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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。

※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2022年、1月～4月は2023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。
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出願手続きについて

併願について

出願に際し、まずはこの冊子をお読みください。
本学への出願は、インターネットを用いた WEB サイトで行います。

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。

志願票等の印刷が必要となるため
PC環境での操作を推奨します。

● インターネット環境
● カラープリンター
● メールアドレス
● PDF 閲覧ソフト
● 顔写真データ

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。

出願サイトへアクセス（p28）

出願情報の登録（p28）

入学検定料の納入（p29）

志願票の印刷（p28）

出願書類の提出（p31）

受験票の印刷（p32）

出願完了
!

!

2023 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（2022 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があります。
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 WEB サイトにてお知らせします。

2023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

出願の注意事項

WEB出願の流れ

※出願期間内に出願書類を受付し、不備がなかった場合

※

必要になるもの

併願可
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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

入学者受入れの方針
（アドミッション・ポリシー）

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。明日輝く女性になる！」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。

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。

「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

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

1 2

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

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

3 4
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選抜区分と募集人員・入学者選抜日程

選抜区分 募集人数 出願区分 試験会場 WEB出願期間 試験日 合格発表 詳細

学校推薦型選抜

公募制方式（一般） 30 併願可 本学
富山
福井

11月1日（火）9:00　　11月8日（火）17:00 11月19 日（土） 12 月1日（木）

P06

公募制方式（専門学科・総合学科） 20 併願可 P07

簿記検定特待生方式（日商２級）
5 併願可 本学

P08

簿記検定特待生方式（全商１級） P10

指定校方式 20 専願制 本学 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。

総合型選抜

自己 PR 方式（意欲重視型）

Ⅰ期

35

専願制

本学

10月22日（土） 11月1日（火）

P12

Ⅱ期 12 月3日（土） 12 月9 日（金）

自己 PR 方式（学習成果型）
専願制・併願制 11月1日（火）9:00　　11月8日（火）17:00 11月19 日（土） 12 月1日（木）

P14

CDP特待生 自己 PR 方式 P16

一般選抜

CDP特待生 一般方式

25 併願可

本学・高岡
富山・福井
新潟・長野

1月5日（木）9:00　　1月18日（水）17:00
 1日目2 月1日（水）

または
2日目2 月2日（木）

※両日受験可

2 月12日（日）
P20

一般方式
Ａ日程

P18
Ｂ日程 本学 2 月13日（月）9:00　　2 月28日（火）17:00 3月4日（土） 3月10 日（金）

大学入学共通テスト利用方式

Ａ日程

15 併願可 —

本学独自の
個別

学力検査は
実施しません。

P22
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

P24
Ｂ日程

C日程

D日程

社会人選抜 若干名 併願可 本学 2 月13日（月）9:00　　2 月28日（火）17:00 3月4日（土） 3月10 日（金） P26

合計募集人数 150

募集は女子のみ
経営実務科 150名
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選抜区分 募集人数 出願区分 試験会場 WEB出願期間 試験日 合格発表 詳細

学校推薦型選抜

公募制方式（一般） 30 併願可 本学
富山
福井

11月1日（火）9:00　　11月8日（火）17:00 11月19 日（土） 12 月1日（木）

P06

公募制方式（専門学科・総合学科） 20 併願可 P07

簿記検定特待生方式（日商２級）
5 併願可 本学

P08

簿記検定特待生方式（全商１級） P10

指定校方式 20 専願制 本学 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。

総合型選抜

自己 PR 方式（意欲重視型）

Ⅰ期

35

専願制

本学

10月22日（土） 11月1日（火）

P12

Ⅱ期 12 月3日（土） 12 月9 日（金）

自己 PR 方式（学習成果型）
専願制・併願制 11月1日（火）9:00　　11月8日（火）17:00 11月19 日（土） 12 月1日（木）

P14

CDP特待生 自己 PR 方式 P16

一般選抜

CDP特待生 一般方式

25 併願可

本学・高岡
富山・福井
新潟・長野

1月5日（木）9:00　　1月18日（水）17:00
 1日目2 月1日（水）

または
2日目2 月2日（木）

※両日受験可

2 月12日（日）
P20

一般方式
Ａ日程

P18
Ｂ日程 本学 2 月13日（月）9:00　　2 月28日（火）17:00 3月4日（土） 3月10 日（金）

大学入学共通テスト利用方式

Ａ日程

15 併願可 —

本学独自の
個別

学力検査は
実施しません。

P22
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

P24
Ｂ日程

C日程

D日程

社会人選抜 若干名 併願可 本学 2 月13日（月）9:00　　2 月28日（火）17:00 3月4日（土） 3月10 日（金） P26

合計募集人数 150

A日程

2 月12日（日）

B 日程

3月10 日（金）

C 日程

3月24日（金）

D 日程

3月25日（土）

A日程

1月5日（木）9:00　　1月18日（水）17:00

B 日程

2 月13日（月）9:00　　2 月28日（火）17:00

C 日程

3月1日（水）9:00　　3月16日（木）17:00

D 日程

3月17日（金）9:00　　3月23日（木）17:00

10月11日（火）9:00

10月18日（火）17:00
エントリー

期間

WEB
出願
期間

9月1日（木）

9月26日（月）17:00

11月14日（月）9:00

11月24日（木）17:00
エントリー

期間

WEB
出願
期間

10月20日（木）

11月4日（金）17:00
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11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

11月15 日（火）10:00 ～

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

学校推薦型選抜 公募制方式（一般）

試験日程等 選抜・評価方針について

出願資格・推薦基準

併願可

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

基礎学力検査およ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. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

高等学校（中等教育学校を含む）を 2023年3月に
卒業見込みの者および 2022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。

次の　　 のすべてに該当する者。

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

基礎学力検査 書類審査

検定料納入方法：P29 参照

1

1
必着

!

