
自分のまちを紹介できるモノ３つ ＋ オンライン面接

成安造形大学は、芸大を目指し頑張る受験生をサポートします。
年間授業料が、698,000円になる入試を計3回実施します。また、先に受験した入試で通常授業料で合格し、入学手続を
された方も、その後の特待生入試にチャレンジできます。

成安造形大学では、一部の〈面接方式〉の入試において、オンライン面接を実施します。
対象は地域実践領域を志願し「自分のまちを紹介できるモノ３つ+オンライン面接」に出願（またはエントリー）する方のみです。

オンライン面接を実践する入試

・総合選抜入試（３期）（５期）〈面接方式〉 P52

・一般選抜入試（1期）（2期）〈面接方式〉 P54

2 0 2 3年度入学試験のポイント

オンライン面接の詳細については、2022年７月上旬に本学Webサイト
「入試・入学」ページにてアップ予定です。

計3回のチャンス

年間授業料が698,000円になる
特待生入試があります

地域実践領域は「オンライン入試」でも受験が可能！

総合選抜入試（１期）
特待生〈面接方式〉

定員６名

持参作品+個別面接

所得制限なし 所得制限あり

総合選抜入試（4期）
特待生〈実技方式〉

定員24名

鉛筆デッサン
（公開モチーフ）

試験科目

1 2 3
例： 特産品、印刷物・写真、自然物など 個別面接：1人約20分

〈大学入学共通テスト利用方式〉〈実技方式〉は
どちらかしか出願できません

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型
〈実技方式〉

定員5名

定員5名

or

鉛筆デッサン
（モチーフは公開しません）

大学入学共通テストの成績
（上位２科目）

Entrance Examination Guide 

入学試験要項
2023
募集定員

200名

※その他の入学試験について
本学では、上記の入学試験以外に本学が定める特別な資格を有する方
が受験できる下記の入学試験を実施しています。受験を希望される方
は、入学広報センターまでお問い合わせいただき、試験内容等をご確
認ください。

学祖特別校
資格：本学が定める学祖瀬尾チカゆかりの高等学校の生徒で、学校長

の推薦を受けられる方

姉妹校
資格：本学と姉妹校協定を結んでいる高等学校の生徒で、学校長の 

推薦を受けられる方

パートナーシップ協定校
資格：本学とパートナーシップ校協定を結んでいる高等学校の生徒

で、学校長の推薦を受けられる方

指定校

　資格：本学が定める高等学校の生徒で、学校長の推薦を受けられる方

◎3年次編入・転入学試験　
※別途、入学試験要項があります。資料をご請求いただき、出願資格を

ご確認ください。

◎外国人留学生3年次編入学試験　
※別途、入学試験要項があります。資料をご請求いただき、出願資格を

ご確認ください。

学校推薦選抜入学試験〈面接方式〉

特別総合選抜入学試験（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

（1） 学力

（2）実践力
専門分野をいかし、社会の中で実践する意欲がある。

（3）創造力
自らの創造性（クリエイティビティ）を伸ばす意欲がある。

（4）課題解決力
課題を解決する能力を伸ばす意欲がある。

（5）協働力
課題をやり遂げるために、他の人々と協働する意欲がある。

（6）主体的行動力
目的を持って主体的に行動する意欲がある。

　成安造形大学は、建学の精神、校訓、及び基本理念（教育理念）に共感し、
ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）を達成するために必要となる次の
ような学力や資質を備えた人を求める。

高等学校等において「学力の３要素」（①知識・技能、②思考力・判断力・
表現力、③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）が培われて
いる。

アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

総合選抜入学試験（1期）特待生〈面接方式〉

総合選抜入学試験（1期）〈体験授業方式〉

総合選抜入学試験（2期）〈体験授業方式〉

総合選抜入学試験（3期）〈面接方式〉

総合選抜入学試験（4期）特待生〈実技方式〉

総合選抜入学試験（5期）〈面接方式〉

一般選抜入学試験（1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉

一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉

一般選抜入学試験（2期）（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

入学試験種別
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◎合否通知または出願可否通知は、上記の合格発表日または出願可否通知日に届くよう配達日指定の簡易書留で送付します。
　ただし一般選抜入試（3期） 〈大学入学共通テスト利用方式〉は発送日となっています。
◎入学手続〆切日は、

◎総合選抜入試（1期）（2期）特別総合選抜入試（1期）（2期）は、出願「可」と判定された際に本学を第1志望（専願）とする方に限り出願することができます。

◎特別総合選抜入試（3期）の試験予備日は受験者の人数が多い場合にのみ試験を実施します。　

入学試験日程

入試種別 募集定員 エントリー期間 試験日 出願可否
通知日 出願期間 合格発表日

入学手続〆切日

総合選抜入試（1期）
特待生〈面接方式〉 9/1［木］

（必着）
9/19［月・祝］–

　9/30［金］（必着）

10/11［火］–
10/18［火］（必着）

11/14［月］–
11/18［金］（必着）

2023/
1/26［木］

12/13［火］–
12/16［金］（必着） 12/23［金］

9/16［金］ 11/1［火］ 11/11［金］ 12/8［木］

11/1［火］ 11/11［金］ 12/8［木］

11/28［月］ 12/8［木］ 12/23［金］

10/7［金］

11/11［金］

12/12［月］

9/12［月］– 9/26［月］
（必着）

10/24［月］–10/31［月］
（必着）

11/18［金］–11/29［火］
（消印有効）

2023/
1/10［火］

2023/
1/26［木］

11/29［火］–
12/2［金］（必着） 12/9［金］ 12/23［金］11/28［月］11/4［金］–11/10［木］

（消印有効） 11/19［土］

オンライン
面接

11/5［土］
※地域実践
領域のみ

面接
11/6［日］

面接
12/3［土］

オンライン
面接

12/4［日］
※地域実践
領域のみ

10/1［土］

9/5［月］

9/4［日］

総合選抜入試（2期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（1期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（3期）
〈面接方式〉

総合選抜入試（4期）
特待生〈実技方式〉

特待生
通常授業料

特待生
通常授業料

総合選抜入試（5期）
〈面接方式〉

1 次 2 次
（入学金のみ） （入学金以外の納付金）

6名
32名

30名

8名

8名

24名
8名

8名

2023/1/4［水］–1/16［月］
（消印有効）

2023/2/27［月］–3/13［月］
（必着）

2023/
2/15［水］

2023/
2/24［金］

2023/
3/1［水］

2023/
2/15［水］

2023/
2/24［金］

2023/
3/1［水］

2023/3/23［木］

面接2023/2/4［土］
オンライン面接
2023/2/5［日］
※地域実践領域のみ

実技2023/2/5［日］

オンライン面接
2023/2/25［土］
※地域実践領域のみ

面接・実技
2023/2/23［木・祝］

大学入学共通テスト
試験実施日

2023/1/14［土］・1/15［日］

一般選抜入試（1期）
〈面接方式・実技方式〉

2023/2/6［月］–2/13［月］
（消印有効）

2023/2/6［月］–2/13［月］
（消印有効）

2023/
3/2［木］ 2023/3/7［火］

2023/
3/2［木］ 2023/3/7［火］

一般選抜入試（2期）
〈面接方式・実技方式〉

大学入学共通テスト
試験実施日

2023/1/14［土］・1/15［日］

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（2期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

入試種別 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続〆切日

1 次 2 次
（入学金のみ） （入学金以外の納付金）

2023/
3/17［金］

※速達郵便発送

8名

特待生

通常授業料

5名

8名

特待生

通常授業料

5名

8名

8名

2023/1/4［水］–1/16［月］
（消印有効）

2023/2/5［日］
一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈実技方式〉

8名

6名

9/1［木］（必着） 9/19［月・祝］–
9/30［金］（必着）

10/11［火］–
10/18［火］（必着）

9/16［金］

10/7［金］

12/8［木］11/11［金］

若干名

11/1［火］特別総合選抜入試（1期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（2期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

9/12［月］–9/22［木］
（必着） 12/8［木］11/11［金］11/1［火］

入試種別 募集定員 エントリー期間 試験日 合格発表日
入学手続〆切日

1 次 2 次
（入学金のみ）

9/11［日］

10/2［日］

12/13［火］–
12/16［金］（必着）12/12［月］11/11［金］–11/24［木］

（必着）
2023/

1/10［火］
2023/

1/26［木］12/23［金］

出願可否
通知日 出願期間

（入学金以外の納付金）

12/3［土］
予備日

12/4［日］

1次が入学金のみ、2次が入学金以外の納付金の納入〆切日となっています。

エントリー資格・出願資格について
エントリー資格入試種別

総合選抜入試（1期）
特待生〈面接方式〉

総合選抜入試（1期）（2期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。またエントリー時点では専願である必要はありません。

本学で学ぶことを強く希望する者で、次の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
（1）高等学校又は中等教育学校の卒業者、または2023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、または2023年3月修了見込みの者。
（3）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、または2023年3月修了見込みの者。
（4）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、
　  または2023年3月31日までに修了見込みの者。

（5）専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
　  文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。

（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、または2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（8）本学において、高等学校卒業と同等程度であると認めた者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。またエントリー時点では専願である必要はありません。

総合選抜入試（4期）
特待生〈実技方式〉

入学後の制作活動・研究活動の目標を明確に持ち、次の（1）–（8）のいずれかに該当する者。尚、卒業年度は問いません。
（1）高等学校もしくは中等教育学校の卒業者、または2023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、または2023年3月修了見込みの者。
（3）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、または2023年3月修了見込みの者。
（4）文部科学大臣が高等学校の教育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、
　 または2023年3月31日までに修了見込みの者。

（5）専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
　  文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。

（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、または2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（8）本学において、高等学校卒業と同等程度であると認めた者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者は出願できません。

出願資格入試種別

一般選抜入試（1期）（2期）
〈面接方式・実技方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（2期）（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者で、P55に定める受験生の主たる家計支持者の収入がその範囲内であること。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者で、P56に定める受験生の主たる家計支持者の収入がその範囲内であること。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型
〈実技方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。また、（1）（3）（8）のいずれかのうち、外国籍を有し、
入学時に「留学」の在留資格を取得する者は、以下の条件を満たす必要があります。
●試験日までに2015年度以降に実施された日本語能力試験（JLPT）において「N2レベル以上」に合格している者、
または、日本語留学試験（EJU）「日本語」科目において、［読解］/［聴解・聴読解］の合計が220点以上の者。
※ただし上記（1）に該当する者で、日本の高等学校もしくは中等教育学校の卒業者はこの資格を満たす必要はありません。
●入学後、授業を受けるために十分な日本語能力を有する者。
エントリーは無料です。

エントリー資格入試種別

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

社会人

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

外国人留学生

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

海外帰国生

外国籍（ただし、日本に定住する外国人を除く）を有し、以下（1）–（4）の条件を満たしている者。
（1）A～Cいずれかの条件を満たしている者。
　  A.外国において12年以上の学校教育課程を修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者。
　  B.本学において上記Aと同等の学力があると認められる者。
　  C.日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2023年3月までに卒業見込みの者。

（2）DまたはEの資格を有する（見込みの）者。
　  D.〈日本国内よりエントリーの場合〉エントリー時に「留学」の在留資格を有し、入学に際し「留学」の在留資格が得られる者。
　  E.〈日本国外よりエントリーの場合〉入学に際し「留学」の在留資格が得られる者。

（3）試験日までに2015年度以降に実施された日本語能力試験（JLPT）において、「N2レベル以上」に合格している者、
　  または日本語留学試験（EJU）「日本語」科目において「読解」/「聴解・聴読解」の合計が220点以上のものが望ましい。

（4）入学後、授業を受けるに十分な日本語能力を有する者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

日本国籍を有し、海外において学んだ者で、次のいずれかの条件を満たしている者。
（1）外国において、学校教育における12年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）を修了した者、
　 または2023年3月修了見込みの者。

（2）本学において、上記（1）と同等であると認めた者。
（3）スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有し、
　  2023年3月31日までに18歳に達する者。

（4）ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有し、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（5）フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有し、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（6）外国の中学校・高等学校に2年以上継続して在籍し、日本の高等学校または高等専修学校を2023年3月31日までに卒業の者、
　  または2023年3月31日までに卒業見込みの者。ただし、日本の高等学校在籍期間は最終学年を含め2年以内の者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

日本国籍を有し、2023年4月2日時点で満年齢24歳以上の者で、次のいずれかの条件を満たしている者。
（1）高等学校、または中等教育学校の卒業者。
（2）本学において、上記（1）と同等であると認めた者。
（3）通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者。
（4）外国において、学校教育における12年以上の課程を修了した者。
（5）文部科学大臣が高等学校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。
（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

総合選抜入試（3期）（5期）
〈面接方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。
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◎合否通知または出願可否通知は、上記の合格発表日または出願可否通知日に届くよう配達日指定の簡易書留で送付します。
　ただし一般選抜入試（3期） 〈大学入学共通テスト利用方式〉は発送日となっています。
◎入学手続〆切日は、

◎総合選抜入試（1期）（2期）特別総合選抜入試（1期）（2期）は、出願「可」と判定された際に本学を第1志望（専願）とする方に限り出願することができます。

◎特別総合選抜入試（3期）の試験予備日は受験者の人数が多い場合にのみ試験を実施します。　

入学試験日程

入試種別 募集定員 エントリー期間 試験日 出願可否
通知日 出願期間 合格発表日

入学手続〆切日

総合選抜入試（1期）
特待生〈面接方式〉 9/1［木］

（必着）
9/19［月・祝］–

　9/30［金］（必着）

10/11［火］–
10/18［火］（必着）

11/14［月］–
11/18［金］（必着）

2023/
1/26［木］

12/13［火］–
12/16［金］（必着） 12/23［金］

9/16［金］ 11/1［火］ 11/11［金］ 12/8［木］

11/1［火］ 11/11［金］ 12/8［木］

11/28［月］ 12/8［木］ 12/23［金］

10/7［金］

11/11［金］

12/12［月］

9/12［月］– 9/26［月］
（必着）

10/24［月］–10/31［月］
（必着）

11/18［金］–11/29［火］
（消印有効）

2023/
1/10［火］

2023/
1/26［木］

11/29［火］–
12/2［金］（必着） 12/9［金］ 12/23［金］11/28［月］11/4［金］–11/10［木］

（消印有効） 11/19［土］

オンライン
面接

11/5［土］
※地域実践
領域のみ

面接
11/6［日］

面接
12/3［土］

オンライン
面接

12/4［日］
※地域実践
領域のみ

10/1［土］

9/5［月］

9/4［日］

総合選抜入試（2期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（1期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（3期）
〈面接方式〉

総合選抜入試（4期）
特待生〈実技方式〉

特待生
通常授業料

特待生
通常授業料

総合選抜入試（5期）
〈面接方式〉

1 次 2 次
（入学金のみ） （入学金以外の納付金）

6名
32名

30名

8名

8名

24名
8名

8名

2023/1/4［水］–1/16［月］
（消印有効）

2023/2/27［月］–3/13［月］
（必着）

2023/
2/15［水］

2023/
2/24［金］

2023/
3/1［水］

2023/
2/15［水］

2023/
2/24［金］

2023/
3/1［水］

2023/3/23［木］

面接2023/2/4［土］
オンライン面接
2023/2/5［日］
※地域実践領域のみ

実技2023/2/5［日］

オンライン面接
2023/2/25［土］
※地域実践領域のみ

面接・実技
2023/2/23［木・祝］

大学入学共通テスト
試験実施日

2023/1/14［土］・1/15［日］

一般選抜入試（1期）
〈面接方式・実技方式〉

2023/2/6［月］–2/13［月］
（消印有効）

2023/2/6［月］–2/13［月］
（消印有効）

2023/
3/2［木］ 2023/3/7［火］

2023/
3/2［木］ 2023/3/7［火］

一般選抜入試（2期）
〈面接方式・実技方式〉

大学入学共通テスト
試験実施日

2023/1/14［土］・1/15［日］

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（2期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

入試種別 募集定員 出願期間 試験日 合格発表日
入学手続〆切日

1 次 2 次
（入学金のみ） （入学金以外の納付金）

2023/
3/17［金］

※速達郵便発送

8名

特待生

通常授業料

5名

8名

特待生

通常授業料

5名

8名

8名

2023/1/4［水］–1/16［月］
（消印有効）

2023/2/5［日］
一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈実技方式〉

8名

6名

9/1［木］（必着） 9/19［月・祝］–
9/30［金］（必着）

10/11［火］–
10/18［火］（必着）

9/16［金］

10/7［金］

12/8［木］11/11［金］

若干名

11/1［火］特別総合選抜入試（1期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（2期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

9/12［月］–9/22［木］
（必着） 12/8［木］11/11［金］11/1［火］

入試種別 募集定員 エントリー期間 試験日 合格発表日
入学手続〆切日

1 次 2 次
（入学金のみ）

9/11［日］

10/2［日］

12/13［火］–
12/16［金］（必着）12/12［月］11/11［金］–11/24［木］

（必着）
2023/

1/10［火］
2023/

1/26［木］12/23［金］

出願可否
通知日 出願期間

（入学金以外の納付金）

12/3［土］
予備日

12/4［日］

1次が入学金のみ、2次が入学金以外の納付金の納入〆切日となっています。

エントリー資格・出願資格について
エントリー資格入試種別

総合選抜入試（1期）
特待生〈面接方式〉

総合選抜入試（1期）（2期）
〈体験授業方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。またエントリー時点では専願である必要はありません。

本学で学ぶことを強く希望する者で、次の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
（1）高等学校又は中等教育学校の卒業者、または2023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、または2023年3月修了見込みの者。
（3）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、または2023年3月修了見込みの者。
（4）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、
　  または2023年3月31日までに修了見込みの者。

（5）専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
　  文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。

（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、または2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（8）本学において、高等学校卒業と同等程度であると認めた者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。またエントリー時点では専願である必要はありません。

総合選抜入試（4期）
特待生〈実技方式〉

入学後の制作活動・研究活動の目標を明確に持ち、次の（1）–（8）のいずれかに該当する者。尚、卒業年度は問いません。
（1）高等学校もしくは中等教育学校の卒業者、または2023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、または2023年3月修了見込みの者。
（3）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、または2023年3月修了見込みの者。
（4）文部科学大臣が高等学校の教育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、
　 または2023年3月31日までに修了見込みの者。

