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AOガイドで各学科のアドミッション・ポリシー（求
める学生像）を理解して下さい。6月、7月に開催され
るオープンキャンパスに参加し、学科説明会、授業体
験などを通して、志望する学科を絞りこみましょう。
学科ごとに課題とその取り組み方は異なります。学
科のホームページやパンフレットなども細かく
チェックしましょう。A方式・ABO方式かB方式か、
自分にふさわしい受験の方式も研究しましょう。

志望学科研究
学科研究を行い、志望学科が決まっ
たら、エントリーをしましょう。参加
する第1回面談の会場によって締切
日が異なります。日程をチェックし
提出遅れのないようにしましょう。

エントリー期間
第1グループ：（旭川・北見・釧路・帯広）
8/1（木）～ 郵送8/8（木）消印有効　持参8/9（金）17時
第2グループ：（青森・函館）
8/17（土）～ 郵送8/22（木）消印有効　持参8/23（金）17時

説明会・第1回面談（各地　　
各地区
8/24旭川、8/25北見、8/31釧路、　
9/7青森、9/8函館

6/23（日）第1回
オープンキャンパス

7/28（日）第2回
オープンキャンパス

STEP1STEP1 STEP2STEP2

エントリー期間
第1グループ：（旭川・北見・釧路・帯広）
8/1（木）～ 郵送8/8（木）消印有効　持参8/9（金）17時
第2グループ：（青森・函館・本学）
8/17（土）～ 郵送8/22（木）消印有効　持参8/23（金）17時

第1回面談（各地区・本学）・　
各地区・本学
8/24旭川、8/25北見、8/31釧路、　
9/7青森、9/8函館、9/14本学

A方式・ABO方式エントリー受付

エントリー期間
9/2（月）～
郵送9/9（月）消印有効
持参9/10（火）17時

学科説明・授業体験
※AO入試説明会も実施

学科説明・授業体験
※AO入試説明会も実施
エントリーシートの相談も

受け付けます。

※A方式においては人間科学科と臨　　

入学案内　　　　　　　まずは、4～5ページの各学科のアドミッシ 

学　　部 学　　科 AO入試定員

人 文 学 部

人 間 科 学 科 13名

英語英米文学科 7名

臨 床 心 理 学 科 20名

こども発達学科 5名

法 学 部 法 律 学 科 20名

経 済 学 部 経 済 学 科 20名

経 営 学 部
会計ファイナンス学科 6名

経 営 学 科 15名

総　　　　　　計 106名

募集人員

日程・ながれ A方式・ABO方式は、第1回面談会場によって、第1グループ、第2グループに分かれ、エントリー・課題提出に関する日程が異なります。
第1グループ　（第1回面談会場：旭川、北見、釧路、帯広）　第2グループ　（第1回面談会場：函館、青森、本学）

自己推薦制などに似た入試形態で、学力では測れない個性
豊かな人材を求めることを目的としており、学力よりも目
的意識や熱意・意欲を重視しています。元々はアメリカで
生まれた入試方法で、AOは選考の権限を持つ「アドミッ
ションズ・オフィス」という機関の頭文字からきています。

「どうしてもこの大学で学びたい」という受験生の熱意が
届き、従来の学力選抜では諦めなければならなかった大学
に入学が許可されたり、能力や適性に合った大学が選べる
など多くのメリットがありますが、反面、安易な理由でこ
の方式を選んでしまうと大学の授業についていけなかっ
たり、入学したものの学びたいことがなかったというケー
スも考えられますから、将来を見据えた計画を立てて入試
に臨むことが必要です。

本学におけるAO入試では、多様な個性・能力・資質・適性・
目的意識をエントリーシート、面談、課題文等を通して総
合的に評価します。その後、合格した方は入学までの約
5ヶ月間、大学での学びに備えてのサポート学習を受ける
ことになります。志望する方は、学部・学科の教育内容・求
める学生像などを参考に、明確な目的と意欲をもってエン
トリーされることを期待します。

AO入試とは
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9月 10月

A方式・ABO方式
面談（第1回）

面談を実施し、課題が与えられ、
出願に関する資料も渡されます。
面談は、本学のことを良く知って
もらうこと、エントリーした生徒
のことを良く知ることが目的で
す。

合格･入学前学習のスタート
入学までの期間、大学での学びに備えた学習
がスタートします。特に本学の一般入試受験
を勧めています。AO合格者の受験料は無料
です。高得点者は、1年次授業料が免除され
ます。また、学科によっては、取得資格による
入学金、授業料の免除制度もありますので入
学前に挑戦することを推奨しています。ただ
し、AO入試で合格し、入学手続きが終了し
ている学科が対象となります。

