
 

令和 4 年度  中村学園大学 教育学部 編入・転入学試験実施要項 
 

1． 実施学部・学科及び募集人員 

学 部 学 科 募集人員 養成系及び取得できる免許・資格 

教育学部 児童幼児教育学科 10 名以内 

①小学校教員養成系 ・小学校教諭一種免許（※注 1） 

       ・幼稚園教諭一種免許（※注 2） 

②保育者養成系   ・幼稚園教諭一種免許（※注 3） 

・保育士資格 （※注 3） 

注意事項 

【共通】 

・募集人員は本学からの推薦入学枠（5名以内）を含みます。 

・募集人員に達しない場合は、2次募集を行うことがあります。 

・選択した免許・資格については、出願後の変更はできません。 

・特別支援学校教諭免許状は取得できません。 

・養成系ごとに免許・資格に関する注意事項があります。本学への編・転入学以前に、他大学

等で教職課程の履修履歴があるなど、編・転入学生が取得可能な免許や資格・単位等は、本

人の修学状況により異なりますので、事前にご相談ください。 

・児童幼児教育系以外の学科から出願する場合、2年間で免許取得できない場合がありますの

で、事前にご相談ください。 

 

【各養成系における注意事項】 

①小学校教員養成系について 

※1 本学では、編・転入学後に小学校教諭免許状の取得のための教職課程の履修を希望した場合、

卒業までの所要年数は最短で 2 年ですが、実技・実習等の単位修得の関係から免許取得に 3 年

を要することがあります。 

※2  幼稚園教諭一種免許希望者は、幼稚園教諭免許の教職課程（一種・二種のいずれも可）のある学

科に在籍、もしくは卒業（見込み含む）していることが条件となります。 

②保育者養成系について 

※3 幼稚園教諭一種免許と保育士資格を同時に取得する場合は 2 年間で取得できないことがあります。 

  

≪ 問合せ先：中村学園大学 入試広報部 TEL(092)851-6762 ≫ 

 

2． 編入・転入学の時期及び編入・転入学年次 

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

 

3． 出願資格 

次のいずれかに該当する者。 

（1） 大学卒業及び令和 4年 3月卒業見込みの者。 

（2） 他の大学に 2年以上在学している者で 62単位以上を修得した者（見込みの者を含みます）。 

  ※他の大学（短大は含まない）に在学しており出願を希望する者は、在学している大学の学長名の

出願承諾書（様式任意）を提出しなければなりません。 

（3） 短期大学卒業及び令和 4年 3月卒業見込みの者。 

（4） 高等専門学校卒業及び令和 4年 3月卒業見込みの者。 

（5） 大学に編入できる基準を満たす専修学校の専門課程を修了（見込み）の者。 

（6） 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。 

 

4． 出願手続 

（1） 出願期間 

令和 3年 9月 21 日（火）～令和 3年 10 月 6日（水） ※受付最終日必着 

■必ず検定料を支払ってから郵送してください（以下「（4）検定料」を参照）。 

 

 

 



 

（2） 出願方法 

出願書類一式を本学所定の出願用封筒に入れて、出願期間内に必ず届くよう書留郵便で送付して

ください。 

（3） 出願書類 

①  編入学・転入学志願書（編入・転入学志願票〈A〉・写真票〈B〉：本学所定のもの） 

②  履歴書〈C〉（出願前 3ヵ月以内に撮影した写真を貼付：本学所定のもの） 

③ 志望理由書（A4 用紙 1枚程度：様式自由） 

④ 卒業証明書または卒業見込証明書（最終出身学校等が出願前 3 ヵ月以内に作成したもの） 

もしくは学位授与証明書（大学評価・学位授与機構が作成したもの：大学評価・学位授与機構

から学士の学位を取得した者のみ） 

  ⑤ 成績証明書（最終出身学校等が出願前 3ヵ月以内に作成したもの） 

在学中の場合は、既修得単位（2 年次前学期まで）の成績が全て記載されたものを提出してく

ださい。 

⑥ 単位修得見込を証明する書類 

    在学中の方で、上記成績証明書に、現在履修中で単位修得見込の科目名及び単位数が記載され

ていない場合は必ず提出してください。 

⑦ 出願承諾書（様式任意） 

他の大学（短大は含まない）に在学している場合のみ、在学している大学による出願承諾書

（学長名による書類）を提出してください。  

  ※上記④⑤⑥について、中村学園大学短期大学部の在学生は、④⑤⑥が 1 枚に集約された「成

績・卒業見込証明書」をご提出ください（既修得単位（2 年次前学期までの成績が全て記載さ

れていること）と単位修得見込の科目名及び単位数（2 年次後学期）が記載されているもの）。 

 

（4） 検定料 

      35,000 円（入金が可能なのは出願期間の 3週間前から出願締切日の 17 時まで） 

     ・いったん納入した検定料は、理由のいかんにかかわらず返金いたしません。 

 ・入学検定料は、コンビニ、ペイジー、ネットバンキング、クレジットカードでの支払いが可

能です。 

   ・●ページ（未定）の「コンビニエンスストア・ペイジー・ネットバンキング・クレジットカー

ドでの検定料支払いのご案内」にしたがって、Web で事前申込を行い、検定料を振り込んでく

ださい。 

なお、事前申込みの際には、受験者氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、入試種別、学科

を入力していただく必要があります。 

・入金時に受領した収納証明書の提出は不要です。ご自身で保管してください。 

  

