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この冊子について
この冊子は、金沢星稜大学女子短期大学部の「学校推薦型選抜 公募制方式／総合型選抜 自己 PR 方式／
一般選抜 一般方式／一般選抜 大学入学共通テスト利用方式／社会人選抜」の募集要項です。
学校推薦型選抜 指定校方式等、出願に特別な条件が必要とされる入学者選抜区分の要項については記載
しておりません。これらの要項は該当の学校にのみ配布しております。

学生募集要項内の表記について
この冊子内では年表記を省略して記載しております。
冊子内の 8 月～ 12 月は 2021 年、1 月～ 4 月は 2022 年を表します。
この冊子内では、「高等学校卒業程度認定試験（旧大検）合格者」の表記を「高卒認定合格者」と記載し
ております。

出願手続きについて
出願に際し、まずはこの冊子をお読みください。
本学の入学者選抜への出願は、すべてインターネットを用いた Web サイトでの入力から始まります。志
願票等の出力が必要となるためＰＣ環境での操作を推奨します。
Web サイトへの出願情報入力だけでは出願は完了しません。入学検定料の支払いと出願書類の提出をもっ
て出願手続きが完了となります。

併願について
本学の「専願制」以外の入学者選抜区分では、金沢星稜大学や他の大学を併願することも可能です。

金沢星稜大学を併願する場合、試験日、学科、方式、一般選抜 一般方式と大学入学共通テスト利用方式など、
一度の出願でさまざまな選抜区分を組み合わせることができます。

試験時間割について
選抜区分：
一般選抜 一般方式（A 日程・B 日程）
一般選抜 CDP 特待生一般方式

2022年度入学者選抜
試験科目 受験者入室終了時刻 試験時間（各60分）

数学 9：15まで 9：30～10：30
英語 10：45まで 11：00～12：00
国語 12：45まで 13：00～14：00
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2022 年度入学者選抜 新型コロナウイルス禍における特別措置について
2022 年度金沢星稜大学女子短期大学部入学者選抜における募集要項内容については、現時点（2021 年 6 月 1 日）
での内容であり、今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、募集要項に記載されている選抜方法
とは異なる方法で選抜を実施することもあります。
新型コロナウイルス等への感染または感染の疑いがあり受験できなかった場合の救済措置（追試験・振替受験）等
については、本学ホームページにてお知らせします。
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金沢星稜大学女子短期大学部「経営実務科」の理念

　星短は、建学の精神「誠実にして社会に役立つ人間の育成」を土台に据えています。その上に教育理念
として「知性と感性を身につけ、地域社会で輝く女性を育む」を掲げます。これらをわかりやすいスロー
ガンにしたのが「夢を力に、2 年で 4 年を超える。明

あ し た

日輝く女
ひ と

性になる！」です。
　星短「経営実務科」の社会的役割は、地域のビジネス界を中心的に担う女性人材を 2 年間で育て、社
会に送り出すことです。将来企業や地域で仕事ができるよう、徹底した実務教育を行います。その内容は
文書作成、コンピュータ・情報処理から、簿記や税務会計、英語や外国語に及びます。もちろん言葉使い
や女性の品格あるマナーや振る舞いも。そしてその根底には人としてどう生きるかの知性や感性を磨くこ
とを重視します。
　大きな車より軽自動車のほうが良いという選択があるように、星短を希望し、選んでくださる学生も少
なくありません。星短の卒業生たちは、社会や企業の方々から確かな信頼と支持を得て、高い就職率とと
もに、四大でも難関といわれる企業等への高い就職実績を誇ります。

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

　星短は、「経営実務科」として、将来、地域のビジネス界を支える女性人材の育成を目指しています。
そのため次のような意欲と希望を持つ学生を幅広く求めます。

1.「建学の精神」「教育理念」「スローガン」を理解し、将来、人間として、女性として大きく成長
したいと考える人

2. 高等学校における各教科・科目を修得している、またはこれと同等の学力を有している人で、
新たな夢に向かってチャレンジする精神と、誠実に努力する姿勢を有する人

3.  地域社会の人々や文化を大切に思い、コミュニケーションを大切にしながら社会の発展に貢献
しようとする人

4.  地域の産業、企業、公務員など、ビジネス界において「経営実務」の学びを活かし、「輝く女性」
として働いてみたい人
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選抜区分と募集人員
募集学科と募集人員
■経営実務科　募集人員：150名（募集は女子のみ）

選抜区分 募集人員 出願区分

学校推薦型選抜

公募制方式（一般） 30 —

公募制方式（専門学科・総合学科） 20 —

指定校方式 20 専願制

簿記検定特待生方式（全商１級）
5

—

簿記検定特待生方式（日商２級） —

総合型選抜
自己PR方式（意欲重視型）

35
専願制

自己PR方式（学習成果型） 専願制・併願制

一般選抜

一般方式
A日程

25

—

B日程 —

CDP特待生一般方式 —

大学入学共通テスト利用方式

A日程

15

—

B日程 —

C日程 —

D日程 —

大学入学共通テスト利用
CDP特待生方式

A日程 —

B日程 —

C日程 —

D日程 —

社会人選抜 社会人選抜 若干名 —

合計 150

※学校推薦型選抜　指定校方式の募集要項は、別冊子となります。
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入学者選抜日程
《学校推薦型選抜》

選抜区分 募集
人員 ネット出願期間 試験日 試験会場 合格発表

公募制方式（一般） 30

11月１日（月）9 時～
11月９日（火）17時

 
※1

11月20日（土）

本学
富山
福井

12月１日（水）

公募制方式
（専門学科・総合学科） 20

簿記検定特待生方式
（全商１級）

5 本　学
簿記検定特待生方式

（日商２級）

※１ 各種出願書類提出〆切：11月９日（火）17時必着

《総合型選抜》　意欲重視型Ⅰ期・Ⅱ期は出願の前にエントリー審査があります。

選抜区分 募集
人員 ネット出願期間 試験日 試験会場 合格発表

自己PR方式
（意欲重視型）Ⅰ期

35

10月12日（火）9 時～
10月18日（月）17時

 
※2

10月24日（日）

本　学

11月１日（月）

自己PR方式
（意欲重視型）Ⅱ期

１月22日（土）9 時～
１月27日（木）17時※3

２月２日（水） ２月12日（土）

自己PR方式（学習成果型） 11月15日（月）9 時～
11月24日（水）17時

 
※4

12月４日（土） 12月10日（金）

※２   各種出願書類提出〆切：10月18日（月）17時必着
※３   各種出願書類提出〆切：１月27日（木）17時必着
※４   各種出願書類提出〆切：11月24日（水）17時必着

《一般選抜　一般方式》

選抜区分 募集
人員 ネット出願期間 試験日※6 試験会場 合格発表

CDP特待生一般方式

25

１月５日（水）9 時～
１月18日（火）17時※5

［１日目］
２月１日（火）
　［２日目］
２月２日（水）

本学・高岡
富山・福井
新潟・長野

２月12日（土）

一般方式
A日程

B日程 ２月15日（火）9 時～
２月28日（月）17時※7

3月５日（土） 本　学 ３月11日（金）

※５ 各種出願書類提出〆切：１月18日（火）17時必着
※６ 一般方式 A 日程、CDP 特待生方式は、１日目と２日目があります。両日出願することも可能です。

一般方式 A 日程と CDP 特待生方式では、試験日ごとの募集人員を設定していません。
選考にあたっては、試験日ごとの有利不利がおきないよう、中央値補正法により、得点を補正する場合があります。

※７ 各種出願書類提出〆切：２月28日（月）17時必着

《一般選抜　大学入学共通テスト利用方式》

選抜区分 募集
人員 ネット出願期間 試験日 合格発表

大学入学共通テス
ト利用方式

A日程

15

A日程

B日程

C日程

D日程

１月５日（水）9 時～
１月18日（火）17時※8

２月15日（火）9 時～
２月28日（月）17時※9

３月１日（火）9 時～
３月17日（木）17時※10

３月18日（金）9 時～
３月24日（木）17時※11

本学独自の個別学力検査は
実施しません。

A日程
２月12日（土）

B日程
３月11日（金）

C 日程
３月25日（金）

D 日程
３月26日（土）

B日程

C日程

D日程

大学入学共通テス
ト利用CDP特待生
方式

A日程

B日程

C日程

D日程

※８   各種出願書類提出〆切：１月18日（火）17時必着
※９   各種出願書類提出〆切：２月28日（月）17時必着
※10  各種出願書類提出〆切：３月17日（木）17時必着
※11  各種出願書類提出〆切：３月24日（木）17時必着



6

学校推薦型選抜　公募制方式（一般）
選抜・評価方針について：
基礎学力検査及び書類審査にて選抜します。
基礎学力検査により本学での『学び』に必要となる基礎学力を、書類審査により資質および人物を重視した
個人の能力を総合的に評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日