区）・ミニオープンキャンパス 課題提出締切 出願締切

　9/1帯広、
第2回面談
10/19（土）
本学

第2回面談
10/19（土）
本学

ゼミナール体験
10/20（日）
本学

出願・課題提出締切
※調査書同封

郵送10/7（月）消印有効
持参10/8（火）17時　 

合格発表日
11/1（金）

9/29（日）第3回
オープンキャンパス

A方式・ABO方式：
課題提出・出願

B方式：エントリー受付、ゼミナー
ル案内・課題連絡送付、出願

課題を作成します。第1回面談会場毎
に課題提出締切日が異なります。日
程をチェックし提出遅れのないよう
にしましょう。課題については、書き
直しや、資料の追加の指示などがさ
れることがあります。第1回面談後、
出願になります。

学科研究を行い、志望学科が決まり、
B方式で受験を決めたら、エントリー
をしましょう。エントリーされた方に
は、ゼミナールの進め方、課題の取り
組み方などについてのご案内と出願
に関する資料も送付されます。指示さ
れた課題と出願書類を提出します。

STEP4STEP4STEP3STEP3 STEP6STEP6

　ミニオープンキャンパス 課題提出締切

　9/1帯広、
郵送9/19（木）消印有効
持参9/20（金）17時

郵送9/19（木）消印有効
持参9/20（金）17時

郵送10/7（月）消印有効
持参10/8（火）17時

郵送10/7（月）消印有効
持参10/8（火）17時

A方式・ABO方式：
第2回面談

提出された課題と第1
回面談の内容、エント
リーシートなどを参考
に第2回面談が実施さ
れます。臨床心理学科
は、グループディスカッ
ションを実施します。

提出された課題をも
とに、ゼミナールが
実施されます。また、
エントリーシートな
どを参考に面談（個
人・集団）も実施さ
れます。

STEP5STEP5
B方式：

ゼミナール体験

学科説明・授業体験
課題・面談の準備などの
相談も受け付けます。

床心理学科の面接会場は本学のみとなります。

※調査書同封
郵送10/7（月）消印有効
持参10/8（火）17時　 

出願締切
※調査書同封

郵送10/7（月）消印有効
持参10/8（火）17時　 

　ョン・ポリシーと面談・課題についてお読みください。

エントリー期間に注意を。
　2014年度のAO入試のエントリー期間は、昨年同様8/1以
降です。保護者の方、クラス担任の先生と十分にお話し合いを
して、エントリーを決めて下さい。A方式・ABO方式では、第1
回面談の会場により期間が二つ設定されます。旭川、北見、釧
路、帯広で第1回面談を受ける方は、8/1～8/8（郵送の場合消
印有効、持参は8/9まで）がエントリー期間となります。青森、
函館、本学で第1回面談を受ける方は、8/17～8/22（郵送の
場合消印有効、持参は8/23まで）がエントリー期間となりま
す。なお、人間科学科は本学会場のみですので、お間違えの無い
ようにして下さい。
　B方式のエントリー期間は、9/2～9/9（郵送の場合消印有
効、持参は9/10まで）です。

A方式・ABO方式の出願日は同日。
　A方式・ABO方式では、第1回の面談の時に、課題の取り組
み方なども説明し、AO入試要項をお渡しします。みなさん
が、第1回の面談を受けて、出願しようと決めましたら、課題
を同封し出願に関する書類をお送りください。第2回の面談
と提出された課題を総合判断して合否が決定されます。
　出願締切日は第1回面談会場に関係なく10/7（月）（郵送
の場合消印有効、持参は10/8まで）までです。
　B方式では、エントリーされた方に、課題・ゼミナールの取
り組み方などの連絡とともに、AO入試要項が郵送されます。
出願しようと決めましたら、指示された課題などを同封し出
願に関する書類をお送りください。ゼミナール体験等と提出
された課題を総合判断して合否が決定されます。

