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セカンドキャリア特別選考入学試験要項
◎試験当日は、この「入学試験要項」を必ず持参してください。

人間開発学部

健康体育学科

〒150－8440　東京都渋谷区東4－10－28
総合企画部入学課

☎03－5466－0141
www.kokugakuin.ac.jp

　新型コロナウイルスの影響によって、やむを得ず、
入学試験実施（出願要件・試験日程・試験内容等）に
ついて変更する可能性があります。変更が生じた場合
は、本学Web サイトにて随時公表いたしますので、
出願にあたっては、必ず本学Web サイトにて最新情
報をご確認ください。また、出願開始後に変更が生じ
た場合は、当該出願者に対しEメールまたは郵送にて
通知いたします。
　入試情報に関する変更は、こちら
（本学Web サイト）からご確認くだ
さい。
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＜提出書類様式＞
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國學院大學における個人情報の利用目的については下記の URL を参照してください。

https://www.kokugakuin.ac.jp/privacy/p2

【出願にあたっての注意事項】

【提出書類の確認について】
　調査書・推薦書・証明書等については、記載内容の確認のため、大学から発行元の団体・機関等へ連絡をさ
せていただく場合があります。

【個人情報の取り扱いについて】

利用目的

データ項目

保管期間　　10年間

入学試験の実施および実施に伴う各種通知、入学手続に関する諸連絡、入学予定者への各種案内の送付、本学
学校法人の國學院大學北海道短期大学部の案内書類送付
※上記のほか、出願時に取得した情報（氏名、受験番号、生年月日、高等学校等コード、高等学校名、志願す
る入試制度、志望学部学科、調査書記載の学習成績の状況、検定・試験の成績）および入試成績情報を用いて、
以下の分析等を行う場合があります。
(1)高等学校・志望学部学科等、出願者の属性による入試成績状況の把握
(2)入学後の成績や履修状況と照合・分析し、入試時の状況と入学後の学修状況との関連性を把握
(3)卒業後の進路情報と照合・分析し、入試時の状況と進路状況の関連性を把握
(4)入学手続時に取得する情報（入学手続の有無、入学辞退時の進学先）と照合・分析し、本学出願者の進学動
　向を把握

⑴　入学志願票に記入もしくは添付された項目
　　氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、生年月日、国籍、出身学校（高等学校等・大学・短期大学（学
　　士入学・編入学のみ））および卒業（見込）年月、志願する入試制度・学科（専攻）、大学入学共通テスト試験成
　　績請求№、日本留学試験受験番号、写真
⑵　調査書、高等学校卒業程度認定試験合格証明書、各種検定・試験の合格証明書・成績（スコア）証明書等に記
　　載されている項目
　　住所、氏名、生年月日、性別、学習成績の状況、担任による評価、検定・試験の成績および受検年月日

　國學院大學では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努め、安全管理のために必要な
措置を講じています。出願書類等に記載された個人情報は、下記の利用目的の範囲内において利用し、本人の同意の無い第
三者への提供はいたしません。
　なお、取得した個人情報に係る業務を外部委託する場合は、学校法人國學院大學個人情報の保護に関する規程、ならびに
國學院大學個人情報の保護に関する規程（https://www.kokugakuin.ac.jp/about/efforts/p17）に従い、適切に管理します。

１．出願資格・受付期間・試験科目等について、事前に熟読してください。
２．身体機能の障がいや疾病等により、受験・就学に際して配慮を必要とする場合は、出願する30日前ま
　　でに必ず入学課にご相談ください。
　　申請方法は大学のホームページをご参照ください（https://www.kokugakuin.ac.jp/admission/admissions/p2/p6）。
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１．アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れ方針）

