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大学公式Webサイト内「受験生応援ナビ」の「入試情報」にある「出願書類ダウンロード」から印刷

 〇  必ず提出　△  スポーツ特別奨学生制度応募者のみ提出

提出書類 入手方法 子ども学科
スポーツ教育学科 ライフデザイン学科

通常方式 チャレンジ方式 通常方式 実技方式

エントリーシート 〇 〇 〇 〇 〇

自己ＰＲ書 大学公式Webサイトから印刷

エントリー条件を満たし受け取る

〇 〇 〇 〇 〇

レポート 大学公式Webサイトから印刷 〇 〇 〇 〇

スポーツ活動報告書 大学公式Webサイトから印刷 △ 〇 〇

活動実績証明書 大学公式Webサイトから印刷 △ 〇

学科・入試方式に関係なく提出する書類 対象者が限定される提出書類
提出書類対象者 入手方法

学費減免願書 大学公式Webサイトから印刷

卒業証明書 出身学校で発行　調査書が提出できない者

ファミリー優遇制度対象者

提出書類 入手方法

入学志願票 インターネット出願サイトから印刷

受験票 インターネット出願サイトから印刷

調査書 在籍（出身）学校で発行

エントリー

本　学

１次選考 エントリーの流れ

受 験 生

市販の角2封筒
市販の
長3封筒

必要書類

必要書類

出　　願

本　学

受験票

案内文

受 験 生

２次選考 出願の流れ

※オープンキャンパスで実施する「ＡＯ事前説明」に参加。参加できない方は入学センターまで連絡し、個別対応にて説明を受ける。

③提出書類を郵送（持参）

③提出書類の印刷・準備

④提出書類を郵送（持参）

エントリー条件を満たす①

インターネット出願サイトから出願登録①

入学検定料の支払い②

オープンキャンパスで実施する「ＡＯ事

前説明」に参加。参加できない方は、オ

ンライン（Zoom）で個別に対応しますので、

入学センターまでご連絡ください。

インターネット出願について、詳

しくは別冊「インターネット出願

ガイド」をご確認ください。

提出書類を準備② 上記の要領で提出書類を入手し作成する。

本学入学に対する熱い意志が伝わるよう、

丁寧に作成すること。

提出書類に不足がないか確認し、市販の角２封筒に

入れて本学へ郵送、または本学窓口まで持参する。

〔窓口受付時間〕
 9:00 ～ 16:00

提出書類に不足がないか確認し、市販の角２封筒に

入れて本学へ郵送、または本学窓口まで持参する。

〔窓口受付時間〕
 9:00 ～ 16:00

・調査書が提出できない者は、入学センターまで余裕をもって連絡すること。

宛名
シート

①
宛名
シート
②

市販の
長3封筒

宛名
シート

市販の角2封筒

宛名
シート

出願期間終了後、
一斉に発送します。

※

１次選考

２次選考

■■びわこ学院大学　教育福祉学部　子ども学科
【知識・技能】
　・高等学校等における幅広い学習において取り扱われる知識・技能を全般的に身につけている人
　・教育・保育・福祉を学ぶための基礎的知識・技能を身につけている人
【思考・判断・表現】
　・問題を解決するために多角的な視点から思考し、判断できる人
　・自分の考えを他者にわかりやすく伝えることができる人
　・科学的な根拠に基づいた、論理的な思考力を有する人
【関心・意欲・態度※】　※態度…主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　・現在の子どもについて、いろいろと専門的に研究したいと思う人
　・�子どもへの深い愛情を持ち、幼児・児童教育及び保育への強い情熱を有するとともに、人間にかかわる幅広い分野に関心を持った人
　・�保護者や地域コミュニティに積極的にかかわり、学校・家庭・行政・NPOなどの教育・福祉に係る連携・協働のもとに、次世代の子ども
育成と支援活動に参画したい人

　・人格や発達の多様性を理解し、一人ひとりの固有の成長の可能性を信じることのできる人
　・子どもを取り巻く諸問題を真剣に受け止め、教育、保育、福祉の現場で自ら問題解決に取り組もうとする人