（5）専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
　  文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者。

（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者、または2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（8）本学において、高等学校卒業と同等程度であると認めた者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者は出願できません。

出願資格入試種別

一般選抜入試（1期）（2期）
〈面接方式・実技方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（2期）（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者で、P55に定める受験生の主たる家計支持者の収入がその範囲内であること。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（1期）（2期）の出願資格に該当する者で、P56に定める受験生の主たる家計支持者の収入がその範囲内であること。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得するものは出願できません。

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型
〈実技方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。また、（1）（3）（8）のいずれかのうち、外国籍を有し、
入学時に「留学」の在留資格を取得する者は、以下の条件を満たす必要があります。
●試験日までに2015年度以降に実施された日本語能力試験（JLPT）において「N2レベル以上」に合格している者、
または、日本語留学試験（EJU）「日本語」科目において、［読解］/［聴解・聴読解］の合計が220点以上の者。
※ただし上記（1）に該当する者で、日本の高等学校もしくは中等教育学校の卒業者はこの資格を満たす必要はありません。
●入学後、授業を受けるために十分な日本語能力を有する者。
エントリーは無料です。

エントリー資格入試種別

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

社会人

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

外国人留学生

特別総合選抜入試
（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉

海外帰国生

外国籍（ただし、日本に定住する外国人を除く）を有し、以下（1）–（4）の条件を満たしている者。
（1）A～Cいずれかの条件を満たしている者。
　  A.外国において12年以上の学校教育課程を修了した者、または2023年3月までに修了見込みの者。
　  B.本学において上記Aと同等の学力があると認められる者。
　  C.日本の高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2023年3月までに卒業見込みの者。

（2）DまたはEの資格を有する（見込みの）者。
　  D.〈日本国内よりエントリーの場合〉エントリー時に「留学」の在留資格を有し、入学に際し「留学」の在留資格が得られる者。
　  E.〈日本国外よりエントリーの場合〉入学に際し「留学」の在留資格が得られる者。

（3）試験日までに2015年度以降に実施された日本語能力試験（JLPT）において、「N2レベル以上」に合格している者、
　  または日本語留学試験（EJU）「日本語」科目において「読解」/「聴解・聴読解」の合計が220点以上のものが望ましい。

（4）入学後、授業を受けるに十分な日本語能力を有する者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

日本国籍を有し、海外において学んだ者で、次のいずれかの条件を満たしている者。
（1）外国において、学校教育における12年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）を修了した者、
　 または2023年3月修了見込みの者。

（2）本学において、上記（1）と同等であると認めた者。
（3）スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有し、
　  2023年3月31日までに18歳に達する者。

（4）ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有し、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（5）フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有し、2023年3月31日までに18歳に達する者。
（6）外国の中学校・高等学校に2年以上継続して在籍し、日本の高等学校または高等専修学校を2023年3月31日までに卒業の者、
　  または2023年3月31日までに卒業見込みの者。ただし、日本の高等学校在籍期間は最終学年を含め2年以内の者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

日本国籍を有し、2023年4月2日時点で満年齢24歳以上の者で、次のいずれかの条件を満たしている者。
（1）高等学校、または中等教育学校の卒業者。
（2）本学において、上記（1）と同等であると認めた者。
（3）通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者。
（4）外国において、学校教育における12年以上の課程を修了した者。
（5）文部科学大臣が高等学校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。
（6）文部科学大臣の指定した者。
（7）高等学校卒業程度認定試験に合格した者。
エントリーは無料です。（1期）（2期）については専願入試ですが、エントリー時点では専願である必要はありません。

総合選抜入試（3期）（5期）
〈面接方式〉

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉の（1）–（8）のいずれかに該当する者。
※入学時に外国籍を有し、「留学」の在留資格を取得する者はエントリーできません。
エントリーは無料です。
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Entrance Examination Guide 

① エントリーシート

出願書類（総合選抜入試はエントリー書類）について

出願書類・エントリー書類一覧

本学所定用紙に必要事項を記入の上、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠無し、撮影3 ヶ月以内、 
カラー・モノクロどちらでも可）を貼付してください。
総合選抜入試（１期）特待生〈面接方式〉にエントリーする場合は裏面の志望理由書の欄を記入してください。

④在留カード（または外国人登録証明書）
　の両面コピー 在留カード（または外国人登録証明書）の両面コピーを提出してください。

②入学願書

③調査書 出身学校長が作成したものを厳封して提出してください。
※2023年度入試において、複数回受験する場合は、最初の出願（またはエントリー）時に調査書を提出していれば、2回目以降は
　提出する必要はありません。
※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者は次の書類を提出してください。
　◎合格者は「合格証明書」および「合格成績証明書」ただし、免除科目のある者は取得機関の成績証明書
　◎見込み者は「合格見込成績証明書」
※文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を修了した者は、成績証明書を提出してください。

⑧経歴書（外国人留学生）
⑨志望理由書
⑩経費支弁計画書

⑧－⑩はすべて、志願者本人が手書きの日本語で記入してください。経歴書は、記入日時点までに空白期間がないように
記入してください。 経費支弁計画書は、大学に在籍する期間の経費支弁計画を記入してください。

⑤高等学校（後期中等教育機関）の
　卒業（見込）証明書（コピー不可）

6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。その際は、大使館などの公的機関や
在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
※中華人民共和国出身者で小学校入学時の年齢が5歳の場合は、小学校と中学校（初中）の在籍期間が明記されている
　卒業証明書をあわせて提出してください。 

⑥高等学校（後期中等教育機関）の
　成績証明書（コピー不可）

6 ヶ月以内に発行されたものに限ります。
日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。その際は、大使館などの公的機関や
在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
入学年度から、卒業年度まで学期ごとに成績状況が記載されているものを提出してください。
日本の高等学校で修得した科目がある場合は、あわせて当該高等学校の成績証明書を提出してください。

⑪日本語教育施設の
　卒業（見込み）証明書 日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍していた）の方は、提出してください。

⑫日本語教育施設の成績・
　出席状況・学習時間証明書

日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍していた）の方は、
その成績・出席状況・学習時間を証明する書類を提出してください。

⑬パスポートの全ページの写し パスポートの全ページ（白紙のページを含む）のコピーを提出してください。 ※写真やスタンプがあるページだけではありません。

⑭経費支弁（学費・生活費負担）書 本人以外が経費支弁者となる場合（一部でも）は、必ず提出してください。
日本語または英語で書かれたもの以外は、日本語の翻訳を添付してください。 

日本留学試験（EJU）
１）成績通知書
２）成績に関する証明書
のいずれかのコピーを提出してください。

⑦日本語の能力を証明する書類 日本語能力試験（JLPT）
１）日本語能力認定書（日本国内・海外での受験者対象）
２）合格結果通知書（日本国内での受験者対象）
３）認定結果および成績に関する証明書
のいずれかのコピーを提出してください。

⑮経歴書（海外帰国生） 本学所定用紙に必要事項を記入してください。

⑯出身学校成績証明書 1. 海外での最終出身学校の各年度別成績証明書（Official Academic Transcript ）を提出してください。 
2. 日本語か英語に限ります。それ以外の言語で証明されているものには、翻訳文を添付してください。
3. 帰国後日本の学校に在籍した場合、日本の学校のものも提出してください。
4. 国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア資格取得者は成績証明書、資格証書の写しを各1通提出してください。
※卒業（見込み）証明書、出身学校成績証明書が1枚になっているものは、そのまま提出してください。

⑰海外在留証明書 海外在留の理由・期間・在留地等明記のもの、および志願者本人の在留期間が明示されているパスポートの写しを提出してください。

⑱経歴書（社会人） 本学所定用紙に必要事項を記入してください。

⑲卒業証明書および成績証明書 最終出身学校の卒業証明書と成績証明書を提出してください。 
成績証明書の発行ができない場合は、単位取得証明書を提出してください。

本学所定用紙（P62記入例参照）に必要事項を記入の上、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠無し、撮影3 ヶ月以内、
カラー・モノクロどちらでも可）を貼付してください。 初回出願時は入学検定料を郵便局に払込み、受付局日付印を押した

「振替払込受付証明書」を 本学所定用紙（P62記入例参照）に貼付してください。 再度出願時の入学検定料は免除します。

出願・エントリー時提出書類

下記の表に従い、P44の出願書類・エントリー書類一覧①−⑲の中から、必要な書類を本学所定の封筒により簡易書留速達で郵送してください。

入試種別 エントリー時提出書類 出願時提出書類

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉 ①
裏面の志望理由書の記入が必要です。 ②③

総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉 ①
裏面の志望理由書の記入は必要ありません。 ②③

総合選抜入試（3期）（5期）〈面接方式〉
①③

①の裏面の志望理由書の記入は必要あり 
ません。

②

総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

①③
①の裏面の志望理由書の記入は必要あり 
ません。

②

外国籍を有し、入学時に「留学」の在学資
格を取得する者は①④⑤⑦

外国籍を有し、入学時に「留学」の在
学資格を取得する者は②⑥⑧⑨⑩⑪
⑫⑬⑭

一般選抜入試 （1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉

−

②③

一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型（2期）（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉 ②③

一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型
〈実技方式〉 ②③

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生 ①④⑤⑦ ②⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉海外帰国生 ① ②⑤⑮⑯⑰

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉社会人 ① ②⑱⑲

学校推薦選抜入試 − 在学する高等学校でご確認ください。

・⑧⑨⑩⑭⑮⑱については、本学Webサイト(TOP>入試・入学＞特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生・海外帰国生・社会
人の「エントリーについて」）よりダウンロードするか、入学広報センターまで請求してください。

・⑪⑫については日本語学校等の日本語教育施設に在籍中、もしくは在籍していた方のみ、提出してください。
・⑦については、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉については必須。特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生については

日本語の能力を証明する書類を持つ方のみ、提出してください。 
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Entrance Examination Guide 

① エントリーシート

出願書類（総合選抜入試はエントリー書類）について

出願書類・エントリー書類一覧

本学所定用紙に必要事項を記入の上、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠無し、撮影3 ヶ月以内、 
カラー・モノクロどちらでも可）を貼付してください。
総合選抜入試（１期）特待生〈面接方式〉にエントリーする場合は裏面の志望理由書の欄を記入してください。

④在留カード（または外国人登録証明書）
　の両面コピー 在留カード（または外国人登録証明書）の両面コピーを提出してください。

②入学願書

③調査書 出身学校長が作成したものを厳封して提出してください。
※2023年度入試において、複数回受験する場合は、最初の出願（またはエントリー）時に調査書を提出していれば、2回目以降は
　提出する必要はありません。
※高等学校卒業程度認定試験合格（見込み）者は次の書類を提出してください。
　◎合格者は「合格証明書」および「合格成績証明書」ただし、免除科目のある者は取得機関の成績証明書
　◎見込み者は「合格見込成績証明書」
※文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を修了した者は、成績証明書を提出してください。

⑧経歴書（外国人留学生）
⑨志望理由書
⑩経費支弁計画書

⑧－⑩はすべて、志願者本人が手書きの日本語で記入してください。経歴書は、記入日時点までに空白期間がないように
記入してください。 経費支弁計画書は、大学に在籍する期間の経費支弁計画を記入してください。

⑤高等学校（後期中等教育機関）の
　卒業（見込）証明書（コピー不可）

6ヶ月以内に発行されたものに限ります。
日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。その際は、大使館などの公的機関や
在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
※中華人民共和国出身者で小学校入学時の年齢が5歳の場合は、小学校と中学校（初中）の在籍期間が明記されている
　卒業証明書をあわせて提出してください。 

⑥高等学校（後期中等教育機関）の
　成績証明書（コピー不可）

6 ヶ月以内に発行されたものに限ります。
日本語・英語以外で書かれている場合は必ず翻訳文を添付すること。その際は、大使館などの公的機関や
在籍している日本語学校等で、翻訳文が正確なものであるという証明を受けてください。
入学年度から、卒業年度まで学期ごとに成績状況が記載されているものを提出してください。
日本の高等学校で修得した科目がある場合は、あわせて当該高等学校の成績証明書を提出してください。

⑪日本語教育施設の
　卒業（見込み）証明書 日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍していた）の方は、提出してください。

⑫日本語教育施設の成績・
　出席状況・学習時間証明書

日本語学校等の日本語教育施設に在籍中（在籍していた）の方は、
その成績・出席状況・学習時間を証明する書類を提出してください。

⑬パスポートの全ページの写し パスポートの全ページ（白紙のページを含む）のコピーを提出してください。 ※写真やスタンプがあるページだけではありません。

⑭経費支弁（学費・生活費負担）書 本人以外が経費支弁者となる場合（一部でも）は、必ず提出してください。
日本語または英語で書かれたもの以外は、日本語の翻訳を添付してください。 

日本留学試験（EJU）
１）成績通知書
２）成績に関する証明書
のいずれかのコピーを提出してください。

⑦日本語の能力を証明する書類 日本語能力試験（JLPT）
１）日本語能力認定書（日本国内・海外での受験者対象）
２）合格結果通知書（日本国内での受験者対象）
３）認定結果および成績に関する証明書
のいずれかのコピーを提出してください。

⑮経歴書（海外帰国生） 本学所定用紙に必要事項を記入してください。

⑯出身学校成績証明書 1. 海外での最終出身学校の各年度別成績証明書（Official Academic Transcript ）を提出してください。 
2. 日本語か英語に限ります。それ以外の言語で証明されているものには、翻訳文を添付してください。
3. 帰国後日本の学校に在籍した場合、日本の学校のものも提出してください。
4. 国際バカロレア資格取得者、アビトゥア資格取得者、バカロレア資格取得者は成績証明書、資格証書の写しを各1通提出してください。
※卒業（見込み）証明書、出身学校成績証明書が1枚になっているものは、そのまま提出してください。

⑰海外在留証明書 海外在留の理由・期間・在留地等明記のもの、および志願者本人の在留期間が明示されているパスポートの写しを提出してください。

⑱経歴書（社会人） 本学所定用紙に必要事項を記入してください。

⑲卒業証明書および成績証明書 最終出身学校の卒業証明書と成績証明書を提出してください。 
成績証明書の発行ができない場合は、単位取得証明書を提出してください。

本学所定用紙（P62記入例参照）に必要事項を記入の上、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠無し、撮影3 ヶ月以内、
カラー・モノクロどちらでも可）を貼付してください。 初回出願時は入学検定料を郵便局に払込み、受付局日付印を押した

「振替払込受付証明書」を 本学所定用紙（P62記入例参照）に貼付してください。 再度出願時の入学検定料は免除します。

出願・エントリー時提出書類

下記の表に従い、P44の出願書類・エントリー書類一覧①−⑲の中から、必要な書類を本学所定の封筒により簡易書留速達で郵送してください。

入試種別 エントリー時提出書類 出願時提出書類

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉 ①
裏面の志望理由書の記入が必要です。 ②③

総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉 ①
裏面の志望理由書の記入は必要ありません。 ②③

総合選抜入試（3期）（5期）〈面接方式〉
①③

①の裏面の志望理由書の記入は必要あり 
ません。

②

総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

①③
①の裏面の志望理由書の記入は必要あり 
ません。

②

外国籍を有し、入学時に「留学」の在学資
格を取得する者は①④⑤⑦

外国籍を有し、入学時に「留学」の在
学資格を取得する者は②⑥⑧⑨⑩⑪
⑫⑬⑭

一般選抜入試 （1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉

−

②③

一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型（2期）（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉 ②③

一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型
〈実技方式〉 ②③

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生 ①④⑤⑦ ②⑥⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉海外帰国生 ① ②⑤⑮⑯⑰

特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉社会人 ① ②⑱⑲

学校推薦選抜入試 − 在学する高等学校でご確認ください。

・⑧⑨⑩⑭⑮⑱については、本学Webサイト(TOP>入試・入学＞特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生・海外帰国生・社会
人の「エントリーについて」）よりダウンロードするか、入学広報センターまで請求してください。

・⑪⑫については日本語学校等の日本語教育施設に在籍中、もしくは在籍していた方のみ、提出してください。
・⑦については、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉については必須。特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生については

日本語の能力を証明する書類を持つ方のみ、提出してください。 

45
Seian University of Art and Design

44



Entrance Examination Guide 

入学検定料について

[大学入学共通テスト利用方式  初回出願時＝15,000円]
 初回出願時＝ 35,000円

受験時の注意事項
◎試験会場への交通機関については、P47を参照してください。
◎試験当日の昼食は、各自で用意してください。
◎
◎受験生は、日程に従って指定された試験を全て受験しなければなりません。
◎受験生は、集合時間までに指示された座席に着席してください。
◎ 受験票を忘れた場合は、試験開始前に係員に仮受験票の発行を申し出てくだ
さい。

受験教室は、試験当日に発表・案内します。
再度出願時 ＝ 免除
※前回の入試がエントリー・受験のみだった場合は該当しません。

（2） 受付局日付印を押した「振替払込受付証明書（お客様用）」を、「入学願書」の所
定の位置に貼付してください。

（3 。いさだくてし管保に切大、でのすまりなと書収領は」証領受兼書求請込払替振「）

（1） 初回出願時のみ入学検定料が必要です。所定の払込用紙を使用し、必要事項
を記入の上、郵便局から払込んでください。また、一旦納入された入学検定
料は返還しません。　

◎ 試験時、机の上には受験票および大学で指示した以外のものを置くことを禁
止します。
◎ 

◎ 解答用紙には、必ず志望領域・受験番号（またはエントリー番号）・氏名を
記入してください。
◎ 試験妨害行為や不正行為があった場合は、その受験生の受験を直ちに停止
させ、その後の受験は認めません。
◎試験の前日は、下見などのために試験会場に入ることはできません。
◎服装は自由です。上履きは必要ありません。
◎ 受験者の付添者が受験する教室に入ることは認めません。
◎試験当日は、JRおごと温泉駅よりスクールバスを利用できます。

　
（一部の入試では、路線バスを利用する場合があります）

※試験当日のスクールバスの運行ダイヤについては本学のWebサイトをご覧ください。

　