※アドミッション・ポリシー（以下、「AP」）については、本学ホームページでもご確認ください。

人間開発学部
　人間開発学部では、自らの資質・能力の向上と人間力育成を求めるとともに、教育者・指導者に強い志向性
を有することが求められます。そのための基礎学力を持ち、自ら学ぼうとする学習意欲を保持し、十分なコミュ
ニケーション力を有してそれをより高めようとする学生を受け入れます。
　心身の発達に関する教養を総合的に身につけていくため、幅広い分野に関心を持って学んできており、さら
に、今後の学生生活・卒業後の進路について展望を持っている学生を受け入れます。

◎求める人材、期待される入学者像
【健康体育学科】
　健康体育学科では、身体運動や身体諸機能への関心と理解があり、健康の維持増進のあり方と多様なスポー
ツに関する専門的な知識や技能の修得を目指して、様々なライフステージでの健康・体育分野への寄与を志す
意欲の高い学生を受け入れます。

◎入学者選考の観点
（AP 1）　知識・技能
（AP 2）　思考力・判断力・表現力
（AP 3）　主体性・意欲・志向性
※具体的な入試制度と観点との関連は別表の通りです。

選考方法 AP1 AP2 AP3 本入試制度のねらい

論作文試験 ◎ ◎ ○ 公益社団法人日本プロサッカーリーグならびに一般社団法人日本プロ
野球選手会のセカンドキャリア育成の一助として、健康体育学科にお
いて、教員免許状を取得し、将来、健康やスポーツ分野でのリーダー
を目指す者を求めています。論作文、面接による試験を行います。面接試験 ○ ◎

◎入学までに身につけるべき教科・科目
　教師や指導者になるためには、幅広い分野に関心を持って学ぶ姿勢が必要です。そのための基本的な能力は
言語力であり、「国語」の修得が必須となります。
　日常生活の中において学習する習慣をつけていることが大切であり、本学部で学修する上で、高校での修学
以外に、次にあげるいずれかの能力検定試験相当の学力をもつことが望ましい。
・日本漢字能力検定：準２級以上
・日本語検定：３級以上
・実用英語技能検定：CSE2 .0：1 ,700以上
・歴史能力検定（世界史または日本史）：３級以上
・実用数学技能検定：準２級以上
・理検STEP：２級以上など、高校中級以上のレベル。

23K
2022.6



― 2 ―

２．募集人員・出願資格等

⑴　募集人員 学科 募集人員 修業年限

健康体育学科 ３名 ４年
出願の状況および試験結果等により、合格者が募集人員を下回る場合があります。

⑵　趣 旨 　本制度は､ 公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Ｊリーグ）ならびに一
般社団法人日本プロ野球選手会のセカンドキャリア育成の一助として、國學
院大學人間開発学部健康体育学科において、中学校・高等学校の保健体育教
諭、小学校教諭の免許状を取得し、健康やスポーツ分野でのリーダーを目指
す者を対象に、奨学金の給付によって学業を奨励するものです。あわせて、
公益社団法人日本プロサッカーリーグ、一般社団法人日本プロ野球選手会と
國學院大學が、人間開発学部の目指す地域連携活動において協力し、更なる
連携関係を構築していくことを目的としています。

⑶　出願資格 ①　高等学校（特別支援学校の高等部を含む）又は中等教育学校を卒業した
者、および高等専門学校の３年次を修了した者。

 ②　本学への入学を第１志望とする者。
 ③　高等学校３年間における学業成績については、原則として全教科の学習

成績の状況（旧評定平均値）が「3.0」以上の者。
  ※調査書が発行されない場合は、「卒業証明書」を提出のこと。
 ④　公益社団法人日本プロサッカーリーグに所属するクラブとプロサッカー

選手として契約した経験を有する者、または、日本野球機構（NPB）
傘下の球団とプロ野球選手（育成選手含む）として契約した経験を有す
る者。

 ⑤　公益社団法人日本プロサッカーリーグまたは一般社団法人日本プロ野球
選手会より推薦が得られる者。

 ⑥　入学後は大学と協議のうえで決定した、地域貢献の諸活動に協力する者。

⑷　入学検定料 35 ,000円
 ※ 一度納入された入学検定料については、いかなる理由があっても返還しま

せんので、ご注意ください。

３．奨学金

　本入学試験での入学者を対象に、入学金及び授業料、施設設備費、維持運営費、教職課程費の相当額を給付
する「國學院大學セカンドキャリア奨学金制度」を設けています（２年次以降継続の制度あり）。奨学金受給
の手続は出願時にあわせて行ってください。

