
文化学園大学保育専門学校
2023年度入学

学生募集要項

Bunka Gakuen University Early Childhood Education Technical College

文化学園大学保育専門学校
学校法人 文化長野学園

〒380-0915 長野市上千田 141  TEL.026-227-2090  FAX.026-224-2200

URL:https://bga.gakuen-nagano.ac.jp / E-mail:hoiku@gakuen-nagano.ac.jp　

JR・しなの鉄道・長野電鉄 長野駅下車, 東口より徒歩約20分または自転車約10分。
他に善光寺口・東口より路線バス（アルピコバス）いずれも文化学園前下車。
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文化学園グループ
文化学園大学／文化学園大学大学院／文化ファッション大学院大学／文化服装学院
文化外国語専門学校／文化学園大学附属幼稚園／文化学園服飾博物館／文化学園ファッ
ションリソースセンター／文化学園国際交流センター／文化学園大学杉並中学・高等学校
／文化学園長野中学・高等学校／文化出版局／文化学園研修所（文化北竜館）
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入試方法

① 総合型選抜　　　自己アピール入試
② 学校推薦型選抜　指定校推薦入試
③ 学校推薦型選抜　高等学校長推薦入試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
④ 一般選抜　　　　一般選抜入試（A・B・C）
⑤ 一般選抜　　　　社会人入試（A・B）

学　科： 保育科　　　　修業年限： 2年　　　　定　員： 50名（女子のみ）

募集定員について

入試日程一覧

自己アピール入試

9/1（木）

～9/14（水）

9/17（土）

9/21（水）

10/5（水）

10/3（月）

～10/19（水）

10/22（土）

10/26（水）

11/9（水）

12/2（金）

～12/14（水）

12/17（土）

12/21（水）

1/6（金）

2/6（月）

～2/21（火）

2/25（土）

3/1（水）

3/15（水）

指定校推薦入試
高等学校長推薦入試Ⅰ

高等学校長推薦入試Ⅲ
一般入試B
社会人入試A

一般選抜入試C
社会人入試B

11/1（火）

～11/16（水）

11/19（土）

11/24（木）

12/7（水）

高等学校長推薦入試Ⅱ
一般入試A

出願期間

入学試験日

合否発表日
（発送日）

入学手続き
完了日

●保育科に求める学生像（アドミッション・ポリシー）

1　保育者（幼稚園教諭・保育士）を目指す強い意志があり，意欲的に
学び続ける忍耐力を持つ人

2　高校卒業程度の基礎的学力があり，向上心や知的好奇心を持って学
業に励む力がある人
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入学試験実施内容について

●出願条件

①～③のいずれかにあてはまる者で，なおかつ❶と❷両方に該

当すること

①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

❶合格した場合には入学を確約できる者

❷調査書評定平均値 3.0 以上の者

自己アピール入試
●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

ルタイム》

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記

録などのコピー添付可）

出願期間

9/1（木）～ 9/14（水） 9/17（土） 9/21（水） 10/5（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト活動など，外部団体（スポー
ツ・福祉・芸術等）での活動，マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，
社会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

出願期間

Ⅰ期 10/3（月）
～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

Ⅱ期 11/1（火）
～ 11/16（水） 11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏
で歌う
各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，
必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲
① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）
② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）
③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する
なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する
こと

課題作品
① 「おおかみと七ひきの子やぎ」
② 「ブレーメンの音楽隊」
③ 「さるかに合戦」
④ 「おむすびころりん」
⑤ 「三枚のおふだ」

< 総合型選抜 >

出願期間 入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

10/3（月）～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

●出願条件

①～③のすべてに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②合格した場合には入学を確約できる者

③高等学校長または中等教育学校長に通知した推薦基準に該当する

者

●選考内容

・書類審査

・面接

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・推薦書

・調査書

指定校推薦入試
< 学校推薦型選抜 >

高等学校長推薦入試
●出願条件
①～③のすべてに該当すること
①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者
②合格した場合には入学を確約できる者
③調査書評定平均値 3.2 以上で高等学校長または中等教育学校

長の推薦が得られる者

●選考内容
・書類審査
・面接
・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）
・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）
●出願書類
・出願書
・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
・推薦書
・調査書

< 学校推薦型選抜 >

Ⅲ期 12/2（金）
～ 12/14（水） 12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）
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入学試験実施内容について

