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アドミッションポリシー（入学者受入方針）
文化学園大学は「新しい美と文化の創造」を建学の精神とし、各専門領域において時代をリードする「新しい美」を追究し、
教育研究を通じて次世代の「文化」を創造することを基本理念としています。この理念を理解し、基礎的な学力や判断力を
有した上で次のような資質を持っている者を受け入れます。
１．各学部学科の教育目的を理解し、専門的な知識と技術の修得に向けて自ら努める者
２．国際社会に貢献しようとする者
３．創造力や感性などの資質を持ち、グローバルな視点に立った適応力に富む者

■ 現代文化学部
現代文化学部は、4年間の学びを通して、学生自身が成長を実感できることを大切にしています。本学での学習に必要な基礎
的学力を有した上で、次のような資質を持っている者を受け入れます。
１．各学科の教育目標や教育内容を理解し、学ぶ意欲を持っている者
２．それぞれの分野で専門知識や技術を活かし、活躍したいと思っている者
３．人間や社会に関心を持ち、コミュニケーション力を高めたいと思っている者
４．我が国及び諸外国の文化や言語に関心を持ち、グローバルな視点に立って活躍することを目指す者

国際文化・観光学科
国際文化・観光学科は、様々な文化や観光に関心を持ち、国際的な視野と実践的な語学力とコミュニケーション力を修得し、
国際社会やホスピタリティ産業で活躍したいと考える次のような者を受け入れます。
１．本学科の教育目標や教育内容を理解し、学ぶ意欲を持っている者
２．国際社会で求められる実践的な語学力とコミュニケーション力の修得に自ら努める者
３．日本を含む世界の様々な文化に関する基礎知識を理解し深めることに関心のある者
４．観光などのホスピタリティ分野で必要な知識と技能を学びたいと考えている者
５．国際社会やホスピタリティ産業で活躍することを目指す者

応用健康心理学科
応用健康心理学科は、人間や社会の諸問題に関心を持ち、他者の心理的・身体的・社会的健康の実現を援助したいと考える
次のような者を受け入れます。
１．本学科の教育目標や教育内容を理解し、学ぶ意欲を持っている者
２．心を元気にするファッションやメイク等に関心を持っている者
３．子どもから高齢者まで、現代人が抱える多くの心の問題に対して心理学的視点から取り組み、他者をサポートする力を
身につけたいと思っている者
４．人の話を聴くことが好きで、より豊かなコミュニケーション力を身につけたいと思っている者

募集学部・学科および募集人員
学
現代文化学部

部・学

科

募集人員

国際文化・観光学科

若干名

応用健康心理学科

若干名

※ 修学にあたり「長期履修制度」を利用することが可能です。
長期履修制度
長期履修制度とは、職業を有している等の事情により修学困難な者に対して、標準修業年限（４年）を超えて一定の期間に
わたり、計画的な教育課程の履修を認めるものです。
長期履修が許可されると、標準修業年限において支払う授業料の総額を、長期履修期間として認められた期間に均分して学
期毎に支払うことになります。
ただし、授業料が改定された場合または長期履修期間に変更があった場合には、改定または変更時に授業料は見直されます。
長期履修を申し出ることができる者は次のいずれかに該当し、標準修業年限内での修学が困難な事情にあるものです。
（１）職業を有する者（常勤に限る）
（２）その他長期履修することが必要と認められる者

