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相愛のAO入試はお勧めです
▪じぶんにピッタリな学科に入学を希望する

▪勉強以外にがんばっていることをアピールできる

▪進路を早く決めて大学進学に備えたい

P.  2 AO（アドミッションズ・オフィス）入試とは？

P.  4 音楽学部音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）

P.  6 人文学部

P.  8 人間発達学部

P.10 人間発達学部 AO編入学

P.12 エントリーシートの記入例および記入のポイント 

P.14 AO登録票を受けとったら
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　AO入試制度の大きな特長は、ペーパーテストの成績のみで合否を決定するものではなく、提出されたエントリーシー
トや課題レポート、実施される面談をもとに、あなたと本学との間で相互理解を深めあいながら、出願を決定すると
いう点です。

 その相互理解とは、

	 あなたが、本学の学問内容や教育方針を理解、納得できること。

	 本学が、あなたの希望や勉学の熱意を理解し、教育内容との適合性があると判断できること。

です。この制度の特性上、まずはあなた自身の学びの意欲、積極性、向上心、目的意識が強く確かなものであるかど
うかが重要なポイントになります。今一度、相愛大学の大学案内やこのガイドの記載をよく読み、修学の意欲を自分
自身に問いかけてみてください。その上で、「相愛でなら充実した学生生活を過せ、自分自身の能力を活かせそうだ」
と感じる人は、熱意をもってチャレンジしてください。

▌AO入試種別
　AO入試の方式には、受験生それぞれが得意な分野を活かしてエントリーできるよう２つのタイプを設けています。
学部によって採用しているタイプに違いがありますので、以下を参照してください。

１．課題レポート型
　音楽学部音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）、人文学部および人間発達学部の３学部・学科に設けています。
　エントリーは、オープンキャンパスでそれぞれの学部・学科が実施するミニ講義およびAO特別プログラムへの参加
が条件になります。ミニ講義またはAO特別プログラムでAOレポートの課題が発表されますので、各回のエントリー締
め切り日までにレポートを作成し、エントリーシート※１とあわせて本学に提出してください。その後、AO面談を経て、

「相互理解」の確認ができればAO登録票を発行します。AO登録票は入学試験要項記載の出願書類とともに各AO入試出
願期間内に本学に提出してください(出願)。AO入試の合否判定は提出していただいた書類（調査書等）およびAO面談の
結果（課題レポートの評価を含む）を参考に行います。

２．自己表現型（オーディション・プレゼンテーション）
　音楽学部音楽学科（音楽学専攻･アートプロデュース専攻＊）および人文学部に設けています。
　エントリーは、オープンキャンパスでそれぞれの学部・学科が実施するミニ講義およびAO特別プログラムへの参加
が条件になります。ミニ講義またはAO特別プログラムで自己表現型のエントリーについて説明を行います。各回のエ
ントリーの締め切り日までに自己PRの準備をして、「オーディション・プレゼンテーションシート」（自己PRの内容）と
エントリーシート※１をあわせて本学に提出してください。その後、AO面談で自己アピールをしていただき、「相互理
解」の確認ができればAO登録票を発行します。AO登録票は入学試験要項記載の出願書類とともに各AO入試出願期間内
に本学に提出してください(出願)。AO入試の合否判定は提出していただいた書類（調査書等）およびAO面談の結果（オー
ディション・プレゼンテーションの評価を含む）を参考に行います。なお、各学科（専攻）の自己表現の詳細はP.3【自己
表現型（オーディション・プレゼンテーション）の内容】を参照してください。
※１……「エントリーシート」はオープンキャンパスで配布します。

▌AO登録票の発行
　エントリーの際に提出された書類（エントリーシート等）と「課題レポートの評価」（課題レポート型の場合）、「オー
ディション・プレゼンテーションの評価」（自己表現型の場合）、「AO面談の評価」でAO登録の可否を判定します。

AO（アドミッションズ・オフィス）入試とは？
＊平成30年度４月新設予定
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▌自己表現型（オーディション・プレゼンテーション）の内容  ▌
　各学科・専攻ごとにまとめた自己表現の内容を参考に自由な発想で自らの個性を活かした自己表現をしてください。

音楽学部 音楽学科（音楽学専攻）
　音楽学専攻では、ＡＯ特別プログラムで発表された課題をパソコン・プロジェクタ、ホワイトボードなどを利用して自由に
自己表現（10分程度）してください。なお課題は「課題レポート型」と共通です。

課題例１． 次に示す作品のいずれかについて、演奏会のプログラムに掲載する「演奏される音楽の解説」を作成してください。
ａ）ベートーヴェン作曲：交響曲第５番「運命」  ｂ）モーツァルト作曲：オペラ《フィガロの結婚》  ｃ）ラフマニノフ作曲：ピアノ協奏曲第２番

課題例２． 1980年代以降の日本で流行したポピュラー・ミュージックについて、その流行の変遷と社会的・文化的背景の関係を考察してください。

音楽学部 音楽学科（アートプロデュース専攻＊）
　「具体的内容および留意事項」は、自己表現の内容を分野・内容別に整理し、それぞれの発表内容と留意事項を示していま
す。「自己表現方法の例」はあくまで参考です。ここで記載された内容で発表しなければならないということではありません。

分野・内容 具体的内容および留意事項 自己表現方法の例

イベント企画
に関して

学内外に関わらず自分自身が企画したイベントについて発表する。イベ
ントはAO面談の時点では未完了でもよい（ただし、進行中か半年以内の
実施が決定していること）。取り組んだ企画内容の紹介に加え、企画を
するにあたって苦労した点や楽しかった点、より興味・関心をもった点、
反省点、今後に向けた課題・感想などを発表する（10分以内）。
イベントの対象分野は問わないが、何かしら音楽や音と関わりのあるも
のが望ましい。

○高校の文化祭で企画した卒業生バンドの演奏会について、企画プロ
グラムや動画を見せながら紹介する。

○週一度のペースで毎回行っているストリートライブの様子を、楽譜や
練習風景写真、記録映像などとともに紹介する。

○音楽好きの仲間を集めて実施したフィルムコンサートについて、企画
コンセプトや制作過程、やってみての反省点などを自己分析する。

○所属するバンドでオリジナルCDを作成したので、制作過程や販促活
動に伴う苦労について、CD実物や実績などとともにプレゼンする、
など。

音楽への理解
に関して

自分が強く関心を抱いている音楽や舞台芸術に関する事柄（作品、ジャ
ンル、作者、アーティスト、会場、イベントなど）について、自分なりに
継続的に行っている経験や活動を紹介する。あわせて、それらを通じ
て学んだこと／今後さらに身につけたいこと／経験したいことを具体的
に説明する（10分以内）。

