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入学者受け入れの
方針について

詳しく聞いてみたい

エントリーカードの
書き方について
教えてほしい

面談前に
キャンパスを
見てみたい



possi
「自分の可能性を伸ばすために学びたい。」

その意欲を札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部は受け止めます。

自分の意欲を、学びたい気持ちを活かすために、

ぜひチャレンジしてください。
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C O N T E N T S
総合型選抜とは

入学者受入れの方針

面談における
学科別内容について

総合型選抜の流れ

面談カレンダー

03

05

10

11

13

は

あなたの可能性を
実現するための入学制度です。



bility
□真理を探ね、自由を愛し、自らを省みる自立した人間を育成する。

□理想を求め、明日の地域社会を拓く創造性豊かな人間を育成する。

□日本人としての自覚と誇りを持ち、自らの責任において行動する国際人を育成する。

建学の礎

□個性を尊重し、多様な生き方に応える生涯学習を推進する。

□学ぶ楽しさや表現する喜びを通し、真理を探求する心と豊かな感性を養う。

□日本の歴史や文化を理解し、世界の動きに目を向け、
　すすんで社会に貢献する態度を養う。

教育の基本的考え方
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総合型選抜とは

総合型選抜は、学力試験や面接試験では判定できな

い多様な能力や意欲に着目し、面談によって総合的・

多面的に評価したうえで入学者を決定する入試形

態です。入試の流れは、本学への志望理由や高校で

の活動などを書き込んだ「エントリーカード」を提出

していただき、それをもとに面談を行った結果により

正式に出願するといったものです。

総合型選抜では、あなたの「意欲」や「やる気」を評価

して合否を決定します。したがって、「なぜ本学のこの

学科で学びたいのか」、「将来どのようになりたいのか」

ということを面談でしっかりアピールすることが大切

です。そのためには、入学者受入れの方針（アドミッ

ションポリシー）をしっかり理解することが大切です。

さらに、教育方針や学科・専攻の特徴、カリキュラムなど

についても良く知っておく必要があります。「大学案内」

や「ホームページ」で情報を得てみてください。充実し

た学生生活を送るために、ぜひあなたの「やる気」

をアピールしてください。
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てください。

札幌国際大学・
札幌国際大学短期大学部

のことを調べる

エントリー
志望理由など

面　談

知っていますか？

札幌国際大学・札幌国際大学短期大学部の総合型選抜では、
あなたの多様な能力や意欲に注目し「やる気」を評価して

充実した学生生活を送るために、あなたの「これから」を話し合います。

Q&A

A
Q

A
Q

A
Q
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受受験験生生のの熱熱意が届く

合合格格チチャンンススがが拡拡大大

能力やや適適性性にに合っったた
学学科科がが選選べべる

面談は、どんな準備をしたらいいの？

本学の総合型選抜面談は、一方的に審査をする場ではなく、皆さんの「入学したい」という気持ちや
「やりたいこと」について語り合い、「本学でできること」を一緒に見つけるステージですので、自分の
資質や能力、入学への意欲をしっかり伝えられるように考えをまとめておくことが大切です。

「どうしてもこの大学で学びたい」
という受験生の熱意や意欲が大学
側に届きます。学力では計れない
自分の能力や適性を理解してもら
ったうえで入学ができるので、大
学での学修に意欲がわきます。

入学するための方法としては、他
の入試制度と総合型選抜には差
はありませんが、他の入試制度
も選択肢に加えることで、入学の
チャンスは拡大します。

ここで学びたいという意欲を
示すために、自分の入学した
い学科についてよく調べたり
することで理解が深まり、自分
が学科で学びたいことの方向
が見えてきます。

総合型選抜Q&AQ&A

AA
QQ

総合型選抜に向いている人はどんな人？

総合型選抜で求める人は、　●本学の教育内容に興味・関心がある人 ●目標に向かって意欲的に
行動したいと考える人　●自分を積極的に表現したい人　●自立した人間になろう という人です。AA