注意点1

注意点2

出願資格（エントリー資格）
❶高等学校を卒業した者及び2014（平成26）年3月卒業見込みの者
❷通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2014（平成26）
年3月修了見込みの者
❸通常の課程以外の課程により前項に相当する学校教育を修了した者及び
2014（平成26）年3月修了見込みの者
❹外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び2014
（平成26）年3月31日までに修了見込みの者、又はこれらに準ずる者で
文部科学大臣の指定した者
❺文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し
た在外教育施設の当該課程を修了した者及び2014（平成26）年3月
31日までに修了見込みの者
❻文部科学大臣の指定した者
❼高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格
した者及び2014（平成26）年3月31日までに合格見込みの者（同規則
附則による廃止前の大学入試資格検定規程による大学入学資格検定に合
格した者を含む）
❽その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると本学が認めた者
❾高等学校等における全体の評定平均値については、問わない。
10本学の志望学科を第一志望とし、アドミッション・ポリシー（求める学生像）
に沿って目的をもって学修する意思を持つ者

入学検定料
アドミッション・オフィス入学試験……30,000円

ここをチェック！
2014年度のガクインのAO入試
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アドミッション・ポリシー（求める学生像）と
面談・課題等について

高等学校での公民科・地理歴史科などの学習やボランティア活動などの社会活
動をとおして、人間と人間社会・文化に関心をもち、真に人間尊重の立場に立っ
て地域社会の発展に貢献しようとする方で、下記のいずれかに該当する人。

【１】 現代社会における社会問題、たとえば、少子高齢化、雇用・労働問題、女性問
題、教育問題などに強い関心をもつ人。 

【２】 障がい者や高齢者、子どもたちが経験する困難に対し、当事者の生活とい
う観点から理解し実践しようとする人。 

【３】 生涯にわたる人間の発達に、社会・文化がどのように影響を及ぼすのかを、
心理学や教育学を通じて探究したいと考える人。

【４】 人間の生活、文化に関心を持ち、具体的な資料の整理分析をとおして探求
することができる人。

【５】 思想、哲学、宗教、文学などに現れた人間観を探求するとともに、これらの分
野から人間論、生命倫理、環境倫理などの現代的な課題に接近しようとする
人。

Ａ方式（課題・面談型）
●課題：事前に公表されている課題を一つ選択します。選択後に変更はできませ
ん。課題の進め方については、担当者がアドバイスします。
●第１回面談（9月14日）：エントリーシートに基づいて面談を行ったうえで、課
題の進め方についての助言指導を行います。
●課題提出：所定の課題提出用紙に2,000字程度で提出していただきます。
●第２回の面談（10月19日）では提出された課題に関する質疑応答を行いま
す。

人間科学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

英米の文学・文化・言語を探求し、地域・国際社会に貢献しようとする方で、下記
のいずれかに該当する人。

【１】 英語に興味を持ち、高等学校在学中に英検（実用英語技能検定）準２級以上
を目標に取り組んでいる人。

【２】 大学入学後に英語の実践的運用能力（英検２級以上もしくはそれに相当す
るTOEICレベル）を身につけたい人。

【３】 異文化、特に英語圏の文化に関心があり、その理解を深めたい人。
【４】 海外留学や国際交流に興味を持つ人。
【５】 英語教師を目指す人。または、英語能力を活かしながら、地域に貢献するこ

とを目指す人。

Ａ方式（課題・面談型）
●第1回面談では、エントリーシートに基づいて面談を行います。学科のアドミッ
ション・ポリシーをよく読み、自分の考えをまとめておきましょう。また、オープ
ン・キャンパスに参加し、学科の特徴を理解しておくことを勧めます。
●課題文は事前に公表されているものの中から1つ選び、所定の課題提出用紙
に800字程度で提出していただきます。
●第2回の面談（10月19日）では、提出された課題について助言を行います。参
考にして、再提出してください。また、簡単な英語インタビューも行います（自己
紹介、学校生活、絵を見て答えるなど）。詳しくは、第1回面談時に説明します。

英語英米文学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

【１】 他者を支援するために必要な、人間尊重の態度をもつ人。
人を援助するとは、本当に大切にするとはどういうことなのかを、しっかり考えてくれる
人。公民科倫理の学習を通し、様々な思想や価値観を知っておくとよいでしょう。

【２】 人との関わりを通して、自らの潜在的な資質を成長させる意欲をもつ人。
人との関わりを通し見えて来る自分の長所を伸ばし、それを阻害する短所があれば、怖じ
けずそれを克服しようとする人。適切な問いと受け答えができるように、全般的な国語力
をつけておくことが望まれます。

【３】 先入観にとらわれず、柔軟な視点からものごとを考える姿勢をもつ人。
他人の視点に立って物事を見、ただし巻き込まれることなく、その人を理解しようとする
人。文学作品の読書を通して感受性を養ったり、評論の講読、作文によって論理的思考を
訓練しておくとよいでしょう。