○自分が感銘を受けたアーティストや音楽について、その特徴や音楽
観について自分なりに分析し、資料を用いて発表する。

○カラオケの採点システムで高得点を出せるので、そのための歌唱法
について分析し、実演する。

○自分の好きな楽器を家で弾く時と演奏会で弾く時とで感じる感情の
違いについて、これまでの経験を踏まえて考えたことを説明する。

○スマートフォンやゲーム機などにおける好きな音楽ゲームについて、
その面白さや、他の音楽ゲームとの違い、さらにできたらいいなと思
うことを、実演や映像を利用しつつ紹介する、など。

人文学部 人文学科
　「具体的内容および留意事項」は、自己表現の内容を分野・内容別に整理し、それぞれの発表内容と留意事項を示していま
す。「自己表現方法の例」はあくまで参考です。ここで記載された内容で発表しなければならないということではありません。

分野・内容 具体的内容および留意事項 自己表現方法の例
今まで一生懸 命
取り組んできたこ
とに関して

自分が積極的に関わった活動(クラブ活動やボランティア活動を含む)を
通して何を学んだのかを中心に説明する。

○従事したボランティア活動の内容を、資料（パンフレット、ビデオ等）
を使って説明する。

○マンガ／アニメ作成の体験や自分の作品の紹介。
○書道の実演、など。

社 会的事象で関
心をもったことに
関して

自分が関心を抱いているさまざまな社会的事象(政治・経済・文化の領
域すべてを含む)について、内容紹介し分析をする。

○感銘を受けた書籍の内容紹介と分析。
○興味深く感じたテレビ番組（ドキュメンタリーなど）の内容紹介と分析。
○現代社会における人間関係や社会心理現象（ex.“いじめ”や“いやし”

“ブーム”など）に関して、調べたこと・考えたことを説明する、など。

大学生活で学び
たいこと／将来の
展望に関して

今後４年間の大学生活において、学びたいこと／身につけたいこと／経
験したいことを具体的に説明する。

○４年間の勉学を通じて学びたいこと／経験したいことを、将来就きた
い職業と関連付けながら説明する。

○どういう授業を受けて、どのような知識やスキルを身につけながら卒
業研究を行いたいのか、具体的に説明する、など。

注意事項　自己表現（オーディション・プレゼンテーション）を行うにあたっての注意事項は以下の通りです。

１．自己紹介・自己PRを含む自己表現の時間(10分以内)
（１）準備および後片付けの時間を含めて10分以内とします。
（２）初めに必ず自己紹介を行ってください。
（３）自己表現では、発表内容を記載した原稿を用意してもかまいません。
（４）自己表現では、必ず取組の過程等を説明するなど、自己PRを自分で工夫した方法で行ってください。
（５）英語によるプレゼンテーションでも可。

２．面談
（１）自己表現（10分以内）の後に面談を行います。

３．事前に提出する書類等
（１）発表する分野において、級・段・表彰等の実績がある場合は、オーディション・プレゼンテーションシートの所定欄に実績を記載し、証明となる書

類のコピー（A4版にして）を添付してください。賞状などを持参して発表に使用してもかまいません。
（２）パソコン、プロジェクタの使用が可能です。受験生自身のパソコン（タブレットPC）、プロジェクタを持参しても構いません。インターネットへの

接続およびプリンターの使用はできません。パソコンなどの機器に関する詳細はエントリーの際にお問い合せください。なお、機器を使用する場合
は使用する機器を必ずオーディション・プレゼンテーションシートに記載してください。

（３）自己表現で楽器を使用をする場合、原則楽器は持参してください。ピアノに限っては用意できます。なお、ピアノを使用する場合は出願時に提出す
るオーディション・プレゼンテーションシートに記載してください。

（４） 動画や音声を再生したい場合は、パソコンまたはCD・DVD再生機のみ用意できます。これら以外で動画・音声を再生したい場合、再生機と接続ケー
ブルを持参してください。再生用にピンジャック入力端子〔音声（赤・白）・映像(黄)〕を備えたテレビは用意できます。また、再生機等を持参する場合は、
オーディション・プレゼンテーションシートに記載してください。

（５）お問い合わせやご不明な点がありましたら、入試課06(6612)5905までご連絡ください。
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音楽学科
　音楽学科は、音楽的技術の習得にとどまらず、感性豊かで優れた音楽家、音楽教育者、音楽研究者などの専門家や
音楽文化と産業の振興に貢献できる人材の育成をめざします。この目的を達成するため、入学者に求める力は次の通
りです。

〈知識〉
１. 高等学校卒業相当の知識を有している。
２. 高等学校までの履修や個別の学習により、音楽に関する基礎的知識を有している。
 ※演奏系専攻をめざす人には、基礎的演奏技術を重視する。

〈関心・意欲〉
３. 優れた音楽家、音楽教育者、音楽研究者、音楽企画者などの専門家をめざす。
４. 音楽の社会的貢献に関心を持ち取り組む意欲がある。

〈態度〉
５. 個々の専攻だけでなく充分な音楽知識と音楽分野での広い視野を求めようとする態度を有している。

音楽学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）

募集人員

AO入試へのエントリー資格
次の①〜③のいずれかに該当する者。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および平成30年３月卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および平成30年３月修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 

平成30年３月31日までにこれに該当する見込みの者（大学入学資格は入試課へお問い合わせください）。
　※  AO入試は、志望する学科での勉学を強く希望する者を対象としていますので、他学部・他学科との重複エントリーは認めません。

　　　　　チャレンジ奨学生制度

【チャレンジ奨学生】
　AO入試合格者を対象に平成30年２月１日（木）にチャレンジ奨学生試験を実施し、成績がとくに優秀な方はＣ種奨学
生（１年次の前期授業料免除）となります。奨学生制度の詳細は、「2018（平成30）年度入学試験要項」を参照してください。
　試験は一般入試（人文学部・人間発達学部）レベルの「国語」と「英語」です。試験実施の詳細は、合格発表の際に通知
します。