11月１日（月） 9：00～
11月９日（火） 17：00　

11月９日（火）の
17：00まで（必着）

11月16日（火）
10：00 11月20日（土）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

12月１日（水）
10：00 12 月 13 日（月） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

2. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場※2 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 30 本学・富山・福井 基礎学力検査 9：15まで 9：30〜11：00

※２ 試験会場の所在地・案内図等については、40 ページでご確認ください。

3. 試験科目について
基礎学力検査 　・国語（国語総合※古文・漢文を除きます。）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
・数学（数学Ⅰ） } 3 科目のうち、高得点の 2 科目で

判定します

4. 出願資格・推薦基準
次の（1）.（2）のすべてに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を 2022 年 3 月に卒業見込みの者及び 2021 年 3 月
に卒業した者で、高等学校長から推薦を受けられる者。

（2）全体の評定平均値が 3.2 以上の者。
注：専門教育を主とする学科（商業・工業等の学科）ならびに総合学科に在学中の者及び 2021 年 3

月に卒業した者は、「公募制方式（専門学科・総合学科）」で出願してください。ただし、この「公
募制方式（一般）」に出願（併願）することも可能です。

5. 選考方法・配点基準
試験科目の成績および書類審査の総合評価により選考します。

試験科目等 配点 満点

基礎学力検査 100
150

評定 50
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6. 出願書類
志願票 ・ 推薦書 ・ 調査書  の計 3 書類

上記の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

7.「家賃・遠距離通学費支援制度」について 
【対象者】
本学が指定する地域出身者で、学校推薦型選抜　公募制方式（一般／専門学科・総合学科）に合格し、
支援対象候補となり入学した方。

【指定する地域】
（1）石川県外地域
（2）石川県内の能登・加賀地区（金沢市・かほく市・内灘町・津幡町・白山市・野々市市・川北町・

能美市以外の地域）。
※ただし、白山市の河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰の 5 地域は、対象地域となります。

【支援内容】
一人暮らしに必要な家賃または自宅からの通学費（年額 240,000 円以内　※通学費は月額 20,000 円
を上限とする実費）。

【給付期間】
入学初年度のみ。

【対象人数】
10 名程度。
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学校推薦型選抜　公募制方式（専門学科・総合学科）
選抜・評価方針について：
基礎学力検査及び書類審査にて選抜します。
基礎学力検査により本学での『学び』に必要となる基礎学力を、書類審査により資質および人物を重視した
個人の能力を総合的に評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日

11月１日（月） 9：00～
11月９日（火） 17：00　

11月９日（火）の
17：00まで（必着）

11月16日（火）
10：00 11月20日（土）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

12 月１日（水）
10：00 12 月 13 日（月） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

2. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場※2 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 20 本学・富山・福井 基礎学力検査 9：15まで 9：30〜11：00

※２ 試験会場の所在地・案内図等については、40 ページでご確認ください。

3. 試験科目について
基礎学力検査 　・国語（国語総合※古文・漢文を除きます。）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
・数学（数学Ⅰ） } 3 科目のうち、高得点の 2 科目で

判定します

4. 出願資格・推薦基準
次の（1）.（2）のすべてに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）の専門教育を主とする学科（商業・工業等の学科）
ならびに総合学科を 2022 年３月に卒業見込みの者及び 2021 年 3 月に卒業した者で、高等学校
長から推薦を受けられる者。

（2）全体の評定平均値が 3.2 以上の者。
注：「公募制方式（一般）」に出願（併願）することも可能です。

5. 選考方法・配点基準
試験科目の成績および書類審査の総合評価により選考します。

試験科目等 配点 満点

基礎学力検査 100
170

評定・資格・特別活動 70
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6. 出願書類
志願票 ・ 推薦書 ・ 調査書  の計 3 書類

上記の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

7.「家賃・遠距離通学費支援制度」について 
【対象者】
本学が指定する地域出身者で、学校推薦型選抜　公募制方式（一般／専門学科・総合学科）に合格し、
支援対象候補となり入学した方。

【指定する地域】
（1）石川県外地域
（2）石川県内の能登・加賀地区（金沢市・かほく市・内灘町・津幡町・白山市・野々市市・川北町・

能美市以外の地域）。
※ただし、白山市の河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰の 5 地域は、対象地域となります。

【支援内容】
一人暮らしに必要な家賃または自宅からの通学費（年額 240,000 円以内　※通学費は月額 20,000 円
を上限とする実費）。

【給付期間】
入学初年度のみ。

【対象人数】
10 名程度。
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学校推薦型選抜　簿記検定特待生方式（全商１級）
選抜・評価方針について：
簿記検定資格保有者を対象とし、基礎学力検査及び面接、書類審査にて選抜します。
基礎学力検査により本学での『学び』に必要となる基礎学力を、面接により論理的な思考力・表現力・コミュ
ニケーション能力及び更なる上級資格を目指す高い意欲を有しているかを、書類審査により資質・人物を重
視した個人の能力を総合的に評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日

11月１日（月） 9：00～
11月９日（火） 17：00　

11月９日（火）の
17：00まで（必着）

11月16日（火）
10：00 11月20日（土）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

12 月 1 日（水）
10：00 12 月 13 日（月） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

2. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 5※2 本学
基礎学力検査   9：15まで 9：30〜11：00

面接
（個人または集団面接） 11：25まで 11：30〜

※２ 日商２級と合わせて 5 名

3. 試験科目について
基礎学力検査 　・国語（国語総合※古文・漢文を除きます。）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
・数学（数学Ⅰ） } 3 科目のうち、高得点の 2 科目で

判定します

4. 趣旨及び概要
　本学の教育理念を理解し、日商簿記 1 級または全経簿記上級の合格を目指す学生を求めます。
　この試験区分での合格者は、CDP 会計（簿記上級コース）を受講することを条件に、特待生として
１年次前期の授業料を半額免除します。但し、検定資格取得見込者が卒業までにその資格を取得でき
なかった場合、特待条件を取り消し通常の入学となります。
　１年次後期については、同一学年のＣＤＰ受講者の中より、それまでのＣＤＰ講座の成績により改
めて特待生を選考します。（CDP の受講料は不要です。）

5. 出願資格・推薦基準
次の（1）～（3）のすべてに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）学業成績・人物ともに優れ、高等学校長から推薦を受けられる者。
（3） 全体の評定平均値が 3.5 以上で、全商簿記１級を取得した者及び高等学校卒業までに取得見込みの者。
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6. 選考方法・配点基準
試験科目の成績および書類審査の総合評価により選考します。
学校推薦型選抜 公募制方式が自動的に併願となり、両試験の合否判定を行います（入学検定料は二重
にはかかりません）。簿記検定特待生方式（全商 1 級）の合格に至らない場合でも、公募制方式（一般）
または、公募制方式（専門学科・総合学科）で合格となることがあります。

試験科目等 配点 満点

基礎学力検査 100
300

面接 200

7. 出願書類
志願票 ・ 推薦書 ・ 調査書 ・ 志望理由書 ・ 有資格証明書 の計５書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

大学との併願の場合、共通する出願書類（志願票、推薦書、調査書）は各 1 部のみで出願できます。
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学校推薦型選抜　簿記検定特待生方式（日商２級）
選抜・評価方針について：
簿記検定資格保有者を対象とし、基礎学力検査及び面接、書類審査にて選抜します。
基礎学力検査により本学での『学び』に必要となる基礎学力を、面接により論理的な思考力・表現力・コミュ
ニケーション能力及び更なる上級資格を目指す高い意欲を有しているかを、書類審査により資質・人物を重
視した個人の能力を総合的に評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日

11月１日（月） 9：00～
11月９日（火） 17：00　

11月９日（火）の
17：00まで（必着）

11月16日（火）
10：00 11月20日（土）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

12 月 1 日（水）
10：00 12 月 13 日（月） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

2. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 5※2 本学
基礎学力検査   9：15まで 9：30〜11：00

面接
（個人または集団面接） 11：25まで 11：30〜

※２ 全商１級と合わせて 5 名

3. 試験科目について
基礎学力検査 　・国語（国語総合※古文・漢文を除きます。）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
・数学（数学Ⅰ） } 3 科目のうち、高得点の 2 科目で

判定します

4. 趣旨及び概要
　本学の教育理念を理解し、日商簿記 1 級または全経簿記上級の合格を目指す学生を求めます。
　この試験区分での合格者は、CDP 会計（簿記上級コース）を受講することを条件に、特待生として
１年次前期の授業料を全額免除します。但し、検定資格取得見込者が卒業までにその資格を取得でき
なかった場合、自動的に併願扱いとなる薄記検定特待生方式（全商 1 級）での入学または通常の公募
制方式での入学扱いとなります。
　１年次後期については、同一学年のＣＤＰ受講者の中より、それまでのＣＤＰ講座の成績により改
めて特待生を選考します。（CDP の受講料は不要です。）