必着

2

全体の評定平均値が 3.2 以上の者。
※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
科に在学中の者および 2022 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。

2

30名

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。郵送の
場合、WEB出願サイトから出力された宛
名用紙を使用してください。

試験会場の所在地・案内図等：P38参照

出願書類の詳細：P31 参照

●基礎学力検査（100点）

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

募集人数

志願票
推薦書
調査書

本学・富山・福井
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

●評定（50点）書類審査

家賃・遠距離通学費支援制度あり：P27 参照

150点満点

※ 1
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学校推薦型選抜 公募制方式（専門学科・総合学科）

試験日程等 選抜・評価方針について

出願資格・推薦基準

併願可

基礎学力検査およ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。

高等学校（中等教育学校を含む）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 2023年3月に卒業見込みの者および 2022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。

次の　　 のすべてに該当する者。

基礎学力検査 書類審査

1

1 2

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

2

20名

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。郵送の
場合、WEB出願サイトから出力された宛
名用紙を使用してください。

試験会場の所在地・案内図等：P38参照

出願書類の詳細：P31 参照

●基礎学力検査（100点）

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

募集人数

志願票
推薦書
調査書

本学・富山・福井
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

●評定・資格・特別活動（70点）書類審査

家賃・遠距離通学費支援制度あり：P27 参照

170点満点

11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

11月15 日（火）10:00 ～

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

検定料納入方法：P29 参照

必着

!

必着

※ 1
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11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（日商２級）

試験日程等 選抜・評価方針について

趣旨および概要

出願資格・推薦基準

併願可

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

簿記検定資格保有者を対象とし、基礎学力検査および
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
ション能力およ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. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

高等学校（中等教育学校を含む）を 2023 年 3月に
卒業見込みの者。

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

基礎学力検査 書類審査

検定料納入方法：P29 参照

1

必着

!

必着

次の　 〜　 のすべてに該当する者。1 3

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。2

11:30 ～
（入室終了時刻 11:25 まで）

面接

全体の評定平均値が 3.5 以上で、日商簿記２級を取
得した者および高等学校卒業までに取得見込みの者。3

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）
の受講を条件に、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高校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、同学年のＣＤＰ受講者の中から、
前期の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。）

面接

11月15 日（火）10:00 ～

受験票について：P32 参照

受験票
出力期間

※ 2

※ 1
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試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

●面接（200点）

個人または集団面接

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから出力された宛名用紙を使用してください。

大学と併願する場合、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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
推薦書
調査書
志望理由書
有資格証明書

5名　※全商１級と合わせて

●基礎学力検査（100点）

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

募集人数

本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

300点満点

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。
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11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（全商１級）

試験日程等 選抜・評価方針について

趣旨および概要

出願資格・推薦基準

併願可

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

簿記検定資格保有者を対象とし、基礎学力検査および
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
ション能力およ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. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

高等学校（中等教育学校を含む）を 2023 年 3月に
卒業見込みの者。

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

基礎学力検査 書類審査

検定料納入方法：P29 参照

1

必着

!

必着

次の　 〜　 のすべてに該当する者。1 3

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。2

11:30 ～
（入室終了時刻 11:25 まで）

面接

全体の評定平均値が 3.5 以上で、全商簿記１級を取
得した者および高等学校卒業までに取得見込みの者。3

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）
の受講を条件に、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高校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、同学年のＣＤＰ受講者の中から、
前期の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。）

面接

11月15 日（火）10:00 ～

受験票について：P32 参照

受験票
出力期間

※ 2

※ 1
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試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

●面接（200点）

個人または集団面接

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから出力された宛名用紙を使用してください。

大学と併願する場合、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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
推薦書
調査書
志望理由書
有資格証明書

5名　※日商２級と合わせて

●基礎学力検査（100点）

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

募集人数

本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

300点満点

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。
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総合型選抜 自己PR方式（意欲重視型）Ⅰ期・Ⅱ期

専願制小論文 書類審査面接

試験日程等

10月7日（金）までの間で
随時エントリー審査結果を通知

11月8日（火）までの間で
随時エントリー審査結果を通知

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち出願締切日前日までの消印のある書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB 出願サイトから自身で出力（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。!

11月1日（火）10:00

10月18 日（火）17:00まで

11月8 日（火）

10月20 日（木）10:00 ～

11月8 日（火）17:00 まで

受験票について：P32 参照

WEB出願
＆

検定料納入期間

合格発表日時

出願書類提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

Ⅱ期Ⅰ期

12 月9 日（金）10:00

11月24 日（木）17:00まで

12 月16 日（金）

11月30日（水）10:00 ～

12 月16 日（金）17:00 まで

12 月3 日（土）

受験票について：P32 参照

必着必着

必着必着

WEB出願方法：P28 参照 WEB出願方法：P28 参照

検定料納入方法：P29 参照 検定料納入方法：P29 参照

11月14日（月）9:00～11月24日（木）17:0010月11日（火）9:00～10月18日（火）17:00

9:30 ～10:30（9:15 まで）小論文

11:00 ～（10:55 まで）面接

試験時間（入室終了時刻）試験科目

9:30 ～10:30（9:15 まで）小論文

11:00 ～（10:55 まで）面接

試験時間（入室終了時刻）試験科目

10月22 日（土）

9月1日（木）～9月26日（月）17:00 エントリー期間 10月20日（木）～11月4日（金）17:00 必着必着

エントリーシート
審査結果通知

※ 1 ※ 1
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事前エントリー必須

WEB 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。

エントリー時に検定料は不要です

選抜の流れ・エントリー方法

出願要件を満たした者を対象とし、小論文および面接、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およ
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。

選抜・評価方針について

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。

求める学生像
!

