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入試ガイドブック 2019

2018年学部系統別 実就職率に両学部がランクイン
「就職に強い産能大」には理由があります。

サンデー毎日2018.8.12号掲載「2018年学部系統別 実就職率ランキング」で本学の情報マネジメント学部が全国9位に、
経営学部が全国15位にランクインし、改めて「就職に強い産能大」が実証されました。また、経営学部は500人以上の卒業
生を持つ規模の学部としては唯一のランクインとなっています。
就職に強い理由はPBLと呼ばれる「課題解決型授業」にあります。実社会の課題解決に主体的に取り組む授業を通して、「知
識」や「スキル」を「知っている」、「わかっている」ではなく、「実際に活用できる力」に変えていきます。
このような授業は年次を重ねるごとにレベルアップしていくように設計され、大学の学びに取り組むことで実社会が求め
る力が身につくようカリキュラムが設計されているのです。

■ 2018年　学部系統別 実就職率ランキング
＜商・経営系＞

■ SANNO PBL（Project Based Learning）
－学びのイメージ－

順位 大学 学部 実就職率
（％） 卒業者数 就職者数

1 公 静岡県立大 経営情報 99.0 108 101
2 私 安田女子大 現代ビジネス 98.4 123 121
3 私 昭和女子大 グローバルビジネス 97.9 96 93
4 私 新潟医療福祉大 医療経営管理 97.1 103 99
5 私 跡見学園女子大 マネジメント 97.0 394 382
6 私 中部大 経営情報 96.6 267 258
7 私 名古屋商科大 商 96.4 112 107
8 私 愛知学院大 商 96.4 223 213
9 私 産業能率大 情報マネジメント 96.3 361 343

10 私 東京都市大 都市生活 96.1 156 146
11 私 東京理科大 経営 96.0 268 241
12 私 名城大 経営 95.9 314 301
13 国 神戸大 経営 95.8 271 248
14 私 南山大 経営 95.7 281 269
15 私 産業能率大 経営 95.3 515 487
16 私 松山大 経営 95.1 388 365
17 私 甲南大 マネジメント創造 95.0 184 171
18 私 金沢学院大 経営情報 94.9 156 148
19 私 愛知大 経営 94.8 441 417
20 私 愛知学院大 経営 94.7 284 268

サンデー毎日 2018.8.12号掲載　大学通信調査

実践

知識・スキル

SANNO PBL
Project Based Learning
PBL＝課題解決型授業
「知っている」「わかる」を「使える知識」に
育てていきます

大学で身につく力
●専門性
●創造性
●信頼性
●語学力
●一般常識
●学業成績

企業が選考にあたって
特に重視した能力
（上位5項目）
●コミュニケーション能力
●主体性
●チャレンジ精神
●協調性
●誠実性
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受験生の立場で「これまでの努力を無駄にさせない」、
「ストレスが少ない入試日程」にこだわりました。

1/29
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試験日
　

▶
　

2/6
合格
発表

　
▶

　

2/22
一次
手続
期限 　

▶
　

3/11
二次
手続
期限

他大学との併願も考慮、合格発表の早さにこだわった入試です。

Point

1

一般入試の中で最も多くの募集人員を確保、昨年度の合格倍率が最も低い日程です。
〈昨年度マーケティング学科の例〉

入試区分 募集人員 昨年度の合格倍率
前期スタンダード     （2/1） 60名 3.4

前期プラスワン        （2/3） 50名 4.7（3教科選考）
4.9（高得点2教科選考）

前期2教科ベーシック（2/5） 15名 3.6
※各学科の募集人員については７ページを、入試結果については１７ページをご参照下さい。

Point

2
首都圏難関大学と同様の試験方式を採用。SANNOでの力試しから可能性が広がります。
経営学部では、英語の配点を150点満点、試験時間を75分に設定し、首都圏の難関大学と同様の方式を採用してい
ます。本学から受験をスタートすることで、力を試すこともできます。

Point

3
他大学の結果を確認してから手続きが可能。余裕のある手続き期間で、経済的負担を軽減します。
合格発表は2月6日（水）、一次手続の期限は2月22日（金）と、手続き期間に余裕を持っています。本学と併願の多い
他大学の結果を確認してからでも間に合う日程です。
さらに、二次手続の期限は3月11日（月）、入学を辞退する場合には、この日までに所定の手続きをすることで一次
手続金（入学金）を全額返還します。

Point

4
前期スタンダードで補欠合格制度を導入します。
2019年度入試より補欠合格制度を開始します。前期スタンダードでは、2月22日（金）、3月1日（金）に、それぞれ
補欠合格者から追加合格対象者へ合格通知等を送付します。
なお、必ず補欠合格者から追加合格者の発表を行うわけではありませんので、ご注意下さい。
詳細は、本学HP「入試情報」ページでご確認ください。

様々な選考方法があるSANNOの入試に注目！

他大学との併願パターン
2月 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日

SANNO

前　期
スタンダード 試 験 合格発表 一次手続～2/22

※二次
手続～
3/11

前　期
プラスワン 試 験

合格発表 一次手続～2/22
※二次
手続～
3/11前　期

2教科ベーシック 試 験

法政大学
全学部 試 験 合格発表 ～手続

個　別 試 験 合格発表 ～手続

明治大学
全学部 試 験 合格発表 ～手続

個　別 試 験 合格発表 ～手続

立教大学
全学部 試 験 合格発表 ～手続

個　別 試 験 合格発表 ～手続

青山学院
大学

全学部 試 験 合格発表 ～手続

個　別 試 験 合格発表 ～手続

東洋大学 前　期 試 験 合格発表 ～手続

※他大学の日程は、併願の多い大学の一部日程を抜粋した内容となります。詳しくは、該当の大学のホームページにてご確認ください。

一般入試　前期スタンダード　 2/1
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英語外部試験活用、学科併願、ベスト2選考など
自分にあったプラスワンを活用して、合格を勝ち取ろう。
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▶
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発表

　
▶
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手続
期限 　

▶
　

3/11
二次
手続
期限

※3月11日までに入学辞退の手続きをした場合、一次手続金（入学金）を全額返還

Point

1
学科併願をプラスワン！
全3学科を併願することができます。第一志望の学科に加えて、他の2学科も追加して出願することができます。本学への合格
チャンスが広がります。

Point

2
ベスト2（高得点2教科）選考をプラスワン！
基本の3教科選考にベスト2（高得点2教科）選考を追加することができます。第一志望学科の合格チャンスが広がります。
 ※ベスト２選考は第一志望学科のみ可能です。

Point

3
3教科選考とベスト2（高得点2教科）選考は重複しての合格はありません。
ベスト2選考の合格者の枠はしっかり確保されています。高得点2教科選考を追加出願すれば、さらにチャンスが広がります。

