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アドミッションポリシー（求める学生像）
「美術・デザインに深い興味を持ち専門家として活躍することを目指す人」
「美術･デザインを通して社会
に貢献し自立したいという意欲のある人」
「自らの将来像を積極的に探求しようとする人」
「自分を含めた社
会全体をよく観察し理解しようとする姿勢をもつ人」
「個性を素直に表現できる人」を求めています。

入学定員
短期大学部
造形学科（美術コース・デザインコース）

２

180名

女子美術大学短期大学部 ＡＯ入学試験
■入学者選抜方針
多種多様な個性を持つ人材を積極的に発掘することを目的として実施しています。
「意欲・目的意識」
と「成長の可能性」を重視した選抜方法で、面談をとおして、学業のみならず、その他の活動や能力
及び意欲を総合的･多面的に評価し、入学許可者を決定します。

■募集人員
45名

造形学科（美術コース・デザインコース）

■選考方法

ＡＯプログラム実施後、エントリー書類、および面談結果をもとに最終出願者を決定し、出願書類審査
により合格者を判定します。

３

エントリーから入学手続までの流れ
※エントリーに際しては、本学主催の進学説明会や女子美オープンキャンパスなどを利用して、事前に教育内
容・カリキュラムの確認やキャンパスを見学されるようお勧めします。
※ＡＯ入試は第Ⅰ期～第Ⅲ期の３回実施します。

エントリー
受付期間内に、本学ホームページより所定の「エントリーシート」
、
「志望理由書」を出力し、記入の
うえ郵送してください。 ※エントリー時には検定料、高等学校の「調査書」は必要ありません。

ＡＯプログラム
エントリーを受け付けた方にはプログラム通知を郵送しますので、必ず参加してください。
グループコミュニケーションや持参資料を活用した自己アピール、個人面談などでエントリー者と大
学がお互いの理解を深めます。（詳細については「ＡＯプログラム」のページでご確認ください。）

結果通知
結果はＡＯプログラム参加者全員に郵便で通知します。
なお、「ＡＯ入試の趣旨に適合する」と結果の出た方には出願方法についての通知を同封します。

出願・書類の提出（最終審査）
入学を希望する方は検定料を振込みのうえ、出願手続をおとりください。
なお、最終審査に出願する方は、合格した場合に必ず入学することが条件となります。
「調査書」等、出願書類をもとに、最終審査を行います。
※インターネットにより出願します。パソコンとプリンターが使用できる環境が必要となります。
出願方法についての詳細は結果通知に同封します。

合格発表と入学許可
審査結果は出願者全員に郵便で通知します。
入学手続締切日までに所定の書類を提出し、入学時納入金を納めた方に入学が許可されます。

入学前課題
入学手続が完了した方には、入学許可書とともに「入学前課題」を郵送しますので、入学までの時間
を有意義にすごしてください。

４

エントリー
●エントリー書類では、志望理由が充分に文章化できる国語力があるかを重視します。
●エントリーに際しては、受験生対象進学説明会や女子美オープンキャンパスなどを利用して、事前に教
育内容・カリキュラムの確認やキャンパスの見学をされるようにお勧めします。
●本学を第１志望としてエントリーしてください。他大学（女子美術大学芸術学部を含む）との重複エン
トリーや併願はできません。
●第Ⅰ期・第Ⅱ期では、ＡＯ入試で「出願許可できない」との結果が出た場合でも、ＡＯプログラム等の
結果により公募制推薦入学試験の出願資格を認定する場合があります。
●合格された方には入学手続完了後に入学までの課題を課します。

エントリー資格

2018年３月31日までに次のいずれかに該当もしくは該当する見込みで、2018年４月１日に満18歳
に達しており、美術・デザイン等に深い興味を持ち、本学入学を強く希望する女子に限ります。
①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方
②通常の課程による12年の学校教育を修了した方
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方もしくはこれに準ずる方で文部科学大臣の
指定した方
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
修了した方
⑤文部科学大臣が定める専修学校の高等課程を修了した方
⑥文部科学大臣の指定した方
⑦高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した方（旧規定による大学入
学資格検定に合格した方を含む）
⑧外国の大学入学資格である国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格・ＧＣＥ-Ａレベル
のいずれかを保有する方
⑨本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認めた方
※出願資格⑨に該当する方については、エントリー前に女子美入試センターへご相談ください