【４】 臨床心理学とその関連領域（福祉、医療、教育など）における実践体験を、そ
れぞれの学問的知見と統合して理解しようという意思をもつ人。
実践で得た経験と学問的知識を、互いを支え合うような形で、活かそうと思う人。

【５】 将来、臨床心理学の知見を活かして、地域に住む人々のさまざまな心の問
題を支援したいという意思をもつ人。
大学での学びを社会の中で活かし、将来専門職、企業人、そして家族としてこころの問題を
支援したいという気持ちを持っている人。

Ａ方式（課題・面談型）
●１回目の面談（9月14日）では、個別面談を実施します。アドミッション・ポリ
シーを熟読し、言葉の意味や内容の理解、そして自分の意見を事前にまとめて
おいてください。
●「志願書」と「課題文」を提出していただきます。
●２回目の面談（10月19日）では、グループディスカッションを実施します。

ABO方式
●旭川（8月24日）、北見（8月25日）、釧路（8月31日）、帯広（９月1日）、青森
（９月7日）、函館（９月8日）のうち、いずれかの本学ミニ・オープンキャンパス
に出席し、学科説明会・個別面談に参加していただきます。
●アドミッション・ポリシーを熟読し、言葉の意味や内容の理解、そして自分の意
見を事前にまとめておいてください。
●「志願書」と「課題文」を提出していただきます。
●２回目の面談（10月19日）では、グループディスカッションを実施します。

臨床心理学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

人間発達の広い視野に立ち、子どもの発達支援や教育に寄与しようとする方で、
下記のいずれかに該当する人。

【1】 乳児、幼児、児童の心の特徴とその変化について学び、子どもの発達を支援
したいと考えている人。

【2】 教えることと学ぶことの意味や喜びを理解し、実践しようと考えている人。
【3】 コンピュータやインターネットの活用と子どもに与える影響について学

びたいと考えている人。
【4】 自然や環境と子どもへの教育について関心を持っている人。
【5】 「いじめ」、「不登校」、「校内暴力」、「体罰」などの教育の現場で起きている諸

問題に関心を持って学びたい人。

Ａ方式（課題・面談型）
●第１回面談（日程表で各会場の面談日を確認してください）：面談を通じて、学
科の理解を深めるとともに、志望動機、入学後の抱負・計画、将来の目標進路を
確認します。
　あわせて、課題を提示します。
●課題提出：所定の課題提出用紙で提出していただきます。
●第２回の面談（10月19日）では提出された課題に関する面談等を行います。

こども発達学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて
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高等学校において公民科、地理歴史科などの学習を通し、経済学を学ぶために必
要な基礎学力を持つとともに、経済に関心を持ち、大学において経済学の専門知
識と分析能力を深め、社会の発展に貢献しようとする意欲を持つ方で下記のい
ずれかに該当する人。

【１】 さまざまな業種にわたって、ひろく産業社会で活躍することを目指す人。
【２】 幅広い教養と専門知識を求め、教養豊かな社会人を目指す人。
【３】 国際的な視野を持って、国際社会で活躍したいと考えている人。
【４】 地域的な視点を持って、地域社会で活躍したいと考えている人。
【５】 北海道の産業並びに福祉・文化の向上に貢献したいと考えている人。

Ａ方式（課題・面談型）
●第1回面談（日程表で各会場の面談日を確認してください）：面談で志望動機、
入学後の抱負・計画、将来の目標進路、さらにこれらとアドミッション・ポリ
シーとの関連について確認します。
●課題提出：エントリー期間中ホームページ上に課題を提示します。締切日まで
に郵便にて所定の課題用紙で提出していただきます。
●第2回面談（10月19日）：提出された課題に対する面談等を行います。

Ｂ方式（ゼミナール体験型）
●課題提出：エントリー者にレポート課題とそのレポート作成にあたって必要な資料
を郵送します。締切日までに郵便にて所定の課題用紙で提出していただきます。
●ゼミナール体験・面談（10月20日）：各自が調べたことや意見を発表しながら
議論を進めます。その後面談を行い、志望動機、入学後の抱負・計画、将来の目
標進路を確認します。

経済学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

高等学校での、現代社会、政治経済、また簿記・会計、ビジネス情報などの学習を
通じ、ビジネス実践に深い関心を持ち、ダイナミックに変化する会計とファイナン
スにおける社会的ニーズをサポートすることで、ビジネスや地域の発展に貢献し
ようとする意欲を持つ、下記のいずれかに該当する者。