（5） 出願書類提出先（郵送のみ受付） 

       〒814－0198 福岡市城南区別府 5丁目 7番 1号 

中村学園大学 入試広報部 

 

〔出願手続上の注意事項〕 
①出願書類に不備のあるもの及び出願期間を経過したものは受理しません。 

出願に必要な書類をすべて受領した後、折り返し、受験番号を記した受験票を送付します。  

選考日には、この受験票を必ず持参してください。 

②身体の機能の障がいや疾病等により、本学の受験・就学に際して特別な配慮を必要とする場合は、

出願前に入試広報部までお問い合わせください。 

③いったん提出した書類及び納入した検定料は、理由のいかんにかかわらず返還いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. 選考方法   

 試 験 日  令和 3年 10 月 23 日（土） 

 試 験 会 場 中村学園大学 

試験科目 

Ⅰ 

専門科目 

（教育の基礎知識を問う共通問題及び各希望

の専門に関する問題） 

9：30～10：30 

Ⅱ 一般教養 他 11：00～12：00 

Ⅲ 面接 13：00～ 

 選 考 方 法 
上記試験科目・書類審査・面接による総合評価とします。 
なお、面接は学部の教育目的・目標に適合するか否かを重視します。 

 

6．合格発表   

   令和 3年 11 月 2 日（火） 

合否結果を本人宛郵便にて通知します。 

※ 大学構内での合格発表掲示はいたしません。 

※ 電話等による問い合わせには、一切応じられません。 

 

7．入学手続 

(1)  入学手続期日 

手続締切日 手続内容(納付金) 

  第 1次手続  令和 3年 月 日（ ）15 時まで（未定） 入学金 

第 2次手続  令和 4年 月 日（ ）15 時まで（未定） その他の納付金（授業料他） 

 

(2)   納付金（以下は令和 3年度の情報。令和 4年度の情報は確定後に更新予定）                                                                       

(単位：円) 

 1 期(入学時) 2 期(9 月) 年間合計 

入  学  金 260,000 － 260,000 

授  業  料 400,000 400,000 800,000 

維持･充実費 130,000 130,000 260,000 

実験実習費 16,500 16,500 33,000 

学生災害保険料※1 2,430 － 2,430 

学友自治会費※2 5,000 － 5,000 

後援会費※2 5,500 － 5,500 

合      計 819,430 546,500 1,365,930 

   ※1. 2 ヶ年分 

※2. 年額 

 【備考】 

 〇 中村学園大学及び中村学園大学短期大学部の卒業者は、入学金の半額を免除します。 

  〇 2 期（9月）分の実験実習費は、金額が変更になる場合があります。 

〇 学生災害保険料は、取扱団体により料金改定されることがあります。 

〇 パソコン必携化に伴い、入学者全員にノートパソコンを貸与します。詳細は「合格通知書」に

同封の「入学手続要項」をご覧ください。 

〇 上記納付金の他に以下の費用がかかります。 

・各種免許・資格を取得される方は、別途課程費が 12,000～58,000 円程度必要となります（取得

される免許・資格等によって異なります）。 

・授業で使用するテキスト代が 2～3万円程度必要となります（履修科目によって異なります）。 

・入学後に購入していただく学部・学科認定品及び実験実習等に必要な物品があります。      

詳細は「合格通知書」に同封の「入学手続要項」をご覧ください。 

〇 その他、納付金に関する詳細は、「合格通知書」に同封の「入学手続要項」をご覧ください。 



 

〔入学手続上の注意事項〕   

① 第 1次手続が完了しなければ、第 2次手続をすることができません。 

② 定められた期限までに手続きを完了しない場合は、入学の意思がないものとして取扱います。 

① 入学手続に関する詳細は合格通知に同封します。 

② 学士及び短期大学士の学位を令和 4年 3月取得見込で出願した合格者は、取得後、取得し 

 たことを証明する書類（卒業証明書・学位授与証明書等）の提出が必要です。また、他の大学 

からの転入学の方は、2年以上の在学を証明する書類及び 62 単位以上の単位修得を証明する書 

類の提出が必要です。なお、万が一取得できないなど入学（出願）資格がないことが判明した 

場合は、入学許可を取り消します。 

  ⑤ 出願書類及び入学手続書類等に虚偽の記載があった場合は、合格取り消しとなり入学資格を失

います。 

  ⑥ いったん納入された入学金は理由のいかんにかかわらず返還いたしません。 

 

［附記］（編入・転入学生の単位換算について） 

教育学部に転入学・編入学する場合の既修得単位は、86 単位を上限として認定します。 

ただし、学則に定める卒業に必要な単位数としての認定は 62 単位以下とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項 
入学試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に罹患し治癒していない場

合は、他の受験生や監督者等への感染のおそれがありますので、受験をお断りすることがあります。

試験当日の体調管理については十分に注意してください。ただし、病状により学校医その他の医師

において伝染のおそれがないと認められた場合は、この限りではありません。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大の状況等により試験の実施や内容の変更、連絡等が生じた

場合は、本学ホームページ等で告知しますので、適宜確認してください。 

 
本学では安全な受験環境を保持するため、マスクの着用を励行していますので、ご協力をお願いし

ます。なお、本人確認などのため、試験監督者から指示があった場合はマスクを取り外してくださ

い。試験当日は、監督者もマスクを着用しています。 

 

 