URL. www.seian.ac.jp/

受験生宿泊案内
受験生の宿泊案内は、以下の旅行代理店でも行っています。
受験生は「成安造形大学を受験する」ことを伝え、予約してください。
（行楽シーズンと重なり、毎年ホテルが混みあいます。なるべく早く予約をしてください。）

東武トップツアーズ 京都支店（担当：有田）
Tel : 075-361-5351　Fax: 075-341-1878
平日 9:30－17:30
土日祝は休み

必ず時計を持参してください。携帯電話を時計代わりに使用することは認めま
せん。（試験会場には時計がありません。又、お貸しすることもできません）

エントリー・出願時の注意事項
◎ エントリー・出願書類については、記入例を参考に誤りのないよう記入して
ください。

◎エントリー・出願書類受付後の志望領域の変更は認めません。
◎ エントリー・出願書類受付後の試験科目、体験授業、種別内容の変更は認め
ません。
◎エントリー・出願書類に不足または不備のある場合は受け付けません。
◎エントリー・出願書類は、折り曲げないで提出してください。（調査書を除く）
◎一旦受理したエントリー・出願書類および入学検定料は返却・返還しません。
◎その他出願について不明な点がある場合は、以下まで問い合わせてください。
̶
〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4-3-1

成安造形大学 入学広報センター　Tel: 077-574-2119（月～金  9:00～17:00）

受験上の配慮についての事前相談について

受験上の配慮について

受験上の配慮に関する事前相談を随時受け付けています。
エントリー、出願期間にかかわらず、できるだけ早めに入学広報センターに問い
合わせてください。

受験上の配慮申請について
病気・負傷や障害等のために受験上の配慮を希望する志願者に対しては、申請に
基づき、審査の上で許可された配慮を行っています。申請は各入試の試験日の2ヶ
月前までに行ってください。申請方法については入学広報センターに問い合わせ
てください。

◎ 成安造形大学、成安幼稚園ならびに本法人の旧設置校卒業生の血縁関係者
（本人を含む2親等以内）は、検定料が免除となります。
・志願者本人と本法人卒業生との「続柄」を証明する公的書類
・旧設置校の卒業証明書（中学校、高校、短大の旧設置校の卒業生の場合のみ）
上記の書類を願書と一緒に提出してください。

◎ 試験開始（面接試験の場合は集合時間）から40分以上遅刻した場合は、受
験を認めません。なお、公共交通機関の遅延、その他やむを得ない事情で
遅刻した場合は、試験会場の係員に申し出て指示を受けてください。付近
の道路は週末や通勤時間帯は混みあいます。交通渋滞による遅刻は受験を
認めませんのでご注意ください。

金沢駅

NHK

ニトリ

県立中央病院県庁

北國銀行

金沢信用金庫

コメヤ薬局

ファミリーマート

ローソン
NTT

GOLF5
駅西合同庁舎石川県勤労者

福祉文化会館

金沢港口（西口）
大豆田

若宮

北陸自動車道金沢西IC 金沢東IC

北安江

兼六園口（東口）

諸江

試験会場
本学会場

金沢会場

石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川）
（金沢市西念3-3-5）

総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉 総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

地方（金沢、岡山）会場は総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉のみで実施

岡山会場

第一セントラルビル1号館（岡山市北区本町6-36）

●

岡
山
駅

駅前

第一セントラルビル
1号館

バス
ターミナル

髙島屋

●ビックカメラ
路面電車

桃太郎通り

県庁通り

●
ローソン

●イオンモール
岡山

●
みずほ銀行

園
公
道
緑
川
西

西川

※所要時間には、乗り換え待ち時間は含みません

（一部の入試では路線バスを利用する場合があります）

入試当日のスクールバスの
運行ダイヤは本学のWebサイトで
確認してください。
URL. www.seian.ac.jp/

改札を出て、琵琶湖側方面に進んでください。

フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト

スクールバス
約3分

お
ご
と
温
泉
駅

成
安
造
形
大
学

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉
総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉
総合選抜入試（3期）（5期）〈面接方式〉
総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉
一般選抜入試（1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉
一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉
特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生・海外帰国生・社会人
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入学検定料について

[大学入学共通テスト利用方式  初回出願時＝15,000円]
 初回出願時＝ 35,000円

受験時の注意事項
◎試験会場への交通機関については、P47を参照してください。
◎試験当日の昼食は、各自で用意してください。
◎
◎受験生は、日程に従って指定された試験を全て受験しなければなりません。
◎受験生は、集合時間までに指示された座席に着席してください。
◎ 受験票を忘れた場合は、試験開始前に係員に仮受験票の発行を申し出てくだ
さい。

受験教室は、試験当日に発表・案内します。
再度出願時 ＝ 免除
※前回の入試がエントリー・受験のみだった場合は該当しません。

（2） 受付局日付印を押した「振替払込受付証明書（お客様用）」を、「入学願書」の所
定の位置に貼付してください。

（3 。いさだくてし管保に切大、でのすまりなと書収領は」証領受兼書求請込払替振「）

（1） 初回出願時のみ入学検定料が必要です。所定の払込用紙を使用し、必要事項
を記入の上、郵便局から払込んでください。また、一旦納入された入学検定
料は返還しません。　

◎ 試験時、机の上には受験票および大学で指示した以外のものを置くことを禁
止します。
◎ 

◎ 解答用紙には、必ず志望領域・受験番号（またはエントリー番号）・氏名を
記入してください。
◎ 試験妨害行為や不正行為があった場合は、その受験生の受験を直ちに停止
させ、その後の受験は認めません。
◎試験の前日は、下見などのために試験会場に入ることはできません。
◎服装は自由です。上履きは必要ありません。
◎ 受験者の付添者が受験する教室に入ることは認めません。
◎試験当日は、JRおごと温泉駅よりスクールバスを利用できます。

　
（一部の入試では、路線バスを利用する場合があります）

※試験当日のスクールバスの運行ダイヤについては本学のWebサイトをご覧ください。

　

URL. www.seian.ac.jp/

受験生宿泊案内
受験生の宿泊案内は、以下の旅行代理店でも行っています。
受験生は「成安造形大学を受験する」ことを伝え、予約してください。
（行楽シーズンと重なり、毎年ホテルが混みあいます。なるべく早く予約をしてください。）

東武トップツアーズ 京都支店（担当：有田）
Tel : 075-361-5351　Fax: 075-341-1878
平日 9:30－17:30
土日祝は休み

必ず時計を持参してください。携帯電話を時計代わりに使用することは認めま
せん。（試験会場には時計がありません。又、お貸しすることもできません）

エントリー・出願時の注意事項
◎ エントリー・出願書類については、記入例を参考に誤りのないよう記入して
ください。

◎エントリー・出願書類受付後の志望領域の変更は認めません。
◎ エントリー・出願書類受付後の試験科目、体験授業、種別内容の変更は認め
ません。
◎エントリー・出願書類に不足または不備のある場合は受け付けません。
◎エントリー・出願書類は、折り曲げないで提出してください。（調査書を除く）
◎一旦受理したエントリー・出願書類および入学検定料は返却・返還しません。
◎その他出願について不明な点がある場合は、以下まで問い合わせてください。
̶
〒520-0248 滋賀県大津市仰木の里東4-3-1

成安造形大学 入学広報センター　Tel: 077-574-2119（月～金  9:00～17:00）

受験上の配慮についての事前相談について

受験上の配慮について

受験上の配慮に関する事前相談を随時受け付けています。
エントリー、出願期間にかかわらず、できるだけ早めに入学広報センターに問い
合わせてください。

受験上の配慮申請について
病気・負傷や障害等のために受験上の配慮を希望する志願者に対しては、申請に
基づき、審査の上で許可された配慮を行っています。申請は各入試の試験日の2ヶ
月前までに行ってください。申請方法については入学広報センターに問い合わせ
てください。

◎ 成安造形大学、成安幼稚園ならびに本法人の旧設置校卒業生の血縁関係者
（本人を含む2親等以内）は、検定料が免除となります。
・志願者本人と本法人卒業生との「続柄」を証明する公的書類
・旧設置校の卒業証明書（中学校、高校、短大の旧設置校の卒業生の場合のみ）
上記の書類を願書と一緒に提出してください。

◎ 試験開始（面接試験の場合は集合時間）から40分以上遅刻した場合は、受
験を認めません。なお、公共交通機関の遅延、その他やむを得ない事情で
遅刻した場合は、試験会場の係員に申し出て指示を受けてください。付近
の道路は週末や通勤時間帯は混みあいます。交通渋滞による遅刻は受験を
認めませんのでご注意ください。

金沢駅

NHK

ニトリ

県立中央病院県庁

北國銀行

金沢信用金庫

コメヤ薬局

ファミリーマート

ローソン
NTT

GOLF5
駅西合同庁舎石川県勤労者

福祉文化会館

金沢港口（西口）
大豆田

若宮

北陸自動車道金沢西IC 金沢東IC

北安江

兼六園口（東口）

諸江

試験会場
本学会場

金沢会場

石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川）
（金沢市西念3-3-5）

総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉 総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

地方（金沢、岡山）会場は総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉のみで実施

岡山会場

第一セントラルビル1号館（岡山市北区本町6-36）

●

岡
山
駅

駅前

第一セントラルビル
1号館

バス
ターミナル

髙島屋

●ビックカメラ
路面電車

桃太郎通り

県庁通り

●
ローソン

●イオンモール
岡山

●
みずほ銀行

園
公
道
緑
川
西

西川

※所要時間には、乗り換え待ち時間は含みません

（一部の入試では路線バスを利用する場合があります）

入試当日のスクールバスの
運行ダイヤは本学のWebサイトで
確認してください。
URL. www.seian.ac.jp/

改札を出て、琵琶湖側方面に進んでください。

フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト

スクールバス
約3分

お
ご
と
温
泉
駅

成
安
造
形
大
学

総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉
総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉
総合選抜入試（3期）（5期）〈面接方式〉
総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉
一般選抜入試（1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉
一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉
特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉外国人留学生・海外帰国生・社会人
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特別総合選抜（1期）

特別総合選抜（2期）

特別総合選抜（3期）

9月11日

10月2日

12月3日
P58

持参作品+個別面接

持参作品+個別面接

持参作品+個別面接

諸注意
◎身上および住所など、提出書類の内容に変更が生じた場合は、入学広報センターまで連絡してください。
◎受験の際、特別な配慮を必要とする場合は、入学広報センターまで連絡してください。（P46参照）
◎遠方からの参加のため宿泊が必要な場合は、各自で手配してください。
　（宿泊案内は、P46の旅行代理店でも行っています）

入学

総合選抜入学試験について

（1期）　特待生
（1期）

（4期）　特待生

（2期）

（3期）

（5期）

専願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※出願後は辞退することができません。

専願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※出願後は辞退することができません。

持参作品+個別面接
体験授業
体験授業
持参作品+個別面接

鉛筆デッサン

試験日
9月4日
9月5日

10月1日

11月6日

11月19日

12月3日

11月5日

12月4日

試験科目 記載詳細
P50

P51
P51

P52

P53

P52

専願 / 併願

併願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※他大学と併願することが可能です。

併願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※他大学と併願することが可能です。

総合選抜入試は試験によって内容や特徴が異なります。下記の表をご確認ください。

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 ※地域実践領域のみ
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 ※地域実践領域のみ

持参作品+個別面接
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 ※地域実践領域のみ
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 ※地域実践領域のみ

総合選抜入学試験の流れ

Step1 エントリー

Step2 エントリー受付 ◎大学から「エントリー受付票」を送付します。大切に保管してください。

Step3

体験授業
総合選抜入試（1期）（2期）
4つの授業の中から1つを選んで体験します。
◎体験授業方式の詳細についてはP51をご覧ください。

Step5 出願手続

Step6 合格発表 出願手続が完了された方に、「合格通知書」と入学手続書類を送付します。

Step7 入学手続

入学手続〆切日までに納付金の納入とその他の必要な手続を行ってください。

◎手続については、2段階に分かれています。1次で入学金の納入と入学手続書類の提出、
　2次で前期分の授業料と教育充実費、その他諸経費を納入してください。
◎入学手続期間内に所定の手続を完了しない場合は、入学を取り消すことがあります。
◎手続方法など詳細は、合格通知に同封されている書類を参照してください。

エントリーシートにてエントリーを行ってください
◎必要事項を記入のうえ、写真を貼付し、エントリー専用封筒に入れ、期間内に簡易書留速達で郵送してください。
◎エントリーは無料です。総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）については、エントリー時点では
　専願である必要はありません。
◎調査書を同封してください。（1期・2期はエントリー時には必要ありません。P45を参照してください。特別総合選抜
　入試については必要ありません。）

「出願可」の方は、出願すれば合格となります。
ただし、総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）は、専願入試のため出願し合格すると辞退は
できません。

◎出願を希望する方は、出願書類一式を入学広報センター宛に、本学所定の簡易書留速達封筒で郵送してください。
◎出願の際は入学検定料が必要です。所定の用紙をご利用のうえ、入学検定料35,000円を納入してください。

総合選抜入試（1期）特待生、（3期）（5期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）
作品等を持参してもらい個別面接を行います。
◎面接方式の詳細についてはP50、P52、P58をご覧ください。

面接

総合選抜入試（4期）特待生
公開モチーフによる鉛筆デッサンを行います。
◎実技方式の詳細についてはP53をご覧ください。

実技

試 

験

Step4 出願可否通知

出願可否通知日に、可否結果にかかわらず、全員に郵送で「出願可否通知」を送付します。

◎通知書はエントリー時に記載した住所宛に配達日指定の簡易書留で送付します。
　ただし、上記の体験授業・面接・実技に参加しなかった場合には通知しません。
◎「出願可」の場合、出願に必要な書類一式を同封します。

（予備日 12月4日）

試験内容・評価基準

評価基準

質問内容

デザイン・美術に対する関心や、本学への志望動機、入
学後の制作・研究に対する目的意識や抱負、意欲や熱
意などをいろいろな角度から質問します。また、持参し
た作品についての質問もあります。

学習意欲や目的意識の高さ、専門実技への関心の深さ
や作品制作、研究意識への熱意などを持参作品ととも
に総合的に評価します。

持参作品＋個別面接

〈体験授業方式〉

授業内容

評価基準

体験授業内容は総合選抜入試の（1期）（2期）共通です。
4つの授業の中から1つを選んで体験します。

・キャラクターデザインを考える
・鉛筆写生～観察から始めてみよう～ 
・粘土による造形～粘土でつくる遊具～ 
・地域のイベントを企画する

体験授業では以下のような取り組みができているかを評価します。
1. 制作・企画に対して興味関心を持ち積極的に取り組んでいるか
2. 課題意図を正しく理解しているか
3. アイデアや構想段階、また制作・企画過程などで創意工夫ができているか
4. 教員や受講者とのコミュニケーションをとることができるか

（総合領域・イラストレーション領域・美術領域・情報デザイン領域・空間デザイン領域・地域実践領域）

〈面接方式〉

評価基準

質問内容

専門分野に対する関心や、本学への志望動機、入学後
の研究に対する目的意識や抱負、意欲や熱意などをい
ろいろな角度から質問します。また、持参物についての
質問もあります。

学習意欲や目的意識の高さ、専門分野への関心の深さ
や研究意識への熱意などを総合的に評価します。

鉛筆デッサン

出題内容

評価基準

次の点を総合的に描写力として評価します。
◎モチーフの形の正確さ、質感や量感が表現されているか。
◎モチーフの形を変形したり、他のモチーフとのバランスを考えて画面構成しているか。また創意工夫はあるか。
◎画面構成において空間把握・存在感などが表現できているか。

四ツ切画用紙・240分

与えられたモチーフを使い、鉛筆で自由にデッサンする。
※総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉は四ツ切画用紙・270分

※総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉はモチーフをあらかじめ公開します。

〈実技方式〉

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 （地域実践領域）
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 （地域実践領域）

49
Seian University of Art and Design

48



Entrance Examination Guide 

特別総合選抜（1期）

特別総合選抜（2期）

特別総合選抜（3期）

9月11日

10月2日

12月3日
P58

持参作品+個別面接

持参作品+個別面接

持参作品+個別面接

諸注意
◎身上および住所など、提出書類の内容に変更が生じた場合は、入学広報センターまで連絡してください。
◎受験の際、特別な配慮を必要とする場合は、入学広報センターまで連絡してください。（P46参照）
◎遠方からの参加のため宿泊が必要な場合は、各自で手配してください。
　（宿泊案内は、P46の旅行代理店でも行っています）

入学

総合選抜入学試験について

（1期）　特待生
（1期）

（4期）　特待生

（2期）

（3期）

（5期）

専願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※出願後は辞退することができません。

専願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※出願後は辞退することができません。

持参作品+個別面接
体験授業
体験授業
持参作品+個別面接

鉛筆デッサン

試験日
9月4日
9月5日

10月1日

11月6日

11月19日

12月3日

11月5日

12月4日

試験科目 記載詳細
P50

P51
P51

P52

P53

P52

専願 / 併願

併願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※他大学と併願することが可能です。

併願
「出願可」の通知後、出願すると「合格」
※他大学と併願することが可能です。

総合選抜入試は試験によって内容や特徴が異なります。下記の表をご確認ください。

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 ※地域実践領域のみ
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 ※地域実践領域のみ

持参作品+個別面接
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 ※地域実践領域のみ
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 ※地域実践領域のみ

総合選抜入学試験の流れ

Step1 エントリー

Step2 エントリー受付 ◎大学から「エントリー受付票」を送付します。大切に保管してください。

Step3

体験授業
総合選抜入試（1期）（2期）
4つの授業の中から1つを選んで体験します。
◎体験授業方式の詳細についてはP51をご覧ください。

Step5 出願手続

Step6 合格発表 出願手続が完了された方に、「合格通知書」と入学手続書類を送付します。

Step7 入学手続

入学手続〆切日までに納付金の納入とその他の必要な手続を行ってください。

◎手続については、2段階に分かれています。1次で入学金の納入と入学手続書類の提出、
　2次で前期分の授業料と教育充実費、その他諸経費を納入してください。
◎入学手続期間内に所定の手続を完了しない場合は、入学を取り消すことがあります。
◎手続方法など詳細は、合格通知に同封されている書類を参照してください。