本学WEBサイトへアクセス

エントリーシートを印刷・記入

エントリーシート提出

審査結果通知（郵送）

「出願可」の場合

通常のWEB出願手順へ

エントリー完了／大学にて審査

大学WEBトップ

入学者選抜情報

入学者選抜概要

① 市販の角2サイズの封筒に封入
② 「エントリーシート在中」と朱書き
③ 書留速達で入学課に送付

※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。

エントリー資格

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者および
2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者および
2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当する者。

エントリーシートのダウンロード

エントリーシートの提出方法

宛先

まずは事前エントリーが必要です。エントリー資格
があり、出願を希望する者は、下記の通りエントリー
期間内にエントリーシートを提出してください。事前
エントリー審査に通った者のみ出願できます。

1

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 または　 と同
等以上の学力があると認められた者または 2023 年 3月まで
にこれに該当する見込みの者。

3
1 2

3

〒 920-8620
石川県金沢市御所町丑10番地 1
金沢星稜大学女子短期大学部 入学課

※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）、
　総合型選抜 CDP特待生 自己 PR 方式と合わせて

35名

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。郵送の場合、WEB 出願サ
イトから出力された宛名用紙を使用してください。

試験会場の所在地・案内図等：P38参照

出願書類の詳細：P31 参照

●小論文（100点）

●面接（100点）個人または集団面接

募集人数

志願票 調査書

本学試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

200点満点
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出願時に　　　　　　　　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。

11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

総合型選抜 自己PR方式（学習成果型）

試験日程等 選抜・評価方針について

併願制 より選択可能

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

基礎学力検査および面接、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
ン能力およ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. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

基礎学力検査 書類審査

検定料納入方法：P29 参照

必着

!

必着

11:30 ～
（入室終了時刻 11:25 まで）

面接

面接 専願制

専願制

専願制

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。

求める学生像

※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。

出願資格

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当する者。

合格した場合に本学短大部への入学が確約できる者。
を選択する場合はさらに、

1

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

併願制

11月15 日（火）10:00 ～

受験票について：P32 参照

受験票
出力期間

※ 2

※ 1
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※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）
　総合型選抜 CDP特待生 自己 PR 方式と合わせて

試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

●面接（200点）

個人または集団面接

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから出力された宛名用紙を使用してください。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
調査書
自己PR書

35名

●基礎学力検査（100点）

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

募集人数

本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

300点満点
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出願時に　　　　　　　　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。

11月1日（火）9:00
　　　 ～

11月8 日（火）17:00

12 月1日（木）10:00

11月8 日（火）
17:00まで

12月13 日（火）

12月13 日（火）
17:00 まで

11月19 日（土）

9:30 ～11:00
（入室終了時刻 9:15 まで）

総合型選抜 CDP特待生 自己PR方式

試験日程等 選抜・評価方針について

併願制 より選択可能

WEB出願
＆

検定料納入期間

基礎学力検査

基礎学力検査および面接、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
ン能力およ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. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

基礎学力検査 書類審査

検定料納入方法：P29 参照

必着

!

必着

11:30 ～
（入室終了時刻 11:25 まで）

面接

面接 専願制

専願制

専願制

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。

求める学生像

※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。

出願資格

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当する者。

合格した場合に本学短大部への入学が確約できる者。
を選択する場合はさらに、

1

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

併願制

11月15 日（火）10:00 ～

受験票について：P32 参照

受験票
出力期間

※ 2

※ 1
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※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）
　総合型選抜 CDP特待生 自己 PR 方式と合わせて

試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

●面接（200点）

個人または集団面接

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから出力された宛名用紙を使用してください。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
調査書
自己PR書

35名

●基礎学力検査（150点）

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）

募集人数

本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

350点満点

総合型選抜 自己 PR 方式（学習成果型）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）。CDP 特待生 自己 PR 方式の合格に至らない場合でも、自己 PR 方式（学習成果型）
で合格となることがあります。

趣旨および概要

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公務員の受講を条件に、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。）

全額免除合格合格区分 半額免除合格

※１年次後期については、同学年のＣＤＰ受講者の中から、前期の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。

※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 WEB サイトで確認してください。
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試験日程等

!

2 月12 日（日）10:00

1月18 日（水）17:00まで

2 月20 日（月）

1月27日（金）10:00 ～

3 月1日（水）17:00 まで

受験票について：P32 参照

WEB出願
＆

検定料納入期間

合格発表日時

出願書類提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

B日程A日程

3 月10 日（金）10:00

2 月28 日（火）17:00まで

3 月17日（金）

3 月2 日（木）10:00 ～

3 月17日（金）17:00 まで

3 月4 日（土）

受験票について：P32 参照

必着必着

必着必着

WEB出願方法：P28 参照 WEB出願方法：P28 参照

検定料納入方法：P29 参照 検定料納入方法：P29 参照

2月13日（月）9:00～2月28日（火）17:001月5 日（木）9:00～1月18 日（水）17:00

試験時間（入室終了時刻）試験科目 試験時間（入室終了時刻）試験科目

一般選抜 一般方式（Ａ日程・Ｂ日程）

併願可本学の個別学力検査

2 月1日（水）　　　2 月2 日（木）※ 31日目 2日目

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち出願締切日前日までの消印のある書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力（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.Ａ日程の試験日は上記 2日間のうちから、いずれかを自由に選択できます（両日への出願も可）。
　　 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。