＜奨学金出願書類＞

①　國學院大學セカンドキャリア奨学金願書　【様式１・２】

②　令和４年分（令和４年１月から令和４年12月）までの収入に関する証明書　【様式３】

※奨学金出願書類に関しては巻末の各様式をご使用ください。
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４．実施スケジュール・選考方法等

出願期間 出願に必要な書類は以下のとおりです。
※出願書類の詳細はP.６にてご確認ください。
　
①　入学志願票（入学検定料35 ,000円）
②　高等学校等調査書
③　 推薦書
④　【様式Ｂ】競技活動記録書
⑤　【様式Ｃ】志望理由書
⑥　奨学金申込書【様式１・２】・【様式３】

　入学検定料（35 ,000円）を納入し、必要書類を大学
へ提出してください。出願受付後、出願者全員に受験
番号通知書を送付します。

令和5年2月6日（月）～2月9日（木）
（消印有効）

選　考
試験時間 試験科目

１時限目 10：00 ～ 11：00 論作文試験（800字程度）

２時限目 11：30 ～ 面接試験（１人約20分）

【試 験 日】令和5年3月2日（木）
【会　　場】渋谷キャンパス
【開門時刻】9：00
【集合時刻】9：30

合格発表

令和5年3月11日（土）

入学手続期間

令和5年3月11日（土）～3月17日（金）（消印有効）
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５．受験から入学手続まで

⑴　受験に関する諸注意

　

①開門時刻 9：00 ～
※　

②受験番号
　通 知 書

・出願された方全員に受験番号通知書を発送します。試験３日前になっても受験番号通知書が届
かない場合や、記載内容に誤りのある場合、また紛失や破損をしてしまった場合には、入学
課（03－5466－0141）までお問い合わせください。

・電算処理の関係上、受験番号通知書・合格通知等に表記できるのは、JIS第１水準及びJIS第２
水準までの漢字です。表記できない漢字については、字体の異なる同字で置き換えられるか、
カタカナで表記されますのでご了承ください。
・試験当日は必ず受験番号通知書を持参し、案内掲示板にて自分の受験番号を確認のうえ、該
当の試験教室に入室してください。

・受験番号はUCAROによる合否通知に必要となりますので大切に保管してください。

③遅　　刻 遅刻は一切認めません。指定された集合時刻に間に合わなかった場合、試験を受けることはで
きません。なお、事故等により交通機関に遅延が生じた場合でも、試験は原則として定刻通り
実施します。

④試験時間
　中の注意
　事　　項

・時計は必ず持参してください。ただし、辞書・電卓・計算・通信端末等の機能があるものや、
それらの機能の有無が判別しづらいもの、秒針音のするもの、キッチンタイマー、大型のも
のは使用できません。また、試験時間中は携帯電話など電子機器類の電源を必ず切ってくだ
さい。

・筆記具はHBのもの、消しゴムはプラスチック製を使用してください。下敷き・定規・コンパ
スなどは使用できません。

・受験者は試験時間中に以下の物を使用することができます。（ただし、不正行為防止のため、
必要に応じて試験監督者が確認する、または使用を認めないことがあります。）
　「座布団」・「ひざ掛け」・「コート」・「マスク」・「ティッシュペーパー」・「ハンカチ」・「ハンド
タオル」・「目薬・点鼻薬」

・英語や地図、和歌や格言等が印字されている服の着用や所持品の使用はできません。
・試験教室からの入退室は、試験監督の指示に従ってください。不正行為をした者・試験監督
の注意や指示に従わない者には退室を命じ、以降の受験は一切認めません。