■■びわこ学院大学　教育福祉学部　スポーツ教育学科
【知識・技能】
　・高等学校等における幅広い学習において取り扱われる知識・技能を全般的に身につけている人
　・スポーツと教育を学ぶための基礎的知識・技能を身につけている人
【思考・判断・表現】
　・問題を解決するために多角的な視点から思考し、判断できる人
　・自分の考えを他者にわかりやすく伝えることができる人
　・科学的な根拠に基づいた、論理的な思考力を有する人
【関心・意欲・態度※】　※態度…主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　・スポーツについて、多角的・専門的に研究したいと思う人
　・スポーツを通じて、人間教育や地域形成を行うことに強い情熱を有する人
　・地域コミュニティに積極的にかかわり、学校・家庭・行政・企業・NPOなどとの連携・協働に関わっていく意欲のある人
　・地域社会の多様性を理解し、地域の固有性に根ざした取り組みを世界にアピールしたい人
　・スポーツを取り巻く諸問題を真剣に受け止め、教育や福祉の現場で自ら問題解決に取り組もうとする人

■■びわこ学院大学短期大学部　ライフデザイン学科　児童学コース
【知識・技能】
　・高等学校等における幅広い学習において取り扱われる知識・技能を全般的に身につけている人
　・保育・幼児教育を学ぶための基礎的知識・技能を身につけている人
【思考・判断・表現】
　・多面的な視点から思考し、自分の考えを他者にわかりやすく伝える表現力を育むことができる人
　・問題を解決するために根拠に基づいた論理的思考力や判断力を有する人
【関心・意欲・態度※】　※態度…主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　・子どもへの深い愛情を持ち、保育・幼児教育に情熱を有する人
　・保育士や幼稚園教諭等の保育・幼児教育について、専門的に研究したいと思う人
　・子どもを取り巻く諸問題を真剣に受け止め、福祉・教育現場で自ら問題解決に取り組もうとする人

■■びわこ学院大学短期大学部　ライフデザイン学科　健康福祉コース
【知識・技能】
　・高等学校等における幅広い学習において取り扱われる知識・技能を全般的に身につけている人
　・人々の健康や福祉を学ぶための基礎的知識・技能を身につけている人
【思考・判断・表現】
　・多面的な視点から思考し、自分の考えを他者にわかりやすく伝える表現力を育むことができる人
　・問題を解決するために根拠に基づいた論理的思考力や判断力を有する人
【関心・意欲・態度※】　※態度…主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　・高齢者・障がい者・健康福祉について興味があり、専門職としての学識と職能を得たい人
　・高齢者・障がい者・健康福祉について、専門的に研究したいと思う人
　・�高齢者や障がい者を取り巻く諸問題や健康管理に関連する多様な課題を真剣に受け止め、福祉の現場や地域社会で自ら問題解決に取り組もうとする人

■■びわこ学院大学短期大学部　ライフデザイン学科　キャリアデザインコース
【知識・技能】
　・高等学校等における幅広い学習において取り扱われる知識・技能を全般的に身につけている人
　・地域の課題や人々のくらしを学ぶための基礎的知識・技能を身につけている人
【思考・判断・表現】
　・多面的な視点から思考し、自分の考えを他者にわかりやすく伝える表現力を育むことができる人
　・問題を解決するために根拠に基づいた論理的思考力や判断力を有する人
【関心・意欲・態度※】　※態度…主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度
　・�家庭、職場、地域社会における人々のくらしについて興味があり、それぞれにおけるくらしをより豊かなものとするための学識と職能を得たい人
　・地域政策学､ 情報学､ 生活科学について､ 専門的に研究したいと思う人
　・�家庭、職場、地域社会における人々のくらしを取り巻く諸問題を真剣に受け止め、それぞれの現場で自ら問題解決に取り組もうとする人

