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※個人情報の保護について
熊本学園大学では、出願書類にご記入いただきました志願者の氏名・住所等の個人情報は、入学者選抜
の出願受付、実施、合格発表、さらには入学に至る一連の手続きと、熊本学園大学で学生生活を始める
に当たって必要となる書類・お知らせ等の送付及び入学者データの統計処理のために使用いたします。
なお、上記利用目的に必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはありません。

　今後の新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、募集要項に記載されている内容について
変更になる場合があります。変更になる場合には、本学ＨＰ上にて迅速に周知いたします。
　必ず、出願前及び試験日前に本学ＨＰをご確認下さい。



令和5（2023）年度

熊本学園大学　入学者選抜募集要項

アドミッション・ポリシー〔入学者受入れ方針〕

■商学部
　入学者受入れにあたって、以下に掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲・態度を備えた人を求めま
す。また、多様な学生を受け入れるために、学力試験、書類審査、小論文、面接等のさまざまな選抜方法
を実施しています。
　 １．商学部における学修に必要な基礎的知識・技能を修得している。
　 ２．組織や地域の課題を発見し、解決するために必要とされる基本的な思考力・判断力・表現力を修得

している。
　 ３．主体性をもって多様な人々と協調・協働して学ぼうとする意欲を有している。
　 ４．流通・マーケティング分野、金融分野、組織のマネジメント分野、ホスピタリティ・マネジメント

分野、簿記・会計分野、情報分野に関心を有している。
　 ５．専門知識を修得し、地域や組織のリーダーとして、積極的に社会に貢献する意欲を有している。

■経済学部
　経済学部は、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシーに定める教育を受けるための条件とし
て、以下の能力及び意欲を備えた人を求めます。受け入れる人に求める学修成果や意欲を多面的・総合的
評価するため、または、多様な背景をもつ人を受け入れるため、試験・発表・報告書・面接など多様な選
抜方法を取り入れます。
　 １）経済学部での学修に必要な基礎的知識・技能を十分に備えている人
　 ２）経済学部での学修に必要な思考力・判断力・表現力等の能力を備えている人
　 ３）主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度を備えている人
　 ４）地域・グローバル経済の様々な現代的課題に興味があり、それらの課題を分析し、解明する意欲の

ある人
　 ５）人々の暮らしや企業・政府の活動に深く関連する経済と法律に関心をもつ人

■外国語学部
　入学者の受け入れにあたり、以下の ５項目の条件に合致し、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主
体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度ができているかを判断するため、面接試験、学力試験などを
行います。なお、合格者には入学前に大学での学びについて事前の教育を課します。
　 １　日々持続して自ら学習する習慣を身につけている。
　 ２　英語を専攻とする人は、国際共通語としての英語の基礎学力がある。
　 ３　中国語や韓国語を専攻とする人は、母語を適切に理解し、的確に表現できる。
　 ４　専攻する言語の背景となる文化や歴史など関連領域に関心がある。
　 ５　多様な生活習慣や文化を知り、外国語を使い、将来は熊本や九州、日本そして世界に有意義に関与

することを希望している。

■社会福祉学部
　中学校・高等学校における教育の成果とされる、いわゆる「確かな学力」の三要素としての、①基礎的
な知識・技能、②知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力、③主体性
を持って多様な人々と共に学ぶ態度を十分に身につけた人物を求めます。　
　また同時に、以下に示す姿勢や意欲を有している人物を求めます。
　①「人間の幸福」や「幸福に暮らせる社会づくり」に関心を持ち、現代社会における健康・生活・環境
に関する諸課題を総合的に理解し、多様な人々との協調・協働を通じて、課題解決に向けた力を身に
つけようとする姿勢を有している。

　②自らの力によって豊かな人間性を育み、社会福祉学領域の専門教育を通じて、専門職または地域社会
のリーダーとして社会に貢献する意欲を有している。

　この様な入学者を選抜するため、多様な選抜方法を立案・実施します。
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１．募集学部・学科・募集人員
実施学部 実施学科 募集人員 実施学部 実施学科 募集人員