エントリーシートにてエントリーを行ってください
◎必要事項を記入のうえ、写真を貼付し、エントリー専用封筒に入れ、期間内に簡易書留速達で郵送してください。
◎エントリーは無料です。総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）については、エントリー時点では
　専願である必要はありません。
◎調査書を同封してください。（1期・2期はエントリー時には必要ありません。P45を参照してください。特別総合選抜
　入試については必要ありません。）

「出願可」の方は、出願すれば合格となります。
ただし、総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）は、専願入試のため出願し合格すると辞退は
できません。

◎出願を希望する方は、出願書類一式を入学広報センター宛に、本学所定の簡易書留速達封筒で郵送してください。
◎出願の際は入学検定料が必要です。所定の用紙をご利用のうえ、入学検定料35,000円を納入してください。

総合選抜入試（1期）特待生、（3期）（5期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）（3期）
作品等を持参してもらい個別面接を行います。
◎面接方式の詳細についてはP50、P52、P58をご覧ください。

面接

総合選抜入試（4期）特待生
公開モチーフによる鉛筆デッサンを行います。
◎実技方式の詳細についてはP53をご覧ください。

実技

試 

験

Step4 出願可否通知

出願可否通知日に、可否結果にかかわらず、全員に郵送で「出願可否通知」を送付します。

◎通知書はエントリー時に記載した住所宛に配達日指定の簡易書留で送付します。
　ただし、上記の体験授業・面接・実技に参加しなかった場合には通知しません。
◎「出願可」の場合、出願に必要な書類一式を同封します。

（予備日 12月4日）

試験内容・評価基準

評価基準

質問内容

デザイン・美術に対する関心や、本学への志望動機、入
学後の制作・研究に対する目的意識や抱負、意欲や熱
意などをいろいろな角度から質問します。また、持参し
た作品についての質問もあります。

学習意欲や目的意識の高さ、専門実技への関心の深さ
や作品制作、研究意識への熱意などを持参作品ととも
に総合的に評価します。

持参作品＋個別面接

〈体験授業方式〉

授業内容

評価基準

体験授業内容は総合選抜入試の（1期）（2期）共通です。
4つの授業の中から1つを選んで体験します。

・キャラクターデザインを考える
・鉛筆写生～観察から始めてみよう～ 
・粘土による造形～粘土でつくる遊具～ 
・地域のイベントを企画する

体験授業では以下のような取り組みができているかを評価します。
1. 制作・企画に対して興味関心を持ち積極的に取り組んでいるか
2. 課題意図を正しく理解しているか
3. アイデアや構想段階、また制作・企画過程などで創意工夫ができているか
4. 教員や受講者とのコミュニケーションをとることができるか

（総合領域・イラストレーション領域・美術領域・情報デザイン領域・空間デザイン領域・地域実践領域）

〈面接方式〉

評価基準

質問内容

専門分野に対する関心や、本学への志望動機、入学後
の研究に対する目的意識や抱負、意欲や熱意などをい
ろいろな角度から質問します。また、持参物についての
質問もあります。

学習意欲や目的意識の高さ、専門分野への関心の深さ
や研究意識への熱意などを総合的に評価します。

鉛筆デッサン

出題内容

評価基準

次の点を総合的に描写力として評価します。
◎モチーフの形の正確さ、質感や量感が表現されているか。
◎モチーフの形を変形したり、他のモチーフとのバランスを考えて画面構成しているか。また創意工夫はあるか。
◎画面構成において空間把握・存在感などが表現できているか。

四ツ切画用紙・240分

与えられたモチーフを使い、鉛筆で自由にデッサンする。
※総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉は四ツ切画用紙・270分

※総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉はモチーフをあらかじめ公開します。

〈実技方式〉

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接 （地域実践領域）
自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接 （地域実践領域）
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総合選抜入学試験（1期）特待生〈面接方式〉

面接試験の成績優秀者を特待生として選抜します。
これまでに制作した作品を持参して面接を行い評価します。
※総合選抜入試（1期）〈体験授業方式〉との同時エントリーはできません。

エントリー期間：9/1［木］〈必着〉　　面接日：9/4［日］［日時］

在学中の中間審査について

持参作品＋個別面接の内容について

「あなたがつくってきたモノ」を
「あなたが志望領域で学びたいコト」に
つなげて紹介してください。
部活やサークルの活動で制作した作品や、個人的に続けてきた制作や行為の記録、
受験の為に作り続けてきた制作物など、持参するモノのジャンルや形体は問いません。

持参作品の注意事項

※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して
　作品が見られる状態にしてください。

面接時間・配点
※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

科目 時間 配点

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分） 10:00– 100点

Point
◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては出願不可と判定されても、通常授業料での入学として出願可となる場合があります。
◎エントリー、面接は無料です。また、総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉は専願入試です。

※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語
学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。

総合選抜入試（1期）において通常授業料での入学手続をされた方でも、入学
の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般
選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは
特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

出願可否判定について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制
限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得
制限型〈実技方式〉への再出願について

総合選抜入学試験（1期）（2期）〈体験授業方式〉

体験授業スケジュール・内容 4つの中から1つ選んでください。 

総合選抜入試（1期）（2期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技
方式〉への再出願について

キャラクターデザインを考える

〈持ち物〉筆記用具

鉛筆写生～観察から始めてみよう～

〈持ち物〉鉛筆（デッサン用）、消しゴム、カルトン（画板）

粘土による造形～粘土でつくる遊具～

〈持ち物〉筆記用具

地域のイベントを企画する

〈持ち物〉筆記用具

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の説明と講義
2. 課題制作

3. 総評

4. ふりかえりシート 4. ふりかえりシート
5. 学内見学（希望者のみ）

5. 学内見学（希望者のみ）

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. モチーフ採取
2. 課題制作

3. 総評

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の解説
2. 課題制作

3. 総評

5. 学内見学（希望者のみ）

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の解説
2. 課題制作

3. 総評

5. 学内見学（希望者のみ）

総合選抜入試（1期）〈体験授業方式〉
エントリー期間 試験（体験授業）日

総合選抜入試（2期）〈体験授業方式〉

体験授業を通して、楽しさや喜びを他の受講生や指導教員と共にわかちあい、コミュニケーションを大切にする入学試験です。
※（1期）にエントリーする場合は、総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉との同時エントリーはできません。

［日時］ 9/5［月］

10/1［土］9/12［月］–9/26［月］〈必着〉

9/1［木］〈必着〉

Point ◎エントリー、体験授業は無料です。また、総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉は専願入試です。

4. ふりかえりシート 4. ふりかえりシート

出願可否判定について
体験授業結果、提出書類により総合的に判定します。
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総合選抜入学試験（1期）特待生〈面接方式〉

面接試験の成績優秀者を特待生として選抜します。
これまでに制作した作品を持参して面接を行い評価します。
※総合選抜入試（1期）〈体験授業方式〉との同時エントリーはできません。

エントリー期間：9/1［木］〈必着〉　　面接日：9/4［日］［日時］

在学中の中間審査について

持参作品＋個別面接の内容について

「あなたがつくってきたモノ」を
「あなたが志望領域で学びたいコト」に
つなげて紹介してください。
部活やサークルの活動で制作した作品や、個人的に続けてきた制作や行為の記録、
受験の為に作り続けてきた制作物など、持参するモノのジャンルや形体は問いません。

持参作品の注意事項

※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して
　作品が見られる状態にしてください。

面接時間・配点
※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

科目 時間 配点

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分） 10:00– 100点

Point
◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては出願不可と判定されても、通常授業料での入学として出願可となる場合があります。
◎エントリー、面接は無料です。また、総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉は専願入試です。

※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語
学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。

総合選抜入試（1期）において通常授業料での入学手続をされた方でも、入学
の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般
選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは
特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

出願可否判定について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制
限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得
制限型〈実技方式〉への再出願について

総合選抜入学試験（1期）（2期）〈体験授業方式〉

体験授業スケジュール・内容 4つの中から1つ選んでください。 

総合選抜入試（1期）（2期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技
方式〉への再出願について

キャラクターデザインを考える

〈持ち物〉筆記用具

鉛筆写生～観察から始めてみよう～

〈持ち物〉鉛筆（デッサン用）、消しゴム、カルトン（画板）

粘土による造形～粘土でつくる遊具～

〈持ち物〉筆記用具

地域のイベントを企画する

〈持ち物〉筆記用具

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の説明と講義
2. 課題制作

3. 総評

4. ふりかえりシート 4. ふりかえりシート
5. 学内見学（希望者のみ）

5. 学内見学（希望者のみ）

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. モチーフ採取
2. 課題制作

3. 総評

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の解説
2. 課題制作

3. 総評

5. 学内見学（希望者のみ）

10:30 集合・ガイダンス

11:00–16:00
（12:00–12:50 昼食）

1. 課題の解説
2. 課題制作

3. 総評

5. 学内見学（希望者のみ）

総合選抜入試（1期）〈体験授業方式〉
エントリー期間 試験（体験授業）日

総合選抜入試（2期）〈体験授業方式〉

体験授業を通して、楽しさや喜びを他の受講生や指導教員と共にわかちあい、コミュニケーションを大切にする入学試験です。
※（1期）にエントリーする場合は、総合選抜入試（1期）特待生〈面接方式〉との同時エントリーはできません。

［日時］ 9/5［月］

10/1［土］9/12［月］–9/26［月］〈必着〉

9/1［木］〈必着〉

Point ◎エントリー、体験授業は無料です。また、総合選抜入試（1期）（2期）〈体験授業方式〉は専願入試です。

4. ふりかえりシート 4. ふりかえりシート

出願可否判定について
体験授業結果、提出書類により総合的に判定します。
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総合選抜入学試験（4期）特待生〈実技方式〉

在学中の中間審査について
特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

・炭酸入り飲料水（日本コカ・コーラ株式会社 カナダドライ ジンジャーエール 1.5ℓ）
・アルミホイル（三菱アルミニウム株式会社 三菱ホイル ワイド 30cm×8m）
・おりがみ 3枚（ダイソー おりがみ 15cm×15cm 24色140枚から「あか」「きいろ」「あいいろ」 各1枚）

※これらモチーフの商品内容が販売時期によって異なることや、表示サイズや長さなど形状が異なることがあります。
　また諸事情から類似品に変更することがあります。

本学会場：成安造形大学
金沢会場：石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川）
岡山会場：第一セントラルビル1号館
※試験会場の詳細についてはP47をご覧ください。

試験会場

鉛筆デッサン（270分）　次のモチーフを構成して、解答用紙（四ツ切画用紙）に自由にデッサンしなさい。
入試課題と公開モチーフ

試験科目・試験時間・配点

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:30
100点

エントリー期間：11/4［金］－11/10［木］〈消印有効〉　　試験日：11/19［土］

実技試験の成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
モノの観察からはじまり、どのような感性でモチーフを表現できているかを鉛筆デッサンで評価します。
モチーフをどのように工夫して構成しているのかを評価するために、モチーフをあらかじめ公開します。

◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として出願可となる場合があります。
◎すでに総合選抜入試（1期）（2期）（3期）で出願・合格・入学手続された方でも、入学の権利を保持したまま、
　再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。
◎エントリー、実技は無料です。

Point

モチーフ

出願可否判定について
実技結果、提出書類により総合的に判定します。

［注１］解答用紙はタテ・ヨコ自由に使用すること。
［注２］与えられたモチーフはすべて使用し、描くこと。但し、正方形の下地厚紙75cm×75cmの中に置いて描くこと。
［注３］持参用具は、それぞれの使用用途以外の目的で使用しないこと。
［注４］下描き用紙（1枚）は、構成の下描きなどに使用すること。
［注５］炭酸入り飲料水のフタは、開けないこと。
［注６］アルミホイルを開封する際に残った切れ端は、描かないこと。 
［注7］アルミホイルのはがし口を固定しているシールは、描かないこと。 

［日時］

特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉への再出願について
総合選抜入試（4期）において通常授業料での入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、
再度、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

総合選抜入学試験（3期）（5期）〈面接方式〉

試験科目 試験時間 配点

12:00– 100点

試験科目・試験時間・配点

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域 地域実践領域 （下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験科目 試験時間 配点

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋個別面接

（個別面接：1人約20分）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

12:00– 100点

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

地域実践領域

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

出願可否判定について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※オンライン面接の詳細については、2022年7月上旬に本学Webサイト「入試・入学」ペー
　ジにてアップ予定です。

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋オンライン面接
（個別面接：1人約20分）

これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。

［日時］

◎他大学との併願も可能です。
◎エントリー、面接は無料です。Point

総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
エントリー期間：10/24［月］–10/31［月］〈必着〉

試験日： 面接11/6［日］
 オンライン面接11/5［土］

総合選抜入試（5期）〈面接方式〉
エントリー期間：11/18［金］–11/29［火］〈消印有効〉 

試験日： 面接12/3［土］
 オンライン面接12/4［日］

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型
〈実技方式〉への再出願について
総合選抜入試（3期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。
総合選抜入試（5期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは
特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

※地域実践領域のみ

※地域実践領域のみ
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総合選抜入学試験（4期）特待生〈実技方式〉

在学中の中間審査について
特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

・炭酸入り飲料水（日本コカ・コーラ株式会社 カナダドライ ジンジャーエール 1.5ℓ）
・アルミホイル（三菱アルミニウム株式会社 三菱ホイル ワイド 30cm×8m）
・おりがみ 3枚（ダイソー おりがみ 15cm×15cm 24色140枚から「あか」「きいろ」「あいいろ」 各1枚）

※これらモチーフの商品内容が販売時期によって異なることや、表示サイズや長さなど形状が異なることがあります。
　また諸事情から類似品に変更することがあります。

本学会場：成安造形大学
金沢会場：石川県勤労者福祉文化会館（フレンドパーク石川）
岡山会場：第一セントラルビル1号館
※試験会場の詳細についてはP47をご覧ください。

試験会場

鉛筆デッサン（270分）　次のモチーフを構成して、解答用紙（四ツ切画用紙）に自由にデッサンしなさい。
入試課題と公開モチーフ

試験科目・試験時間・配点

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:30
100点

エントリー期間：11/4［金］－11/10［木］〈消印有効〉　　試験日：11/19［土］

実技試験の成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
モノの観察からはじまり、どのような感性でモチーフを表現できているかを鉛筆デッサンで評価します。
モチーフをどのように工夫して構成しているのかを評価するために、モチーフをあらかじめ公開します。

◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として出願可となる場合があります。
◎すでに総合選抜入試（1期）（2期）（3期）で出願・合格・入学手続された方でも、入学の権利を保持したまま、
　再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。
◎エントリー、実技は無料です。

Point

モチーフ

出願可否判定について
実技結果、提出書類により総合的に判定します。

［注１］解答用紙はタテ・ヨコ自由に使用すること。
［注２］与えられたモチーフはすべて使用し、描くこと。但し、正方形の下地厚紙75cm×75cmの中に置いて描くこと。
［注３］持参用具は、それぞれの使用用途以外の目的で使用しないこと。
［注４］下描き用紙（1枚）は、構成の下描きなどに使用すること。
［注５］炭酸入り飲料水のフタは、開けないこと。
［注６］アルミホイルを開封する際に残った切れ端は、描かないこと。 
［注7］アルミホイルのはがし口を固定しているシールは、描かないこと。 

［日時］

特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉への再出願について
総合選抜入試（4期）において通常授業料での入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、
再度、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

総合選抜入学試験（3期）（5期）〈面接方式〉

試験科目 試験時間 配点

12:00– 100点

試験科目・試験時間・配点

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域 地域実践領域 （下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験科目 試験時間 配点

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋個別面接

（個別面接：1人約20分）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

12:00– 100点

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

地域実践領域

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

出願可否判定について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※オンライン面接の詳細については、2022年7月上旬に本学Webサイト「入試・入学」ペー
　ジにてアップ予定です。

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋オンライン面接
（個別面接：1人約20分）

これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。

［日時］

◎他大学との併願も可能です。
◎エントリー、面接は無料です。Point

総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
エントリー期間：10/24［月］–10/31［月］〈必着〉

試験日： 面接11/6［日］
 オンライン面接11/5［土］

総合選抜入試（5期）〈面接方式〉
エントリー期間：11/18［金］–11/29［火］〈消印有効〉 

試験日： 面接12/3［土］
 オンライン面接12/4［日］

この入試以降に行われる特待生〈実技方式〉、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型
〈実技方式〉への再出願について
総合選抜入試（3期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。
総合選抜入試（5期）で入学手続をされた方でも、入学の権利を保持したまま、再度、一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉もしくは
特待生 所得制限型〈実技方式〉にチャレンジできます。

※地域実践領域のみ

※地域実践領域のみ
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試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00 100点
持参作品＋個別面接

12:00–

試験科目・試験時間・配点（下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00

100点

12:00–

※当日の集合時間は、受験票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※オンライン面接の詳細については、2022年7月上旬に本学Webサイト「入試・入学」ペー
　ジにてアップ予定です。

※当日の集合時間は、受験票に記載して通知します。

総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域 地域実践領域

（個別面接：1人約20分）

一般選抜入学試験（1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

合否について
面接結果もしくは、実技結果、提出書類により総合的に判定します。

鉛筆デッサンにより、観察力・構成力・描写力などをベースにした鉛筆表現による感性の高さを評価します。
または、これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。
※同じ出願期間にある一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型 〈大学入学共通テスト利用方式〉、特待生 所得制限型 〈実技方式〉、一般選抜入試（2期） 〈大学入学共通テスト

利用方式〉との同時出願はできません。

一般選抜入試（2期）〈面接方式・実技方式〉
出願期間：2023/2/6［月］–2/13［月］〈消印有効〉  

試験日： 面接・実技2023/2/23［木・祝］
 オンライン面接2023/2/25［土］

［日時］

Point ◎得意な試験科目を1つ選ぶことができます。
◎他大学との併願も可能です。

試験日： 面接2023/2/4［土］
 オンライン面接2023/2/5［日］

地域実践領域

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋個別面接

（個別面接：1人約20分）

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋オンライン面接
（個別面接：1人約20分）

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

※地域実践領域のみ

※地域実践領域のみ

一般選抜入試（1期）〈面接方式〉
出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

試験日：実技2023/2/5［日］
一般選抜入試（1期）〈実技方式〉
出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