【１】 将来、公認会計士、税理士、国税専門官などの職業会計人や、銀行、証券会
社など金融のプロを目指し、会計やファイナンスの資格取得に挑戦する者。

【２】 将来、企業や公組織（役所など）、地域で活躍できる力を身につけるために、
会計ファイナンス学科で行う経営実践の学修に取り組む意欲のある者。

【３】 将来、企業の経営者や経営管理者として活躍する基礎をつくるために、会
計学やファイナンスを深く学ぼうとする者。

【４】 将来、経営学部で教職「商業」の免許を取得して、高等学校の教諭を目指す
者。

Ａ方式（課題・面談型）
●第１回面談（日程表で各会場の面談日を確認してください）：すでに提出されて
いるエントリーシートをもとに、教員が面談を行います。面談後は、課題提出に
向けたガイダンスを実施します。
●課題提出：第１回面談における教員からのアドバイスとガイダンスを踏まえて、
課題文を作成・提出していただきます。
●第２回の面談（10月19日）：提出した課題文をもとに今後の取り組みについ
て面談を行います。

Ｂ方式（ゼミナール体験型）
●課題提出：エントリー者にレポート課題とそのレポート作成にあたって必要な
資料を郵送。締切日までに郵便にてレポートを提出していただきます。
●ゼミナール体験（10月20日）：各自が調べたことや意見を発表しながら議論
を進めます。最後に教員から今後の学びについてのアドバイスを行います。

会計ファイナンス学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

高等学校での、現代社会、政治経済、またマーケティング、流通経済、ビジネス情
報などの学習を通じ、企業経営や人間の経営行動、消費行動について深い関心を
持ち、ビジネスや地域の発展に貢献しようとする意欲を持つ、下記のいずれかに
該当する者。

【１】 将来、企業や公組織（役所など）、地域で活躍できる力を身につけるために、
経営学科で行うフィールド実践に率先して参加し、経営実践の学修に取り
組む意欲のある者。

【２】 将来、企業の経営者や経営管理者として活躍する基礎をつくるために、経
営学を深く学ぼうとする者。

【３】 将来、自分で会社を創るという目標を持ち、あるいは家業（会社、商店、農
業、酪農業、漁業、林業など）を継承する予定で、意欲的にビジネス感覚を身
につけようとする者。

【４】 将来、経営学部で教職「商業」の免許を取得して、高等学校の教諭を目指す
者。

Ａ方式（課題・面談型）
●第１回面談（日程表で各会場の面談日を確認してください）：すでに提出されて
いるエントリーシートをもとに、教員が面談を行います。面談後は、課題提出に
向けたガイダンスを実施します。
●課題提出：第１回面談における教員からのアドバイスとガイダンスを踏まえて、
課題文を作成・提出していただきます。
●第２回の面談（10月19日）：提出した課題文をもとに今後の取り組みについ
て面談を行います。

Ｂ方式（ゼミナール体験型）
●課題提出：エントリー者にレポート課題とそのレポート作成にあたって必要な
資料を郵送。締切日までに郵便にてレポートを提出していただきます。
●ゼミナール体験（10月20日）：各自が調べたことや意見を発表しながら議論
を進めます。最後に教員から今後の学びについてのアドバイスを行います。

経営学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

高等学校での公民科、地理歴史科の学習などにより現代社会の法律や裁判、政治
や行政のあり方に関心をもち、さまざまな紛争の予防や解決を通じて個性や多
様性の尊重される社会の実現に貢献しようとする方で、下記のいずれかに該当す
る人。

【１】 大学で他の学生や教員とともに自主的、積極的に知識や能力の獲得に取り
組もうと考えている人。

【２】 法学・政治学を学び、現代社会についての理解を深めるとともに、紛争の適
切な予防や解決のあり方に関する専門知識を身につけたい人。

【３】 自らの将来について考え、選んだ進路（公務員、法律家、民間企業、国際社会
など）にすすめるよう努力する人。

【４】 スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動などの活動で、自主性、社会性、
協同性を育みたい人。

Ａ方式（課題・面談型）
●第1回面談（日程表で各会場の面談日を確認してください）：エントリーシート
に基づく面談を行います。
●課題提出：第1回面談の際、法律・政治にかかわる社会問題について課題を提
示しますので、締切日までに提出していただきます。
●第2回の面談（10月19日）：提出された課題に基づいて面談を行います。