QQ

もし出願不許可になった場合は？

AA
QQ

出願不許可になった場合でも、再エントリーが可能です。

ただし、同期でのエントリーや3度目のエントリーは出来ません。
（人文学部 心理学科 臨床心理専攻と短期大学部 総合生活キャリア学科は除く）



〈アドミッションポリシー〉

札幌国際大学は柔軟な思考力と実践力を貴ぶ学風の下に、深く専門の学芸を教授研究し、職業

および社会生活に必要な教育を施し、自由、自立、自省の精神による人間形成を重んじ、地域生活の域域域生活生活生

創造と国際社会の発展に寄与する社会人を育成することを目的としている。

札幌国際大学は、上記の目的に賛同し、各学部・学科の教育研究に関心を持つ人、本学の体系的・実践的なカリキュラム
の下、主体的・積極的・能動的な学びを通じて身に付けた幅広い知識・教養、論理的思考力、コミュニケーション能力、表
現力を生かし、地域社会に貢献することのできる人、多様な分野において知的好奇心を抱き、専門知識、技能を基に地域
社会における課題を探求し、解決する能力を身に付けられる人を受け入れる。

なお、本学への入学を希望する人は高等学校の教育課程等において次に示す能力を身に付けていることを求める。

①高等学校等の教育課程で学んだ知識、技能。特に資料を読み解き、考えを表現し、他者とのコミュニケーションを図る
ために、国語の基礎的能力を要する。また、国際社会で活躍する人材を育成することを目的としているため、英語の基礎
的能力も要する。
②高等学校等の教育で学んだ豊かな心、他者を尊重する社会性
③高等学校等の教育で学んだ協同する心と探究心

求める学生像

札幌国際大学 入学者受入れの方針

目標に向かって行動し、
た人間になろうとする人を求めます。すす
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重  要 人文学部の面談内容については10ページを確認し、事前に準備してください。

①人間の心や社会に関するさまざまな問題に広く関心を持ち、学ぶ意
欲が高い人
②自分を見つめるとともに、人へのいたわりの気持ちを持つことができる人
③地域における心のケアやカウンセリングなど対人援助の分野で活躍
する意欲のある人
④臨床心理学的援助に関する知識、技能の修得を目的とした体系的・
実践的カリキュラムの下、臨床心理学、心理療法、カウンセリング等に
関する幅広い教養、専門知識、技能を培うことを通じて身に付けた対人
理解や対人援助、心の支援等に関する能力を生かし、地域社会に貢
献できる人
なお、本専攻への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等にお
いて、次に示す姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①読む・書く・話す・聞くといったコミュニケーションに必要な言語運用
能力（特に国語）
②現代社会で起こっていることに興味・関心をもち、自分の経験や活動
等を自らの言葉で表現できること。

臨床心理専攻
①人間の心や社会に関するさまざまな問題に広く関心を持ち、学ぶ意欲
が高い人
②人間の発達に携わる者としての責任を自覚し、人との関わりの中で自
己形成の努力ができる人
③幼児教育や児童福祉の分野で活躍することを目指す人
④大学の学びに必要な基礎的学力を備えている人
⑤幼児教育・保育の知識、技能修得を目的とした体系的・実践的カリキュ
ラムの下、保育の心理学、教育心理学等に関する幅広い教養、専門知
識、技能を培うことを通じて身に付けた子どもの成長・発達を援助できる
能力・技能を生かし、地域社会に貢献できる人
なお、本専攻への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等におい
て、次に示す姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①読む・書く・話す・聞くといったコミュニケーションに必要な言語運用能力
（特に国語）
②現代社会で起こっていることに興味・関心をもち、自分の経験や活動
等を自らの言葉で表現できること。

子ども心理専攻

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科・専攻の目的に賛同し、本学科・専攻の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。