英語外部試験のスコア活用で安心感をプラスワン！
英検、GTEC、TEAP等外部試験で培ってきたスコアを英語の点数に換算します。

入試当日の得点か、外部試験のスコア（換算点）のいずれか高得点を選考時に採用します。

● 英語外部試験も利用可能！本学の英語試験の得点、外部試験での得点のどちらか高得点を採用します。 
外部試験でのスコアを持っていれば、チャンス拡大！

● 外部試験のスコアを持っていなくても問題ありません。本学の試験での得点で選考します。

Point
英検は準2級（1,728点）から利用可能！

入試の得点と換算点の高い方のスコアを自動採用でチャンス拡大！

利用できる英語外部試験スコア換算点
【換算表】

換算点 英検
（CSE2.0スコア） GTEC-CBT GTEC

（3技能版）
GTEC

（4技能版） IELTSTM TEAP
（４技能）

TOEIC® L&R
TOEIC® S&W

昨年度利用
（出願人数） 合格人数

100点 2級（2150点） 1063 709 1160 4.5 253 1000 10 6

90点 2級（1980点） 999 674 1100 4.0 225 865 105 61

80点 準2級（1920点） 880 599 1000 3.5 195 735 3 0

70点 準2級（1728点） 850 580 970 3.0 188 500 26 0

※スコアの提出が、出願期間に間に合うことが条件です。
※実用英語技能検定（英検）は2017年6月以降に一次試験・二次試験の両方を受験・合格していることが条件です。
※GTECは、スコアレポートに「OFFICIAL SCORE」と印字してあるもののみが対象となります。
※TEAP（4技能）、TOEIC®L&R・TOEIC®S&Wは2017年1月以降に受験したものに限り有効です。
※IELTS™ は2017年4月以降に受験したものに限り有効です。

一般入試　前期プラスワン　 2/3

様々な選考方法があるSANNOの入試に注目！
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出願締切
1月31日（木）  ▶ 

試験日
2月5日（火）  ▶ 

合格発表
2月9日（土）  ▶ 

一次手続締切
2月22日（金）  ▶ 

二次手続締切
3月11日（月）

※3月11日までに入学辞退の手続きをした場合、一次手続金（入学金）を全額返還

自由２教科受験で選考します。得意科目で合格を勝ち取ろう！
国語・日本史での受験も可能、また記述問題は、きめ細かな採点で部分点も加算します。

Point

1
受験科目は試験問題を見てから決められます！
解答科目は、試験問題が配布されてから選択するので、事前申請は必要ありません。また、問題を見てから科目を選べるので、
得意分野が出題されていればチャンス拡大。

Point

2
解答へのプロセスも丁寧に採点します！
受験生に正答だけを求めるマーク選択問題ばかりでなく、記述式の問題を3割程度出題します。解答に至るまでの過程を、丁
寧に採点します。完全正解ではなくても部分点が期待できます。

Point

3
高校での学習をしっかり行ってきた受験生にチャンス！
全ての教科書に共通の基本問題から出題されます。高校での授業を理解し、教科書を中心に学んできた受験生に最適の入試で
す。

Point

4
2018年度一般入試では、最も志願者の少ない入試方式でした！
合格倍率も相対的に低めで、経営学科の一般入試の中では、最も低い倍率でした。

出願締切
2月14日（木）  ▶ 

試験日
2月17日（日）  ▶ 

合格発表
2月23日（土）  ▶ 

一次手続締切
3月1日（金）  ▶ 

二次手続締切
3月11日（月）

※3月11日までに入学辞退の手続きをした場合、一次手続金（入学金）を全額返還

前期での合格発表を確認してから出願可能！英語、国語、数学から２教科選考。英語、国語はマークセンス方式。

Point

1
英・国・数から２教科選考で、現役生に最適な入試です！
試験科目は、英国数から自由2教科選考。試験時間も120分で2教科を解答します。得意科目で合格を勝ち取るには最適です！

Point

2
中期日程で補欠合格制度を導入します。
2019年度入試より補欠合格制度を開始します。中期日程では、3月1日（金）に補欠合格者から追加合格対象者へ合格通知等を
送付します。
なお、必ず補欠合格者から追加合格者の発表を行うわけではありませんので、ご注意下さい。
詳細は、本学HP「入試情報」ページでご確認ください。

一般入試　前期2教科ベーシック　 2/5

一般入試　中期日程　 2/17

様々な選考方法があるSANNOの入試に注目！

一次手続きをしても、二次手続期限までに辞退の申し出をすれば、

一次手続金（入学金）を『全額返還』します。
※一般入試・センター試験利用・国公立大学併願入試にて適用。（一般後期を除く）

一次手続金（入学金）返還制度 で受験生を応援します。

試験区分 試験日 合格発表 二次手続期限

一
般
入
学
試
験

前期スタンダード

前期プラスワン

前期2教科
ベーシック
中期

2月1日（金） 2月6日（水）

3月11日（月）
2月3日（日） 2月9日(土)

2月5日（火） 2月9日(土)

2月17日（日） 2月23日(土)

国公立大学併願入試 2月1日（金） 2月9日(土) 3月25日（月）
【一次手続金返還期限3月11日（月）】

大学入試センター試験利用
（4教科型）（3教科型）

大学入試センター試験
1月19日（土）
     20日（日）

【個別試験なし】

2月9日(土) 3月11日（月）

76%

5%

19%

約２割の受験生が
この制度を有効活用
しています。

一次手続者のうち返還制度を利用する場合

■期限後辞退（入学金以外返還）
■期限内辞退（入学金を含む一次手続金返還）
■手続き
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大学入試センター試験利用入試（3教科型・4教科型）

■入試科目・選考方法

学部・学科募集人員 【経営学部】　　経営学科　20名  マーケティング学科   5名
【情報マネジメント学部】　　現代マネジメント学科　20名

教
科

国語 「国語」（近代以降の文章あるいは古典）

地理歴史・公民 「日本史B」「世界史B」「地理B」「政治・経済」「現代社会」「倫理」「倫理、政治・経済」

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」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」

外国語 「英語」（筆記のみ、あるいは筆記＋リスニング）「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」

■  外国語（英語）は、筆記のみの点数（200点満点を100点に換算）とリスニングを含めた点数（250点満点を100点に換算）のい
ずれか高得点を採用します。

■外国語（英語以外）は、200点満点を100点に換算します。
■国語は近代以降の文章、古典（古文・漢文）のいずれか高得点を採用します。
■地理歴史・公民からは、得点の高い1科目を採用します。
■数学、理科について2科目以上受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用します。
■理科基礎は2科目で1科目と数えます。

■得点により合格を保証する選考方法を採用。
　4教科型では、センター試験の得点率が
　　　経営学部では、経営学科,マーケティング学科とも65％（260点／400点満点）以上、
　　　情報マネジメント学部では55％（220点／400点満点）以上であれば合格保証。
　3教科型では、経営学部マーケティング学科は70％（210点／300点満点）で合格保証。