Ｂ方式（ゼミナール体験型）
●課題提出：法律・政治にかかわる社会問題について課題を提示しますので、エ
ントリー者には、課題に関する新聞記事を事前に調べてもらい、締切日までに
提出していただきます。なお、昨年度は、「少年犯罪とその量刑」をテーマにしま
した。
●ゼミナール体験（10月20日）：各自が調べた内容をもとにゼミナールを実施
し、全員で議論していきます。その後面談を行います。

法律学科
アドミッ
ション・
ポリシー

　面談・
課題等に
ついて

受験上の配慮について
　受験に際し、病気・負傷や障がい等のために、解答方法、試験室、座席及び所持品について、配慮を希望
する者は事前相談下さい。なお、期限は、AO入試にエントリーする者は、7月10日（水）までとなります。
なお、この期日以降に事故などで配慮が必要になった場合は、その時点でご連絡下さい。
　大学4年間の学びを考えますと、通学条件を含む学生生活全般について、本学と取り巻く環境を、ご自
身の目で確認頂くことが大切です。オープンキャンパスや個別の学校見学等を利用し、早めに本学にお
越しになることをお勧めします。
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AO入試 Q & A
エントリーとは何ですか。

A エントリーとは、自分の志望する学科についてAO入試を
利用して受験したいという意思表示を行うことです。具体

的には、学部学科の教育理念・教育目標に基づき掲げられている
アドミッション・ポリシー（求める学生像）をよく理解したうえで、
エントリーシートを作成してください。エントリーシートには、高
校までの生活を通してのアピールや入学後の目標、将来の進路
などを記入して、所定のエントリー期間に提出してください。これ
で、エントリーは完了です。

面談、授業体験や課題はどのようになる
のですか。

A A方式のエントリー手続者には、第1回面談（会場により面
談日が異なります）に参加していただきます。必ず学科の担

当の先生と面談をしていただき、学科への理解、目標の確認、学習
への意欲などをお聞きします。学科によっては、授業体験を通し
て、さらに学科への理解、興味をもっていただくこともあります。
また、第1回面談では、A方式エントリー者全員に、志望されてい
る学科から課題が与えられ、面談会場毎に指定される日までにそ
の成果を志願表と一緒に提出いただきます（学科によっては、添
削指導等を含む）。面談と課題で評価致します。
B方式はエントリー手続者に遂次、課題指導を返した後、10月
20日に実施するゼミナール※に参加していただきます。面談、課
題、ゼミナールで評価致します。

指定された面談に参加できない場合は
どのようになるのですか。

A A方式でエントリーした人が、第1回面談に欠席した場合
やB方式でゼミナールに参加できない場合は、原則として

エントリーが取り消されます。

エントリー後に、希望学科を変更するこ
とはできますか。

A 法学部・経済学部・経営学部に関してはB方式で再エント
リーすることが可能ですが、人文学部は、エントリーの期間

が一度しかありません。途中で希望学科を変更することは原則と
して認めません。

エントリーと出願はどう違うのですか。

A Q1でも説明したとおり、エントリーは志望するという意思
表示を意味しますので、他の大学等との併願も可能です。

エントリー期間中の面談、課題をとおして受験生の意思と大学の
意思がマッチした場合出願となり、この場合、本学を第一志望と
する専願となります。
　出願後は、他の大学等と併願することはできません。課題の取
り組み、面談、ゼミナール体験等を経て合格発表に向かいます。

出願に際しては、どのような書類が必要
ですか。

A エントリーされた方には、A・ABO方式では第1回面談時
にAO入学試験要項が手渡され、B方式では課題・ゼミナー

ル連絡とともにAO入学試験要項が送付され、それに基づき出願
手続を行っていただきます。高等学校で発行する「調査書」と本学
所定の志願票に必要事項を記入いただき、入学検定料30,000
円の払込み控［振替払込受付証明書（お客さま用）］を貼付して所
定期間に提出していただくこととなります。

もし、不合格となった場合は他の方法で
受験できますか。

A AO入試で不合格となった場合でも、推薦入学試験、一般
入学試験、大学入試センター試験利用入学試験等の制度で

受験することが可能です。あらためて出願手続が必要となります
が、AO入試での不合格に伴う不利益は一切ありません。

合格後の入学前学習はどのようなもの
ですか。

A 合格発表から入学まで、約5ヶ月間あります。大学の学習も
高等学校までの学習を基礎としますので、高等学校などの

授業にしっかりと取り組んでください。さらには、高等学校までの
学習と大学の学習を接続し、大学の授業にスムーズに入っていけ
るように課題等への取り組みを行っていただきます。学部学科に
よっては、ネットワーク環境を利用したeラーニング等も活用し
て入学前学習を進める予定です。また一般入試、大学入試セン
ター試験利用入試の受験をすることも奨励しています。その際は
本学への検定料は不要です。