⑤感染症に
　関 す る
　注意事項

　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（インフルエンザ・麻疹・
風疹等）に罹患し治癒していない者は、他の受験者や監督者等への感染の恐れがありますので、
受験をご遠慮願います。
　また、試験当日に発症の疑いがあると大学が判断した場合には、受験をご遠慮願いますので、
体調管理については十分注意してください。
　ただし、症状により学校医その他の医師において伝染の恐れがないと認めた際には、この限
りではありません。なお、上記により受験をご遠慮いただいた場合でも、原則として再試験な
どの措置や入学検定料の返還は行いません。

⑥そ の 他 ・上履きを持参する必要はありません。
・試験教室の下見はできません。
・試験会場へは公共の交通機関をご利用ください。自動車や自転車、バイク等での試験場構内
への乗り入れはできません。

・大規模災害等、不測の事態により、所定の日程通りに入学試験や合格発表等を実施すること
が困難であると本学が判断した場合、延期・再試験等の対応措置を取らざるを得ないことが
あります。これらの対応措置を講ずる場合は、本学ホームページ（www.kokugakuin.ac.jp/
admission）に掲載しますので、確認してください。
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試験教室には集合時刻（試験開始30分前）までに入室してください。入場後は、試験が終
了するまで場外に出ることはできません。
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⑶　合格発表について
　受験ポータルサイト「UCARO」にて合否通知を行います。確認する際に、受験番号と生年月日が
必要となります。発表日の12：00以降に下記のアドレスにアクセスしてください。
　電話による合否の問い合わせには一切応じません。

合格発表専用 UCARO ホームページアドレス　
https://www.ucaro.net/gouhi/304012A 

　合格者に対しては、UCARO上の合格発表画面にて、入学手続に関する案内を行います。入学手続
は、Web入学手続システムを通して行うものとし、大学から入学手続書類・合格通知書等の送付は
いたしません。UCARO上の画面の指示に従って手続を行ってください。
　なお、「誤操作」「見間違い」等を理由とした入学手続締め切り日を過ぎての入学手続は一切認めま
せん。

⑵　評価方法について
　　出願書類ならびに各学科が指定する選考方法を用いて、アドミッション・ポリシーに基づき、学力
　を構成する特に重要な以下の三つの要素を多面的・総合的に評価する。
　①基礎的・基本的な知識・技能
　②知識・技能を活用して、自ら課題を発見し、その解決に向けて探求し、成果等を表現するために必
　　要な思考力・判断力・表現力等の能力
　③主体性を持ち、多様な人々と協働しつつ学習する態度
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６．出願書類について

⑴　出願に必要な書類を全てそろえ、本学所定の出願封筒ラベルを使用し、速達・簡易書留で入学課宛に送付
してください。

⑵　様式Ａ～Ｃは、順番にならべて提出してください。記入の際はボールペンを使用してください（鉛筆書
き不可）。

⑶　出願書類①および④～⑥は必ず出願者本人が作成してください。
⑷　一度提出した書類および入学検定料は、返還しませんので、ご注意ください。
　

①　入学志願票
　　【本学所定用紙】

　「入学志願票記入例」（P.７～８）を参考に志願者本人が
記入してください。

②　高等学校等調査書

　出身高等学校等の学校長が発行した調査書（高等学校等
所定用紙、開封無効）で、出願前３ヶ月以内に発行された
ものを提出してください。
※調査書が発行されない場合は、「卒業証明書」を提出し
てください。

③　推薦書 　公益社団法人日本プロサッカーリーグ、または、一般社
団法人日本プロ野球選手会より推薦を受けてください。

④　競技活動記録書
　　【様式Ｂ】

　所属クラブ名、または、所属球団名および在籍期間を記
入してください。

⑤　志望理由書
　　【様式Ｃ】

　志願者本人が本学を志望した理由を800字以内で具体的
に記入してください。

⑥　奨学金申込書 　必要書類（P.２および【様式１】・【様式２】・【様式３】）
を確認し、入学試験出願書類と同封して提出してください。
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７．入学志願票記入例　※写真票もこれにならって記入してください。