5. 出願資格・推薦基準
次の（1）～（3）のすべてに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）学業成績・人物ともに優れ、高等学校長から推薦を受けられる者。
（3） 全体の評定平均値が 3.5 以上で、日商簿記２級を取得した者及び高等学校卒業までに取得見込みの者。
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6. 選考方法・配点基準
試験科目の成績および書類審査の総合評価により選考します。
学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（全商１級）および公募制方式が自動的に併願となり、３つの試
験の合否判定を行います（入学検定料は三重にはかかりません）。簿記検定特待生方式（日商２級）の
合格に至らない場合でも、同（全商１級）や公募制方式（一般）または、公募制方式（専門学科・総
合学科）で合格となることがあります。

試験科目等 配点 満点

基礎学力検査 100
300

面接 200

7. 出願書類
志願票 ・ 推薦書 ・ 調査書 ・ 志望理由書 ・ 有資格証明書 の計５書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

大学との併願の場合、共通する出願書類（志願票、推薦書、調査書）は各 1 部のみで出願できます。
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総合型選抜　自己 PR 方式（意欲重視型）Ⅰ期　 専願制
選抜・評価方針について：
出願要件を満たした者を対象とし、小論文及び面接、書類審査にて選抜します。
小論文により本学での学習意欲と文章力・読解力・表現力を、面接により論理的な思考力・表現力・コミュ
ニケーション能力及び積極的に夢や目標に向かって取り組む意欲を、書類審査により資質及び人物を重視し
た個人の能力を総合的に評価します。

1. 求める学生像
　この「自己ＰＲ方式」では、本学の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）をよく理解し、
これまでの自己の経験を、これからの２年間（本学での学生生活）でどのように活かし発展させてい
けるかを具体的に説明できる意欲ある女子学生を求めます。

2. 選抜の流れ
① 本学 Web サイトよりエントリーシートを印刷。必要事項を記入。
② エントリーシート提出 （「エントリーシート在中」と朱書きのうえ、入学課宛てに 書留速達  で送付

してください。)
③ 本学にてエントリー内容を審査。
④ 審査結果通知　　　　　
　 エントリーの審査結果を郵送で通知します。
　 「出願可」の通知を受けた方は、次の『４．試験日程等』の内容に沿ってください。
　 ネット出願で必要となるパスワードは「出願可」通知でお知らせします。

3. エントリーについて
次の（1）～（3）のいずれかに該当し、エントリーを希望する者は、エントリー期間内にエントリーシー
トを提出してください。エントリー時に検定料は不要です。

（エントリー（提出）期間：9 月 1 日（水）～ 10 月 7 日（木）17：00 必着）
（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

4. 試験日程等

エントリー期間 審査結果通知 ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1

出力開始日時

9月1日（水）〜
10月7日（木）
17：00（必着）

①９月22日（水）
②10月１日（金）
③10月11日（月）

10月12日（火） 9：00～
10月18日（月）17：00　

10月18日（月）
17：00まで（必着）

10月21日（木）
10：00

試験日 合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

10月24日（日） 11 月 1 日（月）
10：00 11 月 8 日（月） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

① 9 月 １ 日（水）～ ９ 月 15 日（水）エントリー分
② 9 月 16 日（木）～ ９ 月 27 日（月）エントリー分
③ 9 月 28 日（火）～ 10 月 ７ 日（木）エントリー分
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5. 自己 PR 方式（意欲重視型）の流れ

6. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 35※2 本学
小論文   9：15まで   9：30〜10：30

面接
（個人または集団面接） 10：55まで 11：00〜

※２ 総合型選抜　自己 PR 方式（意欲重視型）Ⅰ期・Ⅱ期
総合型選抜　自己 PR 方式（学習成果型）を合わせて 35 名

7. 出願資格
本学より「出願可」の通知を受けた者。

8. 選考方法・配点基準
試験科目の成績により選考します。

試験科目等 配点 満点

小論文 100
200

面接 100

9. 出願書類
志願票 ・ 調査書  の計２書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

❷
エントリーシート提出
（再エントリー可）

①９/１（水）～９/15（水）
②９/16（木）～９/27（月）
③９/28（火）～10/７（木）

17 時必着

エントリーシート提出

❸
エントリーシート
審査結果

①９/22（水）
②10/１（金）
③10/11（月）

出願可否通知発送

❹
出　願

10/12（火）～18（月）
17 時必着

 

志願票等提出

❼
入学金納入

11/８（月）

銀行窓口・ATM
ネットバンキング等

❺
試　験

10/24（日）

小論文・面接

❽
入学手続き書類提出

３/１（火）17 時 必着

❻
合格発表

11/１（月）
10 時

Web サイトで確認
手続書類等印刷

入
　学

❶
本学webサイトより
エントリーシートを
印刷

誓約書・債務保証書
同意書・卒業証明書等
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総合型選抜　自己 PR 方式（意欲重視型）Ⅱ期　 専願制
選抜・評価方針について：
出願要件を満たした者を対象とし、小論文及び面接、書類審査にて選抜します。
小論文により本学での学習意欲と文章力・読解力・表現力を、面接により論理的な思考力・表現力・コミュ
ニケーション能力及び積極的に夢や目標に向かって取り組む意欲を、書類審査により資質及び人物を重視し
た個人の能力を総合的に評価します。

1. 求める学生像
　この「自己ＰＲ方式」では、本学の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）をよく理解し、
これまでの自己の経験を、これからの２年間（本学での学生生活）でどのように活かし発展させてい
けるかを具体的に説明できる意欲ある女子学生を求めます。

2. 選抜の流れ
① 本学 Web サイトよりエントリーシートを印刷。必要事項を記入。
② エントリーシート提出 （「エントリーシート在中」と朱書きのうえ、入学課宛てに 書留速達  で送付

してください。)
③ 本学にてエントリー内容を審査。
④ 審査結果通知　　　　　1 月 21 日（金） 発送
　 エントリーの審査結果を郵送で通知します。
　 「出願可」の通知を受けた方は、次の『４．試験日程等』の内容に沿ってください。
　 ネット出願で必要となるパスワードは「出願可」通知でお知らせします。

3. エントリーについて
次の（1）～（3）のいずれかに該当し、エントリーを希望する者は、エントリー期間内にエントリーシー
トを提出してください。エントリー時に検定料は不要です。

（エントリー（提出）期間：1 月 5 日（水）～ 1 月 18 日（火）17：00 必着）
（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

4. 試験日程等

エントリー期間 審査結果通知 ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1

出力開始日時

1月 5日（水）〜
1月18日（火）
17：00（必着）

1月21日（金） 1月22日（土） 9：00～
1月27日（木）17：00　

1月27日（木）
17：00まで（必着）

1月31日（月）
10：00

試験日 合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

2月2日（水） 2 月 12 日（土）
10：00 2 月 18 日（金） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。
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5. 自己 PR 方式（意欲重視型）の流れ

6. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 35※2 本学
小論文   9：15まで 9：30〜10：30

面接
（個人または集団面接） 10：55まで 11：00〜

※２ 総合型選抜　自己 PR 方式（意欲重視型）Ⅰ期・Ⅱ期
総合型選抜　自己 PR 方式（学習成果型）を合わせて 35 名

7. 出願資格
本学より「出願可」の通知を受けた者。

8. 選考方法・配点基準
試験科目の成績により選考します。

試験科目等 配点 満点

小論文 100
200

面接 100

9. 出願書類
志願票 ・ 調査書  の計２書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

❷
エントリーシート提出

　

①１/５（水）～１/18（火）
17 時必着

エントリーシート提出

❸
エントリーシート
審査結果

①１/21（金）

出願可否通知発送

❹
出　願

１/22（土）～27（木）
17 時必着

 

志願票等提出

❼
入学金納入

２/18（金）

銀行窓口・ATM
ネットバンキング等

❺
試　験

２/２（水）

小論文・面接

❽
入学手続き書類提出

３/１（火）17 時 必着

誓約書・債務保証書
同意書・卒業証明書等

❻
合格発表

２/12（土）
10 時

Web サイトで確認
手続書類等印刷

入
　学

❶
本学webサイトより
エントリーシートを
印刷
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総合型選抜　自己 PR 方式（学習成果型）　 専願制 ・ 併願制
選抜・評価方針について：
基礎学力検査及び面接、書類審査にて選抜します。
基礎学力検査によりこれまでの基礎的な学力の達成度を、面接により論理的な思考力・表現力・コミュニケー
ション能力及び積極的に夢や目標に向かって取り組む意欲を、書類審査により資質及び人物を重視した個人
の能力を総合的に評価します。