　　入学検定料入金後の試験日の変更はできません。

9:30 ～10:30（9:15 まで）数学

11:00 ～12:00（10:45 まで）英語

13:00 ～14:00（12:45 まで）国語

9:30 ～10:30（9:15 まで）数学

11:00 ～12:00（10:45 まで）英語

13:00 ～14:00（12:45 まで）国語

※ 1 ※ 1
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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
より本学での『学び』に必要となる適性を評価します。

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当する者。1

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

出願資格

※上記 3 科目のうち得意な 1科目だけの受験でも結構です。2 科目の受験でも、3 科目全てを
　受験いただいても結構です。受験する科目は試験当日に選択、受験してください。

金沢星稜大学の経済学科・経営学科・スポーツ学科・こども学科と
学内併願する場合は 3 科目全てを受験してください。
※金沢星稜大学と併願する場合、詳細は金沢星稜大学の学生募集要項でご確認ください。
※併願する場合、それぞれに入学検定料が必要です。

●数学

●英語

●国語

数学Ⅰ・数学Ａ（「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）

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ

国語総合、国語表現 ※古文・漢文を除く

高得点の1科目
（100点）

家賃・遠距離通学費支援制度あり：P27 参照

金沢星稜大学の国際文化学科
と学内併願する場合は以下の
試験科目となります。

●英語	 11:00 ～12:00

●国語	 13:00～14:00

●英語（記述）	14:30 ～15:30

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

国語総合、国語表現
※古文・漢文を除く

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ

試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
調査書

25名　※ A 日程・B 日程・CDP 特待生一般方式と合わせて募集人数

【A日程】本学・高岡・富山・福井・新潟・長野	より選択　　　【B日程】本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

100点満点
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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。

試験日程等

一般選抜 CDP特待生 一般方式

併願可本学の個別学力検査

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当する者。1

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

出願資格

1月5 日（木）9:00
　　　 ～

1月18 日（水）17:00

2 月12 日（日）10:00

1月18 日（水）
17:00まで

2 月20 日（月）

1月27日（金）10:00 ～

3 月1日（水）
17:00 まで

2 月1日（水）
2 月2 日（木）

9:30 ～10:30
（入室終了時刻 9:15 まで）

WEB出願
＆

検定料納入期間

数学

WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

検定料納入方法：P29 参照

必着

必着

11:00 ～12:00
（入室終了時刻 10:45 まで）

13:00 ～14:00
（入室終了時刻 12:45 まで）

英語

国語

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。

※ 3

1日目

2日目

受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
（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.

※3.

!

CDP 特待生一般方式は左記 2日間のうちか
ら、いずれかを自由に選択できます（両日への
出願も可）。
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。

出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
出願締切日前日までの消印のある
書留速達郵便に限り受理します。

※1.

※ 1
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金沢星稜大学の一般選抜 一般方式と共通の試験問題であ
り、経済学科・経営学科・スポーツ学科・こども学科と学内
併願することが可能です。
※金沢星稜大学と併願する場合、詳細は金沢星稜大学の学生募集要項でご確認ください。
※併願する場合、それぞれに入学検定料が必要です。

●数学（100点） 

●英語（100点） 

●国語（100点） 

数学Ⅰ・数学Ａ（「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）

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ

国語総合、国語表現 ※古文・漢文を除く

金沢星稜大学の国際文化学科と学内併願
する場合は以下の試験科目となります。

●英語	 11:00 ～12:00

●国語	 13:00～14:00

●英語（記述）	14:30 ～15:30

同左

同左

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ・Ⅱ

試験会場の所在地・案内図等：P38 参照

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
調査書

25名　※一般選抜 一般方式（A日程・B日程）と合わせて募集人数

本学・高岡・富山・福井・新潟・長野	より選択
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

300点満点

趣旨および概要

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公務員の受講を条件に、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。）

※１年次後期については、同学年のＣＤＰ受講者の中から、前期の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。

※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 WEB サイトで確認してください。

●数学	 9:30 ～10:30
同左

全額免除合格合格区分 半額免除合格
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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）

併願可大学入学共通テスト

試験日程等

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち出願締切日前日までの消印のある書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は合否の確認に使用します。WEB出願サイトから自身で出力してください。
　　 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。

!

WEB出願
＆

検定料納入期間
WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

受験票
出力期間

※ 2

検定料納入方法：P29 参照

1月5 日（木）
9:00
　　 ～

1月18 日（水）
17:00

2 月12 日（日）
10:00

1月18 日（水）
17:00まで

2 月20 日（月）

1月27日（金）
10:00 ～

3 月1日（水）
17:00 まで

必着

必着

本学独自の個別学力検査は実施いたしません。試験日時

2 月13 日（月）
9:00
　　 ～

2 月28 日（火）
17:00

3 月10 日（金）
10:00

2月28日（火）
17:00まで

3 月17日（金）

3 月2 日（木）
10:00 ～

3 月17日（金）
17:00 まで

必着

必着

3 月1日（水）
9:00
　　 ～

3 月16 日（木）
17:00

3 月24 日（金）
10:00

3 月16 日（木）
17:00まで

3 月31日（金）

3 月17日（金）
10:00 ～

3 月31日（金）
17:00 まで

必着

必着

3 月17日（金）
9:00
　　 ～

3 月23 日（木）
17:00

3 月25日（土）
電話にて連絡

（合格者のみ）

3 月23 日（木）
17:00まで

3 月31日（金）

3 月24 日（金）
10:00 ～

3 月31日（金）
17:00 まで

必着

必着

A日程 B日程 C日程 D日程

※ 1※ 1 ※ 1 ※ 1
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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。

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当し、2023 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

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

出願資格

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。
郵送の場合、WEB 出願サイトから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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票
調査書