　以下の記入例にならい、ボールペンを使用して各票の太枠内を漏れなく記入してください（網かけさ
れている欄は未記入のままで結構です）。なお、提出後の変更は一切認められませんので、ご注意くだ
さい。
★入学志願票を全て記入のうえ、入学検定料35,000円を振込み、出願してください。
★写真票には写真（縦４cm×横３cm）を必ず貼付してください。
★記入を間違えた場合は修正液（ホワイト）を使用しても構いません。但し、入学検定料（振込金額）
を訂正する場合は、二重線で消し、その上に銀行等の窓口で訂正印を押してもらい、欄外に正しい
金額を記入してください。

振込依頼書
（取扱店保存）

23K
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Ｋ１５Ｂ

１３５５０Ａ １　１ ２０１７０３

横浜市青葉区新石川３－２２－１

３５０００

若木

健康体育
人間開発

國學院

神奈川

ショウ
１９９９１１０４

０４５－×××－××××
０８０－××××－××××

翔
ワカキ゛

Ａ１２Ｚ９

若木ヒルス゛１０１
２２５　０００３ ｋｏｋｕｇａ ｕｉｎ＠×××. ××ｋ
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（2）各種コード一覧

❶　志望・活動コード
　①　志願票の志望コード欄に以下のコードを記入してください。

　　 競技名 コード

硬式野球 Ａ１２

サッカー Ａ１５

　②　 志願票の活動コード欄に以下のコードを記入してください。
　　 イ　欄

コード 競技レベル

Ｚ プロ活動

ロ　欄
コード 競技結果

９ プロ

❷　入試コード
学部 学科 入試コード

人間開発 健康体育 Ｋ１５Ｂ

❸
　高等学校等
　　コ　ー　ド

本学入学課（03－5466－0141）へお問い合わせください。
※大学入試センターのコードと同様です。

❹　課程コード
課　程 全日制 定時制 通信制 その他

コード １ ２ ３ ９

❺　学科コード
学　科 普通 商業 工業 農業 英語 総合 その他

コード １ ２ ３ ４ ５ ６ ９

（1）記入上の注意
①出願する入試制度に○をつけてください。

④濁点・半濁点も 1文字として記入してください。

　

⑤生年月日・卒業年月は必ず西暦で記入し、月日が1桁の場合は、その数字の前に「０」を入れ、2桁
　で記入してください。
⑥住所は受験番号通知書等の送付先となるので、アパート・マンション名まで正確に記入してくださ
　い（丁目・番地・号は「－」で記入してください）。
⑦電話番号（日中連絡のとれるもの）は、市外局番・局番・加入番号それぞれの間を「－」で区切っ
　て記入してください。
⑧メールアドレスは正確に記入してください。また、文字の判別がしやすいように、適宜フリガナ等
　で補足してください（例：アルファベットのO <オー>と数字の０<ゼロ>など）。

②各種コード一覧を参照し、入試コード・学部・学科を記入してください。専攻・コース欄は記入不
　要です（他の入試制度使用欄のため）。

23K
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③調査書、その他出願に必要な書類の氏名欄は、住民票に記載されている本名または通称名にて統一
　してください。氏名は電算処理の都合上、標準文字（JIS第1・2水準文字）を使用してください。
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８．入学検定料

　入学検定料の振込について

　　 入学検定料 35,000円 　※出願開始日よりお振り込みください。

①　入学志願票に必要事項を全て記入した後、出願期限に間に合うように最寄りの銀行または信用金庫等
の窓口（銀行等のＡＴＭ・ゆうちょ銀行は利用できません）から本学が指定する銀行口座へ振込んで
ください。
• 振込依頼書は入学志願票と一連になっていますので、必要事項を記入のうえ、切り離さずに銀行
等取扱店へお持ちください。
• 本学が指定する銀行（下記⑥参照）の各本支店から振込む際の手数料は不要ですが、その他の金
融機関から振込む場合には本人負担となります。