商学部
商学科 8名程度

外国語学部
英米学科 ５名程度

ホスピタリティ・マネジメント学科 ５ 名程度 東アジア学科 ５名程度

経済学部
経済学科 １0名程度

社会福祉学部
第一部

社会福祉学科 ５名程度
リーガルエコノミクス学科 ３名程度 福祉環境学科 ５名程度

子ども家庭福祉学科 ３名程度
ライフ・ウェルネス学科 ５名程度

２．入試日程

総合型選抜
（第１回）

◎基礎学力審査については、国語・英語の基礎学力を問います。なお、社会福祉学部では、別途記述問題（志望理由など）
があります。

※英米学科は、英語を含む面接

学　　部 学　　　　科 選考方法 配点 総点

商　学　部

商学科
書類審査 ５0点

１00点基礎学力審査 ３0点
面接 ２0点

ホスピタリティ・マネジメント学科
書類審査 ４0点

１00点基礎学力審査 ２0点
自己プレゼンテーション ４0点

経 済 学 部 経済学科
リーガルエコノミクス学科

書類審査 60点
１00点基礎学力審査 段階評価

グループディスカッション ４0点

外国語学部 英米学科
東アジア学科

書類審査 １00点
３00点基礎学力審査 １00点

面接※ １00点

社会福祉学部第一部 社会福祉学科、福祉環境学科
子ども家庭福祉学科、ライフ・ウェルネス学科

書類審査 １00点
２00点基礎学力審査 ４0点

面接 60点

３．選考方法及び配点

出 願 期 間
令和 ４ 年１0月 ３ 日（月）～令和 ４ 年１0月１２日（水）　出願書類必着*
＊インターネット出願登録＋入学検定料支払 １0／１２（水）１５時00分まで
※出願締切日のみ出願書類の持込みを認めます。（１7時まで）

試験日・試験場 令和 ４ 年１0月２３日（日）　本学（熊本）　※試験場案内はP１6

下 見 時 間
令和 ４ 年１0月２２日（土）　１４時00分～１6時00分
※掲示板で試験場・試験室を確認してください。
※下見は廊下までとし、試験室には入室できません。

合 格 発 表

令和 ４ 年１１月 １ 日（火）　１0時00分
※上記日時より、本学ホームページ上にて合格者の受験番号のみ公開します。
　（電話による問い合わせには応じません）
※合格者には、合格通知書等を送付します。
※高等学校長に郵送にて通知します。

入 学 手 続
令和 ４ 年１１月１5日（火）　までに入学金
令和 5 年 ２ 月２0日（月）　までに第一期分納入金と書類
※入学手続方法（納入金の納入方法を含む）は合格発表の際、通知します。

7

５0点

５0点
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４． 試験時間割

5． 出願資格

　令和 ４ 年１0月２３日（日）

集合時間 基礎学力審査 （50 分） 休憩 面　接　等＊

９：３0 １0：00～１0：５0 ３0 分 １１：２0 ～
＊ホスピタリティ・マネジメント学科は、自己プレゼンテーション。
　経済、 リーガルエコノミクス学科は、グループディスカッション。

集合時間 基礎学力審査 （80 分） 休憩 面　　接
９：３0 １0：00～１１：２0 60 分 １２：２0 ～

［商学科］ 以下の １ ～ ４ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、商学部商学科を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0

以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0以上

であること。

３．商学・経営学・情報の専門知識を修得し、地域や組織のリーダーとして、積極的に社会に貢献する意欲を有する者。

４．次の（ １）～（ ３）のいずれかを満たし、その技能や活動実績を入学後の学習や学生生活にどのように活かせるかを自

己アピールできる者。

　（ １）生徒会長等リーダーシップ経験を持つ者　（ ２）英語・簿記・情報等の有資格者　（ ３）課外活動での大会出場・受

賞などの経歴を持つ者。

※上記 ４については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

［ホスピタリティ・マネジメント学科］ 以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、商学部ホスピタリティ・マネジメ

