総合型選抜Ⅰ

受験される方へ

学校推薦型選抜
［奨学生］

選抜方法の詳細について
ビジネス実務学科
●面接について（グループワーク含む）

学校推薦型選抜

［一般／専門総合学科］

・面接の中で、学科及び各コースの適性を見ていきます。思考力・判断力・表現力等を評価する口頭試問も含みます。
・グループ面接で 1 グループ 30 分程度、またはグループ面接ができない場合は個人面接で 15 分程度行います。
・グループワークの具体的な内容と方法については、今後本学ホームページなどで公開していきます。
※「面接」において、最低段階の評価を受けた方は、その他の選抜方法の得点にかかわらず不合格となります。また、その方については「面接」の
点数を付しません。
※2021年度入学者選抜においては受験生の新型コロナウイルス感染防止を最優先に考慮し面接時のグループワークは実施しないことを決定しました。

総合型選抜Ⅱ
［一般］

●課題発表について
・総合型選抜Ⅰの二次試験において、コース志望動機、本学入学後の活動、将来の目標などについて、A4 用紙 1 枚にまとめた内容を、書画カメ
ラで投影して発表してもらいます。詳細は、一次面接時に説明します。
●小論文について（60 分 800 字以内）

総合型選抜Ⅱ
［社会人］

〈学校推薦型選抜［奨学生］
〉
・社会的な問題を出題（複数のテーマから選択）
〈総合型選抜Ⅱ［一般／社会人］
・一般選抜［C 日程］〉
・その時々の社会的話題を中心に出題（複数のテーマから選択）
●個別学力試験について（60 分）

一般選抜

・国語：国語総合［古文・漢文を除く］
・英語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ［リスニングを除く］
※基礎学力に加え、記述式問題により論理的な思考力・判断力・表現力も評価します。

美術学科
共通テスト利用選抜

●面接について
・少人数での面接。
「自作作品持込」の受験方法以外でも、面接時にこれまで制作した作品を提示することができます。
（この場合面接の参考としますが、点数化はしません。）
・その他、自己 PR できるものがあれば提示することができます。
※「面接」において、最低段階の評価を受けた方は、その他の選抜方法の得点にかかわらず不合格となります。また、その方については「面接」の
点数を付しません。

出願書類の記入に
ついて

●コース別実技課題（総合型選抜Ⅰ）について
・希望コースに合わせた課題を出題します。
●実技課題について（120 分）

インターネット
出願について

・
「鉛筆デッサン」または「鉛筆イラスト」のいずれかを選択します。いずれも試験時に画用紙かケント紙を選ぶことができます。
・
「鉛筆デッサン」2 ～ 3 点の基本形態（円柱、四角形など［例：ティッシュ箱、牛乳パック］）、質感の異なる静物を描写・4 つ切りサイズ
・
「鉛筆イラスト」出題テーマに沿ったイラスト（マンガ的表現も可）
・B4 サイズ
・必要な用具は本学で用意いたしますが、鉛筆（HB ～ 5B 程度）とねり消しゴムはお持ちください。
（比率や構図などを確認する補助用具などは使用可とします。）

受験される方へ

●自作作品持込について

入学検定料・
合格発表など
入学試験結果・
その他

・自作の作品 3 ～ 5 点（作品のテーマ、素材は自由）
・試験日当日にお持ちください。面接時に作品を確認します。
※採点のため、作品の写真を撮らせていただきます。
〈作品内容〉 本人が自作したオリジナル作品とします。
・絵画作品（水彩画、油画、日本画など）
・デザイン作品（ポスター、イラストレーション、写真、ファッションデザイン、CG 作品など）
・創作作品（ストーリーマンガ、4 コママンガ、絵本など）
・基礎作品（デッサン、淡彩など）
・立体作品（彫塑、工芸、プロダクト作品など）
・映像作品（アニメーション、プロモーションビデオなど）
・その他、美術作品全般
※映像作品は 3 分以内にまとめてください。
※デジタルデータによる作品の場合は、プリントアウトしたもの、または携帯端末（ノートパソコン・スマートフォン等）を持参して作品を確
認できる状態にしてください。
※作品が大きい場合は、写真（プリントアウト、タブレット等）での持ち込みも認めています。
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総合型選抜Ⅰ

・出題テーマに沿って短い物語を作文
※提示した文章・資料等をもとに、ストーリーを考え展開します。マンガや絵本のストーリー、コピーなどに必要な想像力、文章能力などを評
価します。
●小論文について（60 分 800 字以内）