②　振込終了後、「振込依頼書」は取扱店によって切り取られます。それ以外の収納印欄全てに取扱店の
収納印が押されていることを必ず確認してください。

③　「本人保存」は領収書となりますので、各自切り取って保管してください。
④　出願の際には「入学志願票・写真票」を切り離さずに、その他の出願書類とともに入学課宛に送付し
てください（詳細はP.６を参照してください）。

⑤　一度納入された入学検定料は、返還しませんので、ご注意ください。
⑥　本学が指定する銀行口座は下記のとおりです。

み ず ほ 銀 行 渋谷中央支店 普通 No.1391131 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 普通 No.0128169

三井住友銀行 渋 谷 支 店 普通 No.8195674 り そ な 銀 行 渋 谷 支 店 普通 No.0093868

※　ご不明な点は、入学検定料を振込む前に、入学課（03－5466－0141）までお問い合わせください。

23K
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９．学費等納付金

　本入学試験に合格し、かつ奨学金を申請し給付対象者として認められた場合には、下表のうち「学費（網
掛け部分）」については免除となります。奨学金給付対象者には、学費免除後の金額を記載した入学手続金
の所定用紙を入学手続書類とともに発送しますので、入学手続期間内に振込んでください。
　※なお、２年次以降の奨学金継続については、毎年申請が必要となります。

〈令和４年度学費等納付金額〉金額については変更となる場合があります。
（単位：円）

納　期 
費　目 入学手続時 入学後（後期分） 初年度合計

学
　
費

入　学　金 240 ,000 240 ,000

授　業　料 400 ,000 400 ,000 800 ,000

施設設備費 125 ,000 125 ,000 250 ,000

維持運営費 10 ,000 10 ,000

小　　　計 775 ,000 525 ,000 1 ,300 , 000

諸
　
費

若木育成会費 29 ,000 29 ,000

若木学友会入会金 1,000 1 ,000

若木学友会費 5,300 5 ,300

院友会（同窓会）入会金 10 ,000 10 ,000

國學院人間開発学会費 3,000 3 ,000

小　　　計 48 ,300 48 ,300

合　　計 823 ,300 525 ,000 1 ,348 , 300

備考　１．後期分以降の学費の納付については、口座振替となります。詳細は入学後にご案内します。
　　　２．教員免許など各種資格の取得を希望する場合や野外活動実習費として上記以外に別途費用が必要
　　　　　となります。

【入学手続完了後の辞退について】
　入学手続を完了した後にやむを得ない事由により、入学を辞退する場合、令和５年３月31日（金）17時ま
でに所定の申請手続を終えた方には、納付金を返還いたします。なお、詳細は『入学手続要項』に記載します。
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入　試
コード Ｋ １ ５ Ｂ

推　　薦　　書
令和　　　年　　　月　　　日

國學院大學学長　殿

推薦者名： 　　　

　　　　　　　　　　　　　　㊞

　下記の者は、貴学の実施される人間開発学部健康体育学科のセカンドキャリア

特別選考入学試験の条項に該当する者と認め、責任を持って推薦いたします。

記

フリガナ

氏 名

人物・性格
の 所 見

プロ活動
の 内 容

提出書類【様式Ａ】
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提出書類【様式Ｂ】

競 技 活 動 記 録 書

フリガナ

氏　名

所属クラブ・球団名および在籍期間を記入してください。

所 属 ク ラ ブ ・球 団 名 在　籍　期　間

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　～　　　　年　　　月

特
　
記
　
事
　

）
等
績
戦
な
主
（
項

　　　　　　　　　　　　　　㊞

入　試
コード Ｋ １ ５ Ｂ
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入　試
コード Ｋ １ ５ Ｂ

