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　アドミッション・ポリシー／出願資格　

　大学院臨床心理学研究科では、以下のようなアドミッション・ポリシーを満たす資質を持つ人材を選考し、
積極的に受け入れる。

アドミッション・ポリシー

　１．臨床実践力及び研究実践力を育むために必要な学力と知識を身に付けている人
　２．人間を理解・援助するための広い視野と柔軟性，他者と協働するためのコミュニケーション力を有する人
　３．人間に対する深い関心と教養を有し，他者を尊重する態度を持つ人
　４．臨床心理学領域において，自発的に課題を見出し，それを深めることのできる人
　５．臨床心理援助の実践と研究の発展に貢献したい人

研究科（専攻）・募集人員・出願資格・選考方法（試験時間割）

１　研究科・専攻・募集人員

研究科 専攻 課程 試験区分 募集人員

臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 修士課程

学内特別選考入試※

10人一般選抜

社会人特別選抜

　　　※　学内特別選考入試は、2023年３月に本学福祉心理学部臨床心理学科を卒業見込みの方が対象です。
　　　※　学内特別選考入試の詳細は、本学入試広報課までお問い合わせください。
　　　＊�　�心身の障害等により受験上または入学後特別な配慮を必要とされる方、不安を感じている方は、
　　　　　各入試区分の出願開始日１ヶ月前までにご相談ください。

２　出願資格
　⑴　一般選抜（次のいずれかの条件を満たす者）
　　①　大学を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
　　②　外国において学校教育における16年の課程を修了した者
　　③　文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号参照）
　　④　その他、本学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
　　　　＊　�上記④により出願を希望する者については、出願に先立ち資格審査を行いますので、
　　　　　　各入試区分の出願開始１ヶ月前までに本学へ申し出て相談してください。
　　　　　　�出願資格認定申請書（学歴審査用）は、本学ホームページからダウンロードした所定様式によ

り、志願者本人が自筆してください。

　⑵　社会人特別選抜（次の①～③全ての条件を満たす者）
　　①　次のａ～ｄのいずれかの条件を満たす者
　　　ａ．大学を卒業した者（卒業見込みは不可。但し、通信教育、放送大学卒業見込みの者は可）
　　　ｂ．外国において学校教育における16年の課程を修了した者
　　　ｃ．文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号参照）
　　　ｄ．その他、本学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
　　　　＊　�上記ｄにより出願を希望する者については、出願に先立ち資格審査を行いますので、
　　　　　　各入試区分の出願開始１ヶ月前までに本学へ申し出て相談してください。
　　　　　　�出願資格認定申請書（学歴審査用）は、本学ホームページからダウンロードした所定様式によ

り、志願者本人が自筆してください。
　　②　2023年３月31日時点で３年以上の常勤在職経験がある者、またはそれに準ずる経験を有する者
　　　　＊　「３年以上の常勤在職経験に準ずる経験を有する者」については、出願に先立ち資格審査を
　　　　　　行いますので、各入試区分の出願開始１ヶ月前までに本学へ申し出て相談してください。
　　　　　　�出願資格認定申請書（職歴審査用）は、本学ホームページからダウンロードした所定様式によ

り、志願者本人が自筆してください。
　　③　合格した場合に、確実に本学へ入学する者
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３　選考方法・試験時間割
　⑴　一般選抜
　　①�　入学者の選抜は、筆記試験、面接試験及び出願書類をアドミッション・ポリシーにもとづき総合的