－１－

入試日程（２学科共通）
出願期間
2017年10月16日（月）～10月20日（金）16：00必着

試験日※

合否発表

入学手続
締切日

10月28日（土） 11月4日（土） 11月20日（月）

※詳細は入学試験の [５．試験科目・時間割 ]（ｐ. 5参照）をご確認ください。

出願資格
大学入学資格を有する者で、次の（１）
（２）すべてに該当する者
（１）2018年 4月 1日現在で満25歳以上の者。ただし、
「外国人留学生入学試験」の出願資格に該当する者は除く
（２）社会人としての経験を有する者
※社会人とは、職業経験（パート、アルバイト等非正規雇用含む）、社会的活動（NPO、NGO、ボランティア活動）
の経験、家事従業等の経験者を指し、学校教育法上の学校、専修学校および各種学校の在学者は含まない。
大学入学資格
次の項目のいずれかに該当する者
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(１) 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、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(２) 外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準
備教育課程または研修施設の課程等を修了する必要がある）
(３) 外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応す
る学校の課程を修了した者
(４) 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者（12年未満の課程の場合は、さらに指
定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了する必要がある）
(５) 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
(６) 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の定める日以降に修了した者
(７) 文部科学大臣の指定した者
(８) 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣のおこなう高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定
を含む）に合格した者および2018年3月31日までに合格見込みの者
(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者と同等以上の学力があると認めた者
※上記 (９) にて出願する方は事前に入学資格審査を受けることが必要です。入学資格審査を希望する方は、2017年10月6日
（金）
までに入試広報課（TEL 03-3299-2311）へお問合せください。
志願者すべてを対象に個別の事前相談を行います。出願を予定している方は必ず事前相談を行ってください。
〈事前相談の申込締切日〉2017年 10月 6日（金）まで
〈お問合せ先〉入試広報課 TEL 03-3299-2311
月～金 9：30 ～16：00（土・日・祝日は予約不可）

【受験・修学特別措置を必要とする方へ】
本学に入学を志望し、身体に障がいがある者は、受験時および入学後の修学上支障がないよう特別な配慮を必要とすることが
ありますので、出願開始日の１ヵ月前までに必ず入試広報課（TEL 03-3299-2311）に申し出てください。また、怪我や病気
のため、受験の際に特別な措置が必要な場合も入試広報課へご連絡ください。

－２－

出願手続
１．出願期間
2017年 10月 16日（月）～ 10月 20日（金）16：00 必着

２．出願方法
出願書類は「入試広報課窓口」または「郵送」にて受付します。
入学検定料〈 35,000円 〉を金融機関窓口で振り込み後、上記［１．出願期間 ］で指定された期間（時間）に出願書類
一式を封筒に入れて提出してください。市販の封筒（角形２号・240mm×332mm）を各自で用意し、［５．出願書類 ］
の「 ⑦ 出願書類提出用ラベル」（ｐ. 4 参照）を貼付してください。
【 窓口にて提出 】窓口受付時間 ９：30 ～ 16：00
【 郵送にて提出 】郵便局の窓口にて「簡易書留」で送付してください。出願期間最終日の16：00必着です。

３．入学検定料

35,000円

入学検定料の振込方法
（１）
［５．出願書類 ］の「③ 入学検定料振込用紙」（ｐ. 4 参照）の必要事項を記入し、必ず金融機関窓口にて入学検
定料を振り込んでください。
【注意】１．ATM（現金自動預け払い機）やネットバンキング等から振り込みをしないでください。
２．
「みずほ銀行」からの振込手数料は無料です。
（２）金融機関窓口へ提出する際、
『 検定料振込依頼書（Ｃ票 ）』の「整理番号（ 英字２桁 ）」
「志願者氏名（カタカナ）」
を必ず打電するように依頼してください。
（３）入学検定料を振り込む際、
「入学検定料振込用紙」の３ヵ所に［取扱金融機関収納印］が押されていることを必ず
確認してください。
（［取扱金融機関収納印］がないものは無効 ）
（４）『検定料振込連絡票（Ａ票）』を他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出してください。『検定料領収証（B票）』
は本人が保管してください。

４．出願上の注意
（１）出願書類に不備・不足がある場合および入学検定料の振り込みをしていない場合は受理いたしません。
（２）出願後の志望学科の変更はできません。
（３）一度提出した出願書類および納入した入学検定料は、原則として返還いたしません。
（４）出願書類の内容に偽造・虚偽記載等があった場合は不正行為とみなし、入学試験の結果を無効とすることがあり
ます。なお、その場合も提出した出願書類および入学検定料は返還いたしません。
（５）出願後に住所・電話番号等を変更した場合は、速やかに入試広報課（TEL 03-3299-2311）に届け出てください。
また、郵便局で転居先への転送手続もお取りください。