志願者本人が自筆・ペン書きで記入してください（鉛筆書き不可）。

志 望 理 由 書
健康体育学科 フリガナ

氏　名

提出書類【様式Ｃ】

23K
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400▲

200▲



▲800

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

▲600
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提出書類【様式Ｃ】



提出書類【様式１】

令和４年度　國學院大學セカンドキャリア奨学金　願書
フリガナ

大学使用欄

氏　　名

学籍番号
昭・平　　　年　　　月　　　日　生　（満　　歳）

現 住 所（本人の居住地）
〒　　　－　　　　

携帯　　　　（　　　　）

電話　　　　（　　　　）

家族住所
〒　　　－　　　　

電話　　　　（　　　　）

続柄 氏　　　　名 年齢 職　　業 在職期間 勤　　務　　先

①父 給与・自営・
他

②母 給与・自営・
他

※入学後も引続き一定の収入が本人にある場合のみ③に記入してください。（短期アルバイト等は含みません）
※①から③に該当しない場合のみ④欄に記入してください。（続柄を明記）
③
本人

給与・自営・
他

④
その他

給与・自営・
他

上記①から④の内、家計支持者（収入が一番多い方）1名を選択してください。（№に○）
　①父　②母　③本人　④その他（　　　）※左記で選択した方の収入証明書を（様式2）に貼付してください。
下欄には本人と同一生計の家族のみを記入してください。（就学者は年齢・学年を記入）

続柄 氏　　　　名 年齢 勤務・通学先（就学の種別・学年） 家族との同居の有無 備　　考

自宅・自宅外
自宅・自宅外
自宅・自宅外
自宅・自宅外

大学使用欄

１．家計支持者　　①　父　　②　母　　③　本人　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

２．収入証明書　　①源泉徴収票　　②確定申告書　　③その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

２・３・４年生（前年度学業成績）参考

Ａ＋ Ａ Ｂ Ｃ 合　計 区分

１　・　２

GPA（前年度） 出席率（前年度） 教職課程履修 有　・　無
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國學院大學セカンドキャリア奨学金制度規程（抜粋）
　（目的）

リャキドンカセ、は）。ういと」度制本「下以（度制金学奨アリャキドンカセ學大院學國　条１ 第
アとして、中学校、高等学校の保健体育教諭、小学校教諭の免許状を取得し、健康やスポーツ分
野でのリーダーを目指す者に対し、奨学金の給付によって、学業を奨励するとともに、経済援助
を行うことを目的とする。
　（対象者）

入に科学育体康健部学発開間人で験試学入考選別特アリャキドンカセ、は者象対の度制本　条２ 第
学した者のうち、次の各号に該当する者とする。
　　⑴　人間開発学部の教育理念を理解し、勉学意欲があり、品行方正なる者

目をーダーリので野分ツーポスや康健は又諭教校学小、諭教育体健保の校学等高、校学中　 ⑵　　
指し、教職課程を履修する者

　　⑶　大学、人間開発学部主催の行事、地域貢献の諸活動に協力する者
　　⑷　経済的に困窮している者
　２　本制度への出願は入学後４回を限度とし、進級制限により原級に留まった年度は対象外とする。
　（給付額）
第３条　本奨学金の給付額は、入学金及び授業料、施設設備費、維持運営費、教職課程費とする。

（省　略）
　（採用者の決定）
第７条　奨学生の決定は、人間開発学部教授会の議を経て、学長が決定する。
　２　本制度の採用者は、本学が定める他の学内奨学金を併給できないものとする。
　（給付方法）

、費備設設施、料業授び及金学入、い従にき続手たれらめ定の学大、は法方付給の金学奨本　条８ 第
維持運営費、教職課程費に充当するものとする。
　（採用の効力及び返還）
第９条　本規程による奨学生の採用の効力は、当該年度とする。

さ消り取を給支の金学奨本、は者るす当該にかれずい号各の次、ちうの生学奨るよに度制本　 ２　
れ、当該年度の既支給額を返還しなければならない。

　　⑴　休学若しくは退学した者
　　⑵　学則第93条又は第95条の適用を受けた者
　　⑶　人間開発学部長が、奨学生として適当でないと認めた者

（誓　　約　　書）
上記規程について遵守し、これに反した場合、奨学生としての資格を失うことに同意いたします。
なお、採用になった際は、奨学生としての責任を果たすことを本人・保証人連署の上、誓約いたします。