国際教養学科の目的に賛同し、国際・産業社会、文化・地域、言語・コミ
ュニケーションをキーワードに、歴史・文化・宗教・習慣を柔軟に受け止
め、理解し、活かし、発信する力の育成に関心を持つ、以下のような人を
受け入れる。
①日本語、英語、中国語、韓国語など語学力を高めたい人
②言語、文化、社会、歴史など人間の営みに興味関心がある人
③コミュニケーション能力を高めたい人
④留学、フィールドワーク、ボランティア、インターンシップ等に取り組みたい人
⑤学科の学びを通して、地域や豊かな社会づくりに貢献したい人
⑥これまで何かに取り組んだ経験を、自分の言葉で語ることができる人

なお、本学科への入学を希望する人は、高等学校の教育課程におい
て、次に示す姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①読む・書く・話す・聞くといったコミュニケーションに必要な言語基礎力
②学習、クラブ活動、ボランティア、個人的諸活動を口頭で説明する
言語表現能力
③日本や諸外国の文化や歴史、国際社会へ目を向ける姿勢
④フィールドワーク、グループワークで協働する姿勢

総合型選抜募集人員/10名心 理 学 科  臨床心理専攻

〈多文化言語コース〉〈文化共創コース〉〈国際コミュニケーションコース〉

総合型選抜募集人員/10名子ども心理専攻

臨床心理専攻は、教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤
に、心理学の基礎理論と臨床心理学的援助に関する知識と技能
の修得を目指す人材を育成することを目的としている。

子ども心理専攻は教養教育によって培われる豊かな人間性を基
盤に、幼児教育・保育の知識と技能の修得を目指す人材の育成を
目的としている。

臨床心理専攻 子ども心理専攻

本学部は、上記のような人材を育成するため、本学部の目的に賛同し、本学部・学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①人間に対する理解に関心があり、探究心を有している人　②本学部の修学の中心である人文学分野に興味を有している人
③本学部の修学において知識の活用に意欲を有している人　④本学部の人間の理解をテーマとする体系的・実践的カリキュラムの
下、幅広い教養、専門知識、技能を培い、人間・社会・文化について旺盛な好奇心を持つと共に、現代社会における課題を発見し、解
決する能力を身につけ、地域社会に貢献することのできる人
なお、本学部への入学を希望する人は高等学校の教育課程等において次に示す姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学部の教育に適応できる基礎学力　特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを図るために、国語
の基礎的能力を要する。また、国際社会で活躍する人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢　　③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④現代社会の動きに目を向ける姿勢

人文学部は人間の理解をテーマに真理を探求する心と感性を養い、人文学の基礎的知識を修得するだけでなく
知識の活用能力を持った自立して行動できる人材を育成することを目的としている。

人  文  学  部

● 求める学生像

国際教養学科は、「全人教育」により、アジアに位置する日本の大学として歴史を誠実に見つめ、異なる文化や考え方を柔軟に
受けとめ「理解する力」、「活かす力」、「自己発信する力」を重視し、その能力を獲得する人材を養成することを目的としている。

総合型選抜募集人員/10名国際教養学科

● 求める学生像

心理学科は、教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学的援助および幼児教育・保育の知識と
技能を修得して、医療、福祉、教育、保育などの現場で、専門的対人援助が行える基礎力を有する人材の育成を目的としている。

求める学生像
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重  要 観光学部の面談内容については10ページを確認し、事前に準備してください。

本学部は、上記のような人材を育成するため、本学部の目的に賛同し、本学部・学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①観光ビジネス分野に関心があり、探究心を有している人
②国際観光分野に関心があり、探究心を有している人
③本学部の修学において知識の活用に意欲を有している人
④観光学に関する体系的・実践的カリキュラムの下、観光学についての幅広い教養、専門知識、探究力を養い、身に付けたもてなしの姿勢、
論理的思考力、コミュニケーション能力、実践的能力、課題解決能力を生かして、観光産業、観光振興の発展に貢献することのできる人
なお、本学部への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等において、次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学部の教育に適応できる基礎学力　
特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを図るために、国語の基礎的能力を要する。また、国際社会で活
躍する人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④国内、海外の観光の動きに目を向ける姿勢