Point

専攻 音楽学科全募集人員 AO入試での募集人員

音 楽 学 専 攻
アートプロデュース専攻＊ 100名 ４名

		音楽学部　　　音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）のみ実施
＊平成30年度４月新設予定



5

	 	AO入試の検討

		オープンキャンパス〈ミニ講義〉への参加

  AO特別プログラムへの参加

  エントリー

  〈AO面談〉の実施

  AO登録

  出願・合格発表

入学事前教育

「大学案内」と「AO入試ガイド」をよく読み、オープンキャンパスで担当教員とじっくりと話をしてみてください。そして、自分自身の将来の目
的や学びたいことが、音楽学専攻・アートプロデュース専攻の教育内容と一致するか、またAO入試の主旨に賛同できるか等を検討してください。

AO入試の受験を希望する方は、オープンキャンパスのミニ講義に参加してください。

エントリーには、AO特別プログラムを受講し、参加票（AO特別プログラムで配布）を提出して
ください。「課題レポート型」でエントリーする場合は講義終了後に配布される課題を必ず受け
取ってください。また、「自己表現型」（オーディジョン・プレゼンテーション）でエントリー
する場合は、エントリーについての説明を受けてください（講義終了後希望者には個別相談を
行います）。
※ STEP2およびSTEP3への参加は、同日でなくても構いません。

エントリーに必要な書類は次の２種類です。記入漏れのないよう作成してください。
（１）相愛大学AO入試エントリーシート※１

（２）a.「課題レポート」でエントリーする場合…AO特別プログラムで配布された課題のレポート
　　  b.「自己表現型」でエントリーする場合…【自己表現型の内容】（P.3）にそって、そろえた資料

（１）（２）を簡易書留郵便で下記期日までに本学入試課に提出してください。

第1回締切日：平成29年7月21日（金）　第2回締切日：平成29年8月21日（月）　第3回締切日：平成29年9月22日（金）　第4回締切日：平成29年11月24日（金）
　　　　　　　　　　　　　　締切日は全て必着［締切最終日のみ入試課窓口への持参（10：00 〜 16：00）も可］
※１……  鉛筆書き不可、自筆で記入のこと。現在、在学中の方は所定の欄にご担任、もしくは、進路指導ご担当の印が必要です。

所定のエントリー書類を提出した方に「AO面談のお知らせ」※２を送付します。通知に指定された日時に〈AO面談〉を行い、あなたと面談担当者の間で質疑応答を
行います。音楽学専攻・アートプロデュース専攻のことをよく知るための、また音楽学専攻・アートプロデュース専攻での勉強意欲をアピールするための面談で
す。あなたの個性や、本学で何を学び、何を得たいか等もお話しください。この面談を通して、あなたの希望に本学の教育内容が合致するかどうかを判断します。

第１回：平成29年８月２日（水）　　第２回：平成29年８月26日（土）　　第３回：平成29年９月30日（土）　　第４回：平成29年12月２日（土）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面談開始時間：開始時間は個別に連絡（郵送）します。

※２……「AO面談のお知らせ」は、エントリー締切後、一斉に送付します。
　　　　〈AO面談〉の実施場所は南港キャンパスです。面談室は当日掲示で案内します。

<課題レポート>または<オーディション・プレゼンテーションシート>、<AO面談>等の結果をふまえ、本学がAO入試出願適格者と認めた方に
「AO登録票」 を下記の日程で送付します。あなたの学校にも通知します。

第１回：平成29年８月４日（金）発送　第２回：平成29年８月30日（水）発送　第３回：平成29年10月２日（月）発送　第４回：平成29年12月２日（土）発送

AO登録にあたって、登録者として読んでおいて欲しい推薦図書を紹介します。

「AO登録票」を発行された方は、AO入試に出願することができます。「2018（平成30）年度入学試験要項」に記載の出願書類※３を漏れなく記入し、
下記期間内に提出してください。なお、AO入試で合格した方は、本学専願扱いになります。

第１回〜第２回エントリー AO登録者 AO前期入試
 出願期間：平成29年 ９月 １日（金）〜９月７日（木）締切日消印有効
 合格発表：平成29年 ９月15日（金）
第１回〜第３回エントリー AO登録者 AO中期入試
 出願期間：平成29年10月 ３日（火）〜 10月10日（火）締切日消印有効
 合格発表：平成29年10月27日（金） 
第４回エントリー AO登録者 AO後期入試
 出願期間：平成29年12月 ４日（月）〜 12月 ７日（木）締切日消印有効 
 合格発表：平成29年12月15日（金）

検定料: 35,000円
※３……「2018（平成30）年度入学試験出願書類」に綴り込まれている本学所定の書類を使用してください。

合格者には、１年次からの勉学がスムーズにいくよう、下記の日程で入学前の学修支援※４を行います。
実施日:平成29年12月16日（土）

※４……詳細は合格通知に同封します。なお、専攻によっては、この日程以外にも学修支援を行う場合があります。その際の開催日時等は随時連絡します。

スケジュール

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7

オープンキャンパス日程
第１回　平成29年５月21日（日）
第２回　平成29年６月18日（日）
第３回　平成29年７月23日（日）
第４回　平成29年８月 ６日（日）
　　　　　　　　　　 ７日（月）
第５回　平成29年８月19日（土）
第６回　平成29年９月10日（日）
第７回　平成29年11月19日（日）

各回のミニ講義・AO特別プログラム
開始時間はホームページ等でご確認
ください（ミニ講義は複数回受講可）。
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※各専攻には３回生から進みます人文学科
　人文学科は、人文科学の分野において総合的・学術的な教育研究を行い、現代社会に生じる諸問題を多面的に捉え、
思想・宗教的な素養も活かして、自らの問題に立ち向かう主体性をもった人材を育成することを目的としています。
この目的を達成するため、入学者に求める力は次の通りです。

〈知識〉
１ 高等学校卒業相当の知識を有している。

〈思考力・判断力・表現力〉
２ 他者に心を開き、他者の思いを正確に理解し、そのうえで自らの意見を正しく表明することができる。

〈関心・意欲・態度〉
３ 以下に掲げる一つにあてはまる。
 ①日本語や日本文学に深い関心と興味をもつ。
 ②日本の歴史やアニメ・マンガ・ゲーム・ＳＦなどのサブカルチャーに深い関心と興味をもつ。
 ③浄土真宗や仏教・宗教文化、伝統芸能などに深い関心と興味をもつ。
 ④人・自分・集団・社会や心のテーマに深い関心と興味をもつ。
 ⑤外国の文化・生活や英語を学び、将来の仕事に活かしたいという意欲をもつ。
 ⑥時事問題、経済・社会の仕組みに深い関心と興味をもつ。