インターネット
出願ガイド

使用できます。ドメイン指定受信を設定されている方は、
「@newton.ac.jp」「@postanet.jp」のドメインを受信す
るよう設定してください。

〒527-8533　滋賀県東近江市布施町 29
TEL.0748-22-3388（代）  0748-35-0006（入学センター)
FAX.0748-23-7202
E-mail  cl-admin@newton.ac.jp

メールアドレスは携帯電話やスマートフォン、タブレット
端末のものを使用できますか？Q.
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ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」から、パス
ワードを再登録してください。

ログイン時に必要なパスワードを忘れてしまった場合
はどうすればいいですか？

入学検定料の支払い前であれば、もう一度最初から入力
をやり直してください。支払い後は、入力内容の変更はで
きませんので、必ず入学センターまでご連絡ください。

出願登録後、入力内容の誤りに気づきましたが変更でき
ますか？

「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」から、本
学の「出願内容を確認」ボタンをクリックすると、支払番
号確認画面を再表示できます。また、「支払番号通知メー
ル」でも確認することができます。

コンビニ、ペイジーでの支払いに必要な番号が分からな
くなりました。

「支払手続き」画面で一旦選択された支払方法は変更する
ことができません。支払方法を変更したい場合は、再度出
願登録を行う必要があります。出願内容一覧の「追加出願」
より出願登録を行っていただくと志願者情報の入力情報が
引き継がれます。「支払手続き」画面で変更したい支払方法
を選択し、手続きを進めてください。

支払手続きでコンビニ支払いを選択したが、クレジット
決済に変更したいのですが、変更はできますか？

「Post@net」にログインし、「出願内容一覧」にて入金状況を
確認してください。支払いが完了しているにもかかわらず『決
済済』になっていない場合は、暫く時間をおいてから再度確
認を行ってください。

入学検定料を支払ったのですが、入学志願票と封筒貼付
用宛名シートが印刷できません。

出願書類を本学窓口へ持参された場合でも、すぐに受験票を
お返しできない場合があります。返信用切手を貼る必要はあり
ませんが、必ず返信用封筒と返信用切手を持参してください。

出願書類を持参する場合も、受験票の返信用封筒と返信用
切手は必要ですか？

2回目の出願の場合、もう一度すべての出願書類を提出す
る必要がありますか？

2回目以降の出願の場合、入学検定料フリーパス制度により
入学検定料が免除されます。「Post@net」にログインし、「出
願内容一覧」より本学の「追加出願」ボタンをクリックしてくだ
さい。入試種別選択後、画面に表示される『本学の2023年度
入試において2回目以降の出願の方はこちらをチェックしてく
ださい』に　 を入れてから、入力を進めてください。

出願期間が重なる入試を複数出願する場合、調査書は1通で
構いません。出願期間が異なる入試に再度出願する場合は、
もう一度すべての出願書類を提出してください。

2回目以降の出願に検定料はかかりますか？

必要です。出願受付の証明として、受験番号を付与した受験
票を大学から返送しますので、必ず出願封筒に同封してくだ
さい。

「大学入学共通テスト利用選抜」でも受験票と返信用封筒
は必要ですか？

出願書類の配達状況を確認する場合は、簡易書留の「郵便追
跡サービス」を利用してください。

郵送した出願書類が届いたかどうか確認できますか？

入学志願票と封筒貼付用宛名シートは、入学検定料の支払い
完了後に印刷することができます。

入学志願票と封筒貼付用宛名シートはいつ印刷できますか？

氏名や住所などの志願者情報を入力する際、文字が登録エ
ラーになる場合は代替の文字を入力してください。その場
合は、印刷した入学志願票に朱書きで訂正してください。

氏名や住所の漢字が登録エラーになります。

出願に関する連絡等を入学センターからさせていただくこ
とがありますので、可能であれば複数の電話番号を入力し
てください。

出願者と保護者の電話番号は、同じ番号でも問題ないで
すか？

ドメイン指定受信を設定されている方は、「@newton.ac.jp」
「@postanet.jp」のドメインを受信するよう設定してくださ
い。または入力したメールアドレスが誤っている可能性もあ
ります。

例）髙田→高田　川﨑→川崎　（ローマ数字）Ⅲ→3

「post@net」へのログイン時に認証コードのメールが届
きません。

ラクラク!