教科 科目

国語 「国語（近代以降の文章）」

地理歴史 「世界史 A 史界世「」  B 史本日「」  A 史本日「」  B」
「地理 A 理地「」  B」

公民 」済経・治政、理倫「」済経・治政「」理倫「」会社代現「

数学
学数・Ⅰ学数「」Ⅰ学数「  A」
学数・Ⅱ学数「」Ⅱ学数「  B」

」礎基係関報情「」計会・記簿「

理科 」礎基学地「」礎基物生「」礎基学化「」礎基理物「
」学地「」物生「」学化「」理物「

外国語 」語国韓「」語国中「」語スンラフ「」語ツイド「」語英「

試験科目・試験時間・配点
［大学入学共通テスト］ ［配点］

一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願制限
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者の内、所得金額が
最も高い者）の収入・所得が入学手続時において、以下の条件を満たす者。

所得証明の提出
出願時には必要ありませんが、左記の制限をご確認の上出願してください。
2022年の所得に関する証明書については、2023年3月中旬までにご提出いただきます。

在学中の中間審査について

※「国語」においては、近代以降の文章のみです。
※「理科」においては、「物理」 「化学」 「生物」 「地学」を選択した場合はそれぞれ1科目とします。
　「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」を選択する場合は2科目選択で1科目とします。
※「外国語（英語）」においては、リーディング100点＋リスニング100点＝200点を100点満点に
　換算します。
※3科目以上受験した場合、高得点の2科目を合否判定に使用します。
※過年度の大学入学共通テストの成績は使用できません。
※大学入学共通テスト受験時の科目選択の方法は「大学入学共通テスト受験案内」でご確認く
　ださい。

上記金額の条件を満たしていない場合、特待生としての合格を取り消します。
注1. 給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」（税込）　※「給与所得控除後の金額」ではありません
注2. 給与所得者以外は確定申告書等の所得金額（税込）
注3. 2022年の収入・所得について条件を満たしていなければなりません。
注4. 収入・所得の証明については、主たる家計支持者のみの提出とします。

一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

経済的支援が必要な成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
一般選抜入学試験〈大学入学共通テスト利用方式〉では、これまでの基本とされている教科等を幅広く勉学し、
これからの制作・研究の基盤としていけるかを判定し、大学入学共通テストの成績のみ（上位2科目200点満点）で評価します。

※特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願資格には所得制限があります。所得条件を満たさない場合は出願ができませんので、必ず事前確認をして
ください。

※所得証明は出願時には必要ありません。合格後の入学手続時に必要となります。
※大学入学共通テスト実施日　2023/1/14［土］・15［日］
※同じ出願期間にある一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉、一般選抜入試（1期）〈面接方式・実技方式〉との同時出願はできません。

［日時］ 出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

収入・所得金額（2022年）

給与所得者 841万円以下

給与所得者以外の者 355万円以下

大学入学共通テストの成績（上位2科目） 200点満点

試験科目 配点

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

Point

◎大学入学共通テスト利用方式は、大学入学共通テストの成績を利用するため来学受験不要。
◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として合格となる場合があります。
◎すでに出願・合格・入学手続された方（特待生手続者を除く）でも、入学の権利を保持したまま再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。

合否について
大学入学共通テスト成績、提出書類により総合的に判定します。
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試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00 100点
持参作品＋個別面接

12:00–

試験科目・試験時間・配点（下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00

100点

12:00–

※当日の集合時間は、受験票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）
※オンライン面接の詳細については、2022年7月上旬に本学Webサイト「入試・入学」ペー
　ジにてアップ予定です。

※当日の集合時間は、受験票に記載して通知します。

総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域 地域実践領域

（個別面接：1人約20分）

一般選抜入学試験（1期）（2期）〈面接方式・実技方式〉

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

合否について
面接結果もしくは、実技結果、提出書類により総合的に判定します。

鉛筆デッサンにより、観察力・構成力・描写力などをベースにした鉛筆表現による感性の高さを評価します。
または、これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。
※同じ出願期間にある一般選抜入試 （1期）特待生 所得制限型 〈大学入学共通テスト利用方式〉、特待生 所得制限型 〈実技方式〉、一般選抜入試（2期） 〈大学入学共通テスト

利用方式〉との同時出願はできません。

一般選抜入試（2期）〈面接方式・実技方式〉
出願期間：2023/2/6［月］–2/13［月］〈消印有効〉  

試験日： 面接・実技2023/2/23［木・祝］
 オンライン面接2023/2/25［土］

［日時］

Point ◎得意な試験科目を1つ選ぶことができます。
◎他大学との併願も可能です。

試験日： 面接2023/2/4［土］
 オンライン面接2023/2/5［日］

地域実践領域

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋個別面接

（個別面接：1人約20分）

自分のまちを紹介できる
モノ3つ＋オンライン面接
（個別面接：1人約20分）

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

※地域実践領域のみ

※地域実践領域のみ

一般選抜入試（1期）〈面接方式〉
出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

試験日：実技2023/2/5［日］
一般選抜入試（1期）〈実技方式〉
出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

教科 科目

国語 「国語（近代以降の文章）」

地理歴史 「世界史 A 史界世「」  B 史本日「」  A 史本日「」  B」
「地理 A 理地「」  B」

公民 」済経・治政、理倫「」済経・治政「」理倫「」会社代現「

数学
学数・Ⅰ学数「」Ⅰ学数「  A」
学数・Ⅱ学数「」Ⅱ学数「  B」

」礎基係関報情「」計会・記簿「

理科 」礎基学地「」礎基物生「」礎基学化「」礎基理物「
」学地「」物生「」学化「」理物「

外国語 」語国韓「」語国中「」語スンラフ「」語ツイド「」語英「

試験科目・試験時間・配点
［大学入学共通テスト］ ［配点］

一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願制限
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者の内、所得金額が
最も高い者）の収入・所得が入学手続時において、以下の条件を満たす者。

所得証明の提出
出願時には必要ありませんが、左記の制限をご確認の上出願してください。
2022年の所得に関する証明書については、2023年3月中旬までにご提出いただきます。

在学中の中間審査について

※「国語」においては、近代以降の文章のみです。
※「理科」においては、「物理」 「化学」 「生物」 「地学」を選択した場合はそれぞれ1科目とします。
　「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」を選択する場合は2科目選択で1科目とします。
※「外国語（英語）」においては、リーディング100点＋リスニング100点＝200点を100点満点に
　換算します。
※3科目以上受験した場合、高得点の2科目を合否判定に使用します。
※過年度の大学入学共通テストの成績は使用できません。
※大学入学共通テスト受験時の科目選択の方法は「大学入学共通テスト受験案内」でご確認く
　ださい。

上記金額の条件を満たしていない場合、特待生としての合格を取り消します。
注1. 給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」（税込）　※「給与所得控除後の金額」ではありません
注2. 給与所得者以外は確定申告書等の所得金額（税込）
注3. 2022年の収入・所得について条件を満たしていなければなりません。
注4. 収入・所得の証明については、主たる家計支持者のみの提出とします。

一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

経済的支援が必要な成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
一般選抜入学試験〈大学入学共通テスト利用方式〉では、これまでの基本とされている教科等を幅広く勉学し、
これからの制作・研究の基盤としていけるかを判定し、大学入学共通テストの成績のみ（上位2科目200点満点）で評価します。

※特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願資格には所得制限があります。所得条件を満たさない場合は出願ができませんので、必ず事前確認をして
ください。

※所得証明は出願時には必要ありません。合格後の入学手続時に必要となります。
※大学入学共通テスト実施日　2023/1/14［土］・15［日］
※同じ出願期間にある一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉、一般選抜入試（1期）〈面接方式・実技方式〉との同時出願はできません。

［日時］ 出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉

収入・所得金額（2022年）

給与所得者 841万円以下

給与所得者以外の者 355万円以下

大学入学共通テストの成績（上位2科目） 200点満点

試験科目 配点

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

Point

◎大学入学共通テスト利用方式は、大学入学共通テストの成績を利用するため来学受験不要。
◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として合格となる場合があります。
◎すでに出願・合格・入学手続された方（特待生手続者を除く）でも、入学の権利を保持したまま再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。

合否について
大学入学共通テスト成績、提出書類により総合的に判定します。
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一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉

特待生 所得制限型〈実技方式〉の出願制限
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者の内、所得金額が
最も高い者）の収入・所得が入学手続時において、以下の条件を満たす者。

所得証明の提出
出願時には必要ありませんが、左記の制限をご確認の上出願してください。
2022年の所得に関する証明書については、2023年3月中旬までにご提出いただきます。

在学中の中間審査について

上記金額の条件を満たしていない場合、特待生としての合格を取り消します。
注1. 給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」（税込）　※「給与所得控除後の金額」ではありません
注2. 給与所得者以外は確定申告書等の所得金額（税込）
注3. 2022年の収入・所得について条件を満たしていなければなりません。
注4. 収入・所得の証明については、主たる家計支持者のみの提出とします。

一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉 出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉
試験日：2023/2/5［日］

経済的支援が必要な実技試験の成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
鉛筆デッサンにより、観察力・構成力・描写力などをベースにした鉛筆表現による感性の高さを評価します。

※特待生 所得制限型〈実技方式〉の出願資格には所得制限があります。所得条件を満たさない場合は出願ができませんので、必ず事前確認をしてください。
※所得証明は出願時には必要ありません。合格後の入学手続時に必要となります。
※同じ出願期間にある一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉、一般選抜入試（1期）〈面接方式・実技方式〉との同時出願はできません。

［日時］

収入・所得金額（2022年）

給与所得者 841万円以下

給与所得者以外の者 355万円以下

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

合否について
実技結果、提出書類により総合的に判定します。

試験科目・試験時間・配点

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00
100点

◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として合格となる場合があります。
◎すでに出願・合格・入学手続された方（特待生手続者を除く）でも、入学の権利を保持したまま再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。

Point

教科 科目

国語 「国語（近代以降の文章）」

地理歴史 「世界史 A 史界世「」  B 史本日「」  A 史本日「」  B」
「地理 A 理地「」  B」

公民 」済経・治政、理倫「」済経・治政「」理倫「」会社代現「

数学
学数・Ⅰ学数「」Ⅰ学数「  A」
学数・Ⅱ学数「」Ⅱ学数「  B」

」礎基係関報情「」計会・記簿「

理科 」礎基学地「」礎基物生「」礎基学化「」礎基理物「
」学地「」物生「」学化「」理物「

外国語 」語国韓「」語国中「」語スンラフ「」語ツイド「」語英「

試験科目・試験時間・配点
［大学入学共通テスト］ ［配点］

一般選抜入学試験（2期）（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

※「国語」においては、近代以降の文章のみです。
※「理科」においては、「物理」 「化学」 「生物」 「地学」を選択した場合はそれぞれ１科目とします。
　「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」を選択する場合は２科目選択で１科目とします。
※「外国語（英語）」においては、リーディング100点＋リスニング100点＝200点を100点満点に換算します。
※3科目以上受験した場合、高得点の2科目を合否判定に使用します。
※過年度の大学入学共通テストの成績は使用できません。
※大学入学共通テスト受験時の科目選択の方法は「大学入学共通テスト受験案内」でご確認ください。

［日時］

一般選抜入試（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

◎大学入学共通テスト利用方式は、大学入学共通テストの成績を利用するため来学受験不要。
◎一般選抜入試 （3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉は、出願期間の締め切りが2023/3/13［月］〈必着〉。
◎他大学との併願も可能です。

Point

一般選抜入試（2期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

出願期間：2023/2/27［月］–3/13［月］〈必着〉

出願期間：2023/2/6［月］–2/13［月］〈消印有効〉

大学入学共通テストの成績（上位2科目） 200点満点

試験科目 配点

一般選抜入試 （2期）（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉は、これまで基本とされている教科等を幅広く勉学し、
これからの制作・研究の基盤としていけるかを判定します。大学入学共通テストの成績のみ（上位2科目200点満点）で評価します。

合否について
大学入学共通テスト成績、提出書類により総合的に判定します。
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一般選抜入学試験（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉

特待生 所得制限型〈実技方式〉の出願制限
主たる家計支持者（父母又はこれに代わって家計を支えている者の内、所得金額が
最も高い者）の収入・所得が入学手続時において、以下の条件を満たす者。

所得証明の提出
出願時には必要ありませんが、左記の制限をご確認の上出願してください。
2022年の所得に関する証明書については、2023年3月中旬までにご提出いただきます。

在学中の中間審査について

上記金額の条件を満たしていない場合、特待生としての合格を取り消します。
注1. 給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」（税込）　※「給与所得控除後の金額」ではありません
注2. 給与所得者以外は確定申告書等の所得金額（税込）
注3. 2022年の収入・所得について条件を満たしていなければなりません。
注4. 収入・所得の証明については、主たる家計支持者のみの提出とします。

一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈実技方式〉 出願期間：2023/1/4［水］–1/16［月］〈消印有効〉
試験日：2023/2/5［日］

経済的支援が必要な実技試験の成績優秀者を特待生として選抜する入試です。
鉛筆デッサンにより、観察力・構成力・描写力などをベースにした鉛筆表現による感性の高さを評価します。

※特待生 所得制限型〈実技方式〉の出願資格には所得制限があります。所得条件を満たさない場合は出願ができませんので、必ず事前確認をしてください。
※所得証明は出願時には必要ありません。合格後の入学手続時に必要となります。
※同じ出願期間にある一般選抜入試（1期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉、一般選抜入試（1期）〈面接方式・実技方式〉との同時出願はできません。

［日時］

収入・所得金額（2022年）

給与所得者 841万円以下

給与所得者以外の者 355万円以下

特待生として合格し、入学した後、特待生としての適正を維持できているかを判断
するために、2年次終了時に学業についての審査があります。

合否について
実技結果、提出書類により総合的に判定します。

試験科目・試験時間・配点

試験科目 試験時間 配点

鉛筆デッサン
開場 10:40
集合 11:40

12:00–16:00
100点

◎特待生として合格して入学すると授業料が4年間大幅に減免されます（年間授業料：698,000円）。
◎特待生としては不合格と判定されても、通常授業料での入学として合格となる場合があります。
◎すでに出願・合格・入学手続された方（特待生手続者を除く）でも、入学の権利を保持したまま再度この入試にチャレンジできます。
◎他大学との併願も可能です。

Point

教科 科目

国語 「国語（近代以降の文章）」

地理歴史 「世界史 A 史界世「」  B 史本日「」  A 史本日「」  B」
「地理 A 理地「」  B」

公民 」済経・治政、理倫「」済経・治政「」理倫「」会社代現「

数学
学数・Ⅰ学数「」Ⅰ学数「  A」
学数・Ⅱ学数「」Ⅱ学数「  B」

」礎基係関報情「」計会・記簿「

理科 」礎基学地「」礎基物生「」礎基学化「」礎基理物「
」学地「」物生「」学化「」理物「

外国語 」語国韓「」語国中「」語スンラフ「」語ツイド「」語英「

試験科目・試験時間・配点
［大学入学共通テスト］ ［配点］

一般選抜入学試験（2期）（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

※「国語」においては、近代以降の文章のみです。
※「理科」においては、「物理」 「化学」 「生物」 「地学」を選択した場合はそれぞれ１科目とします。
　「物理基礎」 「化学基礎」 「生物基礎」 「地学基礎」を選択する場合は２科目選択で１科目とします。
※「外国語（英語）」においては、リーディング100点＋リスニング100点＝200点を100点満点に換算します。
※3科目以上受験した場合、高得点の2科目を合否判定に使用します。
※過年度の大学入学共通テストの成績は使用できません。
※大学入学共通テスト受験時の科目選択の方法は「大学入学共通テスト受験案内」でご確認ください。

［日時］

一般選抜入試（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

◎大学入学共通テスト利用方式は、大学入学共通テストの成績を利用するため来学受験不要。
◎一般選抜入試 （3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉は、出願期間の締め切りが2023/3/13［月］〈必着〉。
◎他大学との併願も可能です。

Point

一般選抜入試（2期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

出願期間：2023/2/27［月］–3/13［月］〈必着〉

出願期間：2023/2/6［月］–2/13［月］〈消印有効〉

大学入学共通テストの成績（上位2科目） 200点満点

試験科目 配点

一般選抜入試 （2期）（3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉は、これまで基本とされている教科等を幅広く勉学し、
これからの制作・研究の基盤としていけるかを判定します。大学入学共通テストの成績のみ（上位2科目200点満点）で評価します。

合否について
大学入学共通テスト成績、提出書類により総合的に判定します。
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特別総合選抜入学試験（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

エントリー期間：9/1［木］〈必着〉
試験日：9/11［日］

エントリー期間：9/12［月］–9/22［木］〈必着〉
試験日：10/2［日］

エントリー期間：11/11［金］–11/24［木］〈必着〉
試験日：12/3［土］〈予備日〉12/4［日］

［日時］ 特別総合選抜入試（1期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（2期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。
（3期）においては、受験生が多く試験日だけで実施できない場合、予備日にも実施します。受験生にはエントリー受付票にて面接日を連絡します。
※試験予備日は受験者の人数が多い場合にのみ試験を実施します。
※総合選抜入学試験について（P49）を必ずお読みください。
※（1期）（2期）は専願入試です。
※エントリー、出願に必要な提出書類についてはP45に記載しています。

Point
◎外国人留学生入試において、エントリー資格に「日本語能力試験（JLPT）合格者」や「日本語留学試験（EJU）のスコア」の制限がないため、
　日本語能力の出願資格制限を気にすることなく受験可能。
◎エントリー、面接は無料です。

試験科目・試験時間・配点
総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域

試験科目
持参作品＋個別面接

（     個別面接：1人約20分）

試験時間

10:00–

配点

100点

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

合否について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

地域実践領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

地域実践領域 （下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験時間

10:00–

配点

100点

試験科目

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）
自分のまちを紹介できる

モノ3つ＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

鉛筆デッサン

支給材料 四ツ切画用紙
下書き用紙（B4・1 枚）

使用可

筆記用具
鉛筆
消しゴム（ねり消し含む）
画板（カルトン）
クリップ
羽ぼうき（製図用ブラシ含む）
鉛筆削り用具
デッサン用スケール
はかり棒
擦筆
ティッシュペーパーおよびガーゼ

