一般入試
筆記試験と面接により、本学の授業を履修できる基礎学力があること、本学での学修に関心と意欲をも
ち学生生活に適応できる柔軟な人間性を有していることを基準として選考します。

試験科目・時間・配点
学部学科

科目・時間

配点

必須（60分） 9:30～10:30
・国語（国語総合）古文漢文除く
大学

服飾学科

大学

服飾表現学科

選択（60分） 11:15～12:15
・英語（コミュニケーション英語Ⅰ ･ Ⅱ）
・鉛筆デッサン

各100点
2科目の合計

全員実施（5分） 12:25～
・個人面接
必須（60分） 9:30～10:30
・国語（国語総合）古文漢文除く
選択（60分） 11:15～12:15
短期大学部

服飾学科

各100点

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ ･ Ⅱ）

2科目受験のうち高得点

・鉛筆デッサン

の1科目を使用

全員実施（5分） 12:25～
・個人面接

出願登録および書類提出期間
2018年1月5日（金）～1月25日（木）15:00までに Web 出願ページで出願登録を行い、選考料35,000
円をお支払いください。
出願書類は期間内に郵送してください。
（最終日消印有効）

出願書類
□ Web 入学志願票
選
 考料支払い後ダウンロードして印刷してください。支払い後は登録情報の修正ができませんのでご注意
ください。
□写真
縦
 ４㎝×横３㎝（カラー撮影、
背景無地、
枠なし、
上半身無帽、
3ヶ月以内に撮影したもの、
裏面に氏名を記入）
Web 入学志願票の所定欄に貼付してください。
□調査書等、大学出願資格を証明する書類
P.3参照
□その他必要書類（該当者のみ）
杉
 野学園新入生奨学金、全国ファッションデザインコンテスト奨励金（P.17参照）
、指定資格取得による
入試優遇制度を申請する方は、申請にかかわる書類を同封してください。
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一般入試

指定資格取得による入試優遇制度
「全国高等学校家庭科被服製作技術検定」
（和服または洋服）1級取得者は選択科目試験を免除します。
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）または鉛筆デッサン
該当者は証明書のコピーを出願書類に同封してください。

出願上の注意
⑴ 書
 類に不備・不足があると受験票が発行できません。締切日間際の提出の場合は、特に不備がないか
充分に確認してください。
⑵ いったん受理した出願書類と選考料は、いかなる理由があっても返還しません。
 願や、一般入試と大学入試センター試験利用入試 A 日程の同時出願の場合、調査書は1通のみ提出
⑶ 併
してください。
⑷ 出願後の選択科目変更は認めません。

Web 受験票発行
2018年1月30日（火）12:00～
ダウンロードして印刷してください。
受験票には写真を貼付し、試験当日に必ず持参してください。

試験日
2018年2月2日（金）
会場は目黒キャンパス（東京都品川区上大崎4-6-19）です。

受験上の注意
⑴ 受
 験票は試験当日必ず携帯してください。万一受験票を忘れたときは、直ちに係員に申し出て、仮受
験票の交付を受けてください。
⑵ 試
 験当日は、午前８:30に開場します。９:15までに入室し、受験番号を確認して着席してください。
⑶ 持ち物
① 受験票
② 鉛筆、シャープペンシル（鉛筆デッサン試験受験者は２H ～４B）
③ 消しゴム
④ 時計（時間を計る以外の機能を持つものは不可）
⑷ ス
 マートフォン、携帯電話等通信機器類の試験室内での使用は禁止します。電源を必ず切り、バッグ
等に入れて入室してください。
⑸ 付添人は、試験室内に入ることはできません。控室を用意していますのでご利用ください。

選考結果発送
2018年2月8日（木）
本人宛に郵送で通知します。また、Web による結果発表は12:00から3日間確認できます。

入学手続締切
2018年2月21日（水）
合格者は、手続締切日までに入学手続時納付金納入と必要書類提出を行うことで入学手続が完了します。
入学手続書類及び手続方法の詳細については、合格通知に同封の「入学手続要項」をご確認ください。

一般入試
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大学入試センター試験利用入試
幅広い学力があり本学への入学を希望する人を対象とする入試制度です。出願者は平成30年度大学入試
センター試験で本学が指定する科目を受験していることが必要です。

選考方法
「平成30年度大学入試センター試験」の試験教科・科目の結果により選考します。本学独自の試験は行
いません。

成績利用科目・配点
必須1科目と、選択1科目の成績を利用します。
選択科目を複数受験している場合は、高得点の1科目の得点を利用します。
教科
必須

選択
いずれか
1教科1科目

科

目

配点

国語

『国語』
（近代以降の文章）

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』

数学
理科
外国語

100点

「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』

100点

「物理基礎」
「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」
「化学」「生物」「地学」
『英語【筆記】』『ドイツ語』『フランス語』『中国語』『韓国語』