５．出願書類
・出願書類の①、③、④、⑥、⑦ は、A4サイズの白紙にプリントアウトし使用してください。
・黒のボールペン（ 鉛筆・消えるインクは不可 ）で、本人が丁寧かつ正確に記入してください。数字は算用数字（１、
２、
３）を
使用してください。
・誤って記入した場合は、修正液等を使用し訂正してください。
・出願書類提出用の封筒（角形２号・240mm×332mm）を各自で用意し、⑦のラベルを表面に貼付してください。

① 入学願書（２枚 ）・受験票

本学所定

・太線枠内に漏れがないよう丁寧かつ正確に記入してください。
・高校コードは本学ホームページに掲載している「高等学校等コード表」(PDF) を参照のうえ、記入してください。

② 写真
・カラー、縦４cm×横３cm、上半身正面向、無帽無背景で出願前３ヵ月以内に撮影したもの（スナップ写真は不可）を、
「①入学願書」に貼付してください。
・万一はがれた時のため、写真の裏面に氏名・志望学科を記入してください。
・この写真は在学期間中の学生証に使用します。

－３－

③ 入学検定料振込用紙〈 入学検定料：35,000円 〉

本学所定

・振込方法は、［３．入学検定料 ］
（ p . ３参照 ）を確認してください。
・『検定料振込連絡票（Ａ票）』を他の出願書類と一緒に封筒に入れて提出してください。

④ 志望理由書（２枚 ）

本学所定

・志望する学科において、入学後学びたいことを詳しく記入してください。
（800字程度）

⑤ 出願資格を証明する書類

高等学校もしくは中等教育学校卒業者

通常の課程による12年の学校教育修了者

出身学校長が作成した
「調査書」

・出願前３ヵ月以内に発行されたもので
厳封されたもの。
・統廃合、被災、卒業後保存年限経過等
の事情により「調査書」が交付されな
い場合には、代わりに「卒業証明書」
および「成績証明書または単位修得証
明書」を提出してください。
・高等学校卒業程度認定試験での合格科
目がある場合は、
「合格成績証明書」
も
併せて提出してください。

「修了証明書」
および「成績証明書」

・出願前６ヵ月以内に発行されたもの。
・外国の学校等修了者で、日本と外国の
両方の高等学校に在籍した場合は、日
本の高等学校在学中の「調査書」も併
せて提出してください。

在外教育施設の当該課程修了者

外国の学校等修了者
我が国における外国人学校修了者

注意事項

証明書類

該当する出願資格

専修学校の高等課程修了者
外国の学力認定試験合格者

「合格成績証明書」

文部科学大臣の指定した者

当該「資格証明書の写し」
または修了した教育機関の
「修了証明書」および
「成績証明書」

高等学校卒業程度認定試験
高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者
（ 旧規定による大学入学資
（旧規定による大学入学資格検定合格者を含む） 格検定 ）の「合格（見込）成
績証明書」

・免除科目がある場合は、当該免除科目
の成績に係る証明書として在籍してい
た高等学校の「成績証明書」も併せて
提出してください。

［注意事項］
・日本国内で２校以上の高等学校に在籍していた場合は、卒業した学校が発行する調査書に、在籍した全ての学校名と転入、
編入した年月日、修得した科目名、単位数、評価、出欠席の記録が記載されたものを出願時に提出してください。
・高等学校在籍中の海外留学による単位認定を受けた場合は、留学期間と留学先の学校名を調査書に記載のうえ、留学先の
学校が発行した成績証明書の写しも同封してください。

⑥ 発送用ラベル

本学所定

・受験票、合否通知および入学手続書類を送る際に使用しますので、確実に受け取ることのできる住所を記入してください。
また、指定金額分の切手を重ねずに貼付してください。

⑦ 出願書類提出用ラベル

本学所定

・ラベルの太線枠内に記入し、各自で用意した封筒（角形２号・240mm×332mm）の表面に貼付のうえ、出願書類一式を
入れて提出してください。郵送、窓口提出のいずれの場合も同様に用意してください。