		人文学部
人文学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）

募集人員

AO入試へのエントリー資格
次の①〜③のいずれかに該当する者。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および平成30年3月卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および平成30年3月修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 

平成30年3月31日までにこれに該当する見込みの者（大学入学資格は入試課へお問い合わせください）。
　※   AO入試は、志望する学科での勉学を強く希望する者を対象としていますので、他学部・他学科との重複エントリーは認めません。

2017年度AO登録状況

　　　　　チャレンジ奨学生制度

【チャレンジ奨学生】
　AO入試合格者を対象に平成30年２月１日（木）にチャレンジ奨学生試験を実施し、成績がとくに優秀な方は、Ｂ種奨
学生（授業料の50％程度免除）またはＣ種奨学生（１年次の前期授業料免除）となります。奨学生制度の詳細は、「2018（平
成30）年度入学試験要項」を参照してください。
　試験は一般入試（人文学部・人間発達学部）レベルの「国語」と「英語」です。試験実施の詳細は、合格発表の際に通
知します。

学科 全募集人員 AO入試での募集人員

人文学科 90名 ５名

AO面談者数 AO登録者数

５名 ５名

Point
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まず「大学案内」と「AO入試ガイド」をよく読んでください。自分自身の将来の目的や学びたいことが、志望する学科の教育内容と一致するか、
またAO入試の主旨に賛同できるか等を検討してください。

所定のエントリー書類を提出した方に「AO面談のお知らせ」※２を送付します。通知に指定された日時に〈AO面談〉を行い、あなたと面談担当者の
間で質疑応答を行います。人文学科のことをよく知るための、また人文学科での勉強意欲をアピールするための面談です。あなたの個性や、本
学で何を学び、何を得たいか等もお話しください。この面談を通して、あなたの希望に本学の教育内容が合致するかどうかを判断します。

第１回：平成29年８月２日（水）　　第２回：平成29年８月26日（土）　　第３回：平成29年９月30日（土）　　第４回：平成29年12月２日（土）
面談開始時間：開始時間は個別に連絡（郵送）します。

※２……「AO面談のお知らせ」は、エントリー締切後、一斉に送付します。
　　　　〈AO面談〉の実施場所は南港キャンパスです。面談室は当日掲示で案内します。

<課題レポート>または<プレゼンテーションシート>、<AO面談>等の結果をふまえ、本学がAO入試出願適格者と認めた方に「AO登録票」 を 
下記の日程で送付します。あなたの学校にも通知します。

第１回：平成29年８月４日（金）発送　第２回：平成29年８月30日（水）発送　第３回：平成29年10月２日（月）発送　第４回：平成29年12月２日（土）発送

AO登録にあたって、登録者として読んでおいて欲しい推薦図書を紹介します。

「AO登録票」を発行された方は、AO入試に出願することができます。「2018（平成30）年度入学試験要項」に記載の出願書類※３を漏れなく記入し、
下記期間内に提出してください。なお、AO入試で合格した方は、本学専願扱いになります。

第１回〜第２回エントリー AO登録者 AO前期入試
 出願期間：平成29年 ９月 １日（金）〜９月７日（木）締切日消印有効
 合格発表：平成29年 ９月15日（金）
第１回〜第３回エントリー AO登録者 AO中期入試
 出願期間：平成29年10月 ３日（火）〜 10月10日（火）締切日消印有効
 合格発表：平成29年10月27日（金） 
第４回エントリー AO登録者 AO後期入試
 出願期間：平成29年12月４日（月）〜 12月７日（木）締切日消印有効 
 合格発表：平成29年12月15日（金）
検定料: 30,000円　（ネットで出願の場合は、割り引きが適用されます）
※３……「2018（平成30）年度入学試験出願書類」に綴り込まれている本学所定の書類を使用してください。

スケジュール

		AO入試の検討

  〈AO面談〉の実施

  AO登録

  出願・合格発表

		オープンキャンパス〈ミニ講義〉への参加

 	AO特別プログラムへの参加

 	エントリー

AO入試の受験を希望する方は、オープンキャンパスのミニ講義に参加し、ミニ講義参加票を
提出してください。ミニ講義ではエントリーについて説明を行います。なお、「課題レポート型」
でエントリーする場合は課題を必ず受け取ってください。

エントリーには、ミニ講義に引き続き行われるAO特別プログラムに参加し、参加票を提出し
てください。このプログラムは、エントリーにあたり人文学科の教育内容をより理解してもら
うための面談です。
※ STEP2およびSTEP3への参加は、同日でなくても構いません。

エントリーに必要な書類は次の２種類です。記入漏れのないよう作成してください。
（１）相愛大学AO入試エントリーシート※１

（２）a.「課題レポート」でエントリーする場合…ミニ講義で配布された課題のレポート
　　  b.「自己表現型」でエントリーする場合…【自己表現型の内容】（P.3）にそって、そろえた資料

（１）（２）を簡易書留郵便で下記期日までに本学入試課に提出してください。

第1回締切日：平成29年7月21日（金）　第2回締切日：平成29年8月21日（月）　第3回締切日：平成29年9月22日（金）　第4回締切日：平成29年11月24日（金）
　　　　　　　　　　　　　　締切日は全て必着［締切最終日のみ入試課窓口への持参（10：00 〜 16：00）も可］
※１……  鉛筆書き不可、自筆で記入のこと。現在、在学中の方は所定の欄にご担任、もしくは、進路指導ご担当の印が必要です。

入学事前教育
合格者には、１年次からの勉学がスムーズにいくよう、下記の日程で入学前の学修支援※４を行います。
実施日:平成29年12月16日（土）

※４……詳細は合格通知に同封します。なお、この日程以外にも学修支援を行う場合があります。その際の開催日時等は随時連絡します。

オープンキャンパス日程
第１回　平成29年５月21日（日）
第２回　平成29年６月18日（日）
第３回　平成29年７月23日（日）
第４回　平成29年８月 ６日（日）
　　　　　　　　　　 ７日（月）
第５回　平成29年８月19日（土）
第６回　平成29年９月10日（日）
第７回　平成29年11月19日（日）