　　　令和　　　年　　　月　　　日

本人氏名　　　　　　　　　　印
國 學 院 大 學 学 長  殿

保証人氏名　　　　　　　　　印

　　保証人住所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本人との続柄（　　　　　　　）

※本学は個人情報の適正な取り扱いに努めています。いただいた情報を本奨学金申請以外の目的で使用することはありません。

提出書類【様式２】
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國學院大學セカンドキャリア奨学金　収入に関する証明書
【書類提出上の注意】
※収入に関する証明書は、令和４年１月から令和４年12月までの１年間の収入を対象としています。
※【様式１】で選択した家計支持者１名の収入証明書（源泉徴収票等）を本書に貼付してください。
※不明な点は下記担当までお問い合わせください。
【問合せ先】國學院大學たまプラーザ事務課　045－904－7700

収入に関する証明書（源泉徴収票または確定申告書控等）添付欄

提出書類【様式３】
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國學院大學
渋谷キャンパス

都営バス
「国学院大学前」
停留所

都営バス（54番のりば）
「〈学03〉日赤医療
センター前」行停留所

交番

ファミリー
マート

青山学院大学

実践女子学園

住友不動産
渋谷ファーストタワー

常磐松小

セブンイレブン

金王神社

ライフ

氷川神社 広尾小

広尾中

広尾高

青山学院
初等部

地下鉄
表参道駅

東交番

渋谷駅

恵比寿駅山手線・埼京線
湘南新宿ライン

至 目黒→
井
の
頭
線

高
速
３
号
線
渋
谷
線

クロスタワー

商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

クロスタワー

渋谷
ヒカリエ

商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

住友不動産
渋谷ファーストタワー

渋谷東二郵便局渋谷東二郵便局

渋谷ストリーム渋谷ストリーム

國學院大學

たまプラーザ
テラスサウスプラザ
たまプラーザ
テラスサウスプラザ ローソンローソン

たまプラーザ
もみじ保育園

正門正門

野球場

グラウンド

野球場

グラウンド

若木21

横浜銀行 ファミリー
マート

三菱UFJ銀行 東急SC
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＜所 在 地＞
　　　　　　東京都渋谷区東四丁目10－28

＜交通機関＞ 渋谷駅東口方面出口より徒歩約13分、
　　　　　　または、
　　　　　　渋谷駅東口バスターミナル（54番のりば）
　　　　　　より
　　　　　　 都営バス〈学03系統〉「日赤医療センター

前」行き（運賃　現金180円・IC175円）
「国学院大学前」下車

＜所 在 地＞
　　　　　　神奈川県横浜市青葉区新石川三丁目22－1

＜交通機関＞ 渋谷駅より東急田園都市線（長津田・中
央林間方面行き）にて約25分

　　　　　　（東京メトロ半蔵門線相互乗り入れ）
　　　　　　たまプラーザ駅下車南口より徒歩約５分

渋谷キャンパス　〈文学部・神道文化学部・法学部・経済学部・専攻科・別科のメインキャンパス〉

横浜たまプラーザキャンパス　〈人間開発学部・観光まちづくり学部のメインキャンパス〉
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東急田園都市線

東急東横線

東急世田谷線

小田急小田原線

京王線
京王井の頭線

東急目黒線

東急大井町線

東急空港線 東京モノレール

東急多摩川線JR南武線

JR中央線
JR山手線

JR埼京線

JR京浜東北線

JR総武線

JR常磐線

東武伊勢崎線

つくば
エクスプレス

地下鉄銀座線

地下鉄副都心線

地下鉄半蔵門線

JR横浜線

横浜市営
地下鉄線

◎東急田園都市線は、渋谷駅より東京メトロ半蔵門線と相互乗り入れをしております。

※本ページに記載されている情報は発行時のものです。変更される場合がありますので、ご自身で必ずご確認ください。
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