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

※ ゼミナールとは、教授の指導のもとに、少人数の学生が、定められたテーマについて、
調査結果、見解を発表し、メンバーで討論することをいいます。

※ 大学入試センター試験受験に関しては別途検定料が必要です。受験教科数によって金
額も異なります。「大学入試センター試験受験案内」で確認してください。
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エントリー手続き等

出願手続き等
出願書類
A及びABO方式でエントリーされた方には、第1回面談の際に、AO入学試験要項
が手渡されます。第1回の面談の結果、本学への出願を決めた方は、以下の書類を指
定された期間までに本学入試課まで郵送又は持参して下さい。
B方式でエントリーされた方には、課題についての連絡とともにAO入学試験要項
が郵送されます。以下の書類を期限までに郵送又は持参してください。
【出願時に必要な書類】
❶ 入学志願票（入学検定料の払い込み控を貼付、受験票には、320円分の切手を貼付）
❷課題（第1回面談時に指示があります）
❸調査書（出身高等学校の所定の用紙に学校長が証明し、厳封したもの）※
※ 高等学校の指導要録等（調査書の基となる記録）は、保存期間が法令により定められていますが、本学の入学試
験では、高等学校調査書について次の取り扱いとしています。

　1. 卒業後5年を経過している方については、原則として「卒業証明書及び単位修得証明書」、又は「学籍の記録
及び修得単位の記録のみを証明した調査書」を提出願います。

　2. 卒業後20年を経過している方については、「指導要録が法令に定める保存年限を経過し、廃棄済みである
ため調査書を発行できない」旨の文書及び卒業証明書を提出願います。

　　いずれの証明書が発行可能かについては、卒業した高等学校にお問い合わせ願います。
　　また、廃校、被災等で「調査書」が得られない場合は、事前にご相談下さい。

入学検定料
入学検定料　30,000円
❶ 出願する人は、AO入学試験要項に同封された「払込取扱票」を用いて、最寄りの郵
便局より払い込みます。
❷ 「振替払込受付証明書（お客さま用）」を入学志願票に貼付します。
❸ 「振替払込請求書兼受領証」をもって領収書となります。

ABO方式
（臨床心理学科のみ）

❶「アドミッション・オフィス入学試験エントリー
シート」に必要事項を記入するとともに、写真を
貼付してください。

❷ 完成したエントリーシートは、所定の封筒にて、参
加する会場ごとに定められた期日までに提出し
てください。
❸ 当日は、学科内容等の説明を受けた上で、個別面
談を受けていただきます。
❹ 説明会に参加し面談した方は、第1回目の面談と
して取り扱い、以後のスケジュールと「志願書」、
「課題」が手渡されます。

A方式
（全学科共通）

❶「アドミッション・オフィス入学試験エントリーシート」に必要事項
を記入するとともに、写真を貼付してください。

❷完成したエントリーシートは、所定の封筒にて、第1回面談会場ご
とに定められた締切日までに提出してください。

　※人間科学科、臨床心理学科は本学会場のみです。
　エントリーされた方には第1回面談に関する連絡が送付されます。
❸人間科学科を志望される方は、「人間科学科AO入試課題一覧」か
ら自分自身が取り組む課題を選択してください。自分の選択した
課題番号を控え、課題一覧の下部分「課題選択用紙【提出用】」を切
り取り、必要事項を記入したエントリーシートとあわせて提出して
ください。

B方式
（ 法律学科、経済学科、会計ファイ
ナンス学科、経営学科のみ）

❶「アドミッション・オフィス入学試験エントリー
シート」に必要事項を記入するとともに、写真を
貼付してください。

❷完成したエントリーシートは、所定の封筒にて、
「調査書」を同封し期限までに提出してください。
❸エントリーを完了した方には、9月中・下旬に随
時AO入試要項、課題・ゼミナール体験にむけた
連絡が送付されます。

