AO 入試（アドミッションズ・オフィス入学者選抜）
❶

アドミッションポリシーをよく理解し、明確な志望の意思 ･ 意欲を持って、本学への入学を強く希望す

る人を発掘するための入学試験制度です。
志願者と大学相互の理解を深めるため時間をかけて面接を行い、学力テストのみでは把握することので

きない志願者の資質 ･ 特質を見い出し、詳細な書類審査と共に評価し入学判定を行います。
⑴ 本学での学修に強い関心と意欲を持っている人
⑵ 優れた創造性や豊かな個性を持っている人
⑶ 自己認識や自己表現に優れ、自己実現への意欲が高い人
⑷ 得意な技術や資格を有するか、または社会的に高い評価を受けたことのある人
以上の４点に該当する人を求めています。

ＡＯ入試Ｓ型
エントリー資格
本学の教育内容を十分に理解した上で、第一志望（専願）として入学を強く志望し、大学入学資格を有
する者。

エントリー登録および書類提出期間
2017年8月1日（火）～8月21日（月） 15:00までに、Web 出願ページからエントリー登録を行い、書
類を期間内に郵送してください。
（最終日消印有効）
期間内のオープンキャンパス開催時は持参提出でも受け付けます。

エントリー書類
□エントリーシート
Web 出願ページからエントリー登録後、ダウンロードして印刷してください。
□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）
エントリーシートの所定欄に貼付してください。
□ AO 課題用紙
本
 学所定用紙を Web 出願サイトからダウンロードして印刷し、
課題に取り組んでください。
（課題内容は、
P.6参照）
□その他必要書類（該当者のみ）
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。

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級取得者対象
AO 課題における書類審査で加点します。該当者はエントリー書類とともに、証明書のコピーを提出し
てください。
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AO 入試 S 型

エントリー受付票発行
2017年8月24日（木）12:00～
Web 出願ページから受付票をダウンロードして印刷してください。面接日時はエントリー受付票に記載
されます。
エントリー受付票には写真を貼付して、面接当日に必ず持参してください。

エントリー面接日
2017年8月28日（月）
、8月29日（火）いずれか1日
会場は目黒キャンパス（東京都品川区上大崎4-6-19）です。

エントリー上の注意
⑴ エ
 ントリー書類に不備・不足があると受付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 エントリー後の学部学科の変更はできません。

出願可否発表
2017年9月1日（金）12:00～
Web による結果発表が正式な発表です。郵送での通知は行いません。

出願登録および書類提出期間

※AO エントリーシート、AO 課題と面接による審査・選考の結果「出願許可」と判断された方のみ出願できます。

2017年9月4日（月）～9月11日（月） 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
 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）
縦
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を申請する方は、奨学金申請にか
かわる書類を同封してください。
（P.17参照）

出願上の注意
⑴ いったん受理した出願書類、選考料はいかなる理由があっても返還しません。
⑵ 出願可とされた志望学部学科の変更はできません。

選考結果発送
2017年9月15日（金）
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。
AO 入試 S 型
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入学手続
AO 入試 S 型は入学手続時納付金の納入時期が2回に分かれています。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。
１回目手続締切日：2017年10月2日（月）
２回目手続締切日：2017年12月27日（水）

入学前課題
入学予定者に対し、入学後の学修をスムーズに行うための入学前教育を実施します。内容は、課題図書
によるレポート課題などで、ファッションに関する専門教育への関心を高めることが目的です。
その他に、希望者を対象として初歩的な実習の入学前教育スクーリングも実施します。
詳細は、入学手続の際にお知らせいたします。

AO 課題
共

1. 本学を志望する動機について記述してください。

通

2. 入学後特に学びたいと考えていることについて記述してください。
3. あなたが将来目指したい職業について記述してください。

選

大学・短大 服飾学科 AO 課題 （造形分野もしくは一般分野どちらかを選択）

択

【造形分野】 以
 下のジャンルから選び、自分の作品について、制作のねらい・過程・工夫などを記
述してください。
（洋服、浴衣、小物、手芸、デザイン画、絵画、工芸造形物 など）
※対象の作品の写真を課題写真用紙に貼付し、面接当日に実物を必ず持参してください。
【一般分野】 あ
 なたの心をひきつけ、影響を及ぼしたもの（こと）について以下から選び、自分の
考えを記述してください。
（ファッション、人物、経験、本、関心を持った社会現象 など）