15名　※大学入学共通テスト利用 CDP 特待生方式（A・B・C・D 日程）と合わせて募集人数

大学入学
共通テスト
指定科目
（配点基準）

出願書類

200点満点

●国語

●外国語

「国語」（近代以降の文章）

「英語」（リスニング含む）　※「英語」の得点は100 点に換算します。

●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」

受験した科目の中から
高得点の1科目

（100点）

（100点）
必須

志願票に2023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。
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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）

併願可大学入学共通テスト

試験日程等

WEB出願
＆

検定料納入期間

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち出願締切日前日までの消印のある書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は合否の確認に使用します。WEB 出願サイトから自身で出力してください。
　　 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。

WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

受験票
出力期間

※ 2

検定料納入方法：P29 参照

1月5 日（木）
9:00
　　 ～

1月18 日（水）
17:00

2 月12 日（日）
10:00

1月18 日（水）
17:00まで

2 月20 日（月）

1月27日（金）
10:00 ～

3 月1日（水）
17:00 まで

必着

必着

本学独自の個別学力検査は実施いたしません。試験日時

2 月13 日（月）
9:00
　　 ～

2 月28 日（火）
17:00

3 月10 日（金）
10:00

2月28日（火）
17:00まで

3 月17日（金）

3 月2 日（木）
10:00 ～

3 月17日（金）
17:00 まで

必着

必着

3 月1日（水）
9:00
　　 ～

3 月16 日（木）
17:00

3 月24 日（金）
10:00

3 月16 日（木）
17:00まで

3 月31日（金）

3 月17日（金）
10:00 ～

3 月31日（金）
17:00 まで

必着

必着

3 月17日（金）
9:00
　　 ～

3 月23 日（木）
17:00

3 月25日（土）
電話にて連絡

（合格者のみ）

3 月23 日（木）
17:00まで

3 月31日（金）

3 月24 日（金）
10:00 ～

3 月31日（金）
17:00 まで

必着

必着

A日程 B日程 C日程 D日程

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。
入学検定料入金後の試験日の変更はできません。

!

※ 1※ 1 ※ 1 ※ 1
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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。

高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者およ
び 2023 年 3月に卒業見込みの者。1

通常の課程による12 年の学校教育を修了した者お
よび 2023 年 3月に修了見込みの者。2

次の　 〜　 のいずれかに該当し、2023 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

文部科学大臣の定めるところにより、上記　 また
は　 と同等以上の学力があると認められた者または
2023 年 3月までにこれに該当する見込みの者。

3
1

2

3

出願資格

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。
郵送の場合、WEB出願サイトから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。

出願書類の詳細：P31 参照

志願票 調査書

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

大学入学
共通テスト
指定科目
（配点基準）

出願書類

400点満点

●国語

●外国語

「国語」（近代以降の文章）

「英語」（リスニング含む）　※「英語」の得点は100 点に換算します。

●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」

受験した科目の中から
高得点の1科目

（100点）

（100点）

（100点）

高得点の1科目（100点）

必須

必須

必須

志願票に2023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。

※１年次後期については、同学年のＣＤＰ受講者の中から、
　前期の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。

※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 WEB サイトで確認してください。

趣旨および概要

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公務員の受講を条件に、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。）

全額免除合格合格区分 半額免除合格
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社会人選抜

選抜・評価方針について

出願資格・推薦基準

併願可

本学が指定する出願資格を有する者を対象とし、小論文
およ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
能力およ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。

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。

小論文 面接

若干名

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。郵送の
場合、WEB 出願サイトから出力された宛
名用紙を使用してください。

試験会場の所在地・案内図等：P38参照

出願書類の詳細：P31 参照

●小論文（100点）

募集人数

志願票
調査書
志望理由書

本学
試験会場

試験科目
（配点基準）

出願書類

●面接（50点）

150点満点

2月13日（月）9:00
　　　 ～

2月28日（火）17:00

3 月10 日（金）10:00

2 月28 日（火）
17:00まで

3 月17日（金）

3 月2 日（木）10:00 ～

3 月17日（金）
17:00 まで

3 月4 日（土）

13:00 ～14:00
（入室終了時刻 12:45 まで）

試験日程等

WEB出願
＆

検定料納入期間

小論文

※ 1. 出願書類提出締切後に到着した出願書類のうち
　　 出願締切日前日までの消印のある
　　 書留速達郵便に限り受理します。
※ 2. 受験票は、WEB出願サイトから自身で出力
　　 （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。

WEB出願方法：P28 参照

受験票について：P32 参照

合格発表日時

出願書類
提出締切

入学金納入期限

入学手続書類
提出期限

試験日時

受験票
出力期間

※ 2

検定料納入方法：P29 参照

必着

!

必着

14:30 ～
（入室終了時刻 14:25 まで）

面接

※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。

※ 1
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対象者
学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（日商２級）と学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（全商１級）
の合格者。※1年次に「CDP 会計」を受講することを条件とする

支援内容 2年間の授業料を【日商2 級】全額免除／【全商1 級】半額免除

選考方法

1年次前期は、条件を満たす入学者選抜区分の合格者が対象になります。
1年次後期は、1 年次前期の学業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 会計」を受講中の者で、税理士試験又は簿記検定（日商簿記 1 
級または 全経簿記上級）に合格した者に、受験年度の授業料を全額返還します。

簿記特待生制度

特待生制度の併用について

特待生制度について

対象者

本学が指定するエリア（右記）に居住している方で、学
校推薦型選抜 公募制方式（一般／専門学科・総合学科）
と一般選抜 一般方式（A日程）の各選抜区分において
成績上位で合格し、入学した方。

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）。ただし、自家用車等での通学となっ
た際は制度対象外。