■ 大学入試センター試験での得点を利用して、合否を選考します。「4教科型」と「3教科型」を実施。2つの方式と3学科を自分
に合わせて併願できます。

■センター試験後も出願可能。
　情報マネジメント学部は、出願締め切りが1月29日（火）なので、自己採点結果を確認してから出願できます。

大学入試センター試験利用入試のポイント

他大学にはない合格保証方式で応援します！

学科・方式別に上記の得点率で合格保証！

経営学部
経営学科 マーケティング学科

4教科型　得点率65％以上 4教科型　得点率65％以上
3教科型　得点率70％以上

情報マネジメント学部
現代マネジメント学科

4教科型　得点率55％以上
※センター試験後も出願可能
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【特待生入試】国公立大学併願入試（経営学部のみ）
国立大学の授業料（５３５，８００円）と同額授業料が適用されます。4年間適用された場合、費用の概算は2,946,460円となります。

■大学入試センター試験で5教科7科目以上受験していれば出願可能です。
■合否はセンター試験（900点）の得点と本学入試（350点満点を700点に換算）の得点合計点（1600点）で選考します。
■2018年度入試では、大学入試センター試験の合格最低点は470.6点、本学試験最低点では201.5点（350点満点）でした。
■最終手続き期限は3月25日（月）、国公立大学の合格発表を確認してから、手続きが可能です。
■一次手続金（入学金）全額返還制度で、経済的にも負担が少なく併願可能です。
■授業料は、国立大学の授業料（535,800円）と同額。2年次以降も一定の条件を満たせば同額です。
■同一学科であれば「一般入試前期スタンダード」にも同日併願が可能です。

国公立大学併願入試のポイント

大学入試センター試験で5教科7科目以上受験した人は、特待生入試にチャレンジできます！

合計点1600点で選考。倍率は一般入試より低い傾向です！

大学入試センター試験
5教科7科目（900点満点）

本学試験【 2/1  前期スタンダード】
350点を2倍に換算（700点満点）＋

■試験日程
出願期間 2019年1月3日（木）～1月29日（火）

試験日 2019年2月1日（金）　10時30分試験開始

合格発表 2019年2月9日（土）

入学手続
《一次手続期限》2019年2月22日（金）
《二次手続期限》2019年3月25日（月）
※一次手続金返還期限　2019年3月11日（月）

■入試科目
平成31年度大学入試センター試験の5教科7科目を受験してください。

教科 科目
国語（200点） 「国語」（古文・漢文を含む）

地理歴史・公民・理科（300点）
「日本史B」「世界史B」「地理B」「政治・経済」「現代社会」「倫理」「倫理、政治・経済」
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」から2教科3科目
※「地理歴史」「公民」は同一教科として取り扱います。※理科基礎は2科目で1科目として数えます。
※「地理歴史」「公民」「理科」を4科目以上受験した場合は、高得点3科目を採用します。

数学（200点） 「数学Ⅰ・数学A」＜必須＞　「数学Ⅱ・数学B」「簿記・会計」「情報関係基礎」から1科目
外国語（200点） 「英語」※リスニング含む　外国語（英語）は、筆記（200点）とリスニング（50点）の合計を200点に換算します。

「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から1科目

本学入試　3教科3科目 ※マークセンス方式（数学のみ記述方式）
教科 科目
英語＜必須＞（150点） コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、英語表現Ⅰ
国語＜必須＞（100点） 国語総合（現代文のみ）
選択科目（100点） 「日本史B」、「世界史B」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学A」から1科目

■選考方法
【大学入試センター試験】5教科7科目の合計点（900点満点）
【本学試験】前期スタンダードに準ずる（700点満点）　※350点を2倍に換算する。
大学入試センター試験と本学試験の合計点（1600点）で選考します。

■2018年度　入試結果
学科 志願者 受験者 合格者 合格倍率

経営学科 22 22 11 2.0
マーケティング学科 13 13 10 1.3
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入試日程・募集人員

試験区分 試験日 学　部 学　科 募集
人員 出願期間 合格発表

入学手続期間

一次手続期間 二次手続期限

一
　
般
　
入
　
学
　
試
　
験

前期
スタンダード

2019年
2/1（金）

経営学部

情報
マネジメント学部

経営学科
マーケティング学科
現代
    マネジメント学科

60名
60名

60名

1/3（木）
 

1/29（火）

2/6（水）
2/7（木）

 
2/22（金）

3/11（月）

前期
プラスワン

2019年
2/3（日）

経営学部

情報
マネジメント学部

経営学科
マーケティング学科
現代
    マネジメント学科

50名
50名

50名
2/9（土）

2/12（火）
 

2/22（金）

前期2教科
ベーシック

2019年
2/5（火）

経営学部

情報
マネジメント学部

経営学科
マーケティング学科
現代
    マネジメント学科

30名
15名

20名

1/3（木）
 

1/31（木）
2/9（土）

2/12（火）
 

2/22（金）

中　期
2019年

2/17（日）

経営学部

情報
マネジメント学部

経営学科
マーケティング学科
現代
    マネジメント学科

30名
15名

25名

1/3（木）
 

2/14（木）
2/23（土）

2/25（月）
 

3/1（金）

後　期
2019年

3/6（水）

経営学部

情報
マネジメント学部

経営学科
マーケティング学科
現代
    マネジメント学科

10名
  5名

10名

2/18（月）
 

3/1（金）
3/12（火）

3/13（水）
 

3/25（月）

国公立大学
併願入試

2019年
2/1（金） 経営学部

経営学科

マーケティング学科

前期スタ
ンダード
に含む

1/3（木）
 

1/29（火）
2/9（土）

2/12（火）
 

2/22（金）

3/25（月）
※一次手続金

返還期限
3/11（月）

大学入試センター
試験利用

〈4教科型〉
〈3教科型〉

大学入試 
センター試験

2019年
1/19（土）
  ・20（日）
個別試験

なし

経営学部
経営学科

マーケティング学科

20名

  5名

1/3（木）
 

1/18（金）

2/9（土）
2/12（火）

 
2/22（金）

3/11（月）

情報
マネジメント学部

現代
    マネジメント学科 20名

1/3（木）
 

1/29（火）
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試験
区分 試験日・時間割

選考方法
試験科目経営学部

経営学科・マーケティング学科
情報マネジメント学部
現代マネジメント学科

前
期
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

2/1（金）
受付開始 9:30～
入室時間 10:10まで
試験時間
①英語　10:30～11:45（75分）
②国語　12:45～13:45（60分）
③選択科目（１科目選択）
 14:15～15:15（60分）

①学力試験（3教科）
②書類審査

●解答方式／マークセンス方式
　（数学のみ記述方式）
●配点／350点満点
　英語　150点
　国語　100点
　選択科目　100点

①学力試験（3教科）
　高得点2教科で選考
②書類審査
●解答方式／マークセンス方式
　（数学のみ記述方式）
●配点／200点満点
　（高得点2教科）
　各科目　100点