受付期間

第Ⅰ期

2017 年 7 月 31 日（月） ～ 8 月 8 日（火）

締切日必着

第Ⅱ期

2017 年 9 月 12 日（火） ～ 9 月 22 日（金）

締切日必着

締切日必着
第Ⅲ期 2017 年 11 月 14 日（火） ～ 11 月 20 日（月）
※エントリーを受付けた方には締切後にプログラム通知を送付します。

提出書類

エントリー費用
書類提出
問い合せ先

①エントリーシート（本学所定）
②志望理由書（本学所定）
③活動報告書（本学所定）
④参考資料リスト（本学所定）
※④については間に合わない場合ＦＡＸも可。 FAX：042-778-6649
⑤特別な配慮を希望する方のみ配慮希望申請書(本学所定)および診断書
ＡＯプログラムの際や入学後の修学における特別な配慮を希望する方のみご提出ください。
「配慮希望申請書(本学所定)」はあらかじめオープンキャンパスや進学説明会等を利用して、本学の授
業形態やキャンパスの施設・設備等をご確認いただき、具体的な内容について事前相談の上記入して
ください。所定用紙は事前相談の際にお渡しいたします。
また、事前相談の内容により配慮の上で参考となる資料を別途添えていただく場合があります。
事前相談による申請が無かった場合、受験および入学後の修学において対応が出来ないことがありま
すので、あらかじめご了承ください。
＊事前相談については本学入試センターまでお問い合わせください。
☎042-778-6123
なお、この事前相談は、障がい等のある入学志願者に本学の現状をあらかじめ知っていただき、受験
および修学にあたってより良い方法を相談するものであって、合否判定とは一切関係ありません。
無 料
〒252-8538 神奈川県相模原市南区麻溝台１９００
女子美入試センター

５

☎042-778-6123

書類の記入

●黒か青のボールペンで丁寧に記入してください。
●熱を加えると文字が消えるタイプのボールペンは使用しないでください。
●訂正事項がある場合は修正テープ等を使用することができます。
①エントリーシート（本学所定）
氏名
姓・名の順に戸籍どおりの文字を記入してください。なお、外国籍の方で通称を使用する場合は、その
通称を正式名称の下に（
）書で表記してください。
読み方はカタカナでフリガナの欄に記入してください。
写真
写真は試験の際、本人確認を行うためのものです。
剥脱した場合に備え、写真の裏面に志望先、氏名を明記の上貼付してください。
また、使用する写真は以下の点に注意してください。
・無帽、正面、無背景の証明書用写真であること
・本人確認が可能な鮮明なものであること
・白黒、カラーは問いません
・制服着用の必要はありません
生年月日 卒業・卒業見込（合格）年月
西暦で記入してください。また、（
）内には書類提出時の年齢を記入してください。
出身高等学校等
学校所在地：学校がある都道府県を記入し、都・道・府・県の該当する箇所を○で囲んでください。
学 校 名：正式名称を記入し、国立・公立・市立・私立の該当する箇所を○で囲んでください。
制
度：該当欄を○で囲んでください。
科
名：該当欄を○で囲んでください。
※美
術―美術科・美術デザイン科・美術工芸デザイン科等 美術系の学科
※デザイン―服飾デザイン・工業デザイン・商業デザイン・デザイン美術等 デザイン系の学科
その他
高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格試験）・国際バカロレア・アビトゥア・バカロレア・
ＧＣＥ-Ａレベルいずれかの資格で受験する場合は、該当する方のみ該当の資格を○で囲み、合格また
は合格見込、資格取得の年月を西暦で記入してください。
入学までの連絡先
プログラム通知の送付や問合せなどに使用しますので、確実に連絡のとれる住所・電話番号・Ｅメール
を正確に記入してください。Ｅメールはお持ちでなければ記入不要です。
住所についてはアパート・マンション名まで、電話番号については、呼び出しの場合、持ち主なども必
ず記入してください。
保証人（保護者・配偶者等）住所・氏名
エントリー者本人と連絡がとれず、緊急を要する場合には、ここに記入された住所・電話番号に連絡し
ます。
住所・電話番号はエントリー者本人と異なる場合のみ記入してください。確実に連絡のとれる住所・電
話番号を正確に記入してください。
入学後の希望コース（選択内容は合否に関係しません。）
該当するものを○で囲んでください。
学歴・職歴
記入不要です。
②志望理由書（本学所定）
氏名を忘れずに記入してください。
③活動報告書（本学所定）
氏名を忘れずに記入してください。
④参考資料リスト
持参する参考資料について記入してください。
本学が所持するパソコンなどをプレゼンテーション用に使用したい方は、所定用紙にある記入例を参
考に具体的な希望を明記してください。
※エントリー書類送付の際に記入できない場合は、第Ⅰ期は８月２１日（月）までに、第Ⅱ期・第Ⅲ期
は遅くともＡＯプログラム実施日の６日前までにＦＡＸで送信してください。また、事前に資料を大
学宛に送付する方は資料到着前にリストが到着するように注意してください。

書類の送付

出力した送付票に住所・氏名を記入し、任意の封筒に貼付して郵便局窓口から簡易書留（速達）で郵送し
てください。
やむを得ず提出書類を直接本学に持参される場合は、事前に女子美入試センターまでご相談ください。
☎042-778-6123