に評価して行います。
　　②　試験時間割（試験科目等）

入試区分 試験区分・科目等 試験時間 備　　考

１次募集
２次募集
共　　通

集　　合 ８：30 ８：00以降、試験会場・試験室に
立ち入ることが出来ます。

試験室集合 ９：00

筆記試験

専門科目
（臨床心理学） ９：10～10：40（90分） 試験開始後30分を過ぎると受験

できません。

外 国 語
（英　　語） 11：10～12：40（90分） 語学辞書（英和１冊）の持込使用

を許可します（電子辞書は不可）。

小 論 文 13：30～14：30（60分）

面接試験 15：00～（一人約15分）

　　　
　⑵　社会人特別選抜
　　①�　入学者の選抜は、小論文、面接試験及び出願書類をアドミッション・ポリシーにもとづき総合的に

評価して行います。
　　②　試験時間割（試験科目等）

入試区分 試験区分・科目等 試験時間 備　　考

１次募集
２次募集
共　　通

集　　合 10：30 ８：00以降、試験会場に立ち入る
ことが出来ます。

試験室集合 11：00 10：45以降、試験室に立ち入るこ
とが出来ます。

小 論 文 11：10～12：40（90分） 試験開始後30分を過ぎると受験
できません。

面接試験 13：30～（一人約25分）

入学試験日程

入試区分 出願期間
【締切日16：30必着】 試験日 合格発表

【13：00】 入学手続期限

１次募集 2022年８月31日㈬～９月７日㈬ ９月17日㈯ ９月30日㈮ 10月17日㈪

※
２次募集 2022年11月９日㈬～11月16日㈬ 11月26日㈯ 12月８日㈭ 12月22日㈭

　　　※　２次募集実施の有無については、10月中旬に本学ホームページ上にて告知します。

　選考方法・試験時間割／入学試験日程　
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　出願から入学手続きまでの流れ　

出願手続

　�　出願にあたっては、検定料の納入と出願書類の提出が必要となります。出願書類については下記をご確
認のうえ、出願期間内に郵送してください。
　　＊�　出願期間以外に到着および出願書類に不備がある場合は、受理できません。
　　＊　�出願書類記入の際は、必ず黒ボールペンを使用してください。それ以外は受理できません（鉛筆や

字が消えるボールペンは不可）。
　　＊　�出願書類は、本学指定の封筒を使用し、出願期間内に提出してください。指定の封筒は本学入試広

報課までご連絡いただいた方に、入学願書・写真票と一緒に送付します。
　　＊�　原則として、いったん納入された検定料および出願書類は返還できません。
　　＊　�ご提出された出願書類の情報については、入学試験関連業務に使用し、その他の目的には使用しま

せん。
〈本学に連絡し、取り寄せるもの〉
　⑴　入学願書・写真票（本学所定用紙）
　　　＊�　本学入試広報課までご連絡ください。本学指定の封筒と一緒に本学より送付します。
　　　＊�　入学願書（A票）・写真票（B票）は、切り離さず提出してください。
〈本学ホームページよりダウンロードするもの〉
　⑵　履歴書（学歴・職歴及び研究業績）（本学所定用紙）
　　　＊　本学ホームページからダウンロードした所定様式により、志願者本人が自筆したもの。
　⑶　卒業論文または修士論文の題目及び概要（1,000字以内）（本学所定用紙）
　　　＊　本学ホームページからダウンロードした所定様式により、志願者本人が作成したもの。
　　　　　（パソコン入力、自筆のどちらでも可）
　　　＊　卒業論文または修士論文がない場合は、所定用紙に「なし」と記入してください。
　　　＊　大学院および大学の論文が対象です。
　　　＊　引用文献の添付は不要です。
　⑷　研究計画書（本学所定用紙）
　　　＊　本学ホームページからダウンロードした所定様式により、志願者本人が作成したもの。
　　　　　（パソコン入力、自筆のどちらでも可）
〈志願者本人が用意するもの〉
　⑸　卒業（見込）証明書（大学、短大、高等専門学校卒業（見込）者のみ）
　⑹　成績証明書（大学、短大、高等専門学校卒業（見込）者のみ）
　⑺　�切手（受験票・合否通知用）
　　　受験票・合否通知用に1,000円分の切手を同封してください。
　　　＊　台紙に貼り付けたりせず、直接出願用封筒に入れてください。
　　　＊　超過分の料金は返金しません。
　⑻　戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）
　　　＊　各証明書が旧姓表記の場合は、戸籍個人事項証明書を同封してください。
　⑼　検定料　35,000円
　　　＊　�振込依頼書（C票）は入学願書と一連になっているので、切り離さず、最寄りの銀行窓口で振り