1時間目　英語
（コミュニケーション英語Ⅰ、
Ⅱ、英語表現Ⅰ）

2時間目　国語
（国語総合「現代文のみ」）

3時間目　選択科目
数学（数学Ⅰ、数学A）
世界史B、日本史B
政治・経済
※ 上記4科目から1科目を試験

開始後に選択できます。

前
期
プ
ラ
ス
ワ
ン

2/3（日）
受付開始 9:30～
入室時間 10:10まで
試験時間
①英語　10:30～11:30（60分）
②国語　12:15～13:15（60分）
③選択科目（１科目選択）
 13:45～14:45（60分）

①学力試験（3教科）
②書類審査
● 解答方式／マークセンス方式（数学のみ記述方式）
●配点／各科目100点、300点満点

〈英語外部試験活用可〉
英語外部試験活用で英語試験の得点に充当可能（出願時に事前
登録）
本学の英語科目を受験し、どちらか高得点のものを判定に採用し
ます。

〈ベスト2選考追加可〉
任意で高得点2教科にて選考も可能

（ただし、英語外部試験は活用不可。第一志望学科のみ。）

前
期
２
教
科
ベ
ー
シ
ッ
ク

2/5（火）
受付開始 12:30～
入室時間 13:10まで
試験時間
 13:30～15:30（120分）
※ 2教科連続受験で試験時間中休憩は

ありません。

①学力試験（2教科）
②書類審査 
●解答方式／選択および記述式
●配点／各科目100点、200点満点

英語
国語
数学
世界史B、日本史B
政治・経済
上記より2教科選択
※ 世界史B，日本史B、政治・

経済からは1科目のみ
※ 各教科の範囲は前期スタン

ダードに準じる

中
期

2/17（日）
受付開始 12:30～
入室時間 13:10まで
試験時間
 13:30～15:30（120分）
※ 2教科連続受験で試験時間中休憩は

ありません。

①学力試験（2教科）
②書類審査
●解答方式／マークセンス方式（数学のみ記述方式）
●配点／各科目100点、200点満点

英語
国語
数学
上記より自由2教科選択
※ 各教科の範囲は前期スタン

ダードに準じる

後
期

3/6（水）
受付開始 12:30～
入室時間 13:10まで
試験時間
 13:30～15:30（120分）
※ 2教科連続受験で試験時間中休憩は

ありません。

①学力試験（2教科）
②書類審査
●解答方式／マークセンス方式
●配点／各科目100点、200点満点

英語
国語
※ 各教科の範囲は前期スタン

ダードに準じる

※学力試験の得点は科目ごとの素点の合計になります。

一般入試

時間割・選考方法
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試験会場一覧　（詳しくは、本学ホームページでご確認ください）

会場名およびアクセス
試験地

前期
スタンダード

前期
プラスワン

前期2教科
ベーシック 中期 後期 会　場　名 交　　通

2/1（金） 2/3（日） 2/5（火） 2/17（日） 3/6（水）

首　
　
都　
　
圏　
　
会　
　
場

自由が丘 ● ● ● ● ●
自由が丘キャンパス
〒158-8630 東京都世田谷区等々力6-39-15
TEL03-3704-1110

● 東急東横線・大井町線「自由が丘駅」正面口から徒歩12分
または東急コーチバスで「等々力七丁目」下車（約5分）

湘南 ● ● ● ● ●
湘南キャンパス
〒259-1197 神奈川県伊勢原市上粕屋1573
TEL0463-92-3494

● 小田急線「伊勢原駅」北口から4番のりば産業能率大学行
バス終点下車（約12分）または3番のりば川上経由産業能
率大学行バス終点下車（約15分）

秋葉原 ● ● ● ● 河合塾　秋葉原館
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-11-11

●JR「秋葉原駅」昭和通り口から徒歩4分
●都営新宿線「岩本町駅」A4出口から徒歩2分
●東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」4番出口から徒歩2分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」A1出口から徒歩5分

池袋

● ● 河合塾　池袋校　西校舎別館（ツチキンビル）
〒171-0021 東京都豊島区西池袋1-3-12

● JR・西武池袋線・東武東上線・東京メトロ丸ノ内線・有楽
町線・副都心線「池袋駅」メトロポリタン口から徒歩1分

● ● 駿台予備学校　池袋校
〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-19-8

● JR・東京メトロ丸ノ内線・有楽町線・副都心線・西武池袋
線・東武東上線「池袋駅」東口から徒歩5分

●東京メトロ有楽町線「東池袋駅」から徒歩5分
●都電荒川線「都電雑司ヶ谷」から徒歩5分

吉祥寺 ● ● 河合塾　吉祥寺現役館
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-12

●JR「吉祥寺駅」中央口から徒歩4分
●京王井の頭線「吉祥寺駅」中央口から徒歩4分

立川
● 駿台予備学校　立川校

〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-5-17
●JR「立川駅」南口から徒歩2分
●多摩モノレール「立川南駅」から徒歩1分

● 河合塾　立川校
〒190-0012 東京都立川市曙町1-14-13

●JR「立川駅」北口から徒歩3分
● 多摩都市モノレール「立川北駅」から徒歩2分、「立川南駅」

から徒歩3分

町田
● ● 駿台町田校

〒194-0021 東京都町田市中町1-5-1
●JR「町田駅」から徒歩8分
●小田急線「町田駅」北口から徒歩4分

● ● 河合塾　町田校
〒194-0021 東京都町田市中町1-18-6

●小田急線「町田駅」北口から徒歩3分
●JR「町田駅」北口から徒歩7分

横浜
● 城南予備校　横浜校　1号館

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-5-18
● JR・東急東横線・みなとみらい線・京急線・相鉄線 
「横浜駅」東口から徒歩7分

● ● ●
崎陽軒　本店６階
〒220-0011  神奈川県横浜市西区高島2-13-12 

崎陽軒本店6階
● JR・京浜急行・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線・横

浜市営地下鉄「横浜駅」東口から徒歩1分

千葉 ● ● ● ● 河合塾　千葉現役館
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町17-13

●JR「千葉駅」東口・西口から徒歩4分
●京成千葉線「京成千葉駅」から徒歩3分
●千葉都市モノレール「千葉駅」から徒歩4分

柏 ● 河合塾　柏校
〒277-0005 千葉県柏市柏4-3-1

●JR「柏駅」東口から徒歩1分
●東武野田線「柏駅」東口から徒歩1分

大宮

● 駿台予備学校　大宮校
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-235-3

● JR・東武野田線・埼玉新都市交通伊奈線「大宮駅」西口か
ら徒歩3分

●
TKP大宮ビジネスセンター
〒330-0845  埼玉県さいたま市大宮区仲町2-26 

富士ソフトビル2F
● JR・東武野田線・埼玉新都市交通「大宮駅」東口から徒歩

4分

● ● 河合塾　大宮校
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-67-2 ●JR・東武野田線「大宮駅」東口から徒歩7分