各回のミニ講義・AO特別プログラム
開始時間はホームページ等でご確認
ください（ミニ講義は複数回受講可）。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7
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子ども発達学科
　子ども発達学科では、社会に貢献できる保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭、に求められる確かな実践力
の育成をめざします。この目標の達成に向け、入学者に求める力は次の通りです。

〈知識〉
１. 高等学校卒業相当の知識を有している。
　  ※特に国語（古文・漢文を除く）を重視する。

〈思考力・判断力・表現力〉
２. 高等学校までに学んできたことがらを活用して、自分の考えを文章および口頭で明確に伝達し、他者の考えを理解

し記録することができる。

〈関心〉
３. 保育・教育に深い関心と興味をもつ。

〈意欲〉
４. 子どもの成長・発達に真摯（しんし）にかかわりたいという意欲をもつ。

〈態度〉
５. 積極的に他者とかかわり、対話を通して相互理解に努めようとする態度をもつ。

発達栄養学科
　発達栄養学科では、食に関する高度で専門的な知識を修得し、食の問題を「心」と「からだ」の両面からとらえ食育の
できる管理栄養士、栄養士、栄養教諭を育成します。課題解決力や情報発信力・コミュニケーション力を身につけ、
一人ひとりの人間の発達段階や栄養状態にあった食の総合的な支援ができるだけでなく、食をトータルにプロデュー
スするデザイン力を重視します。また、本学科は地域連携による食育推進事業や商品開発を通した実践教育を特長とし、
以下のような学生を求めています。

〈知識〉
１. 高等学校で履修した主要教科について、基礎的な知識を有している。
 ※基礎学力として、「化学基礎」および「生物基礎」を履修していることが望ましい。

〈思考・判断・表現〉
２. 目標を達成するために、知識や情報をもとにして筋道を立てて考え、自分の考えを説明することができる。

〈関心・意欲・態度〉
３. 食品や栄養に興味・関心をもち、食べることを大切にする気持ちを有する。
４. 食育の推進に興味・関心をもち、地域連携事業に積極的に参加する意欲がある。
５. 医療・福祉・介護・学校の現場に興味・関心があり、将来、管理栄養士、栄養士、栄養教諭として対象に応じた効果

的な栄養教育・指導を展開し活躍したいと考えている。

		人間発達学部
人間発達学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）

募集人員

AO入試へのエントリー資格
次の①〜③のいずれかに該当する者。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および平成30年３月卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および平成30年３月修了見込みの者。
③  学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 

平成30年３月31日までにこれに該当する見込みの者（大学入学資格は入試課へお問い合わせください）。
　※   AO入試は、志望する学科での勉学を強く希望する者を対象としていますので、他学部・他学科との重複エントリーは認めません。

2017年度AO登録状況

学科 全募集人員 AO入試での募集人員

子ども発達学科 80名 15名

発 達 栄 養 学 科 80名 10名

学科 AO面談者数 AO登録者数

子ども発達学科 10名 10名

発 達 栄 養 学 科 ８名 ８名
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まず「大学案内」と「AO入試ガイド」をよく読んでください。自分自身の将来の目的や学びたいことが、志望する学科の教育内容と一致するか、
またAO入試の主旨に賛同できるか等を検討してください。

所定のエントリー書類を提出した方に「AO面談のお知らせ」※２を送付します。通知に指定された日時に〈AO面談〉を行い、あなたと面談担当者の
間で質疑応答を行います。志望する学科のことをよく知るための、また志望する学科での勉強意欲をアピールするための面談です。あなたの個
性や、本学で何を学び、何を得たいか等もお話しください。この面談を通して、あなたの希望に本学の教育内容が合致するかどうかを判断します。

第１回：平成29年８月２日（水）　　第２回：平成29年８月26日（土）　　第３回：平成29年９月30日（土）　　第４回：平成29年12月２日（土）
面談開始時間：開始時間は個別に連絡（郵送）します。

※２……「AO面談のお知らせ」は、エントリー締切後、一斉に送付します。
　　　　〈AO面談〉の実施場所は南港キャンパスです。面談室は当日掲示で案内します。

<課題レポート><AO面談>等の結果をふまえ、本学がAO入試出願適格者と認めた方に「AO登録票」 を下記の日程で送付します。あなたの学校
にも通知します。

第１回：平成29年８月４日（金）発送　第２回：平成29年８月30日（水）発送　第３回：平成29年10月２日（月）発送　第４回：平成29年12月２日（土）発送

AO登録にあたって、登録者として読んでおいて欲しい推薦図書を紹介します。

「AO登録票」を発行された方は、AO入試に出願することができます。「2018（平成30）年度入学試験要項」に記載の出願書類※３を漏れなく記入し、
下記期間内に提出してください。なお、AO入試で合格した方は、本学専願扱いになります。

第１回〜第２回エントリー AO登録者 AO前期入試
 出願期間：平成29年 ９月 １日（金）〜９月７日（木）締切日消印有効
 合格発表：平成29年 ９月15日（金）
第１回〜第３回エントリー AO登録者 AO中期入試
 出願期間：平成29年10月 ３日（火）〜 10月10日（火）締切日消印有効
 合格発表：平成29年10月27日（金） 
第４回エントリー AO登録者 AO後期入試
 出願期間：平成29年12月４日（月）〜 12月７日（木）締切日消印有効 
 合格発表：平成29年12月15日（金）

検定料: 30,000円　（ネットで出願の場合は、割り引きが適用されます）

※３……「2018（平成30）年度入学試験出願書類」に綴り込まれている本学所定の書類を使用してください。

スケジュール

		AO入試の検討

  〈AO面談〉の実施

  AO登録

		出願・合格発表

入学事前教育
合格者には、１年次からの勉学がスムーズにいくよう、下記の日程で入学前の学修支援※４を行います。
実施日:平成29年12月16日（土）

※４……詳細は合格通知に同封します。なお、学科によっては、この日程以外にも学修支援を行う場合があります。その際の開催日時等は本人宛の文書で通知します。

	 	オープンキャンパス〈ミニ講義〉への参加

  AO特別プログラムへの参加

  エントリー

AO入試の受験を希望する方は、オープンキャンパスのミニ講義に参加してください。

エントリーには、ミニ講義に引き続いて行われるAO特別プログラムに参加し、参加票を提出
してください。また、プログラム終了後に配布される課題を必ず受け取ってください。
AO特別プログラムに参加し、AO入試でのチャレンジを決めたなら、いよいよエントリーです。