込んでください（ATMによる振り込みはしないでください。）。
　　　＊　�振込金受領書（D票）は、振り込み後、「取扱銀行収納印」を確認のうえ切り離し、本人が保管して

ください。
　　　＊　�今年度入試で不合格となり、再受験する場合、当該年度内に限り検定料は必要ありません。その

際、銀行での手続きは必要ありませんので、振込依頼書（C票）・振込金受領書（D票）は、切り
離さず一緒にお送りください。
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　出願から入学手続きまでの流れ　

出願書類提出先・問い合わせ先

　　新潟青陵大学　入試広報課
　　〒951－8121　新潟市中央区水道町１丁目5939番地
　　TEL　025－368－7411
　　E-mail：pr4@n-seiryo.ac.jp
　　（受付時間：土日祝祭日除く平日　８：30～17：30）
　　（メールについても、この時間での対応となります。）

受験票

　　出願期間締切後、本学にて「受験票」を作成し、速達にて送付します
　　（出願受付順に随時「受験票」を発行することはありません。）。
　　試験日の３日前までに「受験票」が届かない場合又は紛失した場合は、速やかにご連絡ください。
　　また、「受験票」の記載内容に疑義等がある場合も速やかにご連絡ください。

受験に当たっての主な注意事項

⑴試験当日の注意事項
　①　受験票は、試験当日必ず持参してください。
　②　試験日の前日および前々日に、本学ホームページをご確認ください。重要な連絡がある場合があります。
　③�　負傷、事故、その他の事情（両親の危篤、自宅の火災）であっても、追試験は実施しません。
　④�　試験当日、天候不良や事故等により公共交通機関に乱れが生じる場合があります。その場合、試験時
刻を繰り下げて試験を実施する場合がありますので、できるだけ試験会場に向かうようお願いします。

　⑤　試験開始時刻に遅刻した場合は、試験開始時刻後30分以内に限り、受験を認めます。
　⑥　試験会場での昼食の販売はありませんので、各自で必要に応じてご用意ください。
　⑦　試験会場には駐車スペースはありませんので、公共交通機関を利用してください（送迎のみ可）。
　⑧　試験会場からは、全ての試験終了後まで外出することはできません。
　⑨　キャンパス内は、禁煙です。
　⑩　付き添いの方の控室はございません。
　＊　試験当日に不測の事態が生じた際は、直ちに本学にご連絡ください。

⑵試験時間中の注意事項
　①　所持品の扱い
　　ア�　試験時間中に机の上に置けるものは、「受験票」「HBの黒鉛筆」「鉛筆キャップ」「シャープペンシ

ル（HBの芯）」「プラスチック製の消しゴム」「鉛筆削り（小型のものに限る）」「眼鏡」「ハンカチ」
「ティッシュペーパー（袋から取り出したもの）」「目薬」です。これ以外の所持品を置いてはいけませ
ん。これ以外のものの使用は、試験開始前に許可を得る必要があります。

　　イ　各自の時計の使用はできません。試験室に電波時計を設置しています。
　　ウ　「コートの着用」「座布団・ひざ掛け等の使用」は認めます。
　　エ�　携帯電話、ウェアラブル端末、スマートフォン等の電子機器類は、試験室に入る前に必ずアラーム

などの設定を解除し、電源を切って、カバンにしまってください。身に付けてはいけません（全ての
試験終了後、学外に出るまで電源を入れてはいけません。）。

　②　試験時間中は監督者の指示に従ってください。従わない場合は退室させることがあります。
　③�　試験開始後、試験終了まで退室は認めません。ただし、試験時間中に発症し、一時休養を希望する場
合は、休養室での一時休養を認めます（休養室での受験はできません）。また、一時休養に伴う試験時