地　
　
方　
　
会　
　
場

札幌 ●
TKP札幌駅カンファレンスセンター 
〒060-0807  北海道札幌市北区北7条西2-9 

ベルヴュオフィス札幌 2F
●JR「札幌駅」北口から徒歩2分
●札幌市営南北線「さっぽろ駅」16出口から徒歩1分

仙台 ● アジュール仙台4階（三井生命仙台本町ビル）
〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 ●JR「仙台駅」中央口から徒歩5分

水戸 ● 水戸駿優予備学校　2号館
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸1-1-42 ●JR「水戸駅」北口から徒歩2分

高崎 ● 小野池學院
〒370-0841 群馬県高崎市栄町15-3 ●JR「高崎駅」東口から徒歩1分

新潟 ● 代々木ゼミナール 新潟校
〒950-0901 新潟県新潟市中央区弁天1-4-18 ●JR「新潟駅」万代口から徒歩3分

長野 ●
JA長野県ビル
〒380-0826  長野県長野市大字南長野北石堂町

1177-3
●JR「長野駅」から徒歩10分

静岡 ● 静岡県教育会館　すんぷらーざ
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-12

●JR「静岡駅」から徒歩7分
●静岡鉄道「新静岡駅」から徒歩1分

名古屋 ●
桜通豊田ビル18階（旧・近鉄新名古屋ビル）

（学）産業能率大学中部事業部内
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28

●JR「名古屋駅」桜通口から徒歩5分

那覇 ● 沖縄県市町村自治会館
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37

●モノレール「旭橋駅」から徒歩5分
●バスターミナルから徒歩3分

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/exam_location.html
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インターネット出願•入学検定料割引制度

インターネット出願【ネット割】

WEB100%出願
ネット出願に完全移行

願書を取り寄せる必要が
ないため慌てず締切直前
まで出願できます。

早い
24時間

出願可能

受験料はネットバンキングや
全国のコンビニエンスストアで
支払いOK。24時間出願可能です。

便利
出願ミスの
心配なし

ガイダンスに沿って簡単入力。
入力後は自動チェックで
出願ミスがありません。

安心

割引 一出願一律
5,000円割引

＋

入学検定料割引制度を活用して合格を勝ち取ろう！
1 複数日程受験で合格を勝ち取れ！

●併願割●
＋15,000円で

2日程以降
併願可能

一般入試
前期スタンダード

2/1（金）
＋

一般入試
前期プラスワン

2/3（日）
＋

一般入試
前期２教科ベーシック

2/5（火）

 35,000円 ＋	 35,000円 ＋	 35,000円 ＝ 105,000円
	 30,000円	 15,000円	 	 15,000円	 ＝	60,000円
  （ネット割）

2 一般入試＆大学入試センター試験利用入試併願でチャンス拡大！

●ダブル割●
一般入試出願時
＋5,000円で

センター試験利用入試を
併願可能

例）一般入試１日程＋大学入試センター試験利用入試＜3教科型＆４教科型＞

3 １日の受験で3学科併願＋第一志望学科のみに選考方式をプラス！ 一般入試前期プラスワン（2/3）

●プラスワン割●
＋5,000円で
２学科目以降

併願可能

4 3教科型＆４教科型をかしこく併願！ 組み合わせ自由でチャンスが広がる！ 大学入試センター試験利用入試

●センター割●
＋5,000円で
２学科目以降

併願可能

例）３教科型×３学科併願

例）同一学科　３教科型×４教科型併願

【一般入試前期スタンダード】
経営学部 経営学科
30,000円（ネット割）

＋
【センター試験利用入試・3教科型】

経営学部 経営学科
5,000円

＋
【センター試験利用入試・4教科型】

経営学部 経営学科
5,000円

=40,000円

【3教科選考方式】
経営学部
経営学科

30,000円（ネット割）
＋

【3教科選考方式】
経営学部

マーケティング学科
5,000円

＋
【3教科選考方式】

情報マネジメント学部
現代マネジメント学科
5,000円

=40,000円

	 	 	 ＋ 	 【ベスト２選考方式】
第一志望　学部・学科

5,000円
※第一志望の１学科のみ追加できます。

=45,000円
例）3教科選考方式×３学科併願

＋プラスワン

【３教科型】
経営学部
経営学科

10,000円（ネット割）
＋

【３教科型】
経営学部

マーケティング学科
5,000円

＋
【３教科型】

情報マネジメント学部
現代マネジメント学科
5,000円

=20,000円

【3教科型】
経営学部

マーケティング学科
10,000円（ネット割）

＋
【4教科型】

経営学部
マーケティング学科
5,000円

=15,000円

プラス
ワン

※ 一般入試、国公立大学併願入試、大学入試センター
試験利用入試は、【ネット割】が適用されます。

産業能率大学の一般入試は、すべてインターネット出願となります
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一般入試・大学入試センター試験利用  インターネット出願の流れ 100% インターネット出願

インターネット出願の事前準備
●インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレット等
OSやブラウザについては、最新の状態にアップデートしておいてください。なお、インターネット出願ペー
ジで推奨環境を公開しています。
※利用できる環境が無い方は入学願書受付係へお問い合わせください。
＜入学願書受付係＞　TEL.0463-92-3494　（9：00～17：00 ※土日祝除く）

●ご利用可能なメールアドレス
ご登録いただくメールアドレス宛に、大学から入学試験に関する重要なお知らせ（出願登録完了及び入学検定
料入金完了等）を配信します。受験終了まで変更・削除の可能性がなく、日常的に確認できるメールアドレス
を登録してください。（携帯電話等のアドレスも可）　メールアドレスをお持ちでない場合は、 フリーメール

（Gmail，Yahoo!メール等）を取得してください。※ドメイン指定受信をしている場合は、@hj.sanno.ac.jp
からのメールが受信できるようにあらかじめ設定してください。

●A4用紙サイズの印刷が可能なプリンター
「インターネット出願登録票」「宛名ラベル」等を印刷する際に必要となります。学校のプリンターやコンビニ
エンスストアのプリントサービス等でも構いません。
※印刷環境が無い方は、印刷不要です。そのほかの必要書類のみ郵送ください。

●出願に必要な書類の準備
必要書類のなかには、調査書・写真・高等学校卒業程度認定試験の合格成績証明書等、発行までに
時間を要するものもあります。早めに準備を始め、出願時には必ず手元に用意してください。
出願に際しての詳細は、「入学試験要項（WEBのみ公開／PDF版」でご確認ください。

「入学試験要項」 （2018年10月下旬頃公開予定）

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/guideline.html

インターネット出願サイトにアクセス
下記URLもしくはQRコードでインターネット出願サイトにアクセスしてください。

※出願登録は、登録締切日の15：00までとなります。
※システムの登録等でのご不明点は下記へお問い合わせください。
志願受付操作サポート窓口：TEL.0120-752-257

（受付期間：1月4日（金）～3月1日（金）　受付時間：9：00～20：00）

必要項目の入力・印刷
①試験方式・学部・学科選択
画面の案内に従って試験方式を選択し、その後に出願する学部・学科を選択してください。出願内容と入学
検定料を確認し、正しければ「次へ」をクリックしてください。