1. 求める学生像
　この「自己ＰＲ方式」では、本学の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）をよく理解し、
これまでの自己の経験を、これからの２年間（本学での学生生活）でどのように活かし発展させてい
けるかを具体的に説明できる意欲ある女子学生を求めます。

2. 試験日程等

エントリー期間 審査結果通知 ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1

出力開始日時

（エントリーはありません） 11月15日（月） 9：00～
11月24日（水）17：00　

11月24日（水）
17：00まで（必着）

11月30日（火）
10：00

試験日 合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

12月4日（土） 12 月 10 日（金）
10：00 12 月 17 日（金） 3 月１日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

3. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集
人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 35※2 本学
基礎学力検査   9：15まで 9：30〜11：00

面接
（個人または集団面接） 11：25まで 11：30〜

※２ 総合型選抜　自己 PR 方式（意欲重視型）Ⅰ期・Ⅱ期
総合型選抜　自己 PR 方式（学習成果型）を合わせて 35 名。

4. 試験科目について
基礎学力検査 　・国語（国語総合※古文・漢文を除きます。）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
・数学（数学Ⅰ） } 3 科目のうち、高得点の 2 科目で

判定します

5. 出願資格
専願制 を選択する場合：

次の（1）～（3）のいずれかに該当し、合格した場合に本学短大部への入学が確約できる者。
（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。
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併願制 を選択する場合：
次の（1）～（3）のいずれかに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

併願制を選択する場合は、他大学を併願することが可能です。

出願時に 専願制 ・ 併願制 のいずれかを選択してください。
なお、入学検定料入金後の区分の変更は一切できません。出願時には十分ご留意ください。

6. 選考方法・配点基準
試験科目の成績により選考します。

試験科目等 配点 満点

基礎学力検査 100
300

面接 200

7. 出願書類
志願票 ・ 調査書 ・ 自己 PR 書  の計３書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。
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一般選抜 一般方式（Ａ日程・Ｂ日程）
選抜・評価方針について：
学力試験にて選抜します。
高等学校卒業程度の学力を評価し、国語・英語または国語・数学にて本学での『学び』に必要となる適性を
評価します。

1. 試験日程等
日程 ネット出願期間・

検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日※2

Ａ日程 1月 5 日（水） 9：00〜
1月18日（火） 17：00　

1月18日（火）の
17：00まで（必着）

1月27日（木）
10：00

1日目　2月1日（火）
2日目　2月2日（水）

Ｂ日程 2月15日（火） 9：00〜
2月28日（月） 17：00　

2月28日（月）の
17：00まで（必着）

3月２日（水）
10：00 3月５日（土）

日程 合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類提出期限
Ａ日程 2月12日（土）10：00 2月18日（金） 3月１日（火）17：00（必着）
Ｂ日程 3月11日（金）10：00 3月17日（木） 3月17日（木）17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

※２ 一般方式Ａ日程の試験日は 1 日目と 2 日目があり、試験日を選択できます（両日への出願も可）。
入学検定料入金後の試験日の変更はできません。

2. 対象学科、募集人員、試験会場

学科
Ａ日程 Ｂ日程

募集
人員 試験会場※ 3 募集

人員 試験会場

経営実務科 25※4 本学・高岡・富山・福井・新潟・長野 より選択 25※4 本学

※３ 試験会場の所在地・案内図等については、41 ページでご確認ください。
※４ A 日程・B 日程・CDP 特待生一般方式と合わせて 25 名。

3. 試験科目・時間
試験科目 配点 満点 入室終了時刻 試験時間（各60分）

選択※ 5

（高得点の1科目）
数学（数学Ⅰ・数学Ａ※6）

100
200

９：15まで ９：30～10：30
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 10：45まで 11：00～12：00

必須 国語（国語総合、国語表現）古文・漢文を除く 100 12：45まで 13：00～14：00

※５ 数学・英語・国語の３科目全てを受験していただいても結構です。数学と英語は試験当日に選択、
受験してください。

※６ 数学Ａの出題については、「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」の３項目より２項目を選択
解答。

また、金沢星稜大学の国際文化学科と併願する場合は以下の時間割となります。

試験科目 入室終了時刻 試験時間（各60分）

必須 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 10：45 まで 11：00 ～ 12：00

必須 国語（国語総合、国語表現）古文・漢文を除く 12：45 まで 13：00 ～ 14：00

必須 英語（記述）（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 14：15 まで 14：30 ～ 15：30

※詳細は金沢星稜大学の学生募集要項でご確認ください。
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4. 出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

5. 選考方法
試験科目の総合点により選考します。
国語は必須。数学、英語のうち高得点の 1 科目。

6. 出願書類
全学科共通： 志願票 ・ 調査書 の計２書類
指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

同時に複数の選抜区分に出願する場合、これらの書類は各 1 部のみで出願できます。

7.「家賃・遠距離通学費支援制度」について 
【対象者】
本学が指定する地域出身者で、一般選抜 一般方式【A 日程】に合格し、支援対象候補となり入学した方。

【指定する地域】
（1）石川県外地域
（2）石川県内の能登・加賀地区（金沢市・かほく市・内灘町・津幡町・白山市・野々市市・川北町・

能美市以外の地域）。
※ただし、白山市の河内、吉野谷、鳥越、尾口、白峰の 5 地域は、対象地域となります。

【支援内容】
一人暮らしに必要な家賃または自宅からの通学費（年額 240,000 円以内　※通学費は月額 20,000 円
を上限とする実費）。

【給付期間】
入学初年度のみ。

【対象人数】
10 名程度。
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一般選抜 CDP特待生一般方式
選抜・評価方針について：
学力試験にて選抜します。
高等学校卒業程度の学力を評価し、国語・英語・数学にて本学での『学び』に必要となる適性を評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日※2

1月 5 日（水） 9：00〜
1月18日（火） 17：00　

1月18日（火）の
17：00まで（必着）

1月27日（木）
10：00

1日目　2月1日（火）
2日目　2月2日（水）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類
提出期限

2月12日（土）
10：00 2月18日（金） 3月1日（火）

17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参し
てください。

※２ CDP 特待生一般方式は 1 日目と 2 日目があり、試験日を選択できます（両日への出願も可）。
同日の一般選抜 一般方式（A 日程）を併願として扱い、自動的に２つの受験番号を付しますが、入
学検定料は 15,000 円のみです。
入学検定料入金後の試験日の変更はできません。

2. 対象学科、募集人員、試験会場

学科 募集
人員 試験会場※ 3

経営実務科 25※4 本学・高岡・富山・福井・新潟・長野 より選択

※３ 試験会場の所在地・案内図等については、41 ページでご確認ください。
※４ 一般選抜 一般方式（A 日程・B 日程）と合わせて 25 名。

3. 試験科目・時間
試験科目 配点 満点 入室終了時刻 試験時間（各 60 分）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ※5） 100

300

９：15まで ９：30～10：30

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 100 10：45まで 11：00～12：00

国語（国語総合、国語表現）古文・漢文を除く 100 12：45まで 13：00～14：00

※５ 数学Ａの出題については、「場合の数と確率」「整数の性質」「図形の性質」の３項目より２項目を選
択解答。

また、金沢星稜大学の国際文化学科と併願する場合は以下の時間割となります。

試験科目 入室終了時刻 試験時間（各 60 分）

数学（数学Ⅰ・数学Ａ※5） ９：15まで ９：30～10：30

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 10：45まで 11：00～12：00

国語（国語総合、国語表現）古文・漢文を除く 12：45まで 13：00～14：00

英語（記述）（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ） 14：15まで 14：30～15：30

※ 詳細は金沢星稜大学の学生募集要項でご確認ください。
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４. 趣旨及び概要
ＣＤＰ（キャリア・ディベロップメント・プログラム）とは、公務員採用試験の合格を目指す学生の
ための、本学独自のプログラムです。
この選抜での合格者は CDP 公務員を受講することを条件に、特待生として１年次前期の授業料を合格
区分に合わせて減免します。（ＣＤＰの受講料は不要です。）
◎合格区分　　全額免除合格　　　半額免除合格

（注１）１年次後期については、同一学年のＣＤＰ受講者の中より、それまでのＣＤＰ講座の成績によ
り改めて特待生を選考します。
２年次の特待生選抜は実施せず、ＣＤＰ受講中の者で本学が指定する公務員採用試験に合格し
採用内定通知を受け卒業後の進路が決定した者に、受験年度の授業料を全額返還いたします。

（注２）短大卒対象の公務員試験の中には、出願資格として年齢の上限が定められている場合がありま
すのでご注意ください。各試験の出願資格については、各団体の公式ホームページで確認して
ください。

5. 出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

6. 選考方法
受験した試験科目の総合点により選考します。

7. 出願書類
全学科共通： 志願票 ・ 調査書 の計２書類
指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。出願書類の詳細は 32 ペー
ジを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。