※ STEP2およびSTEP3への参加は、同日でなくても構いません。

エントリーに必要な書類は次の２種類です。記入漏れのないよう作成してください。
（１）相愛大学AO入試エントリーシート※１

（２）課題レポート…AO特別プログラムで配布された課題のレポート

（１）（２）を簡易書留郵便で下記期日までに本学入試課に提出してください。

第1回締切日：平成29年7月21日（金）　第2回締切日：平成29年8月21日（月）　第3回締切日：平成29年9月22日（金）　第4回締切日：平成29年11月24日（金）
　　　　　　　　　　　　　　  締切日は全て必着［締切最終日のみ入試課窓口への持参（10：00 〜 16：00）も可］
※１……  鉛筆書き不可、自筆で記入のこと。現在、在学中の方は所定の欄にご担任、もしくは、進路指導ご担当の印が必要です。

オープンキャンパス日程
第１回　平成29年５月21日（日）
第２回　平成29年６月18日（日）
第３回　平成29年７月23日（日）
第４回　平成29年８月 ６日（日）
　　　　　　　　　　 ７日（月）
第５回　平成29年８月19日（土）
第６回　平成29年９月10日（日）
第７回　平成29年11月19日（日）

各回のミニ講義・AO特別プログラム
開始時間はホームページ等でご確認
ください（ミニ講義は複数回受講可）。

STEP1

STEP3

STEP2

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7
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		人間発達学部　AO編入学
人間発達学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）

募集人員

AO編入学試験へのエントリー資格
次の①〜④のいずれかに該当する者。
①大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または平成30年３月卒業見込みの者。
②  専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者、および平成30年３月修了見込

みの者（ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者）。
③  大学に２年以上在学し、62単位以上取得した者、もしくは平成30年３月に２年以上在学し、かつ62単位以上取得見

込みの者。
④その他上記と同等以上の学力があると本学が認めた者。

　※  AO編入学は、志望する学科での勉学を強く希望する者を対象としていますので、他学科との重複エントリーは認めません。
　※  編入時における既修得単位数によっては、編入学後２年を超える在学年数を必要とする場合があります。短期大学等で取得した単位の認定方法等の

詳細は、出願前に必ず本学へお問い合わせください。

学科 全募集人員 AO編入学での募集人員

子ども発達学科 若干名 若干名

発 達 栄 養 学 科 若干名 若干名

学科 AO面談者数 AO登録者数

子ども発達学科 0名 0名

発 達 栄 養 学 科 1名 1名

2017年度AO登録状況

子ども発達学科
　子ども発達学科では、社会に貢献できる保育士、保育教諭、幼稚園教諭、小学校教諭、に求められる確かな実践力
の育成をめざします。この目標の達成に向け、入学者に求める力は次の通りです。

〈知識〉
１. 大学、短期大学、高等専門学校で履修した主要教科について基礎的な知識を有している。
 ※特に国語（古文・漢文を除く）を重視する。

〈思考力・判断力・表現力〉
２. 大学、短期大学、高等専門学校までに学んできたことがらを活用して、自分の考えを文章および口頭で明確に伝達し、

他者の考えを理解し記録することができる。

〈関心〉
３. 保育・教育に深い関心と興味をもつ。

〈意欲〉
４. 子どもの成長・発達に真摯（しんし）にかかわりたいという意欲をもつ。

〈態度〉
５. 積極的に他者とかかわり、対話を通して相互理解に努めようとする態度をもつ。

発達栄養学科
　発達栄養学科では、食に関する高度で専門的な知識を修得し、食の問題を「心」と「からだ」の両面からとらえ食育の
できる管理栄養士、栄養士、栄養教諭を育成します。課題解決力や情報発信力・コミュニケーション力を身につけ、
一人ひとりの人間の発達段階や栄養状態にあった食の総合的な支援ができるだけでなく、食をトータルにプロデュー
スするデザイン力を重視します。また、本学科は地域連携による食育推進事業や商品開発を通した実践教育を特長とし、
以下のような学生を求めています。

〈知識〉
１. 大学、短期大学、高等専門学校で履修した主要教科について、基礎的な知識を有している。
 ※基礎学力として、「化学基礎」および「生物基礎」を履修していることが望ましい。

〈思考・判断・表現〉
２. 目標を達成するために、大学、短期大学、高等専門学校までに学んできた知識や情報をもとに筋道を立てて考え、

自分の考えを説明することができる。

〈関心・意欲・態度〉
３. 食品や栄養に興味・関心をもち、食べることを大切にする気持ちを有する。
４. 食育の推進に興味・関心をもち、地域連携事業に積極的に参加する意欲がある。
５. 医療・福祉・介護・学校の現場に興味・関心があり、将来、管理栄養士、栄養士、栄養教諭として対象に応じた効果

的な栄養教育・指導を展開し活躍したいと考えている。
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まず「大学案内」と「AO入試ガイド」をよく読んでください。自分自身の将来の目的や学びたいことが、志望する学科の教育内容と一致するか、
またAO編入学試験の主旨に賛同できるか等を検討してください。

所定のエントリー書類を提出した方に「AO面談のお知らせ」※２を送付します。通知に指定された日時に〈AO面談〉を行い、あなたと面談担当者の
間で質疑応答を行います。志望する学科のことをよく知るための、また志望する学科での勉強意欲をアピールするための面談です。あなたの個
性や、本学で何を学び、何を得たいか等もお話しください。この面談を通して、あなたの希望に本学の教育内容が合致するかどうかを判断します。