出願書類（本学所定様式）のダウンロードについて
　�出願書類は、本学ホームページの「入試情報」からダウン
ロードしてください。

　ＵＲＬ：http://www.n-seiryo.ac . jp/exam/
　　＊Ａ４サイズの白色用紙に印刷してください。
　　＊レイアウト変更、改変等は行わないようにご注意願います。
　　＊出願期間に関わらず、いつでも印刷することができます。
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　出願から入学手続きまでの流れ　

間の延長は認めません。
　④�　休み時間は、受験生控室（当該試験室）以外で休憩することはできません（受験生控室のみ飲食可）。

⑶不正行為
　次のことは不正行為となることがあります。不正行為となった場合は、それ以後の受験はできません。ま
た、既に受験したすべての科目の受験も無効となります。
　①　カンニングをすること、またはカンニングの手助けをすること。
　②　試験監督者等の指示に従わないこと。
　③　使用を許可されたもの以外を机の上に置いたり、身に付けること。
　④�　試験時間中に携帯電話等の電子機器類や時計を身に付けていること、または音（着信・アラーム・振
動音など）を鳴らすこと。

　⑤　他の受験者の迷惑となる行為をすること。
　⑥　その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

新型コロナウイルス感染症等に係る受験上の注意事項について

　�　先の「受験に当たっての主な注意事項」に併せて、新型コロナウイルス感染症等の感染防止のため、下
記についてもご留意いただけますようお願いいたします。
　�　なお、記載の事項に該当する体調不良の受験生については、「追試験」または「『別室での受験』および
『オンラインでの面接』」となる場合がありますのであらかじめご承知おきください。
１．試験実施前の注意事項
　①�試験日の２週間程度前から、発熱・咳等の症状がある方は、あらかじめ医療機関で受診を行ってくださ
い。

　②試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行い、体調の変化を確認してください。
　③�日頃から平熱が高いなど事情のある方、体調等に不安がある方、マスクの着用に困難のある方はあらか
じめご相談ください。

　④�新型コロナウイルスまたは学校保健安全法施行規則において出席停止が定められている感染症（インフ
ルエンザ感染症等）に罹患し、試験当日の時点で治癒していない方や感染が疑われる方は、受験するこ
とはできません。追試験の受験を検討してください。詳しくは、「追試験等の特別措置について（６ペー
ジ）」をご確認ください。

　⑤�無症状の濃厚接触者（保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者のほか、過去２週間以内に、政
府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域から日本に入国した者を含む）である
受験生には、以下ア～エのすべての要件を満たした場合、別室での受験を認めます。

　　ア�初期スクリーニング（自治体または自治体から指示された医療機関が実施するPCR検査等の検査（行
政検査））の結果、陰性であること。�

　　　＊検査結果が判明するまでは受験できません。�
　　イ受験当日も無症状であること。�
　　ウ�公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密集

する場所を避けて試験会場に来ること。�
　　エ終日、別室で受験すること。�
　⑥万一の場合に備え、新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）のダウンロードをお勧めします。
２．試験実施当日の注意事項
　①�試験当日の検温で、37.5℃以上の熱がある場合は追試験の受験を検討してください。詳しくは、「追試験
等の特別措置について（６ページ）」をご確認ください。

　②�37.5度以上の熱はないものの発熱や咳等の症状のある方は、その旨を係の者に申し出てください。発熱・
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咳等の症状がある場合は、別室試験等になる場合があります。
　③�試験場内では、昼食時を除き、常にマスクを正しく着用してください（鼻と口の両方を必ず覆うこと）。
マスク着用が困難な事情のある方は、あらかじめご相談ください。

　④�休憩時間や昼食時、入退場時等の他者との接触、会話は極力控えてください。
　⑤�休憩時間の飲食は、水分補給等の必要最小限としてください。
　⑥�昼食を必要とする場合は持参し、決められた時間内に試験室の自席で食事をとってください。
　⑦�試験室への入退室を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒を行ってください。
　⑧�学内移動の際は、密を避けるための誘導（誘導員および掲示等）に従ってください。
　⑨�試験室の換気のため窓を開放する時間帯がありますので、必要に応じて上着その他の暖かい服装を持参
してください。