求める学生像

観光学部は観光に関する専門的知識・実践的な知識を有し、観光を通じた地域振興と国内・国際観光の分野で
活躍できる人材の育成を目的としている。

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科の目的に賛同し、
本学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①宿泊ビジネスに関心があり、探究心を有している人
②航空ビジネスに関心があり、探究心を有している人
③旅行ビジネスに関心があり、探究心を有している人
④本学科の修学において知識の活用に意欲を有している人
⑤観光ビジネスに関する体系的・実践的カリキュラムの下、観光学につい
ての幅広い教養、専門知識、探究力を養い、身に付けたもてなしの姿勢、
論理的思考力、コミュニケーション能力、実践的能力、課題解決能力を生
かして、観光産業、観光振興の発展に貢献することのできる人

なお、本学科へ入学を希望する人は高等学校の教育課程等において、
次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学科の教育に適応できる基礎学力
特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを
図るために、国語の基礎的能力を要する。また、国際社会で活躍する人材
を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④国内、海外の観光の動きに目を向ける姿勢

● 求める学生像

観光ビジネス学科は、豊かな教養ともてなしの姿勢を培い、観光ビジネスについての専門的、実践的な知識を修得し、
観光ビジネス分野で活躍する人材の育成を目的としている。

総合型選抜募集人員/26名観光ビジネス学科

観  光  学  部
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本学部は、上記のような人材を育成するため、本学部の目的に賛同し、本学部・学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①健康やスポーツに深い関心がある人
②健康やスポーツを通じての地域貢献活動へ関心がある人
③中学校または高等学校の保健体育科教員職に関心がある人
④スポーツビジネス・健康分野に関心がある人
⑤スポーツビジネス・スポーツ健康指導分野に関する体系的・実践的カリキュラムの下、スポーツによる健康・体力の増進、運動能力
の向上等に関する幅広い教養、専門知識、探究力を養い、身に付けた高い専門性、コミュニケーション能力、実践的能力、課題解決
能力を生かして、スポーツを通じて健やかな生活を支援し、地域社会に貢献することのできる人
なお、本学部への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等において、次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学部の教育に適応できる基礎学力　
特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを図るために、国語の基礎的能力を要する。また、国際社会
で活躍する人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②スポーツを通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④国内、海外のスポーツに目を向ける姿勢

スポーツ人間学部は、生涯学習社会への移行とともに高まっているスポーツや健康に対する社会の要請に応え、
地域スポーツの振興と個人の健康づくりに貢献できる有為な人材の育成を目的としている。

スポーツ人間学部

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科の目的に賛同し、
本学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①スポーツが好きで、スポーツの現場を支えること、学ぶことに強い興味
を持っている人
②スポーツ産業やスポーツ関連産業などスポーツ振興に将来的に関わ
っていく意欲があり、社会への貢献意欲の高い人
③地域社会の様々な人々と明るく触れ合えるボランティア精神を持っ
ている人
④スポーツビジネスに関する体系的・実践的カリキュラムの下、同分野
の幅広い教養、専門知識、探究力を養い、身に付けた高い専門性、コミュ
ニケーション能力、実践的能力、課題解決能力を生かし、スポーツビジネ

スを通じて健やかな生活を支援し、地域社会に貢献することのできる人
なお、本学科への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等におい
て、次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学科の教育に適応できる基礎学力　
特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーション
を図るために、国語の基礎的能力を要する。また、国際社会で活躍する
人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④国内、海外のスポーツの動きに目を向ける姿勢