総合型選抜Ⅱ
［社会人］

・総合型選抜Ⅰの一次面接以外は、基本的にグループ面接で、1 グループ 30 分程度です。
・志望動機や学修意欲、保育者としての適性、心構えなどを確認します。
・簡単な手足の動きや歌唱・音読などの身体的な活動を通して、表現力などの適性を判断します。
・学校推薦型選抜、一般選抜、共通テスト利用選抜のグループワークは、『協力して行う簡単な活動』です。事前準備は特に必要ありません。
・面接では、上履き用シューズをお持ちください。
※「面接」において、最低段階の評価を受けた方は、その他の選抜方法の得点にかかわらず不合格となります。また、その方については「面接」の
点数を付しません。
※2
 021年度入学者選抜においては受験生の新型コロナウイルス感染防止を最優先に考慮し面接時のグループワーク・歌唱は実施しないことを決定し
ました。

総合型選抜Ⅱ
［一般］

●面接について（グループワーク含む）

一般選抜

●保育体験について
近隣の幼稚園・保育所・こども園にて「保育体験」を行います。その後本学にて「感想文」を課し、保育者になるための適性や心構えを確認
します。
※2021年度入学者選抜においては受験生の新型コロナウイルス感染防止を最優先に考慮し、
「保育体験」を「保育映像視聴・設問（記述）
」へ変更
いたします。

共通テスト利用選抜

●小論文について（60 分 800 字以内）
・幼児教育・保育に関する内容を中心に出題
●個別学力試験について（60 分）

受験上の配慮について（障がいがある受験者の方へ）

入学試験結果・
その他

本学の入学者選抜では、指定感染症を含む学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザなど）
に罹患し治癒していない場合、入学者選抜当日の受験をご遠慮いただいております。
（病状により学校医その他の医師によって感染の恐れがない
と認められた場合は、この限りではありません）

入学検定料・
合格発表など

試験当日の感染症への対応

受験される方へ

以上のような配慮、それ以外の配慮が必要な場合は、ご相談ください。

インターネット
出願について

本学では、障がいがある受験者が可能な限り適切な環境で受験できるよう、入学者選抜の公平性を確保できる範囲で配慮します。配慮の内容は
障がいの種類や程度により異なりますが、試験時間の延長、車椅子での受験などが可能です。このような配慮が必要な方は、できる限り早い時期
に入試広報部までご相談ください（出願書類提出の 2 週間前までには必ずご相談ください）。障がいの状況を確認の上、配慮可能な方法を検討しま
す。また、入学後の学習や学生生活についても配慮が必要な場合も、必ずご相談ください。
■受験上の主な配慮事項
受験上の配慮について、主な配慮事項は以下のとおりです。
これらの配慮事項は、障がい等の種類や程度にかかわらず、必要に応じてご相談ください。
≪試験室や座席に関する配慮≫
・座席を試験室の出入り口に近いところに指定
・別室の設定
・一時休養を申し出た場合に備え、試験室近くに一時休養場所を用意
≪持参して使用するものに関する配慮≫
・補聴器の使用
・音声拡張器の使用
≪その他の配慮≫
・飲み薬の服用

出願書類の記入に
ついて

・国語：国語総合［古文・漢文を除く］
・英語：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ［リスニングを除く］
※基礎学力に加え、記述式問題により論理的な思考力、判断力、表現力も評価します。
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学校推薦型選抜

幼児教育学科

［一般／専門総合学科］

・美術に関する具体的なテーマ、内容について出題（複数の設問から選択）

例）1．社会における美術の関わりについて具体的に述べてください。
2．純粋美術（絵画・彫刻など）と応用美術（デザイン・マンガ・工芸など）

学校推薦型選抜
［奨学生］

●創作文について（60 分 800 字以内）

総合型選抜Ⅰ
学校推薦型選抜
［奨学生］

新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の配慮など
●体調管理について
事前に発熱（37.5 度以上）
・咳等の症状のある受験生は医療機関での受診をお願いいたします。受験生は当日の朝、自宅で検温を行い、発熱
（37.5 度までの熱はない）
・咳等の症状がある方は、その旨を受付担当者または試験監督者等に申し出てください。

学校推薦型選抜

［一般／専門総合学科］

●試験会場について
試験会場は通常使用時の収容定員の半分程度を想定し、受験生の座席の配置はなるべく 1 メートル程度の間隔を確保します。また、体調不良
者の受験には別室を設け、座席の配置は概ね 2 メートル以上の間隔を確保します。
●別室受験について
受付で発熱・咳等の症状のある受験生はその旨を申し出てください。保健室で対応し「受験可能」と判断した場合、別室で対応します。