同時に複数の選抜区分に出願する場合、これらの書類は各 1 部のみで出願できます。
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一般選抜 大学入学共通テスト利用方式（Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程・D 日程）
選抜・評価方針について：
大学入学共通テストの成績により選抜します。
高等学校卒業程度の学力を評価し、本学での『学び』に必要となる適性を評価します。

1. 日程・募集人員等

日程 募集
人員

ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1

出力開始日時 合格発表日時

Ａ日程

15 ※ 2

1月 5 日（水） 9：00〜
1月18日（火） 17：00　

1月18日（火）の
17：00まで（必着）

1月27日（木）
10：00

2月12日（土）
10：00

Ｂ日程 2月15日（火） 9：00〜
2月28日（月） 17：00　

2月28日（月）の
17：00まで（必着）

3月 2 日（水）
10：00

3月11日（金）
10：00

Ｃ日程 3月１日（火） 9：00〜
3月17日（木） 17：00　

3月17日（木）の
17：00まで（必着）

3月18日（金）
10：00

3月25日（金）
17：00

D日程 3月18日（金） 9：00〜
3月24日（木） 17：00　

3月24日（木）の
17：00まで（必着）

3月25日（金）
10：00

3月26日（土）
電話にて連絡

（合格者のみ）

日程 入学金納入期限 入学手続書類提出期限
Ａ日程 2月18日（金） 3月１日（火）17：00（必着）
Ｂ日程 3月17日（木） 3月17日（木）17：00（必着）
Ｃ日程 3月31日（木） 3月31日（木）17：00（必着）
D日程 3月31日（木） 3月31日（木）17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力します。（A4サイズ、カラー印刷）受験番号が記さ
れますので、合格発表までに出力し合否を確認してください（本学独自の個別学力検査は行いません）。
※２ 大学入学共通テスト利用 CDP 特待生方式（A・B・C・D 日程）と合わせて 15 名。

2. 出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当し、2022 年度大学入学共通テストにおいて、本学が指定する教科・
科目を受験する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

3. 選考方法
本学が指定した教科・科目の総合点により選考します。
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4. 本学が指定する教科・科目
2021 年度以前の大学入学共通テストの得点を利用することはできません。

教科 科目 配点 満点

国 語 「国語」（近代以降の文章） 100

200

外 国 語 「英語」（リスニング含む）※3

受験した科
目の中から
高 得 点 の
1科目

100
数 学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」

「簿記・会計」「情報関係基礎」
地 理
歴 史

「世界史 A」「世界史 B」「日本史 A」「日本史 B」「地理 A」
「地理 B」

公 民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理 , 政治・経済」

※３　「英語」の得点は 100 点に換算します。

5. 出願書類
全学科共通： 志願票 ・ 調査書 の計２書類
志願票に 2022 年度の『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）』を必ず貼り
付けてください。
指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。
出願書類の詳細は 32 ページを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された
宛名用紙を使用してください。

同時に複数の選抜区分に出願する場合、これらの書類は各 1 部のみで出願できます。
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一般選抜　大学入学共通テスト利用 CDP 特待生方式（Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程・D 日程）
選抜・評価方針について：
大学入学共通テストの成績により選抜します。
高等学校卒業程度の学力を評価し、本学での『学び』に必要となる適性を評価します。

1. 日程・募集人員等

日程 募集
人員

ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1

出力開始日時 合格発表日時

Ａ日程

15 ※ 2

1月 5 日（水） 9：00〜
1月18日（火） 17：00　

1月18日（火）の
17：00まで（必着）

1月27日（木）
10：00

2月12日（土）
10：00

Ｂ日程 2月15日（火） 9：00〜
2月28日（月） 17：00　

2月28日（月）の
17：00まで（必着）

3月 2 日（水）
10：00

3月11日（金）
10：00

Ｃ日程 3月１日（火） 9：00〜
3月17日（木） 17：00　

3月17日（木）の
17：00まで（必着）

3月18日（金）
10：00

3月25日（金）
17：00

D日程 3月18日（金） 9：00〜
3月24日（木） 17：00　

3月24日（木）の
17：00まで（必着）

3月25日（金）
10：00

3月26日（土）
電話にて連絡

（合格者のみ）

日程 入学金納入期限 入学手続書類提出期限
Ａ日程 2月18日（金） 3月１日（火）17：00（必着）
Ｂ日程 3月17日（木） 3月17日（木）17：00（必着）
Ｃ日程 3月31日（木） 3月31日（木）17：00（必着）
D日程 3月31日（木） 3月31日（木）17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力します。（A4サイズ、カラー印刷）受験番号が記さ
れますので、合格発表までに出力し合否を確認してください（本学独自の個別学力検査は行いません）。
同日程の大学入学共通テスト利用方式を併願として扱い、自動的に２つの受験番号を付しますが、入
学検定料は15,000円のみです。

※２ 大学入学共通テスト利用方式（A・B・C・D 日程）と合わせて 15 名。

2. 趣旨及び概要
ＣＤＰ（キャリア・ディベロップメント・プログラム）とは、公務員採用試験の合格を目指す学生の
ための、本学独自のプログラムです。
この選抜での合格者は CDP 公務員を受講することを条件に、特待生として１年次前期の授業料を合格
区分に合わせて減免します。（ＣＤＰの受講料は不要です。）
◎合格区分　　全額免除合格　　　半額免除合格

（注１）１年次後期については、同一学年のＣＤＰ受講者の中より、それまでのＣＤＰ講座の成績によ
り改めて特待生を選考します。
２年次の特待生選抜は実施せず、ＣＤＰ受講中の者で本学が指定する公務員採用試験に合格し
採用内定通知を受け卒業後の進路が決定した者に、受験年度の授業料を全額返還いたします。

（注２）短大卒対象の公務員試験の中には、出願資格として年齢の上限が定められている場合がありま
すのでご注意ください。各試験の出願資格については、各団体の公式ホームページで確認して
ください。
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3. 出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当し、2022 年度大学入学共通テストにおいて、本学が指定する教科・
科目を受験する者。

（1）高等学校（中等教育学校を含む、以下同様）を卒業した者及び 2022 年 3 月に卒業見込みの者。
（2）通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月に修了見込みの者。
（3）文部科学大臣の定めるところにより、上記（1）または（2）と同等以上の学力があると認められ

た者または 2022 年 3 月までにこれに該当する見込みの者。

4. 選考方法
本学が指定した教科・科目の総合点により選考します。

5. 本学が指定する教科・科目
2021 年度以前の大学入学共通テストの得点を利用することはできません。

教科 科目 配点 満点

国 語 「国語」（近代以降の文章） 100

400

外 国 語 「英語」（リスニング含む）※3 100

数 学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」
「簿記・会計」「情報関係基礎」

高得点の
1科目 100

地 理
歴 史

「世界史 A」「世界史 B」「日本史 A」「日本史 B」「地理 A」
「地理 B」 高得点の

1科目 100
公 民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理 , 政治・経済」

※３　「英語」の得点は 100 点に換算します。

6. 出願書類
全学科共通： 志願票 ・ 調査書 の計２書類
志願票に 2022 年度の『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）』を必ず貼り
付けてください。
指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。
出願書類の詳細は 32 ページを参照してください。郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された
宛名用紙を使用してください。

同時に複数の選抜区分に出願する場合、これらの書類は各 1 部のみで出願できます。
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社会人選抜
選抜・評価方針について：
本学が指定する出願資格を有する者を対象とし、小論文及び面接にて選抜します。
小論文と面接では、本学での『学び』に必要となる知識の修得、論理的な思考力・表現力・コミュニケーショ
ン能力及び主体的に課題に取り組む意欲を有しているかを総合的に評価します。

1. 試験日程等
ネット出願期間・
検定料納入期間 出願書類提出締切 受験票※1出力開始日時 試験日

2月15日（火） 9：00〜
2月28日（月） 17：00　

2月28日（月）の
17：00まで（必着）

3月２日（水）
10：00 3月５日（土）

合格発表日時 入学金納入期限 入学手続書類提出期限

  3月11日（金）  10：00　 3月17日（木） 3月17日（木）17：00（必着）

※１ 受験票は、ネット出願システムから自身で出力し（A4サイズ、カラー印刷）し、試験当日に必ず持参
してください。

2. 対象学科、募集人員、試験会場、試験科目・試験時間

学科 募集人員 試験会場 試験科目 入室終了時刻 試験時間

経営実務科 若干名 本学
小論文 12：45 13：00～14：00

面接 14：15 14：30～

3. 出願資格
高等学校を卒業後３年以上経過した者、または満２１歳以上で大学入学資格を有する者。

4. 選考方法・配点基準
小論文ならびに面接の総合評価により選考します。

試験科目等 配点 満点

小論文 100
150

面接 50

5. 出願書類
志願票 ・ 調査書 ・ 志望理由書 の計 3 書類

指定の書類を一括し、所定の期日までに本学入学課へ提出してください。各書類の詳細は、32 ページ
を参照してください。
郵送の場合、ネット出願のサイトより出力された宛名用紙を使用してください。
※調査書について、保存期間の経過等の事情により得られない場合は、卒業証明書を提出してください。
　また、高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は、合格（見込）成績証明書を提出してください。
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参考資料 2016 ～ 2021 年度 特待生入学者選抜結果