● 求める学生像

スポーツビジネス学科は、スポーツや健康に関する知識を修得し、スポーツビジネスの現場で活躍できる人材を
育成することを目的としている。

総合型選抜募集人員/12名スポーツビジネス学科

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科の目的に賛同し、本学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①スポーツ健康に関する知識と実技について強く関心を持っている人
②理論と実践を通じてスポーツ健康科学に取り組む能力の向上を目指している人
③スポーツ健康に関する活動について主体性を持って取り組んでいる人
④保健体育科教員またはスポーツ健康関連指導者等を目指している人
⑤スポーツ指導に関する体系的・実践的カリキュラムの下、スポーツによる健康・体力の増進、運動能力
の向上、スポーツ指導に関する幅広い教養、専門知識、探求力を養い、身に付けた指導力、コミュニケー
ション能力、実践的能力、課題解決能力を生かし、リーダーシップを発揮して、生涯スポーツの育成発
展に努め、スポーツ振興、地域社会の発展に貢献することのできる人
なお、本学科への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等において、次のような姿勢、能力を身に
付けていることを求める。
①学科の教育に適応できる基礎学力　
特に、資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを図るために、国語の基礎的能力を
要する。また、国際社会で活躍する人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力を要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④国内、海外のスポーツの動きに目を向ける姿勢

● 求める学生像

スポーツ指導学科は、生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教養豊かな
スポーツ指導者を育成することを目的としている。

総合型選抜募集人員/10名スポーツ指導学科

求める学生像

重  要 スポーツ人間学部の面談内容については10ページを確認し、事前に準備してください。
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〈アドミッションポリシー〉

〈総合生活コース〉〈オフィスキャリアコース〉〈英語キャリアコース〉

〈保育総合コース〉〈保育英語コース〉

総合型選抜募集人員/15名

札幌国際大学短期大学部は建学の精神に則り、実際的な専門教育と職業教育を施すとともに、教養に

関する広い知識を授け、人格を磨き、生活および社会に貢献して文化の向上に寄与する良き社会人

を育成することを目的としている。

札幌国際大学短期大学部は、上記のような人材を育成するため、本学の目的に賛同し、各学科の教育に関心を持つ人、本学の
体系的・実践的なカリキュラムの下、幅広い教養、専門職業人としての知識、技能、論理的思考力、コミュニケーション能力、課題
探求力・解決力、表現力を身に付け、生活・文化の向上および地域社会の発展に貢献することのできる人を受け入れる。

なお、本学部への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等において次に示す能力を身に付けていることを求める。

①高等学校の教育課程等で学んだ知識、技能。特に資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーションを図る
ために、国語の基礎的能力を要する。また国際化が進展する社会への対応に鑑み、英語の基礎的能力も要する。
②高等学校の教育課程等で学んだ豊かな心、他者を尊重する社会性
③高等学校の教育課程等で学んだ協同する心と探究心

札幌国際大学短期大学部 入学者受入れの方針

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科の目的に賛同し、
本学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①自立した職業人を目指し、職業知識と実務能力を身につける意欲の
ある人
②現代生活において、自由で主体的に生きるための豊かな知識と
教養を身につける意欲のある人
③国際化する社会で自己を豊かに表現し地域と積極的にかかわる
意欲のある人
④本学科の体系的・実践的なカリキュラムに基づく実際的な専門教育
と職業教育の下、幅広い教養、専門的知識、技能、論理的思考力、コ
ミュニケーション能力、創造力、課題探求力・解決力を身に付け、多様
な人 と々協働し、自立した専門職業人として生活・文化の向上および

地域社会の発展に貢献することのできる人
なお、本学科への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等にお
いて、次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学科の教育に適応できる基礎学力　
特に資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーション
を図るために、国語の基礎的能力を要する。また、国際化への対応が
できる人材を育成することを目的としているため、英語の基礎的能力も
要する。
②働く意欲を持ち、卒業後は就職をしようという姿勢を身に付けている人
③何かに挑戦し、取り組んだ経験がある人(スポーツ、音楽、生徒会、委
員、英検・情報・商業等の資格取得）

● 求める学生像

総合生活キャリア学科は自立した職業人を養成するため、現代生活を主体的に創造する知識と技術を身に付けるとともに、
自ら課題を見つけ解決する、多様な場で活躍できる実務能力を持った人材を育成することを目的としている。