６

ＡＯプログラム
プログラム
通知発送日

実施日程

●当日の集合時間や第Ⅰ期の実施日等の詳細については、以下の日程で発送するプログラム通知でご確
認ください。
第Ⅰ期

2017 年 8 月 10 日（木）

第Ⅱ期

2017 年 9 月 26 日（火）

第Ⅲ期

2017 年 11 月 21 日（火）

第Ⅰ期
第Ⅱ期

2017 年 8 月 25 日（金） ・ 26 日（土）
※エントリー者多数の場合、２日に分けて実施します。
2017 年 10 月 15 日（日）

第Ⅲ期

2017 年 12 月 10 日（日）

ポイント

「修学意欲は高いか」
「目的意識はあるか」
「成長の可能性は高いか」
「コミュニケーション能力は高いか」
といった観点から実施します。

実施方法

午前（10：00～12：00）
参考資料持参によるグループコミュニケーション（１組４～５人程度、教員２～３人程度）
＊１人５分程度で持参資料を活用した自己アピールを行い、それをもとに話しをすることでお互い
の理解を深めます。
午後（13：00～ ）
個人面談 30分程度（面談員２人程度）

注意事項

●グループコミュニケーションでは自己アピールのための作品や、レポートなどの参考資料を持参し、積
極的なプレゼンテーションをしてください。
●参考資料は当日持参を基本としますが、遠方の方などで事前に送付をする方は実施会場となる杉並
キャンパスに送付してください。エントリー書類の送付先とは異なりますので注意してください。
〒166-8538

プログラム会場

東京都杉並区和田1-49-8

女子美術大学短期大学部 ＡＯ入試係

杉並キャンパス（東京：本学ホームページ「女子美で学びたい方へ」→「交通案内」参照）

結果通知
結果通知
発送日

本人宛郵送 ＊エントリーした方全員に結果を通知します。
第Ⅰ期 2017 年 8 月 28 日（月）
第Ⅱ期

2017 年 10 月 16 日（月）

第Ⅲ期

2017 年 12 月 10 日（日）
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出願
出願方法
出願期間

出願書類

インターネットによる出願
※パソコンとプリンターが使用できる環境が必要となります。詳細は結果通知に同封します。
第Ⅰ期

2017 年 8 月 29 日（火） ～ 9 月 11 日（月） 必着

第Ⅱ期

2017 年 10 月 17 日（火） ～ 10 月 28 日（土） 必着

第Ⅲ期

2017 年 12 月 11 日（月）

12 月 18 日（月） 必着

①Web志願票（印刷したもの）1枚
②調査書（出身学校長作成）
ただし、調査書の提出が困難な次の場合はそれぞれ所定の証明書を提出してください。
ア）高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格（見込み）の方
合格（見込み）証明書および成績証明書（免除科目がある場合は併せて当該学校の成績証明書）
イ）文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科修了（見込み）の方
調査書に準ずる書類または修了（見込み）証明書および成績証明書
ウ）外国の学校を卒業（見込み）の方
卒業（見込み）証明書および成績証明書（日本語または英語）
※出願にあたり事前に女子美入試センターまでご連絡ください。
☎042-778-6123
※帰国子女の方で日本の高等学校などで修得した科目がある場合には併せて当該学校の調査書が
必要です。
エ）既卒者で発行可能な期間を過ぎている場合や、被災等の事情により提出が困難な方
卒業証明書および成績証明書
※成績証明書も提出困難な場合はその事由を記した当該学校からの書類を同封してください。
オ）国際バカロレア資格・アビトゥア資格・バカロレア資格・ＧＣＥ-Ａレベルのいずれかを保有する方
それぞれの資格のディプロマと成績証明書
カ）入学資格審査で認定を受けた方
認定の際お渡しする「出願資格認定書（写）」を提出してください。
注）証明書類が日本語または英語以外の言語の場合は、公的な機関で証明された日本語の訳文を添付してください

検定料

30,000 円

納入方法

コンビニ、ペイジー対応銀行ＡＴＭ、ネットバンキング、クレジットカードがご利用いただけます。
詳細は結果通知に同封するプリントでご確認ください。

注意事項

●最終審査に出願し合格した場合には、必ず入学することが出願の条件となります。
●高等学校卒業見込の方の調査書は、最終学年の１学期または２期制の場合は前期の成績が必要です。出
願時に間に合わない場合は、前年度の成績が記載された調査書を仮に提出し、１学期または前期の成績
が確定され次第すみやかに女子美入試センターに提出してください。