３．試験実施後の注意事項
　①試験場内ではマスクを廃棄しないでください。
　②帰宅の際は各自寄り道などをせず、なるべくまっすぐ帰宅し、帰宅後はまず手や顔を洗ってください。
　③�受験後、２週間以内に新型コロナウイルス感染が確認された場合、各所への連絡とともに本学にもご一
報ください。

追試験等の特別措置について

　①�　「新型コロナウイルス感染症等に係る受験上の注意事項について」の１．試験実施前の注意事項④、
２．試験実施当日の注意事項①に係る理由で１次募集が受験できなかった場合は、以降の２次募集をご
受験ください。その場合、当該年度内に限り検定料は不要です。２次募集を辞退される方は次の募集の
出願締切日までにお電話で入試広報課までお申し出ください。検定料を返還します。

　②�　１次募集で定員を満たした場合、２次募集は行いません（詳しくは募集要項をご確認ください）。２
次募集が行われず受験できなかった場合や、前述１．試験実施前の注意事項④、２．試験実施当日の
注意事項①に係る理由で２次募集に出願したが受験できなかった場合は、お電話で入試広報課までご相
談ください。別途ご対応いたします。

　　※�負傷、事故、その他の事情（両親の危篤、自宅の火災）などは追試験等の対象に含みません。
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合格発表

　⑴　合格発表日は、２ページの「入学試験日程」を参照してください。
　⑵　WEBによる「合否案内サービス」で、合否発表を行います（３日間）。
　⑶�　本人宛にも合否を速達郵便で郵送（発表日投函）します。
　⑷�　合格者には、同時に入学手続書類を送付します。
　⑸　欠席者及び試験途中棄権者には合否通知は行いません。
　⑹　電話による合否の問い合わせには応じません。

試験会場試験会場

　試験会場　　新潟青陵大学
　所在地　　　新潟市中央区水道町１丁目5939番地
　試験会場へのアクセス
・新潟駅万代口バスターミナルから「浜浦町線〈新潟青
陵大学前経由〉水族館前ゆき」バスで約20分、「新潟
青陵大学前」下車。または、「浜浦町線〈浜浦町経由〉
信濃町ゆき」「浜浦町線〈浜浦町経由〉西部営業所ゆ
き」バスで約20分、「水道町１丁目」「松波町１丁目」
下車、徒歩４分。

・JR越後線�白山駅下車、徒歩15分。

　　＊　�下見については、試験会場の所在地確認にとどめ
てください（校舎の中には入れません。）。

　　＊　試験教室については、当日試験会場で連絡します。
　　＊　�試験会場には駐車スペースはありませんので、公

共交通機関を利用してください（送迎のみ可）。



88

　出願から入学手続きまでの流れ　　出願から入学手続きまでの流れ　
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　出願から入学手続きまでの流れ　

入学手続

　⑴　合格者には、「合格通知書」及び「入学手続要項」を速達で郵送します。
　⑵　入学手続きは、入学手続書類を提出し、期限内に納入金を納入して完了となります。
　　　＊　入学手続きを完了した方に「入学許可証」等は送付しませんので、予めご了承ください。
　⑶�　指定された期限内に入学手続きを完了しない場合は、入学を辞退したものとみなします。
　⑷�　入学辞退について
　　　入学手続きを完了した後、事情により入学を辞退する場合は、下記の通り所定の手続きを行ってください。
　　　「納入金」の納入または「入学手続書類」の提出をしていない方は、入学辞退の手続きは不要です。
　　　�「納入金」の納入または「入学手続書類」の提出をした方が入学を辞退する場合は、必ず入学辞退の手