－４－

入学試験
１．選考方法
「出願書類」、
「小論文」、
「面接」の結果を総合的に判定して選考します。

２．受験票について
2017年10月 25日（水）までに郵送
※お手元に届きましたら、受験番号と氏名を確認し、試験当日は必ず持参してください。
「受験票」が届かない場合は、入試広報課までお問合せください。

３．試験日
2017年 10月 28日（土）

４．試験会場
文化学園大学
〒151-8523 東京都渋谷区代々木3-22-1
※試験会場は、試験当日に掲示します。

TEL：03-3299-2311

５．試験科目・時間割
9：30 ～

10：30 ～ 11：30

入室開始

小論文（800字程度）

13：00 ～
面

接

６．入学試験に関する諸注意
１．試験開始20分前までに指定された会場へ入室してください。試験会場へは試験開始30分前から入室できます。
２．20分以上遅刻した場合は、原則として受験できません。
※ 交通機関等の遅れにより遅刻する可能性がある場合は、入試広報課（TEL 03-3299-2311）に連絡し、指示を
受けてください。また、交通機関の遅延証明書を必ずもらい、提出してください。
３．試験時間中、机上に置けるものは「受験票」「筆記用具」「時計（時計機能だけのもの）」「眼鏡」です。
４．「受験票」は必ず机上に提示してください。
５．携帯電話やスマートフォンの電源を切り、鞄にしまってください。
６．「面接」の要領については、
「小論文」終了後に案内します。面接の順番により待ち時間、終了時間が異なります。

合否発表
合否発表日：2017年 11月 4日（土）
合否結果は郵便（速達）で通知いたします。
※合否についての電話による問合せには、お答えできません。
※合否結果通知書が郵便発表日の翌々日を過ぎても届かない場合は、入試広報課（TEL 03-3299-2311）までお問合せくだ
さい。

入学手続
合格者には、合格通知書とともに入学手続についての書類を送付いたします。記載された手続方法に従い、下記の期日まで
に所定の学費を納入することにより、入学手続が完了します。

１．手続締切日
2017年 11月 20日（月）

－５－

２．入学手続後のご案内
・入学式の案内および入学前の連絡事項については、合格通知書送付の際に同封する書類に明記していますので、確認
してください。
・入学前に現住所および連絡先が変更になる場合は、入試広報課（TEL 03-3299-2311）に連絡してください。

３．入学辞退手続
・学費納入後、入学を辞退する場合は、2018年３月 30日（金）16：00まで（郵送の場合も同日16：00までに届くこと）
に所定の手続をお取りください。
・手続方法は、合格通知書送付の際に同封する書類に明記していますので、確認してください。
・辞退手続完了後、入学金以外の学費を３月末～４月中旬までに返還いたします。

学費〈2018年度〉 ＜注意＞学費は非課税です。
（単位＝円）

学
現代文化学部

部・学

科

国際文化・観光学科
応用健康心理学科

納
１年次

入学金

授業料

前期

200,000

365,000

185,000

22,500

後期

―

365,000

185,000

※ 26,800

―

750,000

300,000

25,000

期

２年次以降（年間）
卒業年次諸経費
学生諸活動費（学生会費・同窓会費他）
学 部・学 科
現代文化学部 国際文化・観光学科
応用健康心理学科

教育充実費 演習実習費 健診・保険費
1,500
―
1,500

３年次後期に24,000円納入
入学時に17,200円、2・３・４年次前期に各5,000円、４年次後期に10,000円納入

入学時合計

後期合計

初年度合計

791,200

576,800

1,368,000

※１年次後期の演習実習費にTOEICテスト費〔4,300円（１年次後期受験分）〕が含まれています。

■ その他の費用について
校外授業や資格免許取得課程等、上記学費以外に別途費用がかかる科目が開講されています。

－６－

社会人入試
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ACCESS

アクセス

新宿駅 下車。
南口または甲州街道改札より甲州街道を初台方面へ徒歩７分。

社 会 人 入 試

入学試験要項

2018