合格発表
合格通知
発送日

第Ⅰ期

2017 年 9 月 14 日（木） 本人宛郵送

第Ⅱ期

2017 年 11 月 2 日（木） 本人宛郵送

第Ⅲ期

2017 年 12 月 20 日（水） 本人宛郵送

８

入学手続
締切日までに所定の書類を提出し、入学時納入金（下表①）を指定銀行口座にお振込ください。
この手続きが完了した後に入学許可書と入学前課題を郵送します。

締切日

学費

第Ⅰ期

2017 年 9 月 26 日（火）

第Ⅱ期

2017 年 11 月 13 日（月）

第Ⅲ期

2018 年 1 月 5 日（金）
（単位：円）

初年度納入金（2017年度参考）
①入学時納入金

内 訳

1,053,930

入学金

270,000

授業料

584,500

施設設備料

160,000

実習料

31,500

学生教育研究災害傷害保険

2,430

学友会費

4,500

ニケの会会費

1,000

②後期納入金（期日10月５日）
内 訳

※次年度については若干の変更が
ある場合がありますので、合格
通知に同封する「入学手続きの
手引き」で再度ご確認ください。
※第 2 学年以降の学費改定は、お
もに人事院勧告による国家公務
員給与改定率や、東京都消費者
物価指数（総務省統計局）などを
参考にしたスライド制を適用し
ます。

776,000

授業料

584,500

施設設備料

160,000

実習料

31,500

年額納入金（①+②）

1,829,930

入学許可・入学前課題
入学手続き完了後、入学までの期間を有意義に過ごして頂くために入学前課題を出題します。

入学許可
入学前課題
通知発送日

第Ⅰ期

2017 年 9 月 28 日（木）

第Ⅱ期

2017 年 11 月 15 日（水）

第Ⅲ期

2018 年 1 月 9 日（火）

その他
宿泊

本学では入試の際の宿泊施設等のご案内・受付は行っておりませんので、宿泊を必要とする方は、各自
でご手配ください。

入学後の住まい

●杉並キャンパスでは、株式会社フジランドが管理・運営する「東京女子学生会館」を一部借り上げし
ています。
（本学が契約している居室については、入館費や室料を減額しています。
）
申込手続等詳細については、入学手続書類に同封します。

個人情報保護
について

「学校法人女子美術大学個人情報保護に関する基本方針」に基づき、資料請求および出願書類等への記
入においてお知らせいただいた皆様の氏名、住所、電話番号、学校名、学年その他、個人を特定できる
情報（個人情報）については、適切に取り扱います。
なお、ご提出いただいた個人情報は入学試験選考、合否の連絡、入学手続、統計・調査、およびこれらに
付随する業務のために利用いたします。
※本学における個人情報の保護に関する基本方針は本学ホームページにおいてご確認いただくこともできます。

９

寄付金等の
募集について

本学では、寄付金等の募集については、入学前には一切行っておりません。従いまして、寄付金等の納
入を条件とした入学許可は行っておりません。保護者の皆様からのご寄付は任意であり、本学の教育環
境の充実等に向けた募金の趣旨にご賛同いただいた方にご協力を賜ることにしております。入学後にあ
らためてご依頼いたしますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

「ニケの会」
について

「女子美術大学 ニケの会」は、女子美術大学大学院・女子美術大学・女子美術大学短期大学部全学生の
保護者の皆様と大学が協力して、学生生活の向上と大学の発展に寄与し、あわせて会員相互の親睦と教
養を深めることを目的としています。地区別保護者の集い、会報発行、課外活動への補助等の事業を実
施して参ります。

奨学金制度

奨学金制度には大きく分けて学内奨学金と学外奨学金の２種類があります。
１．学内奨学金 ※何れも４月入学後に申請するものです。入学前に申請できるものではありません。
本学独自の奨学金で勉学の機会を出来る限り援助するため、返還義務のない給付型の奨学金を設置しています。

２．学外奨学金
学外の団体等によって運営されている奨学金制度です。対象、応募方法、募集時期は設置団体によっ
て異なりますが、それぞれの条件にあてはまる場合にのみ応募できます。
こうした団体の代表的なものとして「独立行政法人 日本学生支援機構」があります。
詳細についてはホームページでご確認ください。こちらの奨学金は貸与型です。
なお、日本学生支援機構奨学金には、高等学校３年次に申込み、大学入学後５月から奨学金の貸与が可能な「大
学等予約採用」制度があります。在学中の高等学校にお問い合わせください。

提携教育ローン

奨学金制度のほかに、本学学生（入学予定者を含む）を対象とした金融機関提携の「女子美提携教育ロ
ーン制度」があり、市中金融機関の教育ローンより低金利となっています。

国の教育ローン

日本政策金融公庫が行っている公的融資制度です。

※奨学金制度・提携教育ローン・国の教育ローンについては、本学ホームページに掲載の「奨学金制度」をご覧ください。
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