●出願条件

①～③のいずれかにあてはまる者で，なおかつ❶と❷両方に該

当すること

①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

❶合格した場合には入学を確約できる者

❷調査書評定平均値 3.0 以上の者

自己アピール入試
●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

ルタイム》

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記

録などのコピー添付可）

出願期間

9/1（木）～ 9/14（水） 9/17（土） 9/21（水） 10/5（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト活動など，外部団体（スポー
ツ・福祉・芸術等）での活動，マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，
社会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

出願期間

Ⅰ期 10/3（月）
～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

Ⅱ期 11/1（火）
～ 11/16（水） 11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏
で歌う
各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，
必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲
① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）
② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）
③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する
なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する
こと

課題作品
① 「おおかみと七ひきの子やぎ」
② 「ブレーメンの音楽隊」
③ 「さるかに合戦」
④ 「おむすびころりん」
⑤ 「三枚のおふだ」

< 総合型選抜 >

出願期間 入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

10/3（月）～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

●出願条件

①～③のすべてに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②合格した場合には入学を確約できる者

③高等学校長または中等教育学校長に通知した推薦基準に該当する

者

●選考内容

・書類審査

・面接

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・推薦書

・調査書

指定校推薦入試
< 学校推薦型選抜 >

高等学校長推薦入試
●出願条件
①～③のすべてに該当すること
①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者
②合格した場合には入学を確約できる者
③調査書評定平均値 3.2 以上で高等学校長または中等教育学校

長の推薦が得られる者

●選考内容
・書類審査
・面接
・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）
・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）
●出願書類
・出願書
・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
・推薦書
・調査書

< 学校推薦型選抜 >

Ⅲ期 12/2（金）
～ 12/14（水） 12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

16 17

●出願条件

①～③のいずれかに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

一般選抜入試

●出願条件

高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められる者で

職業経験を経た者

●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

　ルタイム》

・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書（成績証明書，高等学校卒業証明書）

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記録

などのコピー添付可）

社会人入試

出願期間

A 日程 12/2（金）
～12/14（水）

12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

B 日程 2/6（月）
～2/21（火）

2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

出願期間

A 日程
11/1（火）

～11/16（水）
11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

B 日程
12/2（金）

～12/14（水）
12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

●選考内容

・書類審査

・面接

・小論文（当日発表のテーマ　1,000 字 60 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書または成績証明書

＜実技試験科目について＞

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・

昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト

活動など，外部団体（スポーツ・福祉・芸術等）での活動，

マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・

ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，社

会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する

なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する

こと

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する。なお，

出版社などの指定はないため，当日，本を用意すること

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

C 日程
2/6（月）

～2/21（火）
2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）



2 314 15

入学試験実施内容について

●出願条件

①～③のいずれかにあてはまる者で，なおかつ❶と❷両方に該

当すること

①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

❶合格した場合には入学を確約できる者

❷調査書評定平均値 3.0 以上の者

自己アピール入試
●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

ルタイム》

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記

録などのコピー添付可）

出願期間

9/1（木）～ 9/14（水） 9/17（土） 9/21（水） 10/5（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト活動など，外部団体（スポー
ツ・福祉・芸術等）での活動，マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，
社会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

出願期間

Ⅰ期 10/3（月）
～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

Ⅱ期 11/1（火）
～ 11/16（水） 11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏
で歌う
各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，
必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲
① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）
② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）
③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する
なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する
こと

課題作品
① 「おおかみと七ひきの子やぎ」
② 「ブレーメンの音楽隊」
③ 「さるかに合戦」
④ 「おむすびころりん」
⑤ 「三枚のおふだ」

< 総合型選抜 >

出願期間 入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

10/3（月）～ 10/19（水） 10/22（土） 10/26（水） 11/9（水）

●出願条件

①～③のすべてに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②合格した場合には入学を確約できる者

③高等学校長または中等教育学校長に通知した推薦基準に該当する

者

●選考内容

・書類審査

・面接

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・推薦書

・調査書

指定校推薦入試
< 学校推薦型選抜 >

高等学校長推薦入試
●出願条件
①～③のすべてに該当すること
①高等学校または中等教育学校を2023年3月卒業見込みの者
②合格した場合には入学を確約できる者
③調査書評定平均値 3.2 以上で高等学校長または中等教育学校

長の推薦が得られる者

●選考内容
・書類審査
・面接
・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）
・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）
●出願書類
・出願書
・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
・推薦書
・調査書

< 学校推薦型選抜 >

Ⅲ期 12/2（金）
～ 12/14（水） 12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）
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●出願条件