使用不可

外部と連絡がとれるもの（携帯電話）
定規
コンパス
クロッキー帳

持参用具について

併願について
他大学との併願

（試験会場には時計がありません。又、お貸しすることもできません）

よくある質問

Q1. 専願と併願とはなんですか？
A. 専願はその大学を第1志望とし、合格すればその大学への入学が前提となります。
　 併願は合格したとしても入学が前提ではないので、第1志望ではない場合やまだ迷っている場合は、併願で受験してください。

Q2. 総合選抜入試（1期）（2期）ですでに合格していますが、後の特待生の受験を考えています。
　　入学手続きはどこまでしたらいいですか？
A. 合格の資格や入学の資格を保持したい場合は、合格された入試での入学手続きスケジュールで入学手続きを行う必要があります。
　 入学手続きが滞った場合は「未手続」となり、合格辞退とみなされ合格や入学の資格を失いますので注意してください。

Q5. 合格発表はホームページで確認できますか？
A. できません。合否通知または出願可否通知は簡易書留で送付します。

Q7. 試験当日、試験会場に時計はありますか？
A. ありません。

Q8. 留学生です。パスポートのコピーは記入がある部分だけでいいですか？
A. 未記入部分も「記入がない」という証明として必要ですので、１冊全部のページのコピーを提出してください。

Q3. 総合選抜入試（1期）（2期）ですでに合格していますが、後の特待生の受験を考えています。
　　願書は再受験するたびに書く必要がありますか？
A. 受験する試験種別ごとに願書を提出していただく必要があります。

※時計について：各自で持参してください。
携帯電話を時計代わりに使用することは認めません。

総合選抜入試（3期）（4期）（5期）、一般選抜入試（1期）（2期）（3期）においては、他大学との併願が可能です。
※総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）は専願入試のため、合格者は他大学の入試に出願することはできません。

A. モチーフの持ち込みは認めていません。「公開モチーフ」も他の入学試験と同様に試験当日に大学側が用意します。
Q4. 総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉のモチーフを持ち込んでいいですか？

Q6. 合否通知や出願可否通知は合格発表日の何時に届きますか？
A. わかりません。配達日指定の簡易書留は日程を指定するもので、到着時間の指定ができません。あらかじめご了承ください。
また、配達時に不在の場合は持ち帰られますのでご注意ください。
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特別総合選抜入学試験（1期）（2期）（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

エントリー期間：9/1［木］〈必着〉
試験日：9/11［日］

エントリー期間：9/12［月］–9/22［木］〈必着〉
試験日：10/2［日］

エントリー期間：11/11［金］–11/24［木］〈必着〉
試験日：12/3［土］〈予備日〉12/4［日］

［日時］ 特別総合選抜入試（1期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（2期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

特別総合選抜入試（3期）〈面接方式〉
外国人留学生・海外帰国生・社会人

これまでに制作した作品や指定された物を持参して、面接により志望動機や目的意識等を評価します。
（3期）においては、受験生が多く試験日だけで実施できない場合、予備日にも実施します。受験生にはエントリー受付票にて面接日を連絡します。
※試験予備日は受験者の人数が多い場合にのみ試験を実施します。
※総合選抜入学試験について（P49）を必ずお読みください。
※（1期）（2期）は専願入試です。
※エントリー、出願に必要な提出書類についてはP45に記載しています。

Point
◎外国人留学生入試において、エントリー資格に「日本語能力試験（JLPT）合格者」や「日本語留学試験（EJU）のスコア」の制限がないため、
　日本語能力の出願資格制限を気にすることなく受験可能。
◎エントリー、面接は無料です。

試験科目・試験時間・配点
総合領域、イラストレーション領域、美術領域、情報デザイン領域、空間デザイン領域

試験科目
持参作品＋個別面接

（     個別面接：1人約20分）

試験時間

10:00–

配点

100点

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。

持参作品の注意事項
※持参作品には、受験生本人が制作した事を証明できるように教員（高校・美術研究所・日本語学校）または保護者による「制作証明書」を貼付してください（P66の用紙をコピーして使用）。
※持参作品は自らの責任で搬入搬出できるものに限ります。
※映像作品は10分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、ノート型パソコン等を持参して作品が見られる状態にしてください。

合否について
面接結果、提出書類により総合的に判定します。

総合領域 自分の学んだことをまとめたファイル、企画したイベントや参加した展覧会など課外活動の記録、
デッサン、色彩構成、写真　他

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、Web ページ、パッケージ、イラストレーション、立体作品（その記録写真含む）、 
映像作品（CG、アニメ、ドラマ、ドキュメンタリー、ミュージックビデオ）、油画、水彩画、絵コンテ　他

イラストレーション、マンガ、絵画作品（スケッチ含む）、デザイン作品（ポスター、パッケージなどを含む）、 
立体作品（その記録写真含む）、映像作品、写真、デッサン、色彩構成　他
※アナログ表現、デジタル表現は問わない。
※完成作品以外に、アイデアスケッチや落書きなどをあわせて持参してもよい。
※ポートフォリオも可。

イラストレーション領域

美術領域

情報デザイン領域

空間デザイン領域

地域実践領域

持参作品例
過去3年間に実施した作品面接で、受験生が持参した作品です。

デッサン、色彩構成、写真、ポスター、ドローイング、写生、絵画作品（日本画、洋画、水彩画など）、イラストレーション、
映像作品（CG、アニメなど）、立体作品（その記録写真含む）、身体表現　他

デッサン、色彩構成、立体作品（その記録写真含む）、平面表現、工芸作品、建築作品（家具・住宅・ランドスケープ模型など）、
デザイン提案（製品、雑貨、おもちゃなど）、衣装作品（デザイン画、アクセサリー含む）、ポートフォリオ　他

地域で学んだ活動などをまとめたファイル、企画したイベントや参加した行事の記録、絵画作品、デザイン作品、立体作品、映像、
写真、デッサン、色彩構成　他
※完成作品以外のアイデアスケッチなどもあわせて持参してもよい。

地域実践領域 （下記の試験科目の中から１つを選択してください）

試験時間

10:00–

配点

100点

試験科目

※当日の集合時間は、エントリー受付票に記載して通知します。
※自分のまちを紹介できるモノの例（特産品、印刷物・写真、自然物など）

持参作品＋個別面接
（個別面接：1人約20分）
自分のまちを紹介できる

モノ3つ＋個別面接
（個別面接：1人約20分）

鉛筆デッサン

支給材料 四ツ切画用紙
下書き用紙（B4・1 枚）

使用可

筆記用具
鉛筆
消しゴム（ねり消し含む）
画板（カルトン）
クリップ
羽ぼうき（製図用ブラシ含む）
鉛筆削り用具
デッサン用スケール
はかり棒
擦筆
ティッシュペーパーおよびガーゼ

使用不可

外部と連絡がとれるもの（携帯電話）
定規
コンパス
クロッキー帳

持参用具について

併願について
他大学との併願

（試験会場には時計がありません。又、お貸しすることもできません）

よくある質問

Q1. 専願と併願とはなんですか？
A. 専願はその大学を第1志望とし、合格すればその大学への入学が前提となります。
　 併願は合格したとしても入学が前提ではないので、第1志望ではない場合やまだ迷っている場合は、併願で受験してください。

Q2. 総合選抜入試（1期）（2期）ですでに合格していますが、後の特待生の受験を考えています。
　　入学手続きはどこまでしたらいいですか？
A. 合格の資格や入学の資格を保持したい場合は、合格された入試での入学手続きスケジュールで入学手続きを行う必要があります。
　 入学手続きが滞った場合は「未手続」となり、合格辞退とみなされ合格や入学の資格を失いますので注意してください。

Q5. 合格発表はホームページで確認できますか？
A. できません。合否通知または出願可否通知は簡易書留で送付します。

Q7. 試験当日、試験会場に時計はありますか？
A. ありません。

Q8. 留学生です。パスポートのコピーは記入がある部分だけでいいですか？
A. 未記入部分も「記入がない」という証明として必要ですので、１冊全部のページのコピーを提出してください。

Q3. 総合選抜入試（1期）（2期）ですでに合格していますが、後の特待生の受験を考えています。
　　願書は再受験するたびに書く必要がありますか？
A. 受験する試験種別ごとに願書を提出していただく必要があります。

※時計について：各自で持参してください。
携帯電話を時計代わりに使用することは認めません。

総合選抜入試（3期）（4期）（5期）、一般選抜入試（1期）（2期）（3期）においては、他大学との併願が可能です。
※総合選抜入試（1期）（2期）、特別総合選抜入試（1期）（2期）は専願入試のため、合格者は他大学の入試に出願することはできません。

A. モチーフの持ち込みは認めていません。「公開モチーフ」も他の入学試験と同様に試験当日に大学側が用意します。
Q4. 総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉のモチーフを持ち込んでいいですか？

Q6. 合否通知や出願可否通知は合格発表日の何時に届きますか？
A. わかりません。配達日指定の簡易書留は日程を指定するもので、到着時間の指定ができません。あらかじめご了承ください。
また、配達時に不在の場合は持ち帰られますのでご注意ください。
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2回目以降の受験について
同日試験日の入試は重複して出願（エントリー）ができません。
※総合選抜入試（1期）については、〈体験授業方式〉と特待生〈面接方式〉の両方でのエントリーはできません。
　ただし、特待生〈面接方式〉のエントリー者については、通常授業料での出願可否判定も行います。
※一般選抜入試（1期）については、〈面接方式・実技方式〉または特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉または特待生 所得制限型〈実技方式〉のいずれか一つでしか出願はできません。
　ただし、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉〈実技方式〉の出願者については、通常授業料での合否判定も行います。

1回目に受験する試験種別 入学
検定料 専・併願

その後の「総合選抜入試（4期）特待生〈実
技方式〉」「一般選抜入試 （１期）特待生 所
得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

〈実技方式〉」への受験

その後の「総合選抜入試（3期）（5期）」、「一
般選抜入試（1期）（2期）〈面接方式・実技方
式〉」「一般選抜入試（２期）（３期）〈大学入
学共通テスト利用方式〉」への受験

総合選抜入試（3期）

総合選抜入試（5期）

一般選抜入試（1期）

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉 

総合選抜入試
（1期）（2期） 専願

併願

併願

併願

併願

併願

併願

併願

¥35,000

¥35,000

¥35,000

¥35,000

¥15,000

¥35,000

¥15,000

¥15,000

合格者（入学手続後）も、入学の権利を保持
したままで受験可
ただし、特待生での合格者を除く。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

入学手続をした後は不可
ただし、入学手続をしなかった場合は受験可。

総合選抜入試（4期）
特待生

併願¥35,000

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料での合格者（入学手続有り無し問わず）
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった 
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

特待生として入学手続をした後は不可

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

─

─

─

─

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型
〈実技方式〉 

併願¥35,000

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

─

─

─

※すでに入学手続をした領域と異なった領域で次の試験を受験することも可能です。（手続された領域への入学の権利も保持したまま受験できます）

受験可
入学手続者はその入学の権利を保持したまま受験可

受験可
入学手続者はその入学の権利を保持したまま受験可

一般選抜入試（2期）

一般選抜入試（2期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

1次入学手続 2次入学手続

◎ 入学金を納入してください。（2次手続分の
納付金をあわせて納入することも可能です。）

◎入学手続書類を送付してください。

◎ 

総合選抜入試（1期） 12/8［木］

12/8［木］

12/23［金］

2023/1/26［木］

総合選抜入試（5期） 2023/1/26［木］

一般選抜入試（1期）

11/11［金］

11/11［金］

12/ 8［木］

12/23［金］

2023/2/24［金］

2023/1/10［火］

2023/3/1［水］

2023/3/7［火］一般選抜入試（2期）

2023/3/23［木］

特別総合選抜入試 （1期） 11/11［金］ 12/8［木］

11/11［金］ 12/8［木］

（3期）

（2期）

2023/1/10［火］ 2023/1/26［木］

1．入学手続は、2段階に分かれています。（一般選抜入試（2期）（3期）を除く）

　  1次で入学金の納入と入学手続書類の提出、2次で前期分納付金（半期分授業料と教育充実費、その他諸経費）を納入してください。
2．入学手続期間内に所定の手続を完了しない場合は、入学を取り消すことがあります。
3．

合否判定について

合否発表・手続〆切日等について

領域単位で合否判定を行います。

合否通知方法

 

複数の試験種別で合格した方への注意事項
◎総合選抜入試（1期）（2期）の合格者について

 

◎総合選抜入試（3期）以降での合格者について
 

 ※ 

追加合格
追加合格を発表する場合があります。詳細につきましては、該当者へ直接お知ら
せします。

持参作品・持参物・合格作品（体験授業の課題作品含む）の二次利用
持参作品・持参物・合格作品（体験授業の課題作品含む）については、入試判定資料・
広報資料として二次利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

入学手続〆切日

◎合否発表は（合否にかかわらず）全員に郵送で通知します。
◎通知書は、入学願書に記入された住所に受験生本人宛で配達日指定の簡易書
　留等で送付します。必要な試験科目を受験しなかった場合には通知しません。
　なお学内掲示は行いません。また、電話などによる合否の問い合わせには応じ
　ません。合格者には、合格通知書と併せて入学手続書類を送付します。

その後の入試で、特待生に合格された場合、手続はすでに合格している入試
にて行い、手続の〆切日はすでに合格している入試の日程になります。

その後の入試で、特待生に合格された場合、手続はすでに合格している入試
にて行い、手続の〆切日はすでに合格している入試の日程になります。ただ
し、志望領域が異なる場合は志望領域を確認させていただきます。

総合選抜入試（2期）

3期）総合選抜入試（

総合選抜入試（4期）

前期分納付金（半期分授業料と教育充
実費、その他諸経費）を納入してくだ
さい。
※前・後期分納付金（通年分授業料と教育充
実費、その他諸経費）を納入することも可
能です。

一般選抜入試（3期）

外国人留学生・
海外帰国生・社会人

授業料は原則として、前・後期分納としますが、前・後期分を一括して納入することも可能です。

特待生で合格し手続された方は、その後の入試を受験することができません。
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2回目以降の受験について
同日試験日の入試は重複して出願（エントリー）ができません。
※総合選抜入試（1期）については、〈体験授業方式〉と特待生〈面接方式〉の両方でのエントリーはできません。
　ただし、特待生〈面接方式〉のエントリー者については、通常授業料での出願可否判定も行います。
※一般選抜入試（1期）については、〈面接方式・実技方式〉または特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉または特待生 所得制限型〈実技方式〉のいずれか一つでしか出願はできません。
　ただし、特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉〈実技方式〉の出願者については、通常授業料での合否判定も行います。

1回目に受験する試験種別 入学
検定料 専・併願

その後の「総合選抜入試（4期）特待生〈実
技方式〉」「一般選抜入試 （１期）特待生 所
得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

〈実技方式〉」への受験

その後の「総合選抜入試（3期）（5期）」、「一
般選抜入試（1期）（2期）〈面接方式・実技方
式〉」「一般選抜入試（２期）（３期）〈大学入
学共通テスト利用方式〉」への受験

総合選抜入試（3期）

総合選抜入試（5期）

一般選抜入試（1期）

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型

〈大学入学共通テスト利用方式〉 

総合選抜入試
（1期）（2期） 専願

併願

併願

併願

併願

併願

併願

併願

¥35,000

¥35,000

¥35,000

¥35,000

¥15,000

¥35,000

¥15,000

¥15,000

合格者（入学手続後）も、入学の権利を保持
したままで受験可
ただし、特待生での合格者を除く。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

受験可
ただし、入学手続者はその必要はありません。

入学手続をした後は不可
ただし、入学手続をしなかった場合は受験可。

総合選抜入試（4期）
特待生

併願¥35,000

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料での合格者（入学手続有り無し問わず）
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった 
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

特待生として入学手続をした後は不可

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

─

─

─

─

一般選抜入試（1期）
特待生 所得制限型
〈実技方式〉 

併願¥35,000

特待生として入学手続をした後は不可
ただし、
1.特待生として合格したが入学手続をしなかった
2.通常授業料で合格したが入学手続をしなかった 
3.特待生、通常授業料のどれにも不合格だった場合
のいずれかに該当すれば受験可。

─

─

─

※すでに入学手続をした領域と異なった領域で次の試験を受験することも可能です。（手続された領域への入学の権利も保持したまま受験できます）

受験可
入学手続者はその入学の権利を保持したまま受験可

受験可
入学手続者はその入学の権利を保持したまま受験可

一般選抜入試（2期）

一般選抜入試（2期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（3期）
〈大学入学共通テスト利用方式〉

1次入学手続 2次入学手続

◎ 入学金を納入してください。（2次手続分の
納付金をあわせて納入することも可能です。）

◎入学手続書類を送付してください。

◎ 

総合選抜入試（1期） 12/8［木］

12/8［木］

12/23［金］

2023/1/26［木］

総合選抜入試（5期） 2023/1/26［木］

一般選抜入試（1期）

11/11［金］

11/11［金］

12/ 8［木］

12/23［金］

2023/2/24［金］

2023/1/10［火］

2023/3/1［水］

2023/3/7［火］一般選抜入試（2期）

2023/3/23［木］

特別総合選抜入試 （1期） 11/11［金］ 12/8［木］

11/11［金］ 12/8［木］

（3期）

（2期）

2023/1/10［火］ 2023/1/26［木］

1．入学手続は、2段階に分かれています。（一般選抜入試（2期）（3期）を除く）

　  1次で入学金の納入と入学手続書類の提出、2次で前期分納付金（半期分授業料と教育充実費、その他諸経費）を納入してください。
2．入学手続期間内に所定の手続を完了しない場合は、入学を取り消すことがあります。
3．

合否判定について

合否発表・手続〆切日等について

領域単位で合否判定を行います。

合否通知方法

 

複数の試験種別で合格した方への注意事項
◎総合選抜入試（1期）（2期）の合格者について

 

◎総合選抜入試（3期）以降での合格者について
 

 ※ 

追加合格
追加合格を発表する場合があります。詳細につきましては、該当者へ直接お知ら
せします。

持参作品・持参物・合格作品（体験授業の課題作品含む）の二次利用
持参作品・持参物・合格作品（体験授業の課題作品含む）については、入試判定資料・
広報資料として二次利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