　　　　　　　　　第１回：平成29年８月２日（水）　　第２回：平成29年８月26日（土）　　第３回：平成29年９月30日（土）
面談開始時間：開始時間は個別に連絡（郵送）します。

※２……「AO面談のお知らせ」は、エントリー締切後、一斉に送付します。
　　　　〈AO面談〉の実施場所は南港キャンパスです。面談室は当日掲示で案内します。

<課題レポート><AO面談>等の結果をふまえ、本学がAO編入学試験出願適格者と認めた方に「AO登録票」 を下記の日程で送付します。

　　　　　　　　第１回：平成29年 ８月４日（金）発送　第２回：平成29年８月30日（水）発送　第３回：平成29年10月２日（月）発送

AO登録にあたって、登録者として読んでおいて欲しい推薦図書を紹介します。

スケジュール

		AO編入学試験の検討

  〈AO面談〉の実施

  AO登録

  出願・合格発表

入学事前教育
合格者には、入学後の勉学がスムーズにいくよう、下記の日程で入学前の学修支援※４を行います。
実施日:平成29年12月16日（土）

※４……詳細は合格通知に同封します。なお、学科によっては、この日程以外にも学修支援を行う場合があります。その際の開催日時等は随時本人宛の文書で通知します。

  オープンキャンパス〈ミニ講義〉への参加

  AO特別プログラムへの参加

  エントリー

AO編入学試験の受験を希望する方は、オープンキャンパスのミニ講義に参加してください。

エントリーには、ミニ講義に引き続いて行われるAO特別プログラムに参加し、参加票を提出
してください。また、プログラム終了後に配布される課題を必ず受け取ってください。
AO特別プログラムに参加し、AO編入学試験でのチャレンジを決めたなら、いよいよエントリー
です。

※ STEP2およびSTEP3への参加は、同日でなくても構いません。

エントリーに必要な書類は次の２種類です。記入漏れのないよう作成してください。
（１）相愛大学AO入試エントリーシート※１

（２）課題レポート…AO特別プログラムで配布された課題のレポート

（１）（２）を簡易書留郵便で下記期日までに本学入試課に提出してください。

　　　　　　第1回締切日：平成29年7月21日（金）　第2回締切日：平成29年8月21日（月）　第3回締切日：平成29年9月22日（金）
　　　　　　　　　　　　　締切日は全て必着［締切最終日のみ入試課窓口への持参（10：00 〜 16：00）も可］
※１……  鉛筆書き不可、自筆で記入のこと。現在、在学中の方は所定の欄にご担任、もしくは、進路指導ご担当の印が必要です。

「AO登録票」を発行された方は、AO編入学試験に出願することができます。「2018（平成30）年度編入学試験要項」に記載の出願書類※３を漏れな
く記入し、下記期間内に提出してください。なお、AO編入学試験で合格した方は、本学専願扱いになります。

出願期間：平成29年10月 ３日（火）〜 10月10日（火）締切日消印有効
合格発表：平成29年10月27日（金） 
検 定 料：30,000円　（ネットで出願の場合は、割り引きが適用されます）

※３……「2018（平成30）年度入学試験出願書類」に綴り込まれている本学所定の書類を使用してください。

オープンキャンパス日程
第１回　平成29年５月21日（日）
第２回　平成29年６月18日（日）
第３回　平成29年７月23日（日）
第４回　平成29年８月 ６日（日）
　　　　　　　　　　 ７日（月）
第５回　平成29年８月19日（土）
第６回　平成29年９月10日（日）

各回のミニ講義・AO特別プログラム
開始時間はホームページ等でご確認
ください（複数回受講可）。

STEP1

STEP2

STEP3

STEP4

STEP5

STEP6

STEP7
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音楽学部	音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）・人文学部・人間発達学部

「記入した日付」を記入してください。

上記の通り、本人が貴学AO入試にエントリーすることを確認します。

平成　　　年　　　月　　　日

学校名

学校所在地　　〒　　　　—

ご担任、または進路指導ご担当者名 印

相愛大学

オープンキャンパス参加状況　※参加したオープンキャンパスに○をつけ、提出する「課題」を受け取ったオープンキャンパスの日程に◎をつけてください。

このエントリーシートは、必ず本人が記入してください（鉛筆書き不可）。

現　　　在　　　所

　　　〒　　　　　ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　（　　　　　　　）

※住所・電話番号等に変更が生じた場合、すみやかに本学入試課にご連絡ください。
　エントリーシートに記入された個人情報は、AO 入試の実施、手続き処理、出身校への「AO 登録」完了の報告、および本学での志望調査資料以外には使用いたしません。

エントリーシートの記入例および記入のポイント

表面

裏面

ふりがな 性　別

氏　　名
男		・		女

生年月日 　　　西暦　　　　　年　　　　　月　　　　　日生　（満　　　　　歳）

出　身　学　校　名

・

高等学校卒業程度認定試験

（大学入学資格検定）

　　　　　　　　　　　　　　　都・道・府・県　

　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科　

　　　　　　　　　　　　　　　　西暦　　　　　年　　　月　　　卒業　　・　　卒業見込み

　　　　西暦　　　　　年　　　　高等学校卒業程度認定試験　　　合格　　・　　合格見込み　　　　　　　　　　　　　　　　　		（大学入学資格検定）

大　　学
高等学校
学　　校

相 愛 大 学 音楽学部 音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）・人文学部・人間発達学部

AO入試エントリーシート
エントリーNo.

※
※印欄は記入しないでください。

このエントリーシートは、必ず本人が記入してください（鉛筆書き不可）。

ふりがな 性別

氏　名 男・女

記入日　　　平成　　　　年　　　月　　　日

受験を希望するAO入試種別および
学科（専攻）に○をつけてください。

AO入試種別 学　部・学　科

1． Ａ Ｏ 入 試

2． Ａ Ｏ 編 入

音 楽 学 部
音 楽 学 科 1. 音楽学専攻　　2.アートプロデュース専攻＊

人 文 学 部 人 文 学 科

人間発達学部 1. 子ども発達学科　　2. 発達栄養学科

AO入試種別 課題レポート型　・　自己表現型

　受験を希望する受験型に
　○をつけてください。
　なお、AO編入を希望する
　場合は必要ありません。

【注意事項】
1. 出願前 3 か月以内に撮影し

た正面、上半身脱帽の本人
写真を貼付すること（スナッ
プ写真は不可）。

2. 写真の裏面に氏名を記入し
ておくこと。

3cm

3.5cm

写
　
　
真

白黒・カラーは問わない

（「エントリーシート」はオープンキャンパスで配布します）

第１回　5月 21 日（日） 第５回　8月 19 日（土）

第２回　6月 18 日（日） 第６回　9月 10 日（日）

第３回　7月 23 日（日） 第７回		11 月 19 日（日）

第４回
8月				6 日（日）

8月				7 日（月）

＊平成30年度４月新設予定

29　  ７　 20

　　　　　　  