①～③のいずれかに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

一般選抜入試

●出願条件

高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められる者で

職業経験を経た者

●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

　ルタイム》

・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書（成績証明書，高等学校卒業証明書）

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記録

などのコピー添付可）

社会人入試

出願期間

A 日程 12/2（金）
～12/14（水）

12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

B 日程 2/6（月）
～2/21（火）

2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

出願期間

A 日程
11/1（火）

～11/16（水）
11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

B 日程
12/2（金）

～12/14（水）
12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

●選考内容

・書類審査

・面接

・小論文（当日発表のテーマ　1,000 字 60 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書または成績証明書

＜実技試験科目について＞

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・

昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト

活動など，外部団体（スポーツ・福祉・芸術等）での活動，

マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・

ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，社

会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する

なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する

こと

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する。なお，

出版社などの指定はないため，当日，本を用意すること

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

C 日程
2/6（月）

～2/21（火）
2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）
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書類等提出先ついて

〒380－0915　長野市上千田 141
●手続きや資料請求・問い合わせはこちらにご連絡ください

出願書類について
◎　出願書類（出願書・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表・推薦書・活動実績書）は，綴じ込みの本校指定用紙に記入して下さ
い

（1）出願書  出願区分と実技科目試験の項目を明記すること（提出後の内容変更は認められません）
   写真 2 枚を出願書・受験票に貼付して下さい。（上半身正面写真 4cm×3cm，最近（3 ヵ月以内）
   撮影のもの

（2）ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
（3）推薦書  《学校推薦型選抜受験者のみ》
   在籍する高等学校長または中等学校長が作成し厳封したものを提出

（4）活動実績書  《自己アピール入試・社会人入試受験者のみ》
（5）調査書  高等学校在学者，高等学校卒業者は高等学校長が作成し厳封したものを提出
   社会人入試受験者の調査書について，高等学校卒業後 5 年を超過した者で調査書が得られない場合は卒業証明 
   書及び成績証明書を提出
   又，高等学校卒業後 20 年を超過した者で調査書，成績証明書が得られない場合は，卒業証明書を提出して下 
   さい
   高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は，合格成績証明書を提出

（6）受験票返送用封筒 長形 3 号（120×235mm）の封筒に 344 円分（速達分を含む）切手貼付し，
   郵便番号・住所・氏名を明記して下さい
   ただし，窓口で直接手続きした場合は不要です

（7）受験料 20,000 円 本校指定の振込依頼書で振り込み，［振込受領証（B）］を出願書裏面に貼付けて出願書類と一緒にお送り下さ 
   い

【申込み】　入学式後１ヶ月以内に「卒業生子女ならびに兄弟姉妹および在校生兄弟姉妹入学優遇措置申請書」の提出をもって行う
文化学園大学保育専門学校  学生支援室

０２６-２２７-２０９０
●下記の電話番号へお電話ください

住 所

電 話

出願手続きについて

（1）入学試験に応じた書類を期日までに提出して下さい
（2）出願は本校窓口でも受け付けます
　　郵送の場合は「出願書類在中」と朱書きし，書留便として下さい（※締切日必着）
●受付時間
　平日（月～金）午前 9 時～午後 5 時

（3）出願書等，書類の不備なものは受け付けられません
（4）一旦受理した出願書類と受験料は，いかなる理由があっても返還しません

次の学生は，奨学金給付を受けることができます

ア　本学園が設置する学校の卒業生の子女ならびに兄弟姉妹で，申請をした者

イ　本学園が設置する学校の在校生と家計を一にする兄弟姉妹で，申請をした者

ウ　家計を一にする姉妹同時入学の場合は，どちらかの方で，申請をした者

※本学園が設置する学校とは，文化学園長野保育専門学校，文化学園長野中学・高等学校です

　奨学金として給付する額は，入学金の半額相当です

（4）入学金優遇制度について

出願書類等に記載されている個人情報は，入学試験以外の目的には使用いたしません。

●一旦納入していただいた入学金は返還しません

●入学を辞退された場合は，納入済みの授業料・設備費および後援会費等は返還します
　ただし，辞退の時期が 2023 年 3 月 31 日までのものに限ります

入学手続き時 １年次 10 月 ２年次４月 ２年次 10 月項　目

200,000 円入学金

300,000 円 300,000 円授業料

185,000 円 185,000 円設備費

685,000 円 485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円合　計

＊入学手続き時には、左記項目のほかに本校後援会への入会金 10,000 円，年会費 40,000 円の合計 50,000 円の納入が必要になります
＊入学後，テキスト（教科書）・教材費として実費が必要となります
＊その他，同窓会への入会に関する費用もあります