手軽

願書の取り寄せが不要！
24時間いつでも、どこでも
出願登録できます。

ラクラク!

簡単

指示どおりに入力するだけ！
スマホ、タブレットからも
出願登録できます。

ラクラク!

便利

コンビニ、クレジットカード、
ペイジーで入学検定料を

納入できます。

コンビニ、ペイジーでの支払期限は、「ネット出願登録した翌
日の23:59まで」です。支払期限を過ぎると、登録した内容で
の入学検定料支払いができなくなります。その際は、もう一度
はじめからネット出願登録をやり直してください。
※出願期間最終日にネット出願登録した場合は、当日の16:00までが支

払期限になります。16:00を過ぎた場合は、ネット出願登録をやり直す
ことができませんのでご注意ください。

コンビニ、ペイジーで入学検定料を支払うことができません。

Q.

A. 印刷した入学志願票や封筒貼付用宛名シートに直接朱書き
で訂正してください。訂正する文字に二重取消線を引き、
正しい文字を朱書きで記入してください。

印刷した入学志願票や封筒貼付用宛名シートの記載内容
に誤りがあった場合、どうしたらいいですか？

インターネット出願 Ｑ＆Ａ

2023年度入試

インターネット出願サイトのシステム変更にともない、本冊子に記載している出願登録手順等に
変更が生じる可能性があります。変更が生じた場合は、速やかに大学公式 Web サイト上で告知す
るとともに、大学公式 LINE アカウントでもお知らせいたしますので、あわせてご確認ください。

  本学のインターネット出願システムは
「post@net」を採用しています。
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健康福祉
コース

キャリア
デザイン
コース

7/25㊊～8/3㊌ 8/23㊋ 9/1㊍～9/9㊎ 9/17㊏ 9/26㊊ 9/26㊊～10/19㊌

短期大学部  ライフデザイン学科

Ａ日程／Ｂ日程
❶  志望するコースのアドミッション・ポリシーを理解し、明確な目的意識と意欲を持っていること 
❷
  
オープンキャンパスの「ＡＯ事前説明」に参加すること
参加できない場合は、入学センターまで連絡し、個別対応（オンライン）にて説明を受けること

次の各項目のいずれかに該当する者
❶  込見業卒月3年3202者またはたし業卒を校学育教等中はくしも）む含を部等高の校学援支別特（校学等高 の者
❷

  

通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年3月修了見込の者
❸ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し、大学受験資格を有する者

100点

50点

50点

エントリー条件

エントリー資格

エントリー期間 １次選考結果通知 出願期間 ２次選考 合否結果通知 入学手続期間

エントリー期間および出願期間は、最終日の消印有効です。窓口に持参する場合は、平日9：00～16：00が受付時間となります。

エントリー期間 １次選考結果通知 出願期間 ２次選考 合否結果通知 入学手続期間

9/1㊍～9/9㊎ 9/26㊊ 10/3㊊～10/11㊋ 11/2㊌ 11/2㊌～11/16㊌

方　　法  満　　点  評価のポイント

1次選考

書類審査

自己ＰＲ書

レポート

2次選考

個人面談 70点

調  査  書 30点
評定平均値の点数化と、生活記録の評価をあわせて評価します。

 

受験生1名に対し、教員2名が15分の個人面談を行います。
1次選考で提出した「自己ＰＲ書」と「レポート」をもとに、会話をし
ながら質問していきます。
志望理由はもちろん、自己評価をしたポイントや、目標達成に向け取り
組もうと考えていることなどがアピールできるように準備しておいてく
ださい。