続きが必要となります。
　　　�2023年３月31日（金）17：00までに下記の通り所定の手続きを行った方に限り、入学金を除く納入金

を返還します。

　　　①　本学へ早急に電話で辞退の旨をご連絡ください。
　　　②　�電話連絡後、本学より「入学辞退届」をお送りしますので、必要事項を記入し、速達郵便で
　　　　　ご返送ください。
　　　③「納入金の返還がある方」の返還金は銀行振込により、下記の通り行います。

返還予定日

2023年３月10日(金)17：00までに入学辞退届を提出。 2023年３月31日(金)

2023年３月13日(月)～31日(金)17：00までに入学辞退届を提出
（期限内に申し出、その後、入学辞退届を提出した場合を含む）。 2023年４月中旬

納入金

� （単位：円）

費　　　　　用 １年次前期
（入学手続時）

１年次後期
（納期10月中）

2年次前期
（納期４月中）

2年次後期
（納期10月中）

入 学 金 150,000 － － －

授 業 料 350,000 350,000 350,000 350,000

施 設 費 150,000 150,000 150,000 150,000

保 険・ 実 習 費 25,000 25,000 25,000 25,000

学生教育研究災害傷害保険料 1,750 － － －

パ ソ コ ン 保 証 料 11,000 － － － ２年間総合計

合　　　　　　計 687,750 525,000 525,000 525,000 2,262,750

初年度納入金合計 1,212,750

　　＊　�「保険・実習費」は、臨床心理基礎実習や臨床心理実習の実習材料、学外施設への実習、実習に伴う
保険加入の費用です。

　　＊　「学生教育研究災害傷害保険」保険料の金額は変更になる場合があります。
　　＊　新潟青陵学会年会費500円を毎年次後期の納入金振込時に徴収します。
　　＊　次学期以降の納入金は、本学から送付する納付書を使用しお振り込みいただきます（分納はできません。）。
　　　　原則として、前期分は４月１日に、後期分は10月１日に納付書を送付します
　　　　（１日が土日・祝日の場合は、翌日以降の営業日となります。）。
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学費等支援制度

　１．新潟青陵大学奨学金制度
　　⑴　親子奨学金
　　　◇利用できる方：新潟青陵大学または新潟青陵大学短期大学部卒業生の実子である者
　　　◇奨学金：大学院入学金半額分を給付
　　　　＊�入学後に所定の手続き用紙および戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）を提出していただきます。給

付時期は、2023年６月下旬を予定しています。
　　⑵　兄弟姉妹等奨学金
　　　◇�利用できる方：�大学院入学者の実子または兄弟姉妹が、新潟青陵大学または新潟青陵大学短期大学

部の在学生である者
　　　◇奨学金：大学院入学金全額分を給付
　　　　　　　　�実子または兄弟姉妹が新潟青陵大学または新潟青陵大学短期大学部に同一期間在学する場

合は、下位学年に在学する者の同一在学期間中の授業料を半期毎に10万円給付
　　　　＊�入学後に所定の手続き用紙および戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）を提出していただきます。給

付時期は、入学金全額分は2023年６月下旬、授業料10万円分は2023年６・11月（２回）を予定し
ています。

　　⑶　新潟青陵大学大学院進学奨学金
　　　◇利用できる方：新潟青陵大学を卒業後、新潟青陵大学大学院へ進学した者
　　　◇奨学金：大学院入学金全額免除
　　　　＊手続きは不要です。合格通知書類送付の際に、こちらから通知いたします。

　　※原則として学内奨学金の重複適用はできません。

　２．日本学生支援機構奨学金

種　別 貸　与　額（月額） 金　　利

第　一　種 　　　月額　50,000円・� 88,000円 　から選択 な　　　　し

第　二　種
　　　月額　50,000円・� 80,000円
　　　　　　100,000円・130,000円
　　　　　　150,000円

�
�
�
から選択

在学中は無利子
卒業後は有利子
（年利上限３％）

　　　＊第一種には特に優れた業績による返還免除制度があります。　＊金額は2022年度のものです。

　３．地方公共団体・民間育英団体の奨学金
　　　地方公共団体（都道府県・市町村）、企業・財団等による奨学生の推薦を行っています。

　４．教育訓練給付制度
　　�　本研究科は厚生労働大臣指定の教育訓練給付制度（一般教育訓練給付）の対象です。必要な申請を行
うと学費の一部が給付されます。教育訓練給付制度の詳細につきましては、厚生労働省またはハローワ
ークのホームページでご確認ください。