（1）合格通知を受け取った者は，手続き完了日までに同封された必要書類を整え提出し，また指定された口座に納付金も納めてください

（2）入学手続きに必要な書類

　　 ア　誓約書（本校指定用紙）　イ　住民票（本人）

　　※後日，高等学校の「卒業証明書」や学生証用の写真を提出していただきます

（3）納付金について

入学手続きについて

合否発表について

（1）試験の結果は本人に郵送にて通知します
（2）学内掲示およびホームページへの掲示は行いません
（3）電話・メールなどによる問い合わせには応じられません

試験日当日について

（1）試験当日，受験票・筆記用具・上履きを用意してください
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●出願条件

①～③のいずれかに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

一般選抜入試

●出願条件

高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められる者で

職業経験を経た者

●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

　ルタイム》

・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書（成績証明書，高等学校卒業証明書）

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記録

などのコピー添付可）

社会人入試

出願期間

A 日程 12/2（金）
～12/14（水）

12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

B 日程 2/6（月）
～2/21（火）

2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

出願期間

A 日程
11/1（火）

～11/16（水）
11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

B 日程
12/2（金）

～12/14（水）
12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

●選考内容

・書類審査

・面接

・小論文（当日発表のテーマ　1,000 字 60 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書または成績証明書

＜実技試験科目について＞

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・

昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト

活動など，外部団体（スポーツ・福祉・芸術等）での活動，

マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・

ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，社

会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する

なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する

こと

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する。なお，

出版社などの指定はないため，当日，本を用意すること

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

C 日程
2/6（月）

～2/21（火）
2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）
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書類等提出先ついて

〒380－0915　長野市上千田 141
●手続きや資料請求・問い合わせはこちらにご連絡ください

出願書類について
◎　出願書類（出願書・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表・推薦書・活動実績書）は，綴じ込みの本校指定用紙に記入して下さ
い

（1）出願書  出願区分と実技科目試験の項目を明記すること（提出後の内容変更は認められません）
   写真 2 枚を出願書・受験票に貼付して下さい。（上半身正面写真 4cm×3cm，最近（3 ヵ月以内）
   撮影のもの

（2）ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
（3）推薦書  《学校推薦型選抜受験者のみ》
   在籍する高等学校長または中等学校長が作成し厳封したものを提出

（4）活動実績書  《自己アピール入試・社会人入試受験者のみ》
（5）調査書  高等学校在学者，高等学校卒業者は高等学校長が作成し厳封したものを提出
   社会人入試受験者の調査書について，高等学校卒業後 5 年を超過した者で調査書が得られない場合は卒業証明 
   書及び成績証明書を提出
   又，高等学校卒業後 20 年を超過した者で調査書，成績証明書が得られない場合は，卒業証明書を提出して下 
   さい
   高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は，合格成績証明書を提出

（6）受験票返送用封筒 長形 3 号（120×235mm）の封筒に 344 円分（速達分を含む）切手貼付し，
   郵便番号・住所・氏名を明記して下さい
   ただし，窓口で直接手続きした場合は不要です

（7）受験料 20,000 円 本校指定の振込依頼書で振り込み，［振込受領証（B）］を出願書裏面に貼付けて出願書類と一緒にお送り下さ 
   い

【申込み】　入学式後１ヶ月以内に「卒業生子女ならびに兄弟姉妹および在校生兄弟姉妹入学優遇措置申請書」の提出をもって行う
文化学園大学保育専門学校  学生支援室

０２６-２２７-２０９０
●下記の電話番号へお電話ください

住 所

電 話

出願手続きについて

（1）入学試験に応じた書類を期日までに提出して下さい
（2）出願は本校窓口でも受け付けます
　　郵送の場合は「出願書類在中」と朱書きし，書留便として下さい（※締切日必着）
●受付時間
　平日（月～金）午前 9 時～午後 5 時