ント学科を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0

以上、  卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0

以上であること。

３．次の（ １）、（ ２）のいずれかの条件を満たす者。

　（ １）下記の文化・芸術活動分野について、高等学校または中等教育学校在学時に継続して活動実績・経験（学外の活動

も含む）のある者。ただし、優れた活動歴などを客観的に証明できる資料を提出できる者。

　　　〈活動分野〉吹奏楽、合唱、放送、美術、書道、華道、茶道、香道、囲碁、将棋、日本舞踊、琴、三味線、和太鼓、

クラシックバレエ、バイオリン、ピアノ、礼法（武道含む）、チアリーディング、応援団活動、ダンス、

語学関連活動、家政関連活動、写真・映像関連活動、国際文化活動、芸能活動など。

　（ ２）マネジメント活動として高等学校または中等教育学校におけるスポーツ競技のマネージャー活動・経験が豊富な

者、または生徒会活動や学校行事等で実績を残した者。

※上記 ３については、活動歴など客観的に証明する資料を提出すること。

商学科

第一部社会福祉学科 子ども家庭福祉学科 ライフ・ウェルネス学科福祉環境学科

ホスピタリティ・マネジメント学科 経済学科 リーガルエコノミクス学科

英米学科 東アジア学科
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［経済学科］
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、経済学部経済学科を専願する者。
２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0
以上かつ国語、外国語（英語）、数学のいずれかの学習成績の状況が３.５以上、 卒業した者については、高等学校または
中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0以上かつ国語、外国語（英語）、数学のいずれか
の評定平均値または学習成績の状況が３.５以上であること。

３．経済学科に関心を持ち、経済の専門知識と分析能力を深めることによって社会に貢献しようとする意欲を持つ者。
４．次の（ １）～（ ３）の条件をすべて満たす者。
　（ １）高等学校または中等教育学校の学習または課外活動を踏まえ、地域・グローバル経済の様々な現代的課題に興味が

あり、それらの課題を分析し、解明する意欲のある者。
　（ ２）経済学科を卒業後、①～③に関連する職業につくことに強い意欲のある者。
　　　　① 経済学の専門性を活かしたビジネス活動　②公共性を有する社会貢献活動　③豊かな地域社会作りに貢献できる

活動
　（ ３）学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成

果を自己アピールできる者。
※上記 ４の（ ３）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

以下の １ ～ ４ の条件をすべて満たす者。

［リーガルエコノミクス学科］
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、経済学部リーガルエコノミクス学
科を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0
以上かつ国語、外国語（英語）、数学のいずれかの学習成績の状況が３.５以上、 卒業した者については、高等学校または
中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0以上かつ国語、外国語（英語）、数学のいずれか
の評定平均値または学習成績の状況が３.５以上であること。

３．次の（ １）～（ ３）の条件をすべて満たす者。
　（ １）高等学校または中等教育学校の学習または課外活動等を踏まえ、人々の暮らしや企業・政府の活動に深く関連する

経済と法律に関心を持つ者。
　（ ２）リーガルエコノミクス学科を卒業後、①～③に関連する職業につくことに強い意欲のある者。
　　　　①法律的な素養を必要とするビジネス活動　②公共性を有する社会貢献活動　③法曹有資格者としての専門的活動
　（ ３）学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成

果を自己アピールできる者。
※上記 ３の（ ３）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

［英米学科］ 以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、外国語学部英米学科を専願する者。
２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの外国語（英語）の学習成績の
状況が３.５以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの外国語（英語）の評定平均値または
学習成績の状況が３.５以上であること。

３．次の（ １）～（ ２）の条件をすべて満たす者。
　（ １）英語の背景となる文化や歴史など関連領域に関心がある者。
　（ ２） 多様な生活習慣や文化を知り、外国語を使い、将来は熊本や九州、日本そして世界に有意義に関与することを希望

している者。
※英語力についての資格がある者は、（実用英語技能検定、TOEIC®等の）資格取得を証明する資料を提出すること。

［東アジア学科］ 以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、外国語学部東アジア学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの外国語および国語の学習成績の状況が３.0以上であること。
３．外国語学部東アジア学科で学ぶことを熱望する者。
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［第一部社会福祉学科］ 以下の １、2、３、４（活動実績型）、もしくは １、2、３、５（社会経験型）の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部社会福祉学科
を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0
以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0
以上であること。