総合型選抜Ⅱ
［一般］

●マスクの着用について
発熱・咳等の症状の有無に関わらず、試験場内では受験者、試験監督等はマスクの着用を義務づけることとします。なお、休憩時間や昼食時
等に受験者同士の接触や会話を極力控えてください。
●アルコール消毒液、消毒作業について

総合型選抜Ⅱ
［社会人］

試験場入口や試験室ごとにアルコール消毒液を設置しますので、入退室の際は手指消毒にご協力お願いいたします。
また、受験生の座席変更を伴う試験の場合、試験会場内の机・椅子の消毒を行います。
●教室内の換気について
当日は休憩時間ごとに試験会場内の窓・出入口を開放し、換気を行います。また、試験中であっても必要に応じて換気を行います。

一般選抜

●面接試験、実技試験の実施について
試験時、受験生同士及び面接者との距離は 2 メートル以上を確保し、常時ドアを開放します。
●昼食時の対応について
昼食時は受験生同士の会話、交流接触を極力避けるため別室は設けず、必要な方は昼食をご持参いただき、自席で食事をとってください。

共通テスト利用選抜

●保護者控室について
受験以外の用務がある者の入場を制限するため、保護者控室は設けません。ただし、受験生への付き添いが必要な場合は受付で申し出てくだ
さい。
●トイレの使用について

出願書類の記入に
ついて

ハンドドライヤーは利用停止し、ペーパータオルを常設します。また、換気のため、入口は開放いたします。
●新型コロナウイルス罹患者や濃厚接触者について
新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師から治癒したと診断されていない方や、試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当すると
された方は受験できませんのでご注意ください。

インターネット
出願について
受験される方へ
入学検定料・
合格発表など
入学試験結果・
その他
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総合型選抜Ⅰ
学校推薦型選抜
﹇奨学生﹈

試験会場
●本学会場

総合型選抜Ⅱ
﹇一般﹈

めぐみ白山

直通）

※試験会場の下見を希望される場合は、事前にお問合せください。試験室内は入れませんが、建物内や受付場所などは見ることができます。
（本学会場のみ）

●地方会場
₁₁ ₁₅ ㈰ 富山会場［学校推薦型選抜（一般推薦／専門・総合学科推薦）］
とやま自遊館

₁₁ ₁₅ ㈰ ₂ ₂
至穴水

富山北モータープール
富山市
総合体育館

249

七尾会場

タワー111
北陸電力

八幡神社●

富山駅

高田I.C.

サンビーム日和ヶ丘 七尾市垣吉町へ部 24 番地
TEL0767-68-2277

試験日

₂ ₂

㈫

［一般選抜 A 日程］

受験される方へ

［一般選抜 A 日程］

七尾・田鶴浜バイパス
●健康増進センター
アスロン

至魚津

富山会場［共通テスト利用選抜 A 日程］

あいの風とやま鉄道線

1

インターネット
出願について

㈪

至七尾

● G.S

●田鶴浜小学校

富山県民共生センターサンフォルテ 富山市湊入船町 6-7
TEL076-432-4500

試験日

のと鉄道七尾線

出願書類の記入に
ついて

いたち川

₂ ₁

田鶴浜駅
七尾市立
●田鶴浜体育館

KNB北日日本放送

至高岡

㈫

［学校推薦型選抜（一般推薦／専門・総合学科推薦）］
［一般選抜 A 日程］
七尾会場［共通テスト利用選抜 A 日程］

249

ボルファートとやま

アーバンプレイス
オーバードホール

試験日

川尻川

富山会場

試験日

共通テスト利用選抜

試験日

一般選抜

● JR 北陸本線金沢駅・小松駅から 25 分［最寄駅「加賀笠間」駅まで 15 分＋徒歩 10 分
●北陸自動車道〔美川 I.C.〕
〔徳光スマート I.C.〕より車で 5 分（※キャンパス内無料大駐車場完備）
●試験当日のシャトルバスについて
・8:30 ～ 9:10 にかけて「加賀笠間駅～本学間」で運行
・帰りは試験終了時刻にあわせて運行