（3）出願書等，書類の不備なものは受け付けられません
（4）一旦受理した出願書類と受験料は，いかなる理由があっても返還しません

次の学生は，奨学金給付を受けることができます

ア　本学園が設置する学校の卒業生の子女ならびに兄弟姉妹で，申請をした者

イ　本学園が設置する学校の在校生と家計を一にする兄弟姉妹で，申請をした者

ウ　家計を一にする姉妹同時入学の場合は，どちらかの方で，申請をした者

※本学園が設置する学校とは，文化学園長野保育専門学校，文化学園長野中学・高等学校です

　奨学金として給付する額は，入学金の半額相当です

（4）入学金優遇制度について

出願書類等に記載されている個人情報は，入学試験以外の目的には使用いたしません。

●一旦納入していただいた入学金は返還しません

●入学を辞退された場合は，納入済みの授業料・設備費および後援会費等は返還します
　ただし，辞退の時期が 2023 年 3 月 31 日までのものに限ります

入学手続き時 １年次 10 月 ２年次４月 ２年次 10 月項　目

200,000 円入学金

300,000 円 300,000 円授業料

185,000 円 185,000 円設備費

685,000 円 485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円合　計

＊入学手続き時には、左記項目のほかに本校後援会への入会金 10,000 円，年会費 40,000 円の合計 50,000 円の納入が必要になります
＊入学後，テキスト（教科書）・教材費として実費が必要となります
＊その他，同窓会への入会に関する費用もあります

（1）合格通知を受け取った者は，手続き完了日までに同封された必要書類を整え提出し，また指定された口座に納付金も納めてください

（2）入学手続きに必要な書類

　　 ア　誓約書（本校指定用紙）　イ　住民票（本人）

　　※後日，高等学校の「卒業証明書」や学生証用の写真を提出していただきます

（3）納付金について

入学手続きについて

合否発表について

（1）試験の結果は本人に郵送にて通知します
（2）学内掲示およびホームページへの掲示は行いません
（3）電話・メールなどによる問い合わせには応じられません

試験日当日について

（1）試験当日，受験票・筆記用具・上履きを用意してください
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●出願条件

①～③のいずれかに該当すること

①高等学校または中等教育学校を 2023 年３月卒業見込みの者

②高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定も含む）合

格者

③すでに高等学校または中等教育学校を卒業した者

一般選抜入試

●出願条件

高等学校卒業またはそれと同等の学力があると認められる者で

職業経験を経た者

●選考内容

・書類審査

・面接《活動実績や「自分は保育者に向いている」などのアピー

　ルタイム》

・作文（当日発表のテーマ　800 字 45 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書（成績証明書，高等学校卒業証明書）

・活動実績書（活動実績を証明するための証書・賞状・報道記録

などのコピー添付可）

社会人入試

出願期間

A 日程 12/2（金）
～12/14（水）

12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

B 日程 2/6（月）
～2/21（火）

2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

出願期間

A 日程
11/1（火）

～11/16（水）
11/19（土） 11/24（木） 12/7（水）

B 日程
12/2（金）

～12/14（水）
12/17（土） 12/21（水） 1/6（金）

入学試験日 合否発表日（発送日） 入学手続き完了日

●選考内容

・書類審査

・面接

・小論文（当日発表のテーマ　1,000 字 60 分）

・実技試験（「ピアノ」「歌唱」「朗読」の中から２科目選択）

●出願書類

・出願書

・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表

・調査書または成績証明書

＜実技試験科目について＞

生徒会活動，部活動，コンクール・大会等入賞，昇級・

昇段，海外留学，ボランティア活動，ガールスカウト

活動など，外部団体（スポーツ・福祉・芸術等）での活動，

マネージャー経験，ピアノ・エレクトーン・バレエ・

ダンス・演劇等の発表経験，研究や論文等の発表，社

会活動における実績・社会生活での取り組みなど

＜活動実績書作成のための参考例＞

＜実技試験科目について＞

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する

なお，出版社などの指定はないため，当日，本を用意する

こと

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

 ピアノ
自由選択の 1 曲を演奏する。（楽譜使用可）

 歌　唱
次の３つの課題曲の中から１つを選曲し，暗譜・無伴奏

で歌う

各曲，どの調で歌っても構わないが，歌い始める前に，

必ずピアノで出だしの音を確認すること

課題曲

① 「大きな古時計」（保富康平 / 作詞，ワーク / 作曲）

② 「赤とんぼ」（三木露風 / 作詞，山田耕筰 / 作曲）

③ 「バスごっこ」（香山美子 / 作詞，湯山昭 / 作曲）

 朗　読
次の５つの課題作品の中から１つを選び朗読する。なお，

出版社などの指定はないため，当日，本を用意すること

課題作品

① 「おおかみと七ひきの子やぎ」

② 「ブレーメンの音楽隊」

③ 「さるかに合戦」

④ 「おむすびころりん」

⑤ 「三枚のおふだ」

C 日程
2/6（月）

～2/21（火）
2/25（土） 3/1（水） 3/15（水）
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書類等提出先ついて