大学 服飾表現学科 AO 課題（表現分野もしくは活動分野のどちらかを選択）
【表現分野】 制作のねらい・過程・工夫などを記述してください。
（写真、映像、デッサン、イラスト、造形物、コーディネート提案 など）
※対象の作品の写真を課題写真用紙に貼付し、面接当日に実物やプレゼンテーション
に必要な資料を必ず持参してください。映像再生用に PC を用意しています。DVDVideo 形式で作成したものをお持ちください。タブレット端末等の持ち込みも可能
です。
【活動分野】 あなたが今まで積極的に取り組んだ活動について記述してください。
（文化祭等のイベント企画、部活、委員会、ボランティア など）
※面接当日にプレゼンテーションに必要な資料を必ず持参してください。
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AO 入試 S 型

AO 入試Ⅰ～Ⅳ期
出願資格
2017年4月以降のオープンキャンパス、進学相談会、学校見学等で個別面談を受け、本学の教育内容を
十分に理解した上で、第一志望（専願）として入学を強く志望し、大学入学資格を有する者。

出願登録および書類提出期間
出願登録期間

Ⅰ期：2017年9月25日（月）～10月13日（金）15:00

Ⅱ期：2017年11月20日（月）～12月8日（金）15:00
Ⅲ期：2018年2月1日（木）～2月21日（水）15:00

Ⅳ期：2018年2月22日（木）～3月6日（火）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35,000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）

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。
□ AO 課題用紙
本
 学所定用紙を Web 出願サイトからダウンロードして印刷し、課題に取り組んでください。
（課題内容
は P.9参照）
□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。

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級取得者対象
AO 課題における書類審査で加点します。該当者は出願書類とともに、
証明書のコピーを提出してください。

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、選考料はいかなる理由があっても返還しません。
⑶ 出願後の志望学部学科の変更はできません。
⑷ 併願はできませんが、2回目以降の出願は可能です。

AO 入試Ⅰ～Ⅳ期
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Web 受験票発行
Ⅰ期：2017年10月18日（水）12:00～
Ⅱ期：2017年12月13日（水）12:00～
Ⅲ期：2018年2月26日（月）12:00～
Ⅳ期：出願完了後、発行日をご連絡します
ダウンロードして印刷してください。面接時間は受験票に記載いたします。
受験票には写真を貼付し、面接当日に必ず持参してください。

面接日
Ⅰ期：2017年10月21日（土）
Ⅱ期：2017年12月16日（土）
Ⅲ期：2018年3月1日（木）
Ⅳ期：随時 (2018年3月2日（金）～3月19日（月）
)
会場は目黒キャンパス（東京都品川区上大崎4-6-19）です。

選考結果発送
Ⅰ期：2017年10月25日（水）
Ⅱ期：2017年12月20日（水）
Ⅲ期：2018年3月6日（火）
Ⅳ期：2018年3月7日（水）以降で面接日翌日
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。
AO Ⅳ期は Web による結果発表は行いません。

入学手続締切
Ⅰ期：2017年11月9日（木）
Ⅱ期：2018年1月10日（水）
Ⅲ期：2018年3月20日（火）
Ⅳ期：選考結果発送後5日
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。

入学前課題
AO 入試で12月末までに合格した入学予定者に対し、入学後の学修をスムーズに行うための入学前教育
を実施します。内容は、課題図書によるレポート課題などで、ファッションに関する専門教育への関心を
高めることが目的です。
その他に、希望者を対象として初歩的な実習の入学前教育スクーリングも実施します。
詳細は、入学手続の際にお知らせいたします。
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AO 入試Ⅰ～Ⅳ期

AO 課題
共通

1. 志望動機と入学後特に学びたいと考えていることについて記述してください。

選

大学・短大 服飾学科 AO 課題 （造形分野もしくは一般分野どちらかを選択）

択

【造形分野】 以
 下のジャンルから選び、自分の作品について、制作のねらい・過程・工夫などを記
述してください。
（洋服、浴衣、小物、手芸、デザイン画、絵画、工芸造形物 など）
※対象の作品の写真を課題写真用紙に貼付し、面接当日に実物を必ず持参してください。
【一般分野】 あ
 なたの心をひきつけ、影響を及ぼしたもの（こと）について以下から選び、自分の
考えを記述してください。
（ファッション、人物、経験、本、関心を持った社会現象 など）

大学 服飾表現学科 AO 課題（表現分野もしくは活動分野のどちらかを選択）
【表現分野】 制作のねらい・過程・工夫などを記述してください。
（写真、映像、デッサン、イラスト、造形物、コーディネート提案 など）
※対象の作品の写真を課題写真用紙に貼付し、面接当日に実物やプレゼンテーション
に必要な資料を必ず持参してください。映像再生用に PC を用意しています。DVDVideo 形式で作成したものをお持ちください。タブレット端末等の持ち込みも可能
です。
【活動分野】 あなたが今まで積極的に取り組んだ活動について記述してください。
（文化祭等のイベント企画、部活、委員会、ボランティア など）
※面接当日にプレゼンテーションに必要な資料を必ず持参してください。

AO 入試Ⅰ～Ⅳ期
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