総合型選抜Ⅱ
﹇社会人﹈

TEL 076-276-5175（入試広報部

福井会場［共通テスト利用選抜 A 日程］
福井会場

富山駅

北陸新幹線

富山県民会館●
富山城
（富山市郷土
博物館）
● 城址公園前

富山市民プラザ●

11

福井まちなか
文化施設

30

●富山商工会議所

44

大手町

富山国際会議場 富山市大手町 1 番 2 号
TEL076-424-5931

福井県繊協ビル 福井市大手 3 丁目 7-1
TEL0776-22-1411

入学試験結果・
その他

富山会場

富山地方鉄道市電

富山市役所
●

208

22

入学検定料・
合格発表など

富山駅前中央
208
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学校推薦型選抜

道の駅
めぐみ白山

石川県白山市笠間町 1200 番地

﹇一般／専門総合学科﹈

本学会場（金城大学短期大学部）

総合型選抜Ⅰ
学校推薦型選抜
［奨学生］

入学試験に関する Q&A
《総合型選抜Ⅰについて》
Ｑ．総合型選抜Ⅰと学校推薦型選抜の両方への出願は可能ですか？
Ａ．ど ちらも【専願】の選抜方法のため、他学科であっても両方へ

学校推薦型選抜

［一般／専門総合学科］

の出願はできません。どちらか片方の出願をお願いします。

Ｑ．不合格になった場合は、他の入学者選抜を受験することは可能
ですか？

《一般選抜について》
Ｑ．一般選抜の試験日や個別学力試験の選択科目によって、有利・
不利はありますか？
Ａ．試験日や個別学力試験の選択科目による有利・不利がないよう、
同一科目の試験日間や同一試験日の選択科目間において、一定
の平均点となるよう配慮しています。

総合型選抜Ⅱ
［一般］

Ａ．可能です。他の入学者選抜は、総合型選抜Ⅰとは選考基準が異な

Ｑ．一般選抜Ａ日程は 2 日間ありますが、両日受験することは可能で

合型選抜Ⅰで二次面接に至らなかった場合や不合格となった場

Ａ．可 能です。この場合の出願書類・受験料は受験回数分必要とな

りますので、不利になることはありません。ただし、一度、総

合は、同一学科の総合型選抜Ⅰの別日程での再チャレンジはで
きません。

総合型選抜Ⅱ
［社会人］

《学校推薦型選抜について》
Ｑ．学校推薦型選抜で合格し、入学手続を済ませた後、一般選抜な
どで金城大学短期大学部の他の学科を受験することはできます
か？
Ａ．で きません。学校推薦型選抜は【専願】なので、他の学科を受

一般選抜

験することはできません。

《学校推薦型選抜［奨学生］について》
Q. 専門学科や総合学科出身の場合、［奨学生 / 一般］と［奨学生 / 専

共通テスト利用選抜

門総合学科］のどちらで受験が可能ですか？
A．普通科を卒業見込み、又は卒業した方は学校推薦型選抜［奨学生

／一般］で受験が可能です。専門学科・総合学科を卒業見込み、
又は卒業した方は学校推薦型選抜［奨学生 / 専門総合学科］で受

験が可能です。所属学科と異なる選抜区分での出願はできませ
ん。

出願書類の記入に
ついて

《学校推薦型選抜［一般／専門総合学科］について》
Ｑ．専門学科や総合学科出身の場合、一般と専門総合学科のどちら
で受験すればよいですか？

インターネット
出願について

Ａ．ど ちらの受験も可能ですが、専門総合学科の面接では、専門学

科や総合学科で学んだ科目や取組みについても評価しますので、
専門総合学科での受験をお勧めします。

すか？
ります。地方試験会場との組合せなど様々な受験パターンが可
能なので、都合に合わせて受験してください。

Ｑ．両日受験、または他学科との併願の場合、調査書は 1 通でいいで
すか？
Ａ．同時期において複数回受験をする場合、1 通で大丈夫です。出願
書類を 1 つの封筒にまとめて郵送してください。

Ｑ．一般選抜Ａ日程で複数回受験することで、合格の可能性は高く
なりますか？
Ａ．複 数回受験者が有利になるような配慮はしていませんが、同じ
会場を選ぶことで、2 日目はリラックスして受験できることが考
えられます。

Ｑ．一般選抜の個別学力試験はマークシートですか？
Ａ．全て記述式です。
Ｑ．既に総合型選抜Ⅰ、学校推薦型選抜、総合型選抜Ⅱなどの各選
抜に合格し、入学手続きまでしているのですが、成績優秀者奨
学生制度を目指して、一般選抜や共通テスト利用選抜を受験で
きるのでしょうか？
Ａ．既に合格済みの選抜区分が【専願】か【併願可】で異なります。

【併願可】である総合型選抜Ⅱに合格・入学手続き済みの場合は、
合格した権利を失うことなく、本学の他の選抜に出願すること
が可能です。一方で、
【専願】である総合型選抜Ⅰ、学校推薦型
選抜に合格・入学手続き済みの場合は、前述の通り本学の他の
選抜に出願することはできません。