注：倍率は、受験者／合格者

一般選抜 CDP特待生一般方式（旧「CDP特待生一般入試」　～2020年度まで）
一般選抜 大学入学共通テスト利用CDP特待生方式（旧「センター利用CDP特待生入試」　～2020年度まで）
一般選抜 大学入学共通テスト利用CDP特待生方式 D日程　2021年度より追加

選抜区分
学部・学科 短期大学部

年　度 2016 2017 2018 2019 2020 2021

一般選抜
CDP特待生一般方式

志願 41 23 18 18 15

合格 9 6 5 14 12

倍率 4.6 3.8 3.6 1.3 1.3

全額免除得点率 62% 61% 75% 84% 75%

半額免除得点率 57% 55% 70% 75% 65%

一般選抜
大学入学共通テスト利用

CDP特待生方式
A日程

志願 26 28 18 13 16 8

合格 17 8 5 3 8 4

倍率 1.5 3.5 3.6 4.3 2.0 2.0 

全額免除得点率 60% 62% 62% 65% 70% 65%

半額免除得点率 55% 60% 57% 60% 60% 60%

一般選抜
大学入学共通テスト利用

CDP特待生方式
B日程

志願 2 9 3

志願なし

2 2

合格 2 4 1 0 1

倍率 1.0 2.3 3 ー 2.0 

全額免除得点率 60% 65% 65% 70% 65%

半額免除得点率 55% 60% 60% 60% 60%

一般選抜
大学入学共通テスト利用

CDP特待生方式
C日程

志願 1 2

志願なし 志願なし

2

志願なし

合格 1 1 1

倍率 1.0 2.0 2.0

全額免除得点率 60% 65% 70%

半額免除得点率 55% 60% 60%

一般選抜
大学入学共通テスト利用

CDP特待生方式
D日程

志願

ー ー ー ー ー

1

合格 0

倍率 －

全額免除得点率 65%

半額免除得点率 60%
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ネット出願について
１．本学 Web サイトへアクセス

志願票以外の出願書類の様式は、「本学の Web サイト」からダウンロードできます。ネット出願のサ
イト内からはダウンロードできませんのでご注意ください。

２．『ネット出願』のバナーをクリックし、ネット出願のサイトへ
（ここから先のサイトは、( 株 ) ディスコが運営するサイトとなります）
【インターネット出願登録サイト】URL：https://e-apply.jp/e/ksu/
メールの受信制限をかけている場合、ドメイン名「@seiryo-u.ac.jp」および「@e-apply.jp」の２種
類が受信できるよう設定してください。

３．出願サイトの「出願手続きを行う」を選択。出願を希望する選抜区分等を選択し、
個人情報等を入力（選抜区分によっては指定のパスワードが必要となります）。
顔写真の取込を行いますので、証明写真ボックスや写真館・高校で撮影した画像データ（jpg 形式）を
準備してください（撮影の見本を出願サイト内に掲載しております）。スマホ等から PC へ画像を取り
込む場合、USB ケーブルで接続または、スマホから PC へメール機能にて画像を送信するなどしてく
ださい。ここで登録した顔写真は、受験票や入学者の学生証作成にも使用します。（自撮りしたもの、
証明写真を撮影したもの、不鮮明なものは不可とします。）

４．出願情報入力。入学検定料支払い方法を選択。
入力した情報を確定（登録）する前に、確認画面にて入力内容を十分確認してください。登録すると、
登録したアドレス宛てにメールが届きます。登録後に誤りに気付いたときは、入学検定料を支払わずに、
再度登録を行ってください（その場合、先に登録したデータは入学検定料の支払期限が過ぎると自動
的にキャンセルされます）。

◇登録を済ませると、入学検定料支払いに関する案内が登録したメールアドレス宛てに届きます。
◇入学検定料支払い後、選抜区分等の変更はできませんが、個人情報の入力ミスがあった場合は本学

までご連絡ください。

12桁の受付番号を、忘れないよう転記してください。出願情報の確認および出願書類の出力の際に必要となります。

５．入学検定料の支払い
選抜区分 入学検定料 入学検定料減額制度

学校推薦型選抜 15,000
適用なし

総合型選抜　 15,000
一般選抜 一般方式（CDP特待生方式含む） 15,000

適用なし
大学入学共通テスト利用方式（CDP特待生方式含む） 15,000
その他の選抜 15,000 適用なし

◇入学検定料は、１出願 15,000 円です。併願する場合、それぞれの入学検定料が必要です。
◇支払方法は、ネット出願のサイトにて選択してください。主にコンビニでの支払いか、クレジット

カードでの支払いとなります。（支払いが可能なコンビニや使用できるクレジットカードの種類は、
31 ページで確認してください。）

◇コンビニでの支払いの場合、支払いに必要となる番号（払込票番号・オンライン決済番号・お客様
番号など）を印刷するなどして必ず控えてください。この番号がないと入学検定料の支払いができ
ません。

　※ 12 桁の受付番号とは別のものです。混同しないようご注意ください。
◇クレジットカードを用いて決済する場合は、事前にカードを準備してください。カードの名義人は

志願者本人でなくても構いません。カード情報の入力ミスがないか十分確認してください。カード
審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせください。

◇支払時には払い込み手数料が別途かかります。（手数料は、支払い方法および支払額により異なります。）
◇入学検定料支払い後、支払完了案内が登録したメールアドレスに届きます。
◇入学検定料支払い後の入学者選抜区分および受験する学科の変更はできません。
◇お支払い済みの入学検定料は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。
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入学検定料の支払いについて

セブン-イレブン

店頭レジ

レジで
「インターネット代
金支払い」と伝える

「払込票番号（13
桁）」を伝える

デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストアー

店頭レジ

「オンライン決済
番号（11桁）」を
伝える

レジで
「オンライン決済」

と伝える

ローソン
ミニストップ

Loppi

「各種番号をお持
ちの方」を選択

「お客様番号（11
桁）」を入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

ファミリーマート

ファミポート

「代金支払い」
を選択

「各種代金お支払
い」（マルチペイ
メントサービス）

を選択

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号（11
桁）」入力

支払い内容確認

セイコーマート

クラブ ステーション

支払い内容確認

「インターネット受
付各種代金お支払
い」を選択

「オンライン決済番
号（11桁）」を入力

Pay-easy
利用ATM

ペイジー対応銀行ATM

支払い内容確認

「税金・料金払い
込み」などを選択

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号（11
桁）」入力

収納機関番号
「58021」
を入力

クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

コンビニエンスストアでの支払い ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

出願登録内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、コンビ
ニエンスストアでお支払いください。

出願登録内容の登録後に表示されるお支払
いに必要な番号を控えて、ペイジー対応銀行
ATMにて画面の指示に従って操作のうえお
支払いください。

ネットバンキングでの支払い
出願登録内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融機関の
ページへ遷移しますので、画面の指示に従って操作し、お支払い
ください。

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

レジで検定料を現金で支払う※ 発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

ご利用明細書を
必ず受け取る

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

銀行ATM

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

「支払いに必要な番号」がないと支払いできません

※入学検定料の他に払込手数料がかかります。

Famiポート

クラブ
ステーション

Loppi

６．志願票の印刷
支払い手続き完了後、志願票の出力が可能となります。「カラー印刷」「カラー印刷」で出力してください。志願票は、
Ａ４サイズの用紙で出力されます。また、郵送時の封筒の表紙となる「出願用宛名用紙」も合わせて
出力されます。
出願書類の出力には、『受付番号（数字 12 桁）・生年月日・メールアドレス』が必要です。

【インターネット出願書類出力サイト】https://e-apply.jp/n/ksu/login
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出願書類の提出・受験票の出力について
１．出願書類の提出

本学入学課へ定められた期日までに提出してください。郵送の場合はすべて必着日となっていますの
でご注意ください。提出締切日時を過ぎた場合は出願が無効となりますので、日に余裕をもって手続
きを行ってください。

出願書類について

志願票 ネット出願情報入力・検定料入金完了後に出力しなければならない帳票。
ネット出願のサイトより、自身での出力が必要です。顔写真入りですので「カラー印刷」「カラー印刷」してください。