知 思 主

知 主

思 主

「自己ＰＲ書」では、本学入学に対する熱意や、将来の夢について十分
アピールしてください。

健康福祉コース
キャリアデザインコース

■ Ａ日程  スケジュール

■ Ｂ日程  スケジュール

■ 選考方法/配点/ポイント 学力の三要素の評価　   知識・技能　  思考力・判断力・表現力　  主体性・多様性・協働性知 思 主

10/15㊏

Ⅰでは、アドミッション・ポリシーの理解度を確認します。アドミッシ
ョン・ポリシーをよく読み、【知識・技能】、【思考・判断・表現】、
【関心・意欲・態度】それぞれについて、自己を振り返ってください。
Ⅱ.Ⅲでは、学ぶ意欲を確認します。振り返りをもとに、これからの目標
を立て、目標の実現に向けた具体的な学修計画を作成してください。

7

教育福祉学部  子ども学科

6

短期大学部  ライフデザイン学科

7
8

Ａ日程／Ｂ日程

通常方式

実技方式

❶  本コースのアドミッション・ポリシーを理解し、明確な目的意識と意欲を持っていること 
❷
  
オープンキャンパスの「ＡＯ事前説明」に参加すること
参加できない場合は、入学センターまで連絡し、個別対応（オンライン）にて説明を受けること

次の各項目のいずれかに該当する者
❶  込見業卒月3年3202者またはたし業卒を校学育教等中はくしも）む含を部等高の校学援支別特（校学等高 の者
❷

  

通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年3月修了見込の者
❸ 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格し、大学受験資格を有する者

通 常 方式 実 技方式

100点

50点

50点

50点

50点

びわ学ピアノ
グレード検定

エントリー条件

エントリー資格

エントリー期間 １次選考結果通知 出願期間 ２次選考 合否結果通知 入学手続期間

エントリー期間および出願期間は、最終日の消印有効です。窓口に持参する場合は、平日9：00～16：00が受付時間となります。

エントリー期間 １次選考結果通知 出願期間 ２次選考 合否結果通知 入学手続期間

9/1㊍～9/9㊎ 9/26㊊ 10/3㊊～10/11㊋ 11/2㊌ 11/2㊌～11/16㊌

■ 選考方法/配点/ポイント 学力の三要素の評価　  

方　　法
 満　　点

 評価のポイント

1次選考

書類審査 100点

自己ＰＲ書

レポート

実　技

2次選考
個人面談 70点

調  査  書 30点
評定平均値の点数化と、生活記録の評価をあわせて評価します。

10/15㊏

 

受験生1名に対し、教員2名が15分の個人面談を行います。
1次選考で提出した「自己ＰＲ書」と「レポート」をもとに、会話をし
ながら質問していきます。
志望理由はもちろん、自己評価をしたポイントや、目標達成に向け取り
組もうと考えていることなどがアピールできるように準備しておいてく
ださい。

 知識・技能　  思考力・判断力・表現力　  主体性・多様性・協働性知 思 主

知 思 主

知 主

思 主

「自己ＰＲ書」では、本学入学に対する熱意や、将来の夢について十分
アピールしてください。

びわ学ピアノグレード検定のグレードを点数化します。

オープンキャンパス開催日の午前中に実施する「びわ学ピアノグレード検定」は、４つのグレードから、
希望のグレードを選んで受検できます。グレード保持者が総合型選抜（ＡＯ）の実技方式を受験すると、
グレードが実技得点に換算されます。検定料は無料ですので、ぜひ挑戦してください。

 児童学コース

－－－

－－－

課題曲などの
詳細や予約は
こちらから　事前予約制

7/25㊊～8/3㊌ 8/23㊋ 9/1㊍～9/9㊎ 9/17㊏ 9/26㊊ 9/26㊊～10/19㊌

■ Ａ日程  スケジュール

■ Ｂ日程  スケジュール

Ⅰでは、アドミッション・ポリシーの理解度を確認します。アドミッシ
ョン・ポリシーをよく読み、【知識・技能】、【思考・判断・表現】、
【関心・意欲・態度】それぞれについて、自己を振り返ってください。
Ⅱ.Ⅲでは、学ぶ意欲を確認します。振り返りをもとに、これからの目標
を立て、目標の実現に向けた具体的な学修計画を作成してください。