給付期間 入学初年度のみ対象人数 10 名程度

選考方法 入学者選抜の成績によって選考します。

家賃・遠距離通学費支援制度

適用対象となる
本学が指定するエリア
石川県外のほか、珠洲市、能登町、
輪島市、穴水町、志賀町、七尾市、
中能登町、羽咋市、宝達志水町、
加賀市、小松市、白山市（※河内、
吉野谷、鳥越、尾口、白峰の 5
地域のみ対象）
家族の居住地が対象エリアにある
ことが条件。

遠方からの入学者の経済的負担を支援する制度です。

採用結果は、対象者のみに対し合格発表時に「採用通知」等でお知らせします。

採用結果は、対象者のみに対し合格発表時に「採用通知」等でお知らせします。（※1 年次）

上記の特待生制度は併用が可能です。ただし、年間授業料を上限とします。

学校推薦型選抜 公募制方式（一般／専門学科・総合学科）

一般選抜 一般方式（A 日程）

学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（日商２級）
学校推薦型選抜 簿記検定特待生方式（全商１級）

対象者
総合型選抜 CDP 特待生 自己 PR 方式と一般選抜 CDP 特待生 一般方式と一般選抜 大学入学共通テス
ト利用 CDP 特待生方式の合格者。※1年次に「CDP公務員」を受講することを条件とする

支援内容 2年間の授業料を全額免除／半額免除

選考方法

1年次前期は、条件を満たす入学者選抜区分の合格者が対象になります。
1年次後期は、1年次前期の学業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 公務員」を受講中の者で、本学が指定する公務員採用試験に合
格した者に、受験年度の授業料を全額返還します。

CDP 特待生制度

採用結果は、対象者のみに対し合格発表時に「採用通知」等でお知らせします。（※1 年次）

一般選抜 CDP特待生 一般方式
一般選抜 大学入学共通テスト利用 CDP特待生方式

総合型選抜 CDP 特待生 自己PR方式
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WEB出願の流れ・出願方法
本学 WEBサイトより WEB 出願サイトへアクセスし（https://e-apply.jp/ds/ksu/）

【出願手続きを行う】ボタンをクリックして出願登録を開始してください。

大学WEBトップ

入学者選抜情報

WEB出願について

事前準備

メールの受信制限をかけている場合、次のドメイン（２種
類）からのメールを受信できるよう設定してください。
@seiryo-u.ac.jp および @e-apply.jp

● メールアドレスの用意

入学検定料を支払わずに、再度登録を行ってください。
※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

● 入力内容に間違いがあった場合（支払い前）

選抜区分・学科の変更はできません。
個人情報のミスがあった場合は本学までご連絡ください。

● 入学検定料支払い後の変更について

登録内容の変更

正面、上半身、脱帽、背景なし、出願前3カ月以内に撮影
ファイル種類（jpeg、jpg、png、bmp） 2MB まで
証明写真ボックスや写真館・高校で撮影した画像データを
準備してください。受験票や入学者の学生証作成に使用し
ます。（自撮り写真・証明写真を撮影したものは無効）

● 顔写真（カラー画像データ）の用意

受付番号

※1. 申し込み完了後、12 桁の受付番号が発行されます。受付番号を必ず控えてください。
　　 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。

志願票の印刷
支払い手続き完了後、志願票の印刷が可能となります。
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。

A4サイズの用紙に「カラー印刷」してください

出願書類の印刷に
必要なもの

● 受付番号（数字 12 桁）
● 生年月日
● メールアドレス

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。!

出願サイトへアクセス

出願サイトにて

出願サイトにて

マイページへアクセス

出願を希望する選抜区分を選択

希望学部・学科、試験会場等を選択

志願者情報・保護者情報を入力

顔写真を登録

入力内容を確認

申し込み

志願票の印刷

入学検定料納入方法を選択（P29）

入学検定料の納入（P29・30）

出願書類の提出（P31）

入学検定料納入に関する案内メール

支払完了の案内メール

出願完了

受付番号発行 ※1

!

個人情報を事前登録する
（マイページ登録する）
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入学検定料について

1出願 15,000円

支払い方法

入学検定料の金額

支払い方法は下記の4通りです。WEB出願サイトにて選択してください。
支払い時には別途払込手数料がかかります。（手数料は、支払い方法および支払い額により異なります。）

入学検定料減額制度は適用されません。併願する場合、それぞれ入学検定料が必要です。

クレジットカード

出願内容の登録時に選択し、支払いができますので、事前にカードを準備してください。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。
※カードの名義人は志願者本人でなくても構いません。

VISA、Mastercard®、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

1

ネットバンキング 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。

2

ペイジー対応
銀行ATM

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上お支払いください。
※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。4

コンビニエンスストア

セブン-イレブン（店頭レジ）

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。この番号がないと入学検定料の支払いができません。3

WEB上で支払い完了
ご利用可能な

クレジットカード

WEB上で支払い完了

デイリーヤマザキ・
ヤマザキデイリーストア（店頭レジ）

セイコーマート（店頭レジ）

ローソン・ミニストップ
（店頭端末：Loppi）

ファミリーマート
（店頭端末：Famiポート）

払込票番号（13桁）

オンライン
決済番号（11桁）

オンライン
決済番号（11桁）

お客様番号（11桁） 確認番号（6桁）

お客様番号（11桁）

お客様番号（11桁）

確認番号（6桁）

確認番号（6桁）

お支払い済みの入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還いたしません。
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入学検定料について

コンビニ端末・ATM 端末の操作方法
各端末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。
● コンビニ店内設置の銀行系ATMでの支払いはできません。使用端末に間違いないかご確認の上、操作してください。
● P29 に控えた「お支払いに必要な番号」がないと支払いできません。（12 桁の受付番号とは別のものです。）