総合型選抜募集人員/53名

本学科は、上記のような人材を育成するため、本学科の目的に賛同し、
本学科の教育に関心を持つ、以下のような人を受け入れる。
①保育者としての社会的意義を理解し、子どもへの保育や保護者へ
の支援を積極的に学びたいと強く望む人
②保育者として求められる知識や技能を、自らの努力および仲間との
協同を通して身に付けていこうとする人
③保育には、子どもの生命の安全を守るという側面と、子どもの育ちを
促すという側面がある。それらを学ぶ力が備わっている人
④保育の現場では保育者同士の協力が必要であり、良き保育者とな
るために、仲間と一緒に学び合っていくことができる人
⑤保育者としての責任と使命を知り、よりよい保育者を目指して自らの
人間性や資質・能力を高め続けることができる人
⑥子どもの健やかな育ちを支えるために向上心をもち、常に学び続ける
意欲がある人
⑦本学科の幼児教育保育に関する体系的・実践的なカリキュラムの

下、身に付けた幅広い教養、専門的知識、技能、論理的思考力、言語
力、コミュニケーション能力、表現力を生かし、幼児教育保育分野にお
ける課題を主体的に探究し、地域社会に貢献することのできる人
⑧国際化が進む中で、自らのものと異なる文化や価値観を理解し、差
別のない多文化共生を実現できる人
なお、本学科への入学を希望する人は、高等学校の教育課程等にお
いて、次のような姿勢、能力を身に付けていることを求める。
①学科の教育に適応できる基礎学力　
特に資料を読み解き、考えを表現し、他者との円滑なコミュニケーション
を図るために、国語の基礎的能力を要する。また、保育分野において英
語力が必要とされているため英語の基礎的能力も要する。
②部活動等を通じて得られた協同する姿勢
③ボランティア活動等を通じて得られた社会貢献への姿勢
④現代社会における保育の動きに目を向ける姿勢

● 求める学生像

幼児教育保育学科は、現代の保育に必要な理論や技術を身に付け、共感的な感性と知性に支えられた、
国際感覚と人間性が豊かな保育者を養成することを目的としている。

総合生活キャリア学科

幼児教育保育学科

重  要 短期大学部の面談内容については10ページを確認し、事前に準備してください。

求める学生像

■

○

■

○
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面談における学科別内容について
合計40分間の面談の中で、学科ごとに個別の内容で10分面談を行います。

以下の内容について、しっかり準備して面談に臨みましょう。

観光学部
■ 観光ビジネス学科
○「４年間の学びと将来設計」というテーマでお話ししてもらいます。

人文学部
■ 国際教養学科
○学科の「入学者受け入れの方針」に関わって、これまでの活動や経験、または、考えていることを
　述べてください。具体的に提示できるものがあれば、当日持参して披露して構いません。
　そのことを中心に自身の将来についてお話ししてもらいます。

■ 心理学科 (臨床心理専攻／子ども心理専攻)

○専攻が求める学習への意欲をアピールしてもらいます。

○専攻の「入学者受入れの方針」や学びを活かした進路に向けた具体的目標について
　お話ししてもらいます。

スポーツ人間学部
■ スポーツビジネス学科
○以下の項目から自分が最もアピールできるものについて、説明してもらいます。

短期大学部

■■ 総合生活キャリア学科
○「何かに挑戦し努力した経験」について、以下の要領で自己表現（プレゼンテーション）をしてもらいます。

■ 幼児教育保育学科
○あなたが興味を持ったものを紹介し、その面白さを口頭で伝えてください。

●スポーツの現場を支えることへの興味・関心　●ボランティアや社会貢献への意欲
●スポーツビジネスに関する幅広い教養や専門知識を身に付ける姿勢

■ スポーツ指導学科
○以下の項目について、説明や提案をしてもらいます。
●自身が関わってきたスポーツの技術について
●スポーツ活動等の経験を今後どのように活かそうと考えているか
●スポーツ健康分野についての「自身の将来像」や「地域社会への貢献」 など