②個人情報の入力・入学検定料支払方法選択
受験者の個人情報を入力後、入学検定料のお支払い方法を選択してください。

③インターネット出願確認票の印刷
上記PDFを表示させ、印刷してください。
※印刷環境が無い方は、印刷不要です。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/net.html
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一般入試・大学入試センター試験利用  インターネット出願の流れ 100% インターネット出願

入学検定料の納入
クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキング【Pay-easy】での
納入方法があります。どの納入方法も対象金融機関や金額等に制限や注意事項がありますので、確認して納
入方法を決定し、期限内に納入をしてください。

STEP

4

STEP

5

コンビニエンスストア （店頭設置端末または店頭レジ）
ATM

（Pay-easy利用可能なATM）

ゆうちょ銀行、
三菱UFJ銀行、
三井住友銀行、
みずほ銀行、

りそな銀行　など

ネットバンキング

楽天銀行、
じぶん銀行、

住信SBIネット銀行、
ジャパンネット銀行、

その他 都市銀行、
地方銀行、
労働金庫、
信用金庫、

信用組合　など

※入学検定料のお支払い後は、内容の変更ができません。ご注意ください。
※いずれのお支払いの場合も振込手数料900円がかかります。
※クレジットカードの場合は登録時に入金が完了します（入学検定料のほかに、払込手数料が別途必要です）。
※使用が可能なカード：VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
※コンビニエンスストアに設置されているATMはご利用できません。
※セブンイレブンでのお支払いはできません。
※コンビニエンスストアで電子マネーやクレジットカードでのお支払いはできません。（現金のみ）

必要書類の郵送
インターネット出願登録完了画面にて必要な書類を確認して、市販の角2封筒に入れ、出願期間内に郵便局窓
口から【簡易書留・速達】で郵送してください。封筒の表面には、インターネット出願登録時に出力した宛名
ラベルを貼り付ける、もしくは下記宛先を手書きして下さい。
※郵送締切日は、出願登録最終日の消印有効となります。

郵送先　〒259-1197　産業能率大学　入試センター　入学願書受付係 行
※住所の記入は不要です。

出願時の注意点  
○ 出願はインターネット出願サイト上での登録後、入学検定料を支払い、出願書類を郵送して完了とな

ります。登録が終わっても出願自体は完了していませんので注意してください。
○ 方式を問わず2回目以降の出願にも、出願書類の郵送が必要です。ただし、調査書の再提出（変更がな

い場合）は必要ありません。
○ 期間内であればインターネット出願は24時間可能です。ただし、出願締切日の登録は15：00までと

なります（入学検定料の支払いは出願締切日まで（営業時間はコンビニエンスストアや銀行ATMなど、
施設により異なります））。出願書類の郵送は出願締切日消印有効です。

○出願登録完了後（入金後）、出願内容の変更はできません。

追加出願  
○ 書類の郵送後も、出願期間内であれば追加の出願が可

能です。 その際は、 必ず「2回目以降の出願の場合」か
ら出願登録をしてください。この方法以外で出願した
場合、事後の検定料割引は適用されませんのでご注意
ください。

コンビニエンスストア （店頭設置端末または店頭レジ）

ローソン、ファミリーマート、
ミニストップ、サークルKサンクス、

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

クレジットカード

VISA
MasterCard

JCB
AMERICAN EXPRESS

Diners Club

2回目以降の出願時には、必ずこちら
の入力欄に必要事項を入力ください。
なお、出願書類の郵送も必要です。

クレジットカードでの支払はカード情
報の入力完了と同時に決済となります。

※ 「一般入試 中期／後期」への再出願の際も、「2回目以降の出願の
場合」から出願することで氏名等、個人情報が反映されます。※ この画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。
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一般入試  受験票の送
・ ・

付（一般入試）

一般入試の受験票は、出願処理をした後、本人宛に郵送します。
受験票が届いたら記載事項を確認し、誤りがある場合は、入学願書受付係に連絡してください。複数の入学試験
を出願した受験生には、日程別に受験票を送付します。試験当日、該当する試験日の受験票を持参するよう注意
してください。

受験票の送付について

入学試験名 送付開始日

前期スタンダード
前期プラスワン
国公立大学併願

1月15日（火）～

前期２教科ベーシック 1月15日（火）～

中　期 2月6日（水）～

後　期 2月25日（月）～

写真について

写真は郵送で到着した受験票に各自で貼り、試験当日必ず持参してください。
・試験当日の本人照合に使用します。
・正面から撮影された、上半身、無帽、背景なしのものを糊付けしてください。
・出願3ヶ月以内に撮影してください。
・サイズは縦3cm×横2.5cm で、カラー、白黒ともに可です。
・裏面にカナ氏名を記入してください。（シールタイプのものは記入不要です）

オンライン受験番号照会サービスについて
受験票が未着の際、WEBにて受験番号の照会ができるサービスです。サービスの提供期間等詳しくは、本学ホー
ムページ「オンライン受験番号照会サービス」ページでご確認ください。

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/examination.html

【サービス利用に必要な事項】
●インターネット出願　受付番号
●誕生月日

受験票が届くまでに、日数がかかる場合がありますので左
記の送付期間を参考にしてください。
また、 併願した場合でも、 試験日ごとに処理を行うため、
受験票が同時に届かないことがあります。
なお、 受験票が試験日の２日前までに届かない場合は、「受
験番号照会サービス」を利用し、受験番号の確認をした上で、
入学願書受付係まで連絡し、指示を受けてください。
※ 受付最終日直前に出願し、 受験票が試験日までに届かな

い場合は、 オンライン受験番号照会サービスで確認し、
当日受付で申し出て下さい。

＜入学願書受付係＞
TEL0463-92-3494（9：00～17：00 ※土日祝除く）
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大学入試センター試験利用  受験票の取
・ ・

得（センター利用）

センター試験利用入試の受験票は発行しません。
※大学入試センター試験当日に本学のセンター利用方式受験番号は不要です。

受験番号の取得について
センター利用方式の受験番号は、WEB（パソコン・スマートフォン・タブレット等）で確認できます。受験票は
発行しませんので、下記の通知期間内に必ず受験番号を取得してください。取得した受験番号は必ず控えておい
てください。

通知期間

入学種別 通知期間

センター試験利用（4教科型・3教科型）
大学出願確認完了後～

合格発表日3日後（合格発表日含む）

取得方法

　① WEBページへアクセスしてください。

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/examination.html

　② 画面の案内に沿って入力してください。

産業能率大学
オンライン受験票

本サイトでは、大学入試センター試
験を利用する入試の受験番号を通知
します。
受験番号の取得には、記載した以下
の内容が必要です。

（1）大学入試センター試験受験票の
試験場コード（6桁）と受験番号（アル
ファベットを除く数字4桁）の合計
10桁を入力

（2）誕生月日4桁
（例：8月22日 → 0822）

[通知期間]
・・・・・

[連絡先]