推薦書 高等学校長が出願３ヶ月以内に作成し厳封したもの。
高等学校に作成を依頼してください。様式は本学 Web サイトよりダウンロードしてください。

調査書
文部科学省指定の様式により、高等学校長が出願３ヶ月以内に作成し厳封した
もの。
高等学校に発行を依頼してください。高卒認定合格者は、「合格（見込み）成績証明書」を提出してください。

有資格証明書
高等学校長が出願３ヶ月以内に作成し厳封したもの。
高等学校に作成を依頼してください。
様式は本学 Web サイトよりダウンロードしてください。（PDF ファイル）

志望理由書 自身が手書きで作成。
様式は本学 Web サイトよりダウンロードしてください。（PDF ファイル）

自己 PR 書 自身が手書きで作成。
様式は本学 Web サイトよりダウンロードしてください。（PDF ファイル）

提出が必要な出願書類は選抜区分によって異なります。各選抜の該当ページで確認してください。

高等学校の先生方へ
調査書以外の様式は、本学の Web サイトよりダウンロードしての作成をお願いいたします。
ファイルは PDF と Word または Excel での提供となります。
有資格証明書は、学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式の簿記資格等の証明にのみ提出が必
要となります。根拠書類の提出は求めませんが、学校長印にて証明をお願いいたします。

出願書類の提出方法
郵送の場合　　市販の角２サイズの封筒に封入し、封筒の表に「出願用宛名用紙」（志願票の印刷時に出力

されるもの）を貼り付け、書留速達 で送付してください。郵便ポストへの投函はできません。
内容物の量によって料金が異なりますので、必ず郵便局窓口で手続きを行ってください。

持参する場合　取扱日　　月～金曜日（土日祝日を除く）9：00 ～ 17：00
受付場所　金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部 入学課（稲置記念館 (B 館 )３階大学・
短大部事務局内）

２．受験票の出力
出願完了後、各選抜区分のページに記載されている受験票出力開始日から受験票の出力が可能となり
ます。『出願内容の確認／入学願書の印刷』よりログインし、試験日前日までに必ず出力してください。
Ａ４サイズの用紙に、受験番号が付された受験票（顔写真入り）が出力されます。「カラー印刷」「カラー印刷」して
ください。
受験票は、試験当日忘れないよう必ず持参してください。

個人情報の取扱について
　本学では、氏名・住所・電話番号等の個人情報は、「学校法人稲置学園個人情報の保護に関する規程」
に基づき、厳重に管理します。
　個人情報保護の観点により、受験番号・受付番号等の出願登録情報のお問合せには一切応じません。
予めご了承ください。
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受験上の注意
１．受験票は必ず持参し、指定された席の机上に置いてください。
２．受験票を紛失または当日忘れた場合は、直ちに試験実施本部（本学会場：入学課、地方試験場：試験

実施本部）へ来てください。
３．入室終了時刻までに指定された試験室（面接控室）に入室し、受験番号の席に着席してください。
４．携帯電話等は電源を切り、かばんにしまってください。
５．試験当日、公共交通機関の遅延により入室終了時刻に間に合わない場合は、

入学課（TEL.076-253-3922）に連絡してください。また、その場合「遅延証明書」の提出を求める
ことがあります。遅延の際は、駅係員へお問い合わせください。

６．身体に障がいがある等、合理的配慮が必要となる場合には、事前に入学課へご相談ください。

【基礎学力検査 • 学力試験】
○　机上には、筆記用具以外のものを置かないでください。辞書機能を持つ時計の持ち込みはできません。
○　試験開始後入室限度までに入室しない場合は受験できません。

学校推薦型選抜・総合型選抜
一般選抜・社会人選抜 試験開始後 20 分以内

○　試験室では、監督者や係員の指示に従ってください。
○　試験時間中の退室は、原則認めません。
○　不正行為者には退場を命じ、試験を無効とします。

【面接】
○　入室終了時刻に遅刻した場合は、受験できません。
○　面接控室では、監督者や係員の指示に従ってください。
○　志願者数により、個人または集団面接となりますが、試験当日まで発表いたしません。

【感染症への対応】
　試験当日、「学校保健安全法」で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・はしか等）にかかり、
治癒していない場合は、他の受験者や監督者等への感染のおそれがありますので、試験当日の受験をお断
りいたします。
　なお、【学校推薦型選抜 公募制方式】においては、志願者からの申し出があった場合、申し出の内容次
第で追試を検討することがあります。

【不測の事態への対応】
　不測の事態等により、所定の日程に試験や合格発表を実施することが困難であると本学が判断した場合、
中止や延期等の対応措置を取ることがあります。ただし、このことに伴う受験者の個人的損害について、
本学は責任を負いません。
　なお、不測の事態が発生した際は、対応措置について本学 Web サイトで告知します。

合格発表について
･ 合否照会専用のサイト（合否結果通知画面）にて合否結果を確認することができます。

合格者は、入学手続きに関する案内を専用サイト上で確認してください。
必要に応じて、各自で案内をダウンロードまたは印刷してください。

･ 高等学校宛に合否結果一覧を発送します。受験者本人へは発送いたしません。
･ 合否についての電話などによる問い合わせには一切応じません。
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入学手続きについて
以下の手続きを期限までに完了させた者について、入学を認めます。

項目 期限

①入学金（120,000 円）の納入
選抜区分によって異なります。該当のページで確認してください。

②入学手続き書類の提出
①『入学金の納入』と ②『入学手続き書類の提出』をもって、入学手続きが完了します。
※入学金の納入のみでは、入学手続きの完了とはなりませんので、十分ご留意ください。

一般選抜 一般方式の成績開示について（不合格者のみ）

受験者本人からの請求に基づき、一般選抜 一般方式における試験成績を次のとおり開示します。
（代理人による申請は不可）

■成績開示対象者
「2022 年度一般選抜 一般方式」を受験し、不合格となった受験者本人

■請求期間
2022 年 4 月 11 日（月）～ 4 月 22 日（金）　＜必着＞

市販の封筒の表面に 「2022 年度入学者選抜成績開示申請」と朱書のうえ、下記の申請書類を封入し、
簡易書留で郵送してください。

■申請書類
１.　成績開示申請書（請求期間中に本学ホームページよりダウンロードください。）
２.　受験票の写し
３.　申請者本人であることを証明する書類の写し

学生証・パスポート・運転免許証・健康保険証　等
４.　返信先住所・氏名を明記した長形 3 号封筒（簡易書留（定形）404 円分の切手貼付）

またはレターパック（レターパックライトは不可）

■注意事項
１.　成績開示は 2022 年度実施の「一般選抜 一般方式」に限ります。その他の選抜区分及び過年度に

実施された入学者選抜は開示対象外です。
２.　複数の併願受験があり、そのうち合格となった区分が一つでもある場合は、成績開示の対象とは

なりません。
３.　請求期間外の申請は一切受け付けません。
４.　申請書類に不備のあるものは受け付けません。
５.　返信用切手が貼付されていない場合や、金額が不足する場合は成績開示の通知を送付できません

ので注意してください。
６.　郵送事故（紛失、情報の漏洩等）によって生じたいかなる損害についても、本学は一切の責任を

負いません。
７.　入学課窓口での直接の受付けはいたしません。
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Ｑ＆Ａ
よく寄せられる質問とその回答です。

出願期間前
Ｑ．　学校推薦型選抜 公募制方式で、複数併願することは可能ですか？
Ａ．　高等学校側が、複数の選抜区分や学科に推薦可能と判断した場合は併願することができます（専願制の入

試とは併願できません）。併願の場合、それぞれに入学検定料が必要ですが、出願書類は一組のみで結構
です。

〔金沢星稜大学と併願する際の注意点　※いずれも女子限定〕
　　･ 普通科に在籍する受験生は、大学の公募制方式（専門学科・総合学科）との併願はできません。
　　･ 専門教育を主とする学科（商業・工業等の学科）ならびに総合学科に在籍している受験生は、大学

の公募制方式と短大部の公募制方式（一般）および公募制方式（専門学科・総合学科）を併願する
ことができます。

なお、自動併願となる選抜方式については、検定料は二重・三重にはかかりません。
〔自動併願となる入学者選抜〕

短大部：簿記検定特待生方式（全商１級）・・・公募制方式が自動併願となります。
簿記検定特待生方式（日商２級）・・・簿記検定特待生方式（全商１級）と公募制方式が

自動併願となります。

出願期間前
Ｑ．　ＣＤＰを受講したいのですが、ＣＤＰ特待生方式で合格しないと受講できないのでしょうか？
Ａ．　ＣＤＰは、どんな選抜区分を経て入学した学生でも受講できます。

特待生方式の合格者（短大部）は、１年次前期の特待が保証されています。短大部は１年次後期より
全てのＣＤＰ受講生を対象として特待生を再選考します。
ＣＤＰは短大部の正規授業科目として開講されており、短大部の学生の受講には費用はかかりません。