【方法】

【時間】 1分30秒～３分程度　質疑応答時間 ： ７分～8分30秒程度

1枚のフリップやポスター、写真、賞状、作品など内容を確認できるもの（合格証など）、話のきっかけになるものを
準備し、それを見せながら説明してもらいます。
●写真・賞状・作品等はスマートフォン等で撮影されたものでも構いません。
●高校生以前の経験でも構いません。また学業に関わるものでなくとも構いません。
●プレゼンテーションや成果そのものの評価ではなく、挑戦の経緯や努力のようすについて評価します。

●「興味を持ったもの」は、本や絵本、映画、これまでにした経験など、何でも構いません。
●紹介にあたっては、現物（本、絵本など）や自作の資料等を持参し、説明に使っても構いません。
●10分のなかでプレゼンテーション（口頭での説明）とその内容についての質疑応答をおこないます。

※「方法」に示されているプレゼンテーションで使用するものは、当日各自でご持参ください。
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の流れ

1.高等学校もしくは中等教育学校（通常の課程による12年の学校教育を修了した者を含む）を卒業した者、
　または2022年3月卒業見込みの者。（短期大学部のエントリー資格は女子に限ります。）

2.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の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）
　で文部科学大臣が定める日以降に修了した者、または2022年3月修了見込みの者。

３.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験（大検含む）に合格した者。

４.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
　認めた者で、１８歳に達したもの。

https://www.siu.ac.jp/upbeat/pdf/admission/3e77da21316402336adec41b5e8f1231.pdf

まずは、本学を知ることから始めましょう。

準備不足のままでは、

お互いに満足する面談ができません。

希望する面談日時を選択し、

しっかりと準備をしてからエントリーしてください。

エントリー資格エントリー資格

面談を受ける準備が整ったら、
総合型選抜面談カレンダー（P13）から希望する日時を選択して
「エントリーカード」「エントリーカード」と「宛名ラベル」「宛名ラベル」に
必要事項を記入し、郵送してください。
面談日が確定したら本人宛に通知します。

エントリー方法エントリー方法

エントリーカードをホームページからダウンロードエントリーカードをホームページからダウンロード

エントリーカードエントリーカード宛名ラベル宛名ラベル
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Step

Step

Step

Step

Step

面 談（30分）+ 学科別内容（10分） 合計40分
エントリーカードをもとに、あなたの高校での活動や本学の教育・学習への興味・関心、将来に
ついて話し合います。志望する学科・専攻の「入学者受入れの方針」（P5～9）と「学科別内容」
（P10）をよく読み、求める学生像をふまえて、本学で学びたい意欲を表現してください。

エントリー資格

面談から入学までの流れ

「エントリーカード」「宛名ラベル」

エントリー方法

面談結果通知
面談の結果（「出願許可」または「出願不許可」）を本人あてに通知します。 
「出願許可」の場合、出願書類一式を本人あてに送付します。出願までは一定の時間があります
ので、高校での学習に積極的に取り組んでください。

出願・選考
出願にあたっては入学試験ガイドをよく読み、出願資格を確認してから出願してください。
※入学検定料は30,000円です。  ※専願制のため、出願後の辞退はできません。
※選考は、エントリーカード・面談の結果・調査書の内容を総合的に審査して合否を決定します。

合格発表・入学手続
合格通知を受け取った方は、所定の期日までに
入学手続をしてください。
※入学手続締切日についてはP14をご覧ください。

※面談の際はマスクの着用をお願いします。また、本学面談員もマスクを着用して面談にあたりますので、
　ご承知おきください。

入学までの準備
本学では、「入学前研修」の開催や「課題学習」など、
入学までのサポートを行っています。
合格したからこそ、入学までの準備に取り組む
ことが重要です。

エントリーカードをホームページからダウンロード

エントリーカード宛名ラベル
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2022年度 面談カレンダー