　　　厚生労働省：�http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/
kyouiku.html

　　　ハローワーク：https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

　学費支援制度　
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　５．国の教育ローン（日本政策金融公庫）
　　�　本学に入学・在学する方（もしくは保護者の方）は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用
することができます。入学時や在学中に必要となる資金を融資する公的な制度です。

　　　◇融資金額：学生１人につき450万円以内
　　　◇返済期間：�18年以内
　　　◇金　　利：�年1.65%（「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得132万円）

以内の方」または「子ども３人以上(注)の世帯かつ世帯年収500万円（所得356万円）以内
の方」は年1.25％）

　　　　　　　　　�（注）お申し込みいただく方の世帯で扶養しているお子さまの人数をいいます。年齢、就
学の有無を問いません。（2022年４月１日現在）

　　＊�詳しくは、『教育ローンコールセンター　0570－008656』へお問い合わせいただくか、または、ホーム
ページ（https：//www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）をご覧ください。

　６．民間金融機関による教育ローン
　　�　各金融機関で教育ローン商品を取り扱っています。詳細については、各金融機関にお問い合わせくだ
さい。ご参考までに株式会社第四北越銀行の教育ローンをご案内します。

　　　◇商 品 名：第四北越銀行「教育ローン」
　　　◇融資金額：1,000万円以内
　　　◇返済期間：最長16年８ヶ月
　　　◇金　　利：年1.80％～3.50％（2022年４月27日現在）
　　＊上記数字は条件により異なります。
　　　�詳しくは、『第四北越銀行ローン受付センター��0120-86-6070』へお問い合わせいただくか、またはホ

ームページ（https://www.dhbk.co.jp/individual/loan/edu/kyoiku.html）をご覧ください。
　　＊�本学内に第四北越銀行のATMを設置しておりますので、第四北越銀行に口座をお持ちの方はご利用

いただけます。

　７．オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」
　　�　本学では株式会社オリエントコーポレーション（以下、オリコ）と提携し、提携教育ローン制度「学
費サポートプラン」を導入しています。オリコが本学に学費を一括納入し、オリコに分納にて返済する
制度です。

　　　◇融資金額：500万円以内（ご利用額は原則、各期納入金の金額以内となります。）
　　　◇金　　利：実質年率3.90％（2022年度適用金利）
　　＊�詳しくは、『学費サポートデスク　0120－517－325』へお問い合わせいただくか、またはホームページ

（http：//www.orico.tv/lp/gakuhi/）をご覧ください。

　８．ジャックス「悠裕プラン」
　　�　本学では株式会社ジャックス（以下、ジャックス）と提携し、提携教育ローン制度「悠裕プラン」を
導入しています。ジャックスが本学に学費を一括納入し、ジャックスに分納にて返済する制度です。

　　　◇融資金額：500万円以内（ご利用額は原則、各期納入金の金額以内となります。）
　　　◇金　　利：実質年率3.90％（2022年度適用金利）
　　＊�詳しくは、『ジャックス　コンシュマーデスク　0120－338－817』へお問い合わせいただくか、またはホー

ムページ　（http：//www.jaccs.co.jp/service/credit/education/yuyu/index.html）をご覧ください。

　学費支援制度　
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〒951-8121 新潟市中央区水道町１丁目5939番地
TEL
FAX
HPアドレス: http://www.n-seiryo.ac.jp/
E-mail : pr4@n-seiryo.ac.jp

025-368-7411
025-266-9642

新潟青陵大学 入試広報課
[ お問い合わせ先 ]