※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。

レジにて店員に

とお伝えください

を伝え、現金をお支払いください

セブン-イレブン デイリーヤマザキ・
ヤマザキデイリーストア セイコーマート

ローソン・ミニストップ ファミリーマート ペイジー対応銀行ATM

店頭レジ

店頭端末：Loppi

店頭レジ

店頭端末：ファミポート

店頭レジ

ペイジー対応銀行 ATM

各種番号をお持ちの方

次へ

確認表示される内容を確認して

出力されたレシートをレジへ持参し、
30分以内に現金をお支払いください

マルチペイメントサービス
（各種代金のお支払い）

【お客様番号（11桁）】を入力

【確認番号（6桁）】を入力

端末からレシートが出力されます

代金支払い

次へ

次へ

確認表示される内容を確認して

出力されたレシートをレジへ持参し、
30分以内に現金をお支払いください

ATM 端末にて、現金またはキャッシュ
カードでお支払いください

【お客様番号（11桁）】を入力

【確認番号（6桁）】を入力

端末からレシートが出力されます

インターネット代金を支払いたい

【払込票番号（13桁）】

レジにて店員に

とお伝えください

を伝え、現金をお支払いください

オンライン決済をしたい

【オンライン決済番号（11 桁）】

レジにて店員に

とお伝えください

を伝え、現金をお支払いください

インターネット代金を支払いたい

【オンライン決済番号（11 桁）】

店頭レジ

次へ

税金・料金払込み

確認

確認

確認

確認表示される内容を確認して

収納機関番号【58021】を入力

【確認番号（6 桁）】を入力

【お客様番号（11桁）】を入力

※ ※ ※

※※

※

入学検定料の納入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。
期限内に必ず出願書類を提出してください。

領収書、取扱明細書等は本人控えとなります。本学への提出は不要です。
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志願票

推薦書

調査書

有資格証明書

志望理由書

自己PR書

WEB出願情報入力・検定料納入完了後に印刷しなければならない帳票。
WEB出願サイトから、自身で「カラー印刷」してください。

高等学校長が出願3カ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。

文部科学省指定の様式により、
高等学校長が出願 3カ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。
※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。
※高等学校卒業程度認定試験合格者は、「合格（見込）成績証明書」を提出してください。

高等学校長が出願 3カ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。

自身が手書きで作成。

自身が手書きで作成。

出願書類について

本学
様式
あり

本学
様式
あり

本学
様式
あり

本学
様式
あり

出願
サイト
から

書類一覧

出願書類の提出方法

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締切日必着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。

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。

本学様式のダウンロード

大学WEBトップ

入学者選抜情報

入学者選抜概要

志願票の詳細：P28 参照

① 市販の角2サイズの
　 封筒に出願書類一式を
　 封入してください。

② 封筒の表に
　 「出願用宛名用紙」を
　 貼り付けてください。

書留速達で入学課へ送付してください。
※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。

※出願書類の受領通知は行いませんので、必ず書留等の追跡可能な
　オプションサービスをつけて郵送ください。

郵送の場合

月～金曜日（土日祝日を除く） 9:00 ～ 17:00
※大学事務局が平日に休業となる場合があります。
　本学 WEBサイトでご確認ください。

取扱日

金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部 入学課受付場所

持参する場合
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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。時計のアラームは消してください。
⑤ 試験当日、公共交通機関の遅延により入室終了時刻／遅刻限度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。

受験票の印刷

受験当日の注意

① 出願完了後、各選抜区分のページに記載されている
　 受験票出力期間に受験票の印刷が可能となります。
② WEB出願サイトから、試験日前日までに必ず印刷してください。

③ 受験番号が付された受験票（顔写真入り）が印刷されます。

A4サイズの用紙に
「カラー印刷」してください

受験票は、試験当日
必ず持参してください。大学WEBトップ 出願内容の確認／

入学願書（志願票）の印刷WEB出願について入学者選抜情報

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。
● 試験開始後遅刻限度（試験開始後20分以内）までに
　入室しない場合は受験できません。
● 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。

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、上記の理由によ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 WEBサイトに
てお知らせします。

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。

不測の事態への対応
不測の事態等により、所定の日程通り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。

入室終了時刻 試験開始15分前

入室終了時刻 面接開始5分前

遅刻限度 試験開始後 20 分以内
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合格発表について

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。

合格発表期間に WEB出願サイトの「合否発表
を確認する」ボタンよりアクセスし、合否を確認し
てください。合格者は、入学手続きに関する案内
を合格者専用サイトで確認してください。
※合否確認には受験番号と誕生月日（4桁）が必要です。

合否照会サイトより自身で確認 高等学校宛の書面で確認

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。

一般選抜 一般方式の成績開示について
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 「2023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

不合格者のみ

請求期間 2023年 4 月10 日（月）～ 4 月 21日（金）

請求方法

申請書類

市販の封筒の表面に「2023 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。

① 成績開示申請書（請求期間中に本学 WEBサイトよりダウンロードしてください。）
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）

※１. 成績開示は 2023 年度実施の「一般選抜 一般方式」に限ります。その他の選抜区分およ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。

大学WEBトップ

入学者選抜情報

WEB出願について

合否発表を確認する

必着
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入学金・授業料等

入学金の軽減について

入学手続き書類

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。

入学金の納入期限は選抜区分ごとの指定日です。授業料の納入については、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。

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。

合否照会サイト上のURLより合格者専用サイトへアクセスし、必要書類をダウンロードし、保存・印刷してください。ダウンロード可
能期間は各選抜区分の合格発表日から入学金納入期限までとなります。「入学手続要項」にて案内した書類のうち、入学手続きに
必要な書類を提出してください。選抜区分や提出書類により提出期日が異なります。「入学手続要項」を熟読し、漏れやミスがない
ようにご留意ください。