産業能率大学
オンライン受験票

大学入試センター試験受験票記載の
試験場コード（6桁）と受験番号（ア
ルファベットを除く数字4桁）の合
計10桁を入力

誕生年月日

よろしいですか？

はい   いいえ

産業能率大学
オンライン受験票

センター試験利用方式

1）センター試験利用方式
経営学部マーケティング学科
3教科型選考
受験番号：123456

2）センター試験利用方式
経営学部マーケティング学科
4教科型選考
受験番号：234567

3）センター試験利用方式
情報マネジメント学部
現代マネジメント学科
3教科型選考
受験番号：345678

パソコン・スマートフォン・タブレット等、すべて流れは同じです。
※図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。
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一般入試・大学入試センター試験利用  合格発表

一般入試  受験上の注意

合格者には「合格通知書」および「入学手続要項」等を送付します。なお、書類の到着は、合格発表日の翌日となり
ますが、地域によっては合格発表日の当日となる場合もあります。
※学内掲示での合格発表、電子郵便による「合格者受験番号一覧表」の送付は行いません。
※電話や郵便等（e-mail・fax含む）での、合否に関する問い合わせには一切応じられません。

オンライン合否システムの利用方法
合否の確認は、「オンライン合否システム」にてインターネットを利用して確認してください。なお、該当時間の
みの受付となります。時間外の確認は一切できませんので注意してください。
なお、合否照会に必要な事項は下記2点です。
●受験番号
●誕生月日

下記URLまたは、右記のQRコードでアクセスしてください。

http://www.sanno.ac.jp/exam/nyushi/goukaku.html

オンライン合否システム利用可能期間
入学試験名 利用可能期間

前期スタンダード 2月6日（水）10：00～2月8日（金）24：00

前期プラスワン・前期２教科ベーシック
国公立大学併願・大学入試センター試験利用 2月9日（土）10：00～2月11日（月）24：00

中　期 2月23日（土）10：00～2月25日（月）24：00

後　期 3月12日（火）10：00～3月14日（木）24：00

＜一般前期スタンダードおよび中期での補欠合格者発表方法のお知らせ＞
　一般入試前期スタンダードおよび中期では、合格発表当日に補欠合格者を発表します。
　その発表は、正規合格者の発表に併せて「オンライン合否システム」を利用して行います。追加合格の発表方法等、詳細
は、本学HP「入試情報」ページでご確認ください。

（1）試験会場の下見
試験の前日は、試験室内への立ち入りはできません。（本学
キャンパス以外の試験会場の下見は一切できません）

（2）受　付
試験当日は、十分に余裕を持って試験会場に到着してくだ
さい。
受験票（写真貼付）は必ず持参し、受付で提示してください。
万一、受験票を忘れた場合は、腕章をつけた本学係員に申
し出て指示に従ってください。

（3）遅　刻
やむをえない場合のみ、 試験開始時刻後20分まで認めま
す。係員の指示に従ってください。

（4）筆記用具など
①黒鉛筆（シャープペンシル可）、プラスチック製消しゴム、

鉛筆削りを持参してください。
②上記以外の筆記用具、また、計算機能付きの時計・携帯

電話・スマートフォンの使用は認めません。

（5）その他
①試験日を間違えると受験できません。受験票に印字され

た「試験日」を確認してください。
②試験時間中の退室は認めません。
③不正行為者は即座に退室を命じ、失格とします。
④試験科目の選択間違いは無効とみなします。
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一般入試・大学入試センター試験利用  入学手続

（1） 受付期間
 郵送に限ります。最終日消印有効。
 7ページ「入試日程」をご参照ください。

（2） 手続書類
入学手続要項は合格通知とともに送付します。
●おもな手続書類は、次のとおりです。
　①誓約書・学生身上書
　②最終学校卒業証明書

（3） 手続方法（詳細は、「入学手続要項」を参照ください。）
入学手続は定められた期間内に「学費等納入金」を納入し、併せて「手続書類」を大学に郵送して完了します。

＜学費等納入金の納入方法＞
［全納・分納］
　学費は、①入学時に入学金、年間授業料その他納付金を全て一括で納める「全納」方式と、②入学時に入学金、1年次前
学期分の授業料その他納付金を納入、後学期開始前に後学期分の学費を2回に分けて納入する「分納」方式があります。ご
都合に合わせて①「全納」または②「分納」をお選びください。

［2段階納入］
　他大学との併願などで手続期間を延長したい場合は、一次手続金（入学金 318,000円）のみを納入することにより二次
手続期限（3月11日）まで残金の納入を延納することが可能です。この場合は、二次手続期間において全納または分納する
ことにより入学手続が完了します。

学費等初年度納入金内訳（2019年度予定）

項    目
分　　納 全　納

入学手続時 2回目（9月） 入学手続時
入 学 金    318,000円 318,000円
授 業 料    386,000円 386,000円 772,000円
施 設 費    108,000円 108,000円 216,000円
諸 経 費 6,000円 6,000円 12,000円
オ リ エ ン テ ー シ ョ ン 諸 費 19,000円 19,000円

合計 837,000円 500,000円 1,337,000円
※その他委託徴収費（学費に合わせて納入いただきます）
保 険 料 4,660円 4,660円
後 援 会 費 10,000円 10,000円

学 生 会 費
入会金 2,000円 入会金 2,000円
年会費 6,500円 年会費 6,500円

合計 23,160円 23,160円

1. 学費等は学費改定の基準等により、毎年度の額を定めます。
2. 2年次以降は授業料、施設費、諸経費、後援会費、学生会年会費となります。
3. 入金の口座は、合格手続書類にて案内いたします。所定の振込用紙をご確認ください。
4. 国公立大学併願入試の授業料については、合格通知に同封する書類でご案内します。
5.  大規模自然災害（日本国内での地震・台風等による）で被災した学生に対して、学費等の減免措置をとることがあ

ります。

【携帯型パソコンについて】
本学では学習上携帯型パソコンの利用が必須となっておりますので、就学時までにご用意いただくようお願い致します。
なお、学習する上で必要とする機能を備えた携帯型パソコンの斡旋を行っております。価格等詳しくは、入学手続要項にてご確認ください。

2019年度入学生対象「入学前教育」受講について
　本学では、すべての入学予定者に「入学前教育」を実施しています。時期および内容に関しては、合格通知同封書類にて
案内しますので、必ず確認してください。
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2018年度  一般入試・大学入試センター試験利用  入試結果・合格最低点   一覧