方式・面談日程・面談会場によりエントリー期間などのスケジュールが異なります。自分がエントリーする学科・方式をしっかり確認してください。
A方式

学科 エントリー期間 第１回面談会場 課題提出・出願締切 第2回面談日・会場 合格発表

全学科 8/17（土）～ 郵送　8/22（木）消印有効
持参　8/23（金）17時 本学 9/14（土）

課題提出・出願締切
　郵送　10/ ７（月）消印有効
　持参　10/ 8（火）17時

10/19（土）
本学 11/1（金）

英語英米文学科
こども発達学科
法律学科
経済学科
会計ファイナンス学科
経営学科

8/ １（木）～ 郵送　8/ 8（木）消印有効
持参　8/ 9（金）17時

旭川 8/24（土） 課題提出締切
　郵送　 9/19（木）消印有効
　持参　 9/20（金）17時
出願締切
　郵送　10/ ７（月）消印有効
　持参　10/ 8（火）17時

北見 8/25（日）

釧路 8/31（土）

帯広 9/ １（日）

8/17（土）～ 郵送　8/22（木）消印有効
持参　8/23（金）17時

青森 9/ ７（土） 課題・出願締切
　郵送　10/ ７（月）消印有効
　持参　10/ 8（火）17時函館 9/ 8（日）

ABO方式
学科 エントリー期間 第１回面談会場 課題提出・出願締切 第2回面談日・会場 合格発表

臨床心理学科

8/ 1（木）～ 郵送　8/ 8（木）消印有効
持参　8/ 9（金）17時

旭川 8/24（土） 課題提出締切
　郵送　 9/19（木）消印有効
　持参　 9/20（金）17時
出願締切
　郵送　10/ ７（月）消印有効
　持参　10/ 8（火）17時

10/19（土）
本学 11/1（金）

北見 8/25（日）

釧路 8/31（土）

帯広 9/ 1（日）

8/17（土）～ 郵送　8/22（木）消印有効
持参　8/23（金）17時

青森 9/ 7（土） 課題・出願締切
　郵送　10/ ７（月）消印有効
　持参　10/ 8（火）17時函館 9/ 8（日）

Ｂ方式
学科 エントリー期間 課題・出願締切 ゼミナール体験（面談含）・会場 合格発表

法律学科
経済学科
会計ファイナンス学科
経営学科

9/ 2（月）～ 郵送　9/ 9（月）消印有効
持参　9/10（火）17時

郵送　10/ 7（月）消印有効
持参　10/ 8（火）17時 10/20（日）・本学 11/1（金）

出願方法、出願上の注意
❶ AO入学試験要項に同封されている本学所定の出願用封筒を使用してください。
❷ 本学のAO入試は専願制なので、出願されると他の大学等と併願することはでき
ません。

合格発表
合格発表は、11月1日（金）に本学掲示場にて、合格者の受験番号を発表します。
❶ 合格者には、発表と同時に合格通知書および入学手続書類を速達便で郵送しま
す。

❷ 合否に関しては、合格者のみに通知しており、電話等での問合せには応じません。
なお、本学ホームページでは、正式な合格発表ではありませんが、合格者の受験番
号を掲載する予定です。

入学手続き
❶ 入学手続締切日は、12月6日（金）です。この日までに、入学手続時納付金を一括
で納付し、入学手続書類を提出していただきます。なお、詳細については、合格者
に送付する入学手続要項に記載します。

❷ 入学手続締切日までに入学手続が完了しない方の入学は認めません。



大学情報

札幌学院大学での
"学び"を確認しよう！

試験方式を決めよう
●個人面談・課題提出型の
　A方式・ABO方式か
●ゼミナール体験型のＢ方式か

エントリーする学科を
決めよう

7月のオープンキャンパスで
エントリーシートを
みてもらおう

●入学案内
●各学科パンフ
●ホームページ
●オープンキャンパス

TOOL

●AO入試ガイド
●各学科パンフ
●ホームページ
●オープンキャンパス

TOOL

●AO入試ガイド
●各学科パンフ

TOOL 

●AO入試ガイド
●各学科パンフ

TOOL

A方式とABO方式
は、第１回面談を本学
会場以外にも行う
学科がある

ATTENTION

AO入試エントリーへの道

CHECK 1

CHECK 2

CHECK 3

CHECK 4

札幌学院大学入試課 〒069-8555 北海道江別市文京台11
Tel  011-386-8111（代表）

FreeDial  70120-816-555
Fax  011-386-8133（入試課直通）

E-mail  nyusi@ims.sgu.ac.jp

Progress with Students
学びと成長を支援する大学