面談日によって時間帯が異なりますのでご注意ください。
何時でも良い場合には空欄としてください。

面 談 時 間 帯
10：00～10：40A 11：00～11：40B

12：00～12：40C 13：00～13：40D

14：00～14：40E

17：00～17：40G

15：00～15：40F

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

G

G

G

G

G

G

G

1期 2期

3期 4期

9月17日（金）

9月18日（土）

9月30日（木）

10月 1 日（金）

10月 2 日（土）

10月 7 日（木）

10月 8 日（金）

10月 9 日（土）

10月14日（木）

10月15日（金）

10月16日（土）

9月 3 日（金）

9月15日（水）

9月22日（水）

9月29日（水）

面談日 時間帯 エントリー締切（必着）

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

G

G

G

G

G

G

10月28日（木）

10月29日（金）

10月30日（土）

11月 4 日（木）

11月 5 日（金）

11月 6 日（土）

11月11日（木）

11月12日（金）

11月13日（土）

10月13日（水）

10月27日（水）

10月20日（水）

面談日 時間帯 エントリー締切（必着）

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

G

G

G

G12月 1 日（水）

12月 2 日（木）

12月 4 日（土）

12月 9 日（木）

12月10日（金）

12月11日（土）

11月17日（水）

11月24日（水）

面談日 時間帯 エントリー締切（必着）

G

G

G

G1月25日（火）

1月26日（水）

1月27日（木）

1月28日（金）

1月29日（土）

1月12日（水）

面談日 時間帯 エントリー締切（必着）

9月1日よりエントリー開始



出願手続日程

①面談のためやむを得ず授業を欠席する場合は、必ず担任
　の先生に連絡してください。無断欠席したり、虚偽の申し
　出により授業を欠席したことが判明した場合には面談を
　無効とします。
②エントリー締切日をまたいで面談日を選ぶことはできません。

注 意 事 項

10月16日（土）までに面談終了した場合

1月中に面談を終了した場合

2021年  11月1日（月）～11月10日（水）

2021年  11月22日（月）～12月1日（水）

2022年  1 月 5 日（水）～1月19日（水）

2022年  2 月10日（木）～2月18日（金）   

12月 9 日（木）

12月24日（金）

2 月 9 日（水）

3 月11日（金）

1月31日（月）

2月18日（金）

3月25日（金）

1期

2期

3期

4期

期 出 願 期 間 合格発表 入学手続締切

12月中に面談を終了した場合

10月28日（金）～11月13日（土）までに面談を
終了した場合

14



交通案内

新千歳空港

大通駅

新さっぽろ駅

南郷18丁目駅

さっぽろ駅 福住駅 清田2条1丁目

札幌国際大学前

地下鉄東豊線

13分

中央バス

10分

中央バス

10分

中央バス
10分
中央バス
10分

JR（快速）

28分
地下鉄　東西線5分

地下鉄東西線

14分

本  学

地下鉄東西線
南郷18丁目駅

地下鉄東豊線
福住駅 ●ヤマダ電機●日糧製パン

●セブンイレブン

●ファミリーマート羊ヶ丘通り

国道36号線

南郷通

●札幌ドーム●イトー
　ヨーカドー
　福住店

総合型選抜の疑問にいつでもお答えします

気になる点はすべてエントリー前に解決しましょう！
お友達や家族と一緒にぜひお越しください。

キャンパス見学受付中！
お気軽にご連絡ください。

〒004-8602   札幌市清田区清田4条1丁目4番1号
011-881- 8861（アドミッションセンター直通） 

https://www.siu.ac.jp
E-mail nkoho@ad.siu.ac.jp

お問い合わせ先

2021オープンキャンパス2021オープンキャンパス

総合型選抜対策講座総合型選抜対策講座

★オープンキャンパスや講座などのイベントの詳細はHPでご確認ください。

13：00～14：30

入学者受け入れの入学者受け入れの
方針について方針について

詳しく聞いてみたい詳しく聞いてみたい

エントリーカードのエントリーカードの
書き方について書き方について
教えてほしい教えてほしい

面談前に面談前に
キャンパスをキャンパスを
見てみたい見てみたい

8 28土

84水 5木

9 25 26土 日

6金 10火 11水 12木 13金7土

10 23土
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