３．社会福祉の学びを通じて、将来、地域社会への貢献を目指す者。
４．コミュニケーション能力に優れ、社会・文化・芸術活動、ボランティア、スポーツ、生徒会などにおいて、個性やリー
ダーシップを発揮した活動実績がある者。

５．就労経験がある者。
※上記 ４、 ５については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

［福祉環境学科］ 以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部福祉環境学科
を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.0
以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.0
以上であること。

３．環境に関する取組み（ボランティアサークル、環境保全、環境再生、自然保護活動等）や福祉に関する取組み（高齢者・
しょうがい者・児童等を支援する施設または地域における活動、募金活動等）に強く関心のある者。

［子ども家庭福祉学科］ 以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.５以上であること。
３．次の（ １）、（ ２）、（ ３）または（ １）、（ ２）、（ ４）の条件をすべて満たす者。
　（ １）子ども家庭福祉学科の教育内容を十分に理解・共感し、勉学に積極的に取り組む者。
　（ ２）子ども家庭福祉に関わる仕事（保育士、幼稚園教諭、社会福祉士等）を目指す強い意志を有する者。
　（ ３）他者とのコミュニケーション能力が高く、クラブ活動、生徒会活動、ボランティア活動等においてリーダーシップ

を発揮した者。
　（ ４）文化・芸術・スポーツなどの活動実績があり、その成果を自己アピールできる者。
※上記 ３の（ ３）（ ４）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

［ライフ・ウェルネス学科］ 以下の １、2、３、４（スポーツ競技実績型）または １、2、３、５（マネジメント型）の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部ライフ ･ウェ
ルネス学科を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.２
以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.２
以上であること。

３．スポーツや福祉健康の分野に興味があり、保健体育教育や健康づくり活動、社会福祉に貢献しようとする強い意欲があ
る者。

４．高等学校または中等教育学校において、スポーツ競技実績が都道府県大会ベスト 8以上の成績を収め、さらなる競技力
向上を目指し、本学入学後も本学運動部、または現所属クラブ等にて競技活動を継続する意思のある者。

５．高等学校または中等教育学校において、運動・スポーツに関連するイベントの企画運営・クラブ運営などに携わった者、
または都道府県大会ベスト 8以上のチームスタッフ（マネージャーを含む）であった者で、本学入学後も運動・スポー
ツを通じてさまざまな形で人々を支援していくことを強く望む者。

※上記 ４ 、 ５ については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。
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６． インターネット出願方法

７． 出願書類

　下記の書類を取り揃え、市販の角 ２封筒に入れて、郵便局の窓口から速達簡易書留で郵送してくださ
い。出願締切日必着です。

　①本学ホームページ出願サイトへアクセス
　②マイページをつくる
　③出願内容入力
　④受験料支払
　⑤支払完了メールの確認
　⑥入学志願票 ･宛名票出力
　⑦入学志願票 ･高校の調査書および必要書類を本学に郵送
　⑧受験票出力
　※詳細についてはＰ１１ページを参照

出願書類 注意事項など

入学志願票
（プリンター印刷分）

○マイページ作成後に出願内容を入力してください。
○入学検定料の支払方法を選択し、支払いを完了してください。
○ 入学志願票・宛名票をプリントし、必要書類を同封の上、本
学に郵送してください。
※詳細はＰ１２を参照

調査書

○文部科学省所定の様式により作成された用紙に出身高等学校
長が証明し、厳封されたもの。
○発行年月日は、令和４年９月１日以降発行で最新の内容であ
るもの。

志望理由書 （後出綴じ込み①） 本人自筆にて記入してください。

活動実績報告書（後出綴じ込み②）
各学科の出願資格に応じて、活動の内容がわかるよう本人自筆
にて記入してください。
※英米学科、東アジア学科、福祉環境学科は不要

資料説明表 （後出綴じ込み③）

活動実績報告書に記載した内容がわかる資料（団体の指導者等
による証明、表彰状等の写し、新聞雑誌記事、メンバー表、大
会要項、成績表、合格証明書の写し、認定証の写し等）に資料
番号を記入して糊付けしてください。
※英米学科、東アジア学科、福祉環境学科は不要