Ｑ．成績優秀者奨学生制度は、一般選抜、共通テスト利用選抜の両
方受験しなければいけないのですか？
Ａ．対象は一般選抜もしくは共通テスト利用選抜となり、それぞれで

受験される方へ
入学検定料・
合格発表など
入学試験結果・
その他
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判定します。

総合型選抜Ⅰ

Ｑ．一般選抜と同じ日に共通テスト利用選抜も受験することは可能
ですか？

共通テスト利用選抜の面接は免除されます。
）

Ｑ．共通テスト利用選抜の出願をしましたが、指定された科目を大
Ａ．本学の指定する科目や科目数の条件を満たしていない場合、「不
合格」となります。出願前に必ず確認してください。

《インターネット出願について》
Ａ．受験回数分の枚数をご用意ください。
Ｑ．出願内容を誤って登録してしまいました。修正は出来ますか？
Ａ．検 定料の支払いが未払いの場合、登録済のものを破棄し、もう

ルペンで修正部分を二重線で消し、修正内容を記入して提出し
てください。訂正印は不要です。

Ｑ．イ ンターネット出願の際、一度志願書を送付しましたが、後か

書類はもう一度、必要部数を準備し送付してください。

Ｑ．出願書類を誤って記入した場合、どうしたら良いですか？
Ａ．その部分を二重線で消し、訂正してください。訂正印は不要です。
Ｑ．出願後に願書に記入した内容の変更はできますか？
Ａ．出願後の志望学科、試験会場、選択科目等の変更はできません。
出願前によく考えて決めてください。

Ｑ．ビジネス実務学科において、入学後のコース変更は可能ですか？
Ａ．ビジネス実務学科では、入学後のコース変更は原則できません。
出願前によく考えて決めてください。

Ｑ．複 数の学科を志望しているのですが、どんな受験方法がありま
すか？
Ａ．一回の出願で複数の学科を受験することはできません。異なる入

学者選抜や異なる試験日で、それぞれの志望学科を受験してく
ださい。例えば、同じ試験日でも「一般選抜Ａ日程」と「共通テ

スト利用選抜Ａ日程」で別々の学科を受験することは可能です。
共通テスト利用選抜

ら他の日程を追加することはできますか？
Ａ．可 能です。ただし、追加分の検定料及び願書、調査書等の必要

ご注意ください。

一般選抜

一度登録してください。

検定料の支払が完了している場合、印刷した志願票に黒のボー

合わせください。ただし、昨年度と選抜方法が異なりますので

総合型選抜Ⅱ
［社会人］

Ｑ．複数回受験する場合、写真は複数枚必要ですか？

月を目途に発行予定です。ご希望の方は入試広報部までお問い

総合型選抜Ⅱ
［一般］

学入学共通テストで受験していません。どうなりますか？

のイベントでも入手可能です。なお、最新の過去問題集は 8 ～ 9

学校推薦型選抜

を共通テスト利用選抜の合否判定にも利用します。
（したがって、

Ｑ．過去の入学試験問題は入手可能ですか？
Ａ．本 学発行の過去問題集はオープンキャンパスや進学相談会など

［一般／専門総合学科］

Ａ．可能です。同じ学科へ出願した場合は、一般選抜の面接試験結果

《その他 入学者選抜全般について》

学校推薦型選抜
［奨学生］

《共通テスト利用選抜について》

Ｑ．試験当日の服装はどうすればよいですか？
Ａ．特に決まりはありません。高校生は制服を着用することが多いよ

うです。受験に相応しい清潔感のある服装を心がけてください。

Ａ．郵送による通知のみです。掲示やホームページ上での発表は行っ

ていません。合格発表に関する詳細は P38 に記載のとおりです。

Ｑ．選 抜試験に合格し、入学手続きも完了した後に、貴学に行事等
で出向くことはありますか？
いただく場合もあります。その場合は、入学手続者を対象に別
途ご案内いたします。
Ｑ．受験票が届きません。

インターネット
出願について

Ａ．本 学では入学前教育を実施しているので、入学前に本学に来て

出願書類の記入に
ついて

Ｑ．合格発表は通知（郵送）のみですか？

受験される方へ

Ａ．試 験日の前々日正午までにお手元に届いていない場合、お手数
ですが本学入試広報部までご連絡ください。

Ｑ．試験会場の下見はできますか？
Ａ．下 見は、建物の前までとなります。建物内には入らないでくだ

入学検定料・
合格発表など

さい。

入学試験結果・
その他
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