備考１ 『英語』は200点満点を100点に換算し、リスニングの得点は使用しません。
『ドイツ語』
『フランス語』
『中国語』
『韓国語』も、200点満点を100点満点に換算します。
備考２ 理
 科のうち「物理基礎」
「化学基礎」
「生物基礎」
「地学基礎」の４科目については、２科目の
合計を１科目の得点として扱います。

出願登録および書類提出期間
出願登録期間

Ａ日程：2018年1月5日（金）～1月30日（火） 15:00
Ｂ日程：2018年1月31日（水）～2月26日（月） 15:00

選考料払込期限

出願登録翌日の23:59まで
※出願登録最終日の払込期限は16:00までとなります
ので注意してください。

Web 出願ページで出願登録を行い、選考料17,000円をお支払いください。
出願書類を期間内に郵送してください。
（最終日消印有効）
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大学入試センター試験利用入試

出願書類
□ Web 入学志願票
選
 考料支払い後ダウンロードして印刷してください。支払い後は登録情報の修正ができませんのでご注意
ください。
□写真
縦
 ４㎝×横３㎝（カラー撮影、
背景無地、
枠なし、
上半身無帽、
3ヶ月以内に撮影したもの、
裏面に氏名を記入）
Web 入学志願票の所定欄に貼付してください。
□大学入試センター試験成績請求票
大
 学入試センターから交付された平成30年度大学入試センター試験成績請求票のうち「私立大学・公私
立短期大学用」を入学志願票の所定欄に貼付してください。
□調査書等、大学出願資格を証明する書類
P.3参照
□その他必要書類（該当者のみ）
杉
 野学園新入生奨学金、全国ファッションデザインコンテスト奨励金（P.17参照）を申請する方は、申
請にかかわる書類を同封してください。

出願上の注意
⑴ 書
 類に不備・不足があると受験票が発行できません。締切日間際の提出の場合は、特に不備がないか
充分に確認してください。
⑵ いったん受理した出願書類と選考料は、いかなる理由があっても返還しません。
 願や、大学入試センター試験利用入試 A 日程と一般入試の同時出願の場合、調査書は1通のみ提出
⑶ 併
してください。

Web 受験票発行
Ａ日程：2018年2月5日（月）12:00～
Ｂ日程：2018年3月1日（木）12:00～
ダウンロードして印刷してください。

選考結果発送
Ａ日程：2018年2月8日（木）
Ｂ日程：2018年3月6日（火）
本人宛に郵送で通知します。また、Web による結果発表は12:00から3日間確認できます。

入学手続締切
Ａ日程：2018年2月21日（水）
Ｂ日程：2018年3月16日（金）
合
 格者は、手続締切日までに入学手続時納付金納入と必要書類提出を行うことで入学手続が完了します。
入学手続書類及び手続方法の詳細については、合格通知に同封の「入学手続要項」をご確認ください。

大学入試センター試験利用入試
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Web による結果発表
「Web による結果発表」は正式な結果通知の補助的な手段として、本学 Web サイトから結果を確認でき
るものです。

利用上の注意
・利用する際は、受験番号と生年月日が必要です。
・同時出願又は大学と短大を併願している方は、それぞれの受験番号ごとに確認してください。
（大学と短大
では掲載場所が異なります。
）
・結果発表、操作方法、受験番号に関するお問合せには一切応じませんのでご了承ください。
・発表開始直後は、つながりにくい場合もあります。つながらない場合は、しばらく時間を置いてから再度
アクセスしてください。
・パソコンのブラウザ・携帯電話の機種によっては、表示が出来ない場合があります。
・AO 入試Ⅳ期は Web による結果発表は行いません。郵送での結果通知をご確認ください。

掲載期間
各試験とも選考結果発送日の12:00から3日間です。

確認方法
下記 QR コード又は URL より結果発表のページにアクセスしてください。

❶

【大学】
http://www.sugino-fc.ac.jp/
examination/passinfo

【短期大学部】
http://www.sugino-fc.ac.jp/
junior/examination/passinfo

⬇
❷

画 面の指示に従い、受験された試験の「合否判定を見る」ボタンを押し受験番号等を
入力する画面まで進んでください。

⬇
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❸

受験番号を入力、プルダウンで生年月日を選択し、
「合否判定」ボタンを押してください。

❹

結果が画面に表示されます。

⬇

Web による結果発表