経営学部
入試区分 入試期 学科 志願者 受験者 合格者 合格倍率

一般入試

前期スタンダード
経営 607 598 114 5.2

マーケティング 338 330 98 3.4

前期プラスワン
経営 404 400 76 5.3

マーケティング 320 318 67 4.7
前期プラスワン
（高得点2教科）

経営 212 210 28 7.5
マーケティング 150 148 30 4.9

前期
2教科ベーシック

経営 310 302 60 5.0
マーケティング 152 148 41 3.6

計 2493 2454 514

中期
経営 279 260 31 8.4

マーケティング 173 160 27 5.9
計 452 420 58

後期
経営 199 192 12 16.0

マーケティング 154 149 6 24.8
計 353 341 18

センター試験
利用

3教科型
経営 475 474 83 5.7

マーケティング 449 449 116 3.9

4教科型
経営 53 51 28 1.8

マーケティング 30 28 12 2.3
計 1007 1002 239

※一般入試前期プラスワン（高得点2教科）の合格者数は3教科選考合格者の重複を除いた数値です。

情報マネジメント学部
入試区分 入試期 学科 志願者 受験者 合格者 合格倍率

一般入試

前期スタンダード 現代マネジメント 249 246 97 2.5
前期プラスワン 現代マネジメント 191 188 63 3.0
前期プラスワン
（高得点2教科） 現代マネジメント 64 62 18 3.4

前期2教科
ベーシック 現代マネジメント 90 86 31 2.8

計 594 582 209
中期 現代マネジメント 167 155 40 3.9
後期 現代マネジメント 130 125 10 12.5

センター試験
利用

3教科型 現代マネジメント 193 193 62 3.1
4教科型 現代マネジメント 38 37 37 1.0

計 231 230 99
※一般入試前期プラスワン（高得点2教科）の合格者数は3教科選考合格者の重複を除いた数値です。

■一般入試　学部学科別合格最低点

学部 学科 前期
スタンダード※1、※2

前期
プラスワン

前期プラスワン
（高得点2教科）

前期2教科
ベーシック 中期 後期

経営
経営 254.0 237.0 162.5 135.0 150.0 157.0

マーケティング 240.0 236.0 156.0 131.0 143.0 159.5
情報マネジメント 現代マネジメント 128.0 209.0 135.0 116.0 128.0 149.0

※1 経営学部は３教科、情報マネジメント学部は高得点２教科の得点です。
※2 経営学部 350点満点、情報マネジメント学部 200点満点です。
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出願資格  
〈一般入試〉
（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2019年3月卒業見込みの者
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2019年3月修了見込みの者
（3）学校教育法施行規則第150条の規則により、 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、 および

2019年3月31日までにこれに該当する見込みの者で2019年3月31日までに18歳に達する者
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および2019年3月31日までに修了見込みの者、またはこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
② 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およ

び2019年3月31日までに修了見込みの者
③文部科学大臣の指定した者
④大学入学資格検定規程により文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および2019年3

月31日までに合格見込みの者
⑥ 本大学において、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で、18歳に

達した者
〈大学入試センター試験利用〉
  平成31年度大学入試センター試験にて選考に必要な3教科以上を受験した者

健康診断書を提出する必要はありませんが、身体に障がいがあり、受験上または就学にあたり留意する必要がある場合は、出願の前に入試セン
ターにご相談ください。

入試結果開示について  
請求期間　2019年4月15日～2019年5月10日（必着）
一般入試の結果を受験者本人に開示します。希望する場合は、レポート用紙に、タイトルを「産業能率大学入試結果開示請
求書」とし、①氏名（本人）②受験番号③住所④電話番号⑤出身高校名を記入し、本人写真（縦3cm×横2.5cm、カラー・白黒
とも可。できれば、受験時に貼付したもの。なければ最新のもの。）を右上に貼付してください。この「入試結果開示請求書」、

「受験票（またはそのコピー）」、「返信用切手392円分（簡易書留料金を含む）」の3点を同封し、必ず「書留」にて下記宛先へ郵送
してください。期間を過ぎた請求は受け付けません。また郵送のみ受け付け、窓口および電話では一切受け付けません。なお、
発送は締切日以降の予定です。

〈送付先〉
〒259-1197  神奈川県伊勢原市上粕屋1573 

産業能率大学入試センター　入試結果開示係

以下については、本学ホームページでご確認ください

アドミッションポリシー    　　   個人情報の取扱（SANNO PRIVACY POLICY）について  

任意寄付金の取扱いについて  
○本学では寄付金の募集を次のとおり行っております。

1．目　的  本学の創立者　故上野陽一を記念して創設した学内給付奨学金『上野奨学金』の原資となる『上野奨学基金』を
充実させること、および校舎の改修・建替えなどを行いキャンパス内の施設設備を拡充すること、本学の構
想にご賛同いただいた方々に、財政基盤強化のための寄付金募集を呼びかけるものです。

2．使　途 ①教育研究用の施設設備の取得費等に充当します
  ②上野奨学基金に充当します
3．募金種類　個人向け　法人向け

○この寄付金は、入学前の募集は行っておりません。
○また、入学後に募集のご案内をさせていただきますが、応募を強制するものではありません。
　　　　　　　　学校法人産業能率大学募金事務局（産業能率大学）

〒158-8630 東京都世田谷区等々力6-39-15（法人本部総務部内）　TEL. 03-3704-9030



入試に必要な情報は　　　　をチェック！

http://www.sanno.ac.jp/exam/
（パソコン・スマートフォン・タブレット共通）

・入試情報ページにて、一般入試の出願状況を掲示します。
・�入試ガイドブックの掲載内容について、修正・変更等が生じた場合は、
入試情報サイトでご案内します。

産業能率大学　入試センター　入学願書受付係
TEL.�0463-92-3494�（9：00〜17：00�※土日祝除く）

■1月11日（金）� 11:00〜17:00� 自由が丘キャンパス � 湘南キャンパス � 横浜
■1月25日（金）� 11:00〜17:00� 自由が丘キャンパス � 湘南キャンパス � 横浜 � 相模大野
■2月12日（火）� 11:00〜17:00� 自由が丘キャンパス � 湘南キャンパス

会場
●自由が丘キャンパス会場　東急東横線・大井町線　自由が丘駅より徒歩12分
●湘南キャンパス会場　小田急線　伊勢原駅よりバス12分
●横浜会場「崎陽軒本店6階」　JR横浜駅東口より徒歩1分
●相模大野会場「ユニコムプラザさがみはら」　�小田急線相模大野駅より徒歩3分�

ボーノ相模大野サウスモール3階
※会場はホームページ等でご確認ください。

http://www.sanno.ac.jp/exam/shingaku/top.html

産業能率大学　入試情報サイト

お問い合わせ先

入試直前相談会のご案内

ココ

過去問題
＆赤本
無料進呈！

○試験当日は「受験票」を必ず持参しましょう。
　（「受験票」を発行しない試験区分は、通知期間内に必ずWEBで確認して下さい）
○この「入試ガイドブック」は合格発表まで大切に保管しましょう。

・�この「入試ガイドブック」には、出願から入学手続きまでの事項が記載してあります。よく読んで間違いの
ないように充分に注意して下さい。
・�また、「試験当日の注意事項」や「試験会場」などが記載されてます。必要なページをよく読んでおいて下さい。

注


