 21 日（土） ・９月 23 日（祝）

2022 年

３月 5 日（日） ・３月 20 日（日）

★入試説明会の日程
2021 年

９月 4 日（土） ・10 月 16 日（土） ・ 2022 年 １月 22 日（土）

ご予約・お申し込み
○受

付

入試事務室

○電

話

0283-21-1200

○ホームページ

平日 9:00 ～ 16:00（土曜日・日曜日・祝日除く）

https://sanotan.jp

案内図
カレッジバス発着所
案内図
広

当日は無料カレッジバスが
佐野日大短大バス発着所
より運行します。

場

駅前広場(ロータリー)より
運行されます。(有料210円)
「佐野短大」下車。

浪漫バス発着所

イオンタウン

セブンイレブン

ＪＲ両毛線
ダイハツ

工業団地
文化会館
警察署
佐野万葉浪漫バス
佐野短大バス停

ローソン

青山

やまや

イオンモール
佐野新都市

青山

コジマ
×ビックカメラ

至足利

イオンモール
佐野新都市

国道50号

至佐野藤岡IC
佐野プレミアム・
アウトレット

至小山

佐野プレミアム・
至東京
アウトレット
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コメダ珈琲
どん亭
モダンパスタ
ココス
AOKI

横断歩道

紳士服

（お酒）

IC

至藤岡･古河

南門

風の子保育園

セブンイレブン

国道50号
至館林・行田

駐輪場

佐野藤岡

佐野日本大学短期大学

東北自動車道

カワチ薬品

至宇都宮･仙台

桐生岩舟線（県道67号線）
佐野古河線︵県道９号線︶

佐野市駅
医師会病院

至足利

栃木銀行
佐野郵便局

東武佐野線

佐野行田線︵県道７号線︶

至足利

至田沼･葛生

至栃木 至小山

至足利

佐野駅

佐野万葉浪漫バス
佐野短大バス停

駐車場

駅前広場（ロータリー）
至田沼･葛生

セブンイレブン

正門

●

公園

＜佐野万葉浪漫バス＞

至小山

改札口(2F)

佐野工業団地

佐野工業団地

佐野日本大学短期大学

至館林

佐野駅

至足利

周辺図

＜カレッジバス＞

駅北駐車場

城山公園
至葛生

佐野日大短大
バス発着所

※お車でお越しの際は、佐野日本大学短期大学「南門」よりお入り下さい。
※自転車・徒歩でお越しの際は「正門」よりお入り下さい。
※佐野万葉浪漫バスでお越しの際は「正門」よりお入り下さい。

佐野日本大学短期大学
〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1297番地
TEL 0283（21）1200 ㈹
https://sanotan.jp

̤࿚̵̞ࣣͩ୶

වদমྩ
ŕņōġıĳĹĴĩĳĲĪĳĴĴĳĩೄĪ
ŇłřġıĳĹĴĩĳĲĪĳıĳı