入学手続〆切日

◎合否発表は（合否にかかわらず）全員に郵送で通知します。
◎通知書は、入学願書に記入された住所に受験生本人宛で配達日指定の簡易書
　留等で送付します。必要な試験科目を受験しなかった場合には通知しません。
　なお学内掲示は行いません。また、電話などによる合否の問い合わせには応じ
　ません。合格者には、合格通知書と併せて入学手続書類を送付します。

その後の入試で、特待生に合格された場合、手続はすでに合格している入試
にて行い、手続の〆切日はすでに合格している入試の日程になります。

その後の入試で、特待生に合格された場合、手続はすでに合格している入試
にて行い、手続の〆切日はすでに合格している入試の日程になります。ただ
し、志望領域が異なる場合は志望領域を確認させていただきます。

総合選抜入試（2期）

3期）総合選抜入試（

総合選抜入試（4期）

前期分納付金（半期分授業料と教育充
実費、その他諸経費）を納入してくだ
さい。
※前・後期分納付金（通年分授業料と教育充
実費、その他諸経費）を納入することも可
能です。

一般選抜入試（3期）

外国人留学生・
海外帰国生・社会人

授業料は原則として、前・後期分納としますが、前・後期分を一括して納入することも可能です。

特待生で合格し手続された方は、その後の入試を受験することができません。
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各種コード表

入学願書について
◎志願者氏名・生年月日は、戸籍抄本記載のものを用いてください。
◎郵便番号・電話番号・携帯番号・住所は正しく記入してください。
◎高校コードは本学Webサイトに掲載している「高等学校等コード表」を参照し、
　6桁を記入してください。
◎課程区分コード、学科区分コードは出身学校の該当する数字を記入してください。
◎卒業年月を記入し、卒業・卒業見込・認定合格の該当する数字を記入して
　ください。
◎研究所・塾・予備校に行っている人は、本学Webサイトに掲載している
　「研究所・塾・予備校コード表」を参照し、研究所・塾コードの5桁を記入してください。

  

◎研究所・塾・予備校に行っている人は、その名称を記入してください。
◎試験種別は、右記のコード表から該当する数字とその試験種別名称を記入して
　ください。
◎志望領域は、右記のコード表から該当する数字とその志望領域名称を記入して
　ください。

試験種別コード表

選択科目コード表

志望領域コード表

試験会場コード表
総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

A1

A2

総合選抜入試（１期）特待生〈面接方式〉

A3

総合選抜入試（１期）〈体験授業方式〉

A4

総合選抜入試（２期）〈体験授業方式〉

A5

総合選抜入試（３期）〈面接方式〉

総合選抜入試（４期）特待生〈実技方式〉

A6

21

総合選抜入試（５期）〈面接方式〉

22

一般選抜入試（１期）〈面接方式・実技方式〉

24

一般選抜入試（１期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

23 一般選抜入試（１期）特待生 所得制限型〈実技方式〉

25

26

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

一般選抜入試（２期）〈面接方式・実技方式〉

一般選抜入試（２期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（３期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

特別総合選抜入試（１期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（１期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（１期）社会人〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）社会人〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）社会人〈面接方式〉

31

鉛筆デッサン

32

持参作品＋個別面接

33

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接

34

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接

1 総合領域
2 イラストレーション領域
3 美術領域
4 情報デザイン領域
5 空間デザイン領域

1 本学
2 金沢
3 岡山

6 地域実践領域

一般選抜入試（1期）（2期）

◎選択科目コードは、該当の試験種別欄内に右記のコード表から該当する数字　
　とその名称を記入してください。地域実践領域の志望者はコード表の
　「32 自分のまちを紹介できるモノ３つ＋個別面接」
　「33 自分のまちを紹介できるモノ３つ＋オンライン面接」を記入してください。
◎一般選抜入試 （１期）（２期）（ 3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願
　

検定料納付票について
初回出願時は、「振替払込受付証明書」を所定の位置に貼付してください。

写真貼付欄について

出願封筒（記入例なし）
氏名（フリガナ）、郵便番号、住所を記入してください。

複数回受験する場合の提出書類（調査書）について
2023年度入試において、複数回受験する場合は、最初の出願時に調査書を提

※留学生の複数回受験についても、最初の出願時に出願書類を提出している
　場合は「願書」と「志望理由書」以外は2回目以降提出する必要がありません。

出していれば、2回目以降は提出する必要がありません。

　希望者は、「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を
貼付し、コードを記入してください。

写真貼付欄には、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠なし、撮影
3ヶ月以内、カラー・モノクロどちらでも可）を必ず貼付してください。尚、写真の
裏面には、氏名を記入してください。

入学願書記入例

左づめで記入してください

1：普通  2：理数  3：商業  4：工業  5：農業
6：家政  7：美術  8：デザイン  9：総合  99：その他

ヤ マ ダ

山 田 花 子

ハ ナ コ

2 0 0 3 0 6 0 1 2 5 2 0

2 2 3 3

0 2 4 8

0 0 07 7 5 7 4 2 1 1 1 1 11 9 9

大 津 市 仰 木 の 里 東 4 – 3 – 1

ハ   イ   ツ   び   わ   湖 2 0 1

びわ湖

2 5

2 0 2 2 0 3 2

5 9 9

2 5 1

1 1

私

3 2

A

究所びわ湖美術研

2 1

イラストレーション2

鉛筆デッサン3 4

イラストレーション

鉛筆デッサン

山 田　 花 子     

ヤ マ ダ 　  ハ ナ コ

2

3 4

実技

1

コード表より誤りのない
よう記入してください

初回出願時

記入上の注意
（1）文字はすべて楷書でペンまたはボールペン書き（黒）とし、数字は算用数字を用いて読みまちがえが起こらないよう記入してください。
（2）文字を誤って記入した場合は2本線を引き、上部に正しい文字を記入してください。

領域
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各種コード表

入学願書について
◎志願者氏名・生年月日は、戸籍抄本記載のものを用いてください。
◎郵便番号・電話番号・携帯番号・住所は正しく記入してください。
◎高校コードは本学Webサイトに掲載している「高等学校等コード表」を参照し、
　6桁を記入してください。
◎課程区分コード、学科区分コードは出身学校の該当する数字を記入してください。
◎卒業年月を記入し、卒業・卒業見込・認定合格の該当する数字を記入して
　ください。
◎研究所・塾・予備校に行っている人は、本学Webサイトに掲載している
　「研究所・塾・予備校コード表」を参照し、研究所・塾コードの5桁を記入してください。

  

◎研究所・塾・予備校に行っている人は、その名称を記入してください。
◎試験種別は、右記のコード表から該当する数字とその試験種別名称を記入して
　ください。
◎志望領域は、右記のコード表から該当する数字とその志望領域名称を記入して
　ください。

試験種別コード表

選択科目コード表

志望領域コード表

試験会場コード表
総合選抜入試（4期）特待生〈実技方式〉

A1

A2

総合選抜入試（１期）特待生〈面接方式〉

A3

総合選抜入試（１期）〈体験授業方式〉

A4

総合選抜入試（２期）〈体験授業方式〉

A5

総合選抜入試（３期）〈面接方式〉

総合選抜入試（４期）特待生〈実技方式〉

A6

21

総合選抜入試（５期）〈面接方式〉

22

一般選抜入試（１期）〈面接方式・実技方式〉

24

一般選抜入試（１期）特待生 所得制限型〈大学入学共通テスト利用方式〉

23 一般選抜入試（１期）特待生 所得制限型〈実技方式〉

25

26

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

一般選抜入試（２期）〈面接方式・実技方式〉

一般選抜入試（２期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

一般選抜入試（３期）〈大学入学共通テスト利用方式〉

特別総合選抜入試（１期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（１期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（１期）社会人〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（２期）社会人〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）外国人留学生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）海外帰国生〈面接方式〉

特別総合選抜入試（３期）社会人〈面接方式〉

31

鉛筆デッサン

32

持参作品＋個別面接

33

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋個別面接

34

自分のまちを紹介できるモノ3つ＋オンライン面接

1 総合領域
2 イラストレーション領域
3 美術領域
4 情報デザイン領域
5 空間デザイン領域

1 本学
2 金沢
3 岡山

6 地域実践領域

一般選抜入試（1期）（2期）

◎選択科目コードは、該当の試験種別欄内に右記のコード表から該当する数字　
　とその名称を記入してください。地域実践領域の志望者はコード表の
　「32 自分のまちを紹介できるモノ３つ＋個別面接」
　「33 自分のまちを紹介できるモノ３つ＋オンライン面接」を記入してください。
◎一般選抜入試 （１期）（２期）（ 3期）〈大学入学共通テスト利用方式〉の出願
　

検定料納付票について
初回出願時は、「振替払込受付証明書」を所定の位置に貼付してください。

写真貼付欄について

出願封筒（記入例なし）
氏名（フリガナ）、郵便番号、住所を記入してください。

複数回受験する場合の提出書類（調査書）について
2023年度入試において、複数回受験する場合は、最初の出願時に調査書を提

※留学生の複数回受験についても、最初の出願時に出願書類を提出している
　場合は「願書」と「志望理由書」以外は2回目以降提出する必要がありません。

出していれば、2回目以降は提出する必要がありません。

　希望者は、「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を
貼付し、コードを記入してください。

写真貼付欄には、写真（上半身、脱帽、正面背景なし、縦4cm×横3cm枠なし、撮影
3ヶ月以内、カラー・モノクロどちらでも可）を必ず貼付してください。尚、写真の
裏面には、氏名を記入してください。

入学願書記入例

左づめで記入してください

1：普通  2：理数  3：商業  4：工業  5：農業
6：家政  7：美術  8：デザイン  9：総合  99：その他

ヤ マ ダ

山 田 花 子

ハ ナ コ

2 0 0 3 0 6 0 1 2 5 2 0

2 2 3 3

0 2 4 8

0 0 07 7 5 7 4 2 1 1 1 1 11 9 9

大 津 市 仰 木 の 里 東 4 – 3 – 1

ハ   イ   ツ   び   わ   湖 2 0 1

びわ湖

2 5

2 0 2 2 0 3 2

5 9 9

2 5 1

1 1

私

3 2

A

究所びわ湖美術研

2 1

イラストレーション2

鉛筆デッサン3 4

イラストレーション

鉛筆デッサン

山 田　 花 子     

ヤ マ ダ 　  ハ ナ コ

2

3 4

実技

1

コード表より誤りのない
よう記入してください

初回出願時

記入上の注意
（1）文字はすべて楷書でペンまたはボールペン書き（黒）とし、数字は算用数字を用いて読みまちがえが起こらないよう記入してください。
（2）文字を誤って記入した場合は2本線を引き、上部に正しい文字を記入してください。
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奨学金・その他の支援制度について
学生生活を経済的に支援するものとして、本学独自の奨学金制度と、日本学生支援機構奨学金制度をはじめとした学外の奨学金制度があります。

成安造形大学が実施する奨学金制度

 成安造形大学学内奨学金制度
修学意思があるにもかかわらず、経済上の理由により学業継続が困難な学生
に対し、奨学金を貸与することで学業を継続することを目的とする本学独自
の奨学金です。

対象：修学の意思があるにもかかわらず、経済上の理由により学業継続が
困難な全学生（留学生除く）で学内奨学金の貸与条件を満たしている者。
※家計の収入基準に制限あり
※日本学生支援機構の奨学金またはその他の奨学金を受けていないこと。
貸与期間：１年間（8月・3月を除く10か月分）。ただし、次年度以降も貸与を
希望する場合は、改めて出願しなければならない。
貸与月額：20,000円～ 50,000円
返還期限：卒業後6か月を経過した翌日から10年以内
利子：無利子

 成安造形大学同窓会奨学基金制度
学業成績優秀で継続して修学を希望しながら経済的事情により学費の支弁が
困難となった学生に対して、学費充当分として奨学金を貸与する制度。

対象：2年生以上の在学生
貸与額：上限100万円（貸与される奨学金は学費に充当します。）
返還期間：貸与の日から10年以内
利子：無利子

 成安造形大学短期貸付金制度
修学および生活維持のため一時的あるいは緊急に資金を必要とする場合に、
一定期間、所定の金額を貸与し援助することを目的とする本学独自の制度。

対象：在学生
貸付金額：1,000円～ 9,000円（1,000円単位）
返還期間：原則として3か月以内
利子：無利子

 成安造形大学教育後援会からの援助
◎卒業制作展への支援
卒業制作展の優秀な作品や、今後の活躍が期待され高く評価された作品につい
て優秀賞や奨励賞の賞が授与されます。各賞の賞金を教育後援会と同窓会が
支援しています。

◎展覧会補助制度
本学の学生が展覧会（グループ展・個展）を開催するにあたり、会場使用料や
ＤＭ制作費の一部を補助する制度です。

 成安造形大学卒業生子女授業料等減免制度
学校法人京都成安学園設置校を卒業した者の親族に対して、本学の入学時の
入学金の免除及び授業料を減免することで入学と学業を成業させることを目
的とした奨学金制度。

対象：成安造形大学入学時に成安造形大学、成安幼稚園ならびに本法人の旧
設置校卒業生の血縁関係である者（本人を含む２親等以内。）

減免内容：（1）入学金　免除
（2）授業料　20％免除

※本学が設ける減免制度（学祖特別校、姉妹校、パートナーシップ協定校、指定
校、指定枠、特待生）との併用は不可とする。

※入学金は入学後にご希望により返金または1年生後期授業料に充当します。

高等教育の修学支援新制度
2020年4月から始まった、授業料等の減免と給付型奨学金により、意欲のある学生のみなさ
んの「学び」を支える国の制度です。日本学生支援機構の給付型奨学金の支給対象者を拡充
し、対象となった学生が、授業料等の減免を同時に受けることができます。

 日本学生支援機構奨学金
経済的理由で修学が困難な優れた学生に対して学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等
を踏まえ、学生等が安心して学べるよう「貸与」または「給付」する制度です。

奨学金（給付・貸与とも）の申し込みは、学校を通じて行います。進学後に奨学金を申し込
む「在学採用」制度のほかに、進学前に奨学金を予約する「予約採用」制度があります。「予
約採用」は進学先が未決定でも申し込みができます。申し込み等については、高等学校等
の奨学金担当窓口へお問い合わせください。
※ 高卒認定試験合格（見込）者については、日本学生支援機構への直接申込みとなります。

給付型奨学金
対象：学業成績等に係る基準（予約採用の場合）

　高等学校等における申込時までの評定平均値が3.5以上であること。
　または将来、社会で自立し、活躍する目標を持って、進学しようとする大学等に
　おける学修する意欲を有すること。
家計に係る基準
収入基準

収入基準は収入・所得に基づく住民税の課税標準額等により設定されている
ため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等によって異なり
ます。収入基準の確認は、原則として提出されたマイナンバーにより、日本
学生支援機構が確認します。

資産基準
学生本人と生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産の合計額が基準額未
満であること

生計維持者の人数が2人の場合、2,000万円未満
生計維持者の人数が1人の場合、1,250万円未満

申込資格：2023年3月に高等学校等を卒業予定の人、または高等学校等を卒業後2年以内の人。
※外国籍の人は、在留資格による要件（留学は不可）があります。

給付額：月額12,800円～ 75,800円
※世帯の所得金額に基づく区分、通学形態（自宅通学・自宅外通学）等により
　支給されます。

支給期間：給付決定から卒業まで（修業年限を上限とする。）

授業料減免制度
給付型奨学金対象者に対して入学金及び授業料の減免を行う制度で、給付型奨学金の
支給区分により、年額授業料が最大700,000円減額される制度。
対象：給付型奨学金の要件を満たすもの
減免額：年額の授業料を上限とし、233,400円～ 700,000円を授業料から減額

※成安造形大学特待生は上記減免額が異なります。
減免期間：給付決定から卒業まで（修業年限を上限とする。）

◎給付奨学金（家計急変）
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前
に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが
確認できれば支援対象となります。

貸与型奨学金（留学生除く）
◎第一種奨学金（無利子）
対象：学力基準（予約採用の場合）

評定平均値が3.5以上。
※3.5未満の者で、生計維持者が住民税非課税、生活保護受給あるいは社会的養
護を必要とする者であって、進学後も優れた成績を修める見込みがある者。

家計基準
家計の基準額は、世帯人員、就学者の有無等によって異なります。

貸与月額：20,000円～ 64,000円（通学形態によって異なる）
貸与期間：申し込みをした4月から卒業予定の3月まで

◎第二種奨学金（有利子）
対象：学力基準

①平均以上の成績の者、又は②特定の分野において特に優秀な能力を有すると
認められる者、又は③勉学意欲のある者

家計基準
家計の基準額は、世帯人員、就学者の有無等によって異なります。（第一種奨学金
よりゆるやかな基準）

貸与月額：20,000円～ 120,000円（10,000円単位）
貸与期間：申し込みをした4月から卒業予定の3月まで

◎緊急採用（第一種）奨学金、応急採用（第二種）奨学金
生計維持者の失業、破産、病気、事故、死亡、災害等により家計が急変し、緊急に奨学金
が必要となった場合に申し込むことができます。（家計急変の事由が発生してから12 ヶ
月以内）

 地方公共団体・民間団体等の奨学金
地方公共団体・民間団体等奨学金は、外部機関が実施する奨学金制度です。大学の推薦
が必要なものや、大学を通さず希望する本人が直接申し込むものがあり、団体により出
願資格や貸与・給付金額、出願期間が異なります。大学に募集案内があった場合は、成
安情報サービス等でお知らせします。日本学生支援機構のＷebサイトにもJASSO以外
の奨学金情報が掲載されていますので参考にしてください。

国及び学外の奨学金制度

学費・諸経費について

給付区分 手続区分 入学金 授業料 教育充実費 その他諸経費 合計

特待生
年間計（全期分） 200,000円 698,000円 免除 41,660円   939,660円

入学手続時（前期分） 200,000円 349,000円 免除 41,660円   590,660円

手続区分 入学金 授業料 教育充実費 その他諸経費 合計

総合領域
年間計（全期分） 200,000円   980,000円 182,500円 41,660円 1,404,160円

入学手続時（前期分） 200,000円   490,000円 91,250円 41,660円   822,910円

初年度納付金

納付金の返還について
一旦納入された納付金は返還しません。
ただし、入学手続完了後に、入学を辞退する場合は、本学所定の「入学辞退願」に
必要事項を記入の上、2023年3月31日［金］ 12:00までに必着で本学入学広報セ
ンターへ郵送してください。入学金以外の納付金を返還します。
返還時の振込手数料はご負担いただきますので予めご了承ください。