（大学の学生が受講する場合、受講料が必要となります。）

出願受付期間
Ｑ．　大学（短大部）と併願しています。推薦書や調査書はそれぞれ 2 部必要ですか？
Ａ．　大学（短大部）との併願の場合、共通する出願書類（志願票、推薦書、調査書）は各 1 部のみで

出願できます（※ 1 通の封筒に複数の志願票を同封した場合に限る）。別々の封筒で送付する場合
はそれぞれ必要になります。

出願受付期間
Ｑ．　いまコンビニの端末前にいます。どう操作したらよいかわからないのですが・・・
Ａ．　学生募集要項の30・31 ページ『入学検定料の支払い』に沿って支払いを行ってください。コンビ

ニによって支払い方法が違いますが、ネット出願時に示された番号がないと払い込むことはできません。
〔この問い合わせは、保護者の方からよく寄せられます。コンビニでの支払いの際は、学生募集要項を
持参されることをお奨めします。〕

試験日直前
Ｑ．　試験日の数日前にインフルエンザにかかってしまったのですが、現在熱は下がりました。試験を受

けてもいいでしょうか？
Ａ．　こちらでは判断できません。医師の判断に従ってください。
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入学手続き後
Ｑ．　入学手続書類提出締切日より後に高校の卒業式があります。卒業式が終わるまで卒業証明書が発行

されないのですが、どうしたらいいですか？
Ａ．　何も届かない場合、入学の意志無しとみなされますので、卒業証明書以外の必要書類を期限までに

送ってください。また、「卒業証明書は○月○日に送付予定」とのメモ書きを同封してください。
なお、卒業証明書のコピーは認めません。必ず発行された原本を提出してください。

入学手続き後
Ｑ．　他大学も受験しています。他大学に合格した場合は、入学を辞退したいのですが。
Ａ．　本学の入学手続（入学金の納付と入学手続書類の提出）が完了後の辞退については、それが決定次

第、『入学辞退届』を速やかに提出ください。3 月 31 日（木）17：00 を提出締切日時とします。
　　　〔専願制の選抜区分に合格した方は、入学を辞退することはできません。〕

※なお、入学辞退された場合、理由の如何にかかわらず、一旦納入された入学金の返還はでき
ませんので予めご了承ください。

入学手続き後
Ｑ．　授業料の納入はいつ頃ですか。
Ａ．　入学手続き完了後（入学後）の納入となります。

授業料の納入については、入学後の４月上旬にご案内します。
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〔納付金ほか〕
入学金・授業料等について

入学金の納入期限は選抜区分ごとの指定日です。授業料等の納入については、入学後にご案内します。
実習に必要な費用が生じた場合は、実習費を徴収することがあります。

費 目
１　年　次 ２　年　次

入学手続時 前　期 後　期 前　期 後　期

学
　
費

入 学 金 120,000
授 業 料 315,000 315,000 315,000 315,000
教 育 充 実 費 165,000 165,000 165,000 165,000
稲友会（保護者会）費 22,500 22,500
同 窓 会 終 身 会 費 10,000

入学前学習について
入学前学習について
学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式での合格者を対象に「入学前学習」を実施します。
入学後の学習にスムーズに入れるよう、これまでの学習の復習も兼ねて取り組んでいただきます。
対象者には 12 月中にこの案内を行います。

入学金の軽減について
金沢星稜大学女子短期大学部の教育を継続的に支持する保護者の経済的負担を考慮することを目的とし、
金沢星稜大学女子短期大学部に入学した次の者に対して、入学金を軽減します。

〔対象者〕
　① 入学者の保護者が金沢星稜大学女子短期大学部または星稜女子短期大学を卒業
　② 姉妹が金沢星稜大学女子短期大学部または星稜女子短期大学を卒業
　③ 姉妹が金沢星稜大学女子短期大学部に在籍
　④ 姉妹が金沢星稜大学女子短期大学部に同時に入学した場合の二人目以降

〔軽減金額〕
　入学金 120,000 円の半額（60,000 円）

〔申請ならびに返還方法〕
　入学後、所定の様式で申請後、指定された預金口座に振り込み。

金沢星稜大学への編入学制度のご案内
金沢星稜大学女子短期大学部を卒業見込みの者は、金沢星稜大学（四年制）の以下の編入学選抜を受験で
きる制度があります（2021 年度現在）。
・併設校編入学選抜

（単位：円）
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試験会場案内図

本 学 会 場  …裏表紙をご覧ください。

学校推薦型選抜（公募制方式）

富
山
会
場

「とやま自遊館」
〒930-0805　
富山県富山市湊入船町9-1
Tel 076-444-2100　
Fax 076-444-5541

開場時間 8:30〜

　

JR富山駅
電鉄富山駅・エスタ前電鉄富山駅・エスタ前

インテック本社前インテック本社前

奥田中学校前奥田中学校前

地鉄ビル前地鉄ビル前

新富町新富町
電気ビル前電気ビル前

富山県立雄峰高校富山県立雄峰高校

富山県美術館富山県美術館

富山市総合体育館富山市総合体育館

富岩運河
環水公園
富岩運河
環水公園

とやま自遊館

福
井
会
場

「福井商工会議所ビル」
〒918-8580　
福井県福井市西木田２-８-１
Tel 0776-33-8251　
Fax 0776-33-8260

開場時間 8:30〜

　
JR福井駅

福井県庁福井県庁

福井駅前福井駅前

福井地方裁判所福井地方裁判所

商工会議所前商工会議所前

赤十字前赤十字前

足羽山公園口足羽山公園口

仁愛女子
高校
仁愛女子
高校

福井商工会議所ビル

相生相生

豊島豊島

久保町久保町

九十九橋北九十九橋北

山奥町山奥町



納
付
金
ほ
か

41

一般選抜 一般方式 A日程

高
岡
会
場

「高岡商工会議所」
〒933-8567　
富山県高岡市丸の内1-40
Tel 0766-23-5000　
Fax 0766-22-6792

開場時間 8:30〜

　
JR高岡駅

片原町片原町

坂下町坂下町

救急医療
センター前
救急医療
センター前

広小路広小路

高岡古城公園高岡古城公園

高岡商工会議所

高岡市立川原小学校高岡市立川原小学校

富山県立高岡西高校富山県立高岡西高校

高岡市立博労小学校高岡市立博労小学校

「とやま自遊館」
〒930-0805　
富山県富山市湊入船町9-1
Tel 076-444-2100　
Fax 076-444-5541

開場時間 8:30〜

　

JR富山駅
電鉄富山駅・エスタ前電鉄富山駅・エスタ前

インテック本社前インテック本社前

奥田中学校前奥田中学校前

地鉄ビル前地鉄ビル前

新富町新富町
電気ビル前電気ビル前

富山県立雄峰高校富山県立雄峰高校

富山県美術館富山県美術館

富山市総合体育館富山市総合体育館

富岩運河
環水公園
富岩運河
環水公園

とやま自遊館

福
井
会
場

「フェニックスプラザ」
〒910-0018　
福井県福井市田原1-13-6
Tel 0776-20-5060　
Fax 0776-20-5066

開場時間 8:30〜

　

J
R
福
井
駅

福井駅前福井駅前

市役所前駅市役所前駅

仁愛女子
高校駅
仁愛女子
高校駅

田原町駅田原町駅

福井県庁福井県庁

福井市役所福井市役所

福井市立
明道中学校
福井市立
明道中学校

福井大学福井大学

北陸高校北陸高校

福井市
文化会館
福井市
文化会館

西公園西公園

フェニックス・プラザ

新
潟
会
場

「ホテルサンルート新潟」
〒950-0087　
新潟県新潟市中央区東大通1-11-25
Tel 025-246-6161　
Fax 025-246-6160

開場時間 8:30〜

　

JR新潟
駅

新潟保健医療専門学校新潟保健医療専門学校

ドーミーイン新潟ドーミーイン新潟

ファミリーマートファミリーマート

ローソンローソン
ローソンローソン

セブンイレブンセブンイレブン

セブンイレブンセブンイレブン
新潟伊勢丹新潟伊勢丹

萬代橋萬代橋

信濃川信濃川

ホテルサンルート新潟

長
野
会
場

「ホテルメトロポリタン長野」
〒380-0824　
長野県長野市南石堂町1346
Tel 026-291-7000　
Fax 026-291-7006

開場時間 8:30〜

　

JR長野駅

長野県庁

長野バスターミナル会館

権堂

市役所前

長野電線 長野

善光寺前

信越放送岡田町岡田町

中御所北中御所北
中御所中御所

市役所前駅

ホテルメトロポリタン長野

富
山
会
場

試
験
会
場







学生募集要項
2022年度

経営実務科

■学校推薦型選抜／公募制方式
■総合型選抜／自己PR方式
■一般選抜／一般方式
■一般選抜／大学入学共通テスト利用方式
■社会人選抜