期限
必要な
手続き

選抜区分によって異なります。
各選抜区分ページで期限を確
認してください。

① 入学金（120,000円）の納入
　　　「入学手続要項」に記載された本学指定の金融機関より、指定の口座にお振込みください。

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。

費用
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円

授業料 315,000 円 315,000 円 315,000 円 315,000 円

教育充実費 165,000 円 165,000 円 165,000 円 165,000 円

稲友会（保護者会）費 22,500 円 22,500 円

同窓会終身会費 10,000 円

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

申請ならびに返還方法

入学金 120,000 円の半額（60,000 円）

入学後、本学所定の様式で申請後、指定された預金口座に振り込み。
（なお、申請の際には戸籍謄本が必要となります。）
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入学前学習について

個人情報の取扱について

金沢星稜大学への編入学制度のご案内

学校推薦型選抜・総合型選抜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 月中にお送りします。

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。

受験時にご提供いただいた個人情報並びに入学前までにご提供いただく個人情報は、
次の目的に利用させていただきます。

①入学者選抜の準備および実施
②合格者への入学手続および入学辞退等の手続
③入学後の学籍管理、履修・成績管理、
　授業運営および保護者・保証人との成績・履修等相談
④入学金等納付金の納付情報の管理
⑤生活指導上又は健康管理上必要がある場合の指導・連絡
⑥その他入学後に本学が利用する学生の個人情報への移行
　並びに業務上必要な事項の通知・連絡等

なお、個人情報保護の観点により、受験番号・受験番号等の
出願登録情報のお問い合わせには一切応じません。予めご了承ください。

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（2022 年度現在）。

【併設校編入学選抜】
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Q&A
出願期間前

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。

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？

Q

A

よく寄せられる質問とその回答

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

願制の選抜区分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、出願書類は各 1
部のみで結構です。

金沢星稜大学と併願する際の注意点
● 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区分については、検定料
は二重・三重にはかかりません。

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？Q

A
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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。

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？Q

A
本学に何も届かない場合、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

限までに送付してください。入学手続書類のうち「卒業
証明書」は入学手続要項で指定された期日までに別途
提出してください。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？

Q

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。

授業料の納入はいつ頃ですか。Q

A

出願受付期間 入学手続き後

本学では判断できません。
医師の判断に従ってください。

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？

Q

A

試験日直前

学生募集要項の P30『コンビニ端末・ATM 端
末の操作方法』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（P29 に控えた番号）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。

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。Q

A

本学の入学手続き（入学金の納入と入学手続書
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（金）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。

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。Q

A
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〒 920-8620 石川県金沢市御所町丑 10 番地 1
［入学課］Tel 076-253-3922　Fax 076-253-3995

【金沢駅から】
JRバス：兼六園口（東口）4 番のりば
牧線、鳴和・星稜高経由、東長江または小二又方面行き

「星稜高校」下車、徒歩1分（乗車時間約15 分）
兼六園口 4番のりばから発車するその他のJR バスは、すべて「鳴和」下車、徒歩10分

北陸鉄道バス：兼六園口（東口）1番のりば又は7番のりば
柳橋方面行き「鳴和」下車、徒歩10分（乗車時間約15分）

自動車：兼六園口（東口）から車で約10分

【JR いしかわ鉄道線 東金沢駅から】
徒歩：東口から徒歩20 分（車で約 3 分）
バス：金沢星稜大学・星稜高校行き「星稜高校」下車、徒歩1分（乗車時間約3分）

【加越能バス 富山県 南砺方面から】
バス：南砺金沢線 金沢駅西口行き「金沢星稜大学前」下車、
　　　徒歩3分（乗車時間約40分）

【北陸自動車道　森本インターから】
自動車：山側環状（金沢東部環状道路）を兼六園方面へ向かい東長江出口から1分

【小松空港から】
高速バス：金沢駅まで約40分

金沢星稜大学・金沢星稜大学女子短期大学部［開場時間 8:30～］

本学会場

学校推薦型選抜（公募制方式） 
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高志高等学校
高志中学校

〒930-0805 富山県富山市湊入船町 9-1

とやま自遊館　［開場時間 8:30 ～］

富山会場

〒918-8231 福井県福井市問屋町1-35

ユニオンプラザ福井　［開場時間 8:30 ～］

福井会場
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一般選抜（一般方式A日程 ）
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〒933-8567 富山県高岡市丸の内 1-40

高岡商工会議所　［開場時間 8:30 ～］

高岡会場

〒930-0805 富山県富山市湊入船町 9-1

とやま自遊館　［開場時間 8:30 ～］

富山会場
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市立中央図書館
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新潟第一ホテル

萬代橋

〒918-8231 福井県福井市問屋町1-35

ユニオンプラザ福井　［開場時間 8:30 ～］

福井会場

〒 951-8052 新潟県新潟市中央区下大川前通３ノ町2230

新潟グランドホテル　［開場時間 8:30 ～］

新潟会場
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ホテルメトロポリタン長野　［開場時間 8:30 ～］

長野会場

入学者選抜に関するお問い合わせ
金沢星稜大学・
金沢星稜大学女子短期大学部 入学課

Tel：076-253-3922
E-mail：nyusi@seiryo-u.ac.jp

※本学以外の試験会場への直接のお問い合わせ、および試
験室の下見はできませんのでご注意ください。







金沢星稜大学女子短期大学部
〒920-8620 石川県金沢市御所町丑10番地1
　　　　Tel 076-253-3922
　　　　Fax 076-253-3995

www.seiryo-u.ac.jp/c/
nyusi@seiryo-u.ac.jp

入学課