相

ソウ

　愛

アイ

　花

ハナ

　子

コ

ソウ　　アイ　　ハナ　　  コ

相　愛　花　子
1999        5          21                  18

大阪

私                相　愛　　　　　　　　普　通
2018      3

大阪市住之江区南港中４- ４- １
5 5 9     0 0 3 3

0 6     6 6 1 2      5 9 0 5

29             7          20

相愛高等学校
541     0053  大阪市中央区本町４丁目１-23

相　愛　太　郎 相
愛

AO編入でエントリーする場合は、○印の必要はあり
ません。また、人間発達学部へのエントリーは「課題
レポート型」に○をしてください。

現在、在学中の方は出身学校の先生にお願いし、必
ず記入してもらってください。なお、既卒の方およ
び高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）で
エントリーの場合は、記入の必要はありません。

※ AO 編入をエントリーする場合は「学校名」「学校所在地」のみをご記入ください。
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音楽学部	音楽学科（音楽学専攻・アートプロデュース専攻＊）・人文学部

Ⅰ.あなたが○○学科を志望する理由をお書きください。
この学科でこれを勉強・習得したい、この学科を出て、こんな職業に
就きたいということが基本。次に、どんなきっかけで、そう思うよう
になったか、これが志望理由を君だけのものにする（これがないと
１行で終わってしまう）。
ほかにも大学はあるが、なぜ、相愛大学なのかも必要だ。ホームペー
ジや大学案内を見よう。アドミッション・ポリシーも確認すること。
音楽学部や人文学部は、大学で、深く探求したいこと。人間発達学部
の場合は卒業後の進路に関連させると書きやすい。

Ⅱ.あなたの将来の目標と志望する学科（専攻）でどんな
　 ことを勉強したいのかをお書きください。

「将来の目標」は「Ⅰ.」に関連させて書く。このような○○になって・・・・
したい、と考えてみよう。「どんなことを勉強したいのか」は書きやす
いはず。その学科で実際に勉強できることを書こう。大学案内やホー
ムページを見ると勉強したいことが浮かんでくるはず。

Ⅲ.あなたが取得している資格、クラブ活動、社会活動、
　 特技などを通して自分をアピールしてください。

学科と関係のありそうな長所が書けたら良い。「自分をアピール」とい
うことを忘れずに。

最後に
話し言葉だけのスタイルはダメ：でも、なので、けど、けれど、…
文体の統一を忘れない。

①メモ→②最初の下書き（文章にして）→③清書すればよいというつも
りの下書き
このぐらいは作ろう。
③の段階で他人に見てもらうこと

丁寧な文字・正確な文字・余白は１割。

清書したエントリーシートのコピーをとろう。これを読み直し、質問
されそうなことを予想して、AO面談に備えよう。

　　　 各項目を記入するにあたってのポイント（参考）表面

オープンキャンパス「エントリーシートの書き方支援」の資料より抜粋しました。
今年のオープンキャンパスでも書き方の支援を実施しますので、ふるってご参加ください。

タイトル

【自己表現の内容】
自己表現について、「タイトル」を記入し、「自己表現方法・内容」を簡単に記入してください。

記　入　欄 ※

同封物
（事前に提出する書類等）

受験生自身で準備する
備品等

本学に準備を
お願いする備品等

【記入上の注意】
１. 記入にあたっては、AO 入試ガイドの P. ３【自己表現型の内容】の注意事項を参考にしてください。
２. 鉛筆書き不可、自筆で記入のこと。
３. 「自己表現」の際に事前提出しておく書類等を「同封物」の欄に記入してください。
４. 受験生自身で準備する備品等や本学に準備をお願いする備品等があれば記入してください。

自己表現方法・内容
（発表する分野の実績を含む）

※の欄は記入しないでください。

自己表現型オーディション・プレゼンテーションシート

〈AO面談を「自己表現型」で受ける方のみ記入してください。〉

ふりがな

氏名

エントリーNo.
※

※印欄は記入しないでください。

ポスター作成

似顔絵を描くのが得意で、友人が所属するバンドの
コンサートのためにポスターを作成した。バンドの
メンバーとの打ち合わせやポスター作成に私自身が
どのようにかかわったかを写真を用いて自己アピー
ルする。

作成したポスター（コピー）

パソコン、プロジェクタ

スクリーン

提出していただいた書類等は面談終了時に返却しま
す。

［記入上の注意］
１.自筆で記入してください。
２.文字は楷書、数字は算用数字で黒ボー
ルペンを用いて記入してください（鉛筆書
きは不可）。
３.書き間違えた場合は、間違えた箇所に
二重線を引き、訂正印を押して修正して
ください。
４.エントリーの提出に必要な封筒はオー
プンキャンパスのミニ講義で配付します。
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A O 入 試 で 出 願 に 必 要 な 書 類
出願に際しての詳細は、「2018（平成30）年度入学試験要項」を参照してください。

①入学願書（A票） …必要事項を漏れなく記入すること。

②写真票（B票） …写真は裏面に氏名を記入のうえ、貼付すること。

③受験票（C票） …342円分の切手を貼付すること。

④調査書等 …出願前３ヶ月以内に作成されたもの（開封無効）

 　● 高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）合格者は合格証明書、

 　　合格見込み者は合格見込証明書。

⑤AO登録票 …〈AO面談〉終了後、本学が交付したもの。

A O 編 入 学 試 験 で 出 願 に 必 要 な 書 類
出願に際しての詳細は、「2018（平成30）年度編入学試験要項」を参照してください。

①入学願書（A票）  …必要事項を漏れなく記入すること。

②写真票（B票）  …写真は裏面に氏名を記入のうえ、貼付すること。

③受験票（C票）  …342円分の切手を貼付すること。
④卒業証明書（卒業見込み証明書） …出願前３ヶ月以内に作成されたもの。

　または 　● 大学、短期大学、高等専門学校のいずれかを卒業した者、または

  　平成30年３月卒業見込みの者は提出すること。

⑤在学証明書  …出願前３ヶ月以内に作成されたもの。

 　● 平成30年３月に大学の２年次以上を修了見込みの者は在学証明書

  　を提出すること。

⑥単位取得（見込）証明書 …出願前３ヶ月以内に作成したもの。なお、大学の２年次在学で単位

取得見込証明書が発行されない場合は、出願時までの単位取得証明

書および２年次の履修を証明できる書類（単位記載のもの）を提出の

こと。

⑦AO登録票 …〈AO面談〉終了後、本学が交付したもの。

AO登録票を受けとったら