〒380－0915　長野市上千田 141
●手続きや資料請求・問い合わせはこちらにご連絡ください

出願書類について
◎　出願書類（出願書・ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表・推薦書・活動実績書）は，綴じ込みの本校指定用紙に記入して下さ
い

（1）出願書  出願区分と実技科目試験の項目を明記すること（提出後の内容変更は認められません）
   写真 2 枚を出願書・受験票に貼付して下さい。（上半身正面写真 4cm×3cm，最近（3 ヵ月以内）
   撮影のもの

（2）ピアノ技能およびレッスン歴に関する調査表
（3）推薦書  《学校推薦型選抜受験者のみ》
   在籍する高等学校長または中等学校長が作成し厳封したものを提出

（4）活動実績書  《自己アピール入試・社会人入試受験者のみ》
（5）調査書  高等学校在学者，高等学校卒業者は高等学校長が作成し厳封したものを提出
   社会人入試受験者の調査書について，高等学校卒業後 5 年を超過した者で調査書が得られない場合は卒業証明 
   書及び成績証明書を提出
   又，高等学校卒業後 20 年を超過した者で調査書，成績証明書が得られない場合は，卒業証明書を提出して下 
   さい
   高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格者は，合格成績証明書を提出

（6）受験票返送用封筒 長形 3 号（120×235mm）の封筒に 344 円分（速達分を含む）切手貼付し，
   郵便番号・住所・氏名を明記して下さい
   ただし，窓口で直接手続きした場合は不要です

（7）受験料 20,000 円 本校指定の振込依頼書で振り込み，［振込受領証（B）］を出願書裏面に貼付けて出願書類と一緒にお送り下さ 
   い

【申込み】　入学式後１ヶ月以内に「卒業生子女ならびに兄弟姉妹および在校生兄弟姉妹入学優遇措置申請書」の提出をもって行う
文化学園大学保育専門学校  学生支援室

０２６-２２７-２０９０
●下記の電話番号へお電話ください

住 所

電 話

出願手続きについて

（1）入学試験に応じた書類を期日までに提出して下さい
（2）出願は本校窓口でも受け付けます
　　郵送の場合は「出願書類在中」と朱書きし，書留便として下さい（※締切日必着）
●受付時間
　平日（月～金）午前 9 時～午後 5 時

（3）出願書等，書類の不備なものは受け付けられません
（4）一旦受理した出願書類と受験料は，いかなる理由があっても返還しません

次の学生は，奨学金給付を受けることができます

ア　本学園が設置する学校の卒業生の子女ならびに兄弟姉妹で，申請をした者

イ　本学園が設置する学校の在校生と家計を一にする兄弟姉妹で，申請をした者

ウ　家計を一にする姉妹同時入学の場合は，どちらかの方で，申請をした者

※本学園が設置する学校とは，文化学園長野保育専門学校，文化学園長野中学・高等学校です

　奨学金として給付する額は，入学金の半額相当です

（4）入学金優遇制度について

出願書類等に記載されている個人情報は，入学試験以外の目的には使用いたしません。

●一旦納入していただいた入学金は返還しません

●入学を辞退された場合は，納入済みの授業料・設備費および後援会費等は返還します
　ただし，辞退の時期が 2023 年 3 月 31 日までのものに限ります

入学手続き時 １年次 10 月 ２年次４月 ２年次 10 月項　目

200,000 円入学金

300,000 円 300,000 円授業料

185,000 円 185,000 円設備費

685,000 円 485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円

300,000 円

185,000 円

485,000 円合　計

＊入学手続き時には、左記項目のほかに本校後援会への入会金 10,000 円，年会費 40,000 円の合計 50,000 円の納入が必要になります
＊入学後，テキスト（教科書）・教材費として実費が必要となります
＊その他，同窓会への入会に関する費用もあります

（1）合格通知を受け取った者は，手続き完了日までに同封された必要書類を整え提出し，また指定された口座に納付金も納めてください

（2）入学手続きに必要な書類

　　 ア　誓約書（本校指定用紙）　イ　住民票（本人）

　　※後日，高等学校の「卒業証明書」や学生証用の写真を提出していただきます

（3）納付金について

入学手続きについて

合否発表について

（1）試験の結果は本人に郵送にて通知します
（2）学内掲示およびホームページへの掲示は行いません
（3）電話・メールなどによる問い合わせには応じられません

試験日当日について

（1）試験当日，受験票・筆記用具・上履きを用意してください
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