教育後援会入会金 入学時のみ 5,000円

学生教育研究災害傷害保険・
学研災付帯賠償責任保険 入学時のみ 4,660円

（※2022年2月現在）

教育後援会年会費 1年間分 20,000円

学生会年会費 1年間分 10,000円

領域別交流会費 入学時のみ 2,000円

計 41,660円

その他諸経費の内訳

※教育充実費は182,500円（年間）を毎年徴収します。

手続区分 入学金 授業料 教育充実費

教育充実費

その他諸経費 合計

地域実践領域
年間計（全期分） 200,000円   900,000円 62,500円 41,660円 1,204,160円

入学手続時（前期分） 200,000円   450,000円 31,250円

62,500円

31,250円

41,660円   722,910円

※教育充実費は62,500円（年間）を毎年徴収します。

手続区分領域

領域

領域

入学金 授業料

イラストレーション領域
美術領域

情報デザイン領域
空間デザイン領域

年間計（全期分） 200,000円   1,540,000円

入学手続時（前期分） 200,000円   770,000円

その他諸経費 合計

41,660円 1,844,160円

41,660円 1,042,910円

［特待生として合格した入学生］

（2023年4月入学者より）

※教育充実費は62,500円（年間）を毎年徴収します。

※総合選抜入試（1期）（2期）・特別総合選抜入試（1期）（2期）・学校推薦選抜入試について
は、専願入試のため入学を辞退することができません。入学金・授業料等の納付金は返還
しません。またその後、特待生で合格した場合も辞退することができません。
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奨学金・その他の支援制度について
学生生活を経済的に支援するものとして、本学独自の奨学金制度と、日本学生支援機構奨学金制度をはじめとした学外の奨学金制度があります。

成安造形大学が実施する奨学金制度

 成安造形大学学内奨学金制度
修学意思があるにもかかわらず、経済上の理由により学業継続が困難な学生
に対し、奨学金を貸与することで学業を継続することを目的とする本学独自
の奨学金です。

対象：修学の意思があるにもかかわらず、経済上の理由により学業継続が
困難な全学生（留学生除く）で学内奨学金の貸与条件を満たしている者。
※家計の収入基準に制限あり
※日本学生支援機構の奨学金またはその他の奨学金を受けていないこと。
貸与期間：１年間（8月・3月を除く10か月分）。ただし、次年度以降も貸与を
希望する場合は、改めて出願しなければならない。
貸与月額：20,000円～ 50,000円
返還期限：卒業後6か月を経過した翌日から10年以内
利子：無利子

 成安造形大学同窓会奨学基金制度
学業成績優秀で継続して修学を希望しながら経済的事情により学費の支弁が
困難となった学生に対して、学費充当分として奨学金を貸与する制度。

対象：2年生以上の在学生
貸与額：上限100万円（貸与される奨学金は学費に充当します。）
返還期間：貸与の日から10年以内
利子：無利子

 成安造形大学短期貸付金制度
修学および生活維持のため一時的あるいは緊急に資金を必要とする場合に、
一定期間、所定の金額を貸与し援助することを目的とする本学独自の制度。

対象：在学生
貸付金額：1,000円～ 9,000円（1,000円単位）
返還期間：原則として3か月以内
利子：無利子

 成安造形大学教育後援会からの援助
◎卒業制作展への支援
卒業制作展の優秀な作品や、今後の活躍が期待され高く評価された作品につい
て優秀賞や奨励賞の賞が授与されます。各賞の賞金を教育後援会と同窓会が
支援しています。

◎展覧会補助制度
本学の学生が展覧会（グループ展・個展）を開催するにあたり、会場使用料や
ＤＭ制作費の一部を補助する制度です。

 成安造形大学卒業生子女授業料等減免制度
学校法人京都成安学園設置校を卒業した者の親族に対して、本学の入学時の
入学金の免除及び授業料を減免することで入学と学業を成業させることを目
的とした奨学金制度。

対象：成安造形大学入学時に成安造形大学、成安幼稚園ならびに本法人の旧
設置校卒業生の血縁関係である者（本人を含む２親等以内。）

減免内容：（1）入学金　免除
（2）授業料　20％免除

※本学が設ける減免制度（学祖特別校、姉妹校、パートナーシップ協定校、指定
校、指定枠、特待生）との併用は不可とする。

※入学金は入学後にご希望により返金または1年生後期授業料に充当します。

高等教育の修学支援新制度
2020年4月から始まった、授業料等の減免と給付型奨学金により、意欲のある学生のみなさ
んの「学び」を支える国の制度です。日本学生支援機構の給付型奨学金の支給対象者を拡充
し、対象となった学生が、授業料等の減免を同時に受けることができます。

 日本学生支援機構奨学金
経済的理由で修学が困難な優れた学生に対して学資の貸与を行い、また、経済・社会情勢等
を踏まえ、学生等が安心して学べるよう「貸与」または「給付」する制度です。

奨学金（給付・貸与とも）の申し込みは、学校を通じて行います。進学後に奨学金を申し込
む「在学採用」制度のほかに、進学前に奨学金を予約する「予約採用」制度があります。「予
約採用」は進学先が未決定でも申し込みができます。申し込み等については、高等学校等
の奨学金担当窓口へお問い合わせください。
※ 高卒認定試験合格（見込）者については、日本学生支援機構への直接申込みとなります。

給付型奨学金
対象：学業成績等に係る基準（予約採用の場合）

　高等学校等における申込時までの評定平均値が3.5以上であること。
　または将来、社会で自立し、活躍する目標を持って、進学しようとする大学等に
　おける学修する意欲を有すること。
家計に係る基準
収入基準

収入基準は収入・所得に基づく住民税の課税標準額等により設定されている
ため、世帯構成、障がい者の有無、各種保険料の支払い状況等によって異なり
ます。収入基準の確認は、原則として提出されたマイナンバーにより、日本
学生支援機構が確認します。

資産基準
学生本人と生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産の合計額が基準額未
満であること

生計維持者の人数が2人の場合、2,000万円未満
生計維持者の人数が1人の場合、1,250万円未満

申込資格：2023年3月に高等学校等を卒業予定の人、または高等学校等を卒業後2年以内の人。
※外国籍の人は、在留資格による要件（留学は不可）があります。

給付額：月額12,800円～ 75,800円
※世帯の所得金額に基づく区分、通学形態（自宅通学・自宅外通学）等により
　支給されます。

支給期間：給付決定から卒業まで（修業年限を上限とする。）

授業料減免制度
給付型奨学金対象者に対して入学金及び授業料の減免を行う制度で、給付型奨学金の
支給区分により、年額授業料が最大700,000円減額される制度。
対象：給付型奨学金の要件を満たすもの
減免額：年額の授業料を上限とし、233,400円～ 700,000円を授業料から減額

※成安造形大学特待生は上記減免額が異なります。
減免期間：給付決定から卒業まで（修業年限を上限とする。）

◎給付奨学金（家計急変）
予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前
に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが
確認できれば支援対象となります。

貸与型奨学金（留学生除く）
◎第一種奨学金（無利子）
対象：学力基準（予約採用の場合）

評定平均値が3.5以上。
※3.5未満の者で、生計維持者が住民税非課税、生活保護受給あるいは社会的養
護を必要とする者であって、進学後も優れた成績を修める見込みがある者。

家計基準
家計の基準額は、世帯人員、就学者の有無等によって異なります。

貸与月額：20,000円～ 64,000円（通学形態によって異なる）
貸与期間：申し込みをした4月から卒業予定の3月まで

◎第二種奨学金（有利子）
対象：学力基準

①平均以上の成績の者、又は②特定の分野において特に優秀な能力を有すると
認められる者、又は③勉学意欲のある者

家計基準
家計の基準額は、世帯人員、就学者の有無等によって異なります。（第一種奨学金
よりゆるやかな基準）

貸与月額：20,000円～ 120,000円（10,000円単位）
貸与期間：申し込みをした4月から卒業予定の3月まで

◎緊急採用（第一種）奨学金、応急採用（第二種）奨学金
生計維持者の失業、破産、病気、事故、死亡、災害等により家計が急変し、緊急に奨学金
が必要となった場合に申し込むことができます。（家計急変の事由が発生してから12 ヶ
月以内）

 地方公共団体・民間団体等の奨学金
地方公共団体・民間団体等奨学金は、外部機関が実施する奨学金制度です。大学の推薦
が必要なものや、大学を通さず希望する本人が直接申し込むものがあり、団体により出
願資格や貸与・給付金額、出願期間が異なります。大学に募集案内があった場合は、成
安情報サービス等でお知らせします。日本学生支援機構のＷebサイトにもJASSO以外
の奨学金情報が掲載されていますので参考にしてください。

国及び学外の奨学金制度

学費・諸経費について

給付区分 手続区分 入学金 授業料 教育充実費 その他諸経費 合計

特待生
年間計（全期分） 200,000円 698,000円 免除 41,660円   939,660円

入学手続時（前期分） 200,000円 349,000円 免除 41,660円   590,660円

手続区分 入学金 授業料 教育充実費 その他諸経費 合計

総合領域
年間計（全期分） 200,000円   980,000円 182,500円 41,660円 1,404,160円

入学手続時（前期分） 200,000円   490,000円 91,250円 41,660円   822,910円

初年度納付金

納付金の返還について
一旦納入された納付金は返還しません。
ただし、入学手続完了後に、入学を辞退する場合は、本学所定の「入学辞退願」に
必要事項を記入の上、2023年3月31日［金］ 12:00までに必着で本学入学広報セ
ンターへ郵送してください。入学金以外の納付金を返還します。
返還時の振込手数料はご負担いただきますので予めご了承ください。

教育後援会入会金 入学時のみ 5,000円

学生教育研究災害傷害保険・
学研災付帯賠償責任保険 入学時のみ 4,660円

（※2022年2月現在）

教育後援会年会費 1年間分 20,000円

学生会年会費 1年間分 10,000円

領域別交流会費 入学時のみ 2,000円

計 41,660円

その他諸経費の内訳

※教育充実費は182,500円（年間）を毎年徴収します。

手続区分 入学金 授業料 教育充実費

教育充実費

その他諸経費 合計

地域実践領域
年間計（全期分） 200,000円   900,000円 62,500円 41,660円 1,204,160円

入学手続時（前期分） 200,000円   450,000円 31,250円

62,500円

31,250円

41,660円   722,910円

※教育充実費は62,500円（年間）を毎年徴収します。

手続区分領域

領域

領域

入学金 授業料

イラストレーション領域
美術領域

情報デザイン領域
空間デザイン領域

年間計（全期分） 200,000円   1,540,000円

入学手続時（前期分） 200,000円   770,000円

その他諸経費 合計

41,660円 1,844,160円

41,660円 1,042,910円

［特待生として合格した入学生］

（2023年4月入学者より）

※教育充実費は62,500円（年間）を毎年徴収します。

※総合選抜入試（1期）（2期）・特別総合選抜入試（1期）（2期）・学校推薦選抜入試について
は、専願入試のため入学を辞退することができません。入学金・授業料等の納付金は返還
しません。またその後、特待生で合格した場合も辞退することができません。
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オープンキャンパス
セイアンの魅力をより詳しく知っていただくため、
6領域の相談会場や多彩なワークショップ、
展覧会などをご用意して、みなさんをお待ちしています。
芸大に興味がある人はもちろん、

「芸大ってどんなところ?」「どんな授業があるの?」など
詳しく聞いてみたい方も、ぜひ遊びにきてください。

̶

6月 5日［日］
4月17日［日］

7月24日［日］
8月28日［日］
̶

※予定が変更になる場合があります。
　詳しくは本学Webサイトでご確認ください。

成安デッサン模試
7月23日［土］

SEIAN WATCHING（大学見学会）

̶

12月11日［日］

2月12日［日］
2023年9月23日［金・祝］

10月  9日［日］
11月13日［日］

5月15日［日］
7月  3日［日］
7月31日［日］
8月21日［日］
̶

※予定が変更になる場合があります。
　詳しくは本学Webサイトでご確認ください。

高校生のみなさんを対象に「大学見学会」を開催します。
一人でも、お友達やご家族と一緒でも大丈夫です。
大学の学びについての説明や、入学試験の説明、
施設見学やキャンパスツアー、展覧会鑑賞など、
資料だけでは分からない本学の環境や雰囲気を
ぜひ体験してみてください。また個別相談の時間では

「どんな試験が自分に合っているの?」「どこに就職しているの?」など、
みなさんの疑問に個別にお答えします。

関東・甲信越

北陸

東海

 地区 場所 開催日時 会場 主催

近畿

中国

四国

九州

長野

石川

富山

静岡

大阪

京都

神戸

岡山

広島

愛媛

高知

福岡

香川

6月12日［日］ 12:30–16:00

16:00–18:00予定

13:00–16:30予定

15:30–18:30

14:00–18:30予定

16:00–18:30予定

13:00–16:00

13:00–16:00

14:00–17:30予定

未定

15:10–17:00

13:00–17:00予定

13:00–16:30予定

5月23日［月］

6月2日［木］

6月25日［土］

6月18日［土］

未定

5月28日［土］

7月11日［月］予定

8月2日［火］

6月10日［金］

6月16日［木］

7月6日［水］予定

7月20日［水］

メルパルク長野

石川県立音楽堂

富山県民会館

ふじさんめっせ

梅田スカイビル

みやこめっせ

神戸ハーバーランド

岡山コンベンションセンター

広島県立広島産業会館

松山市総合コミュニティセンター

未定

未定

南近代ビル

進学相談会

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

さんぽう

※2022年2月時点での予定です。変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点は入学広報センターまでお問い合わせください。（Tel:077-574-2119）
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オープンキャンパス
セイアンの魅力をより詳しく知っていただくため、
6領域の相談会場や多彩なワークショップ、
展覧会などをご用意して、みなさんをお待ちしています。
芸大に興味がある人はもちろん、

「芸大ってどんなところ?」「どんな授業があるの?」など
詳しく聞いてみたい方も、ぜひ遊びにきてください。

̶

6月 5日［日］
4月17日［日］

7月24日［日］
8月28日［日］
̶

※予定が変更になる場合があります。
　詳しくは本学Webサイトでご確認ください。

成安デッサン模試
7月23日［土］

SEIAN WATCHING（大学見学会）

̶
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※2022年2月時点での予定です。変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点は入学広報センターまでお問い合わせください。（Tel:077-574-2119）
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成安造形大学では、認証評価機関を財団法人日本高等教育評価機構に
定め、大学機関別認証評価を受け、2022年（令和4年）に日本高等教育
評価機構が定めるすべての基準について「基準を満たしている」との
判定をいただきました。

編集・制作　成安造形大学 入学広報センター
イラスト　　片岡萌子　川瀬貴詠　小林佳紫　
撮影　　     浅井千穂　原祥子　増田好郎　松下剛士　成安造形大学 入学広報センター

デザイン・印刷・製本　　大伸社

本書からの無断転載を禁じます。また掲載内容は、2022年3月現在のものであり、
一部変更される場合があります。なお、最新情報については本学Webサイトをご覧ください。

JRおごと温泉駅前と大学をシャトル運行しています。
改札を出てびわ湖側へ進み、滋賀銀行前の
専用バス停から大学まで約3分。学生のみなさんはもちろん、
大学にご用の方も無料で乗車いただけます。
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一般入試 参考作品例

・炭酸入りナチュラルミネラルウォーター（750㎖）
・スナック菓子（12g×4）
・玉ねぎ 2個

［注１］解答用紙はタテ・ヨコ自由に使用すること。
［注２］与えられたモチーフはすべて使用し、描くこと。
［注３］持参用具は、それぞれの使用用途以外の目的で使用しないこと。
［注４］下描き用紙（1枚）は、構成の下描きなどに使用すること。
［注５］炭酸入りナチュラルミネラルウォーターのフタは、開けないこと。

※その他過去の出題内容については、本学Webサイトをご確認ください。 69
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［注５］炭酸入りナチュラルミネラルウォーターのフタは、開けないこと。

※その他過去の出題内容については、本学Webサイトをご確認ください。 69



・炭酸入り飲料水（日本コカ・コーラ株式会社 カナダドライ ジンジャーエール 1.5ℓ）
・アルミホイル（三菱アルミニウム株式会社 三菱ホイル ワイド 30cm×8m）
・おりがみ 3枚（ダイソー おりがみ 15cm×15cm 24色140枚から「あか」「きいろ」「あいいろ」各1枚）

※これらモチーフの商品内容が販売時期によって異なることや、表示サイズや長さなど形状が異なることがあります。
　また諸事情から類似品に変更することがあります。

［注１］解答用紙はタテ・ヨコ自由に使用すること。
［注２］与えられたモチーフはすべて使用し、描くこと。但し、正方形の下地厚紙75cm×75cmの中に置いて描くこと。
［注３］持参用具は、それぞれの使用用途以外の目的で使用しないこと。
［注４］下描き用紙（1枚）は、構成の下描きなどに使用すること。
［注５］炭酸入り飲料水のフタは、開けないこと。
［注６］アルミホイルを開封する際に残った切れ端は、描かないこと。
［注7］アルミホイルのはがし口を固定しているシールは、描かないこと。

3 総合選抜入学試験（4期）特待生〈実技方式〉 公開モチーフ

・アルミワイヤー（ダイソー サイズ 約2.0mm×4.7m）
・ネット緩衝材（サイズ約 300mm×450mm）2枚
・お茶（キリン 生茶 PET525ml）

［注１］解答用紙はタテ・ヨコ自由に使用すること。
［注２］与えられたモチーフはすべて使用し、描くこと。
［注３］アルミワイヤーの外装、止め用具は描かないこと。
［注４］お茶のフタは開けないこと。
［注５］持参用具は、それぞれの使用用途以外の目的で使用しないこと。
［注６］下描き用紙（1枚）は、構成の下描きなどに使用すること。

2 総合選抜 4 特待生〈実技方式〉 合格作品

※その他過去の出題内容については、本学Webサイトをご確認ください。 7170
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