8． 入学検定料 ３0,000 円
　○　入学検定料の支払いについては、P１２を参照してください。
　○　いったん納入された入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。

９． 受験票

　○　各自、出願サイトのマイページより、受験票の印刷を行ってください。
　○　住所、氏名、入試制度、受験学科に間違いがないか確かめてください。
　○　受験票は試験当日必ず持参してください。
　○　受験票は、入学手続完了まで保管してください。
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１． 募集学部・学科・募集人員
実施学部 実施学科 募集人員
商学部 ホスピタリティ・マネジメント学科 ２名程度

経済学部
経済学科 ４名程度

リーガルエコノミクス学科 ３名程度
外国語学部 英米学科 ２名程度

社会福祉学部第一部
社会福祉学科 ３名程度
福祉環境学科 ２名程度

子ども家庭福祉学科 ２名程度
社会福祉学部第二部 社会福祉学科 ３名程度

２． 入試日程

経済学科

リーガルエコノミクス学科

英米学科

ホスピタリティ・マネジメント学科

子ども家庭福祉学科

３． 選考方法及び配点

◎エッセイでは、学ぶ目的や学修計画などについて記述を求めます。
※英米学科は、英語を含む面接

選考方法 配点 総点

書類審査 ４0点

１00点エッセイ ２0点

面　　接 ４0点

福祉環境学科第一部社会福祉学科

選考方法 配点 総点

書類審査 ３0点

１00点エッセイ ４0点

面　接※ ３0点

総合型選抜
（第２回）

出 願 期 間
令和 ４ 年１２月 5 日（月）～令和 ４ 年１２月１３日（火）　出願書類必着*
＊インターネット出願登録＋入学検定料支払 １２／１３（火）１５時00分まで
※出願締切日のみ出願書類の持込みを認めます。（１7時まで）

試験日・試験場 令和 ４ 年１２月１8日（日）　本学（熊本）　※試験場案内はP１6

下 見 時 間
令和 ４ 年１２月１７日（土）　１４時00分～１6時00分
※掲示板で試験場・試験室を確認してください。
※下見は廊下までとし、試験室には入室できません。

合 格 発 表

令和 ４ 年１２月２３日（金）　１0時00分
※上記日時より、本学ホームページ上にて合格者の受験番号のみ公開します。
　（電話による問い合わせには応じません）
※合格者には、合格通知書等を送付します。
※高等学校長に郵送にて通知します。

入 学 手 続
令和 5 年 １ 月１１日（水）　までに入学金
令和 5 年 ２ 月２0日（月）　までに第一期分納入金と書類
※入学手続方法（納入金の納入方法を含む）は合格発表の際、通知します。

第二部社会福祉学科
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４． 試験時間割
令和 ４ 年 １２ 月 １8 日（日）

集合時間 エッセイ （６0 分） 休憩 面接
９：３0 １0：00 ～ １１：00 ３0 分 １１：３0 ～

5． 出願資格

［ホスピタリティ・マネジメント学科］

［経済学科］

１ ．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、商学部ホスピタリティ・マネジメント学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.8以上であること。
３．次の（ １）～（ ２）の条件をすべて満たす者。
　（ １）ホスピタリティ・マネジメント学科の教育内容を十分に理解し、勉学に積極的に取り組む者。
　（ ２）学術・文化・芸術・スポーツなどの活動または資格・技能の取得があり、その成果を自己アピールできる者。
※上記 ３の（ ２）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

１．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、経済学部経済学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.7以上であること。
３．経済学科に関心を持ち、経済の専門知識と分析能力を深めることによって社会に貢献しようとする意欲を持つ者。
４．次の（ １）～（ ３）の条件をすべて満たす者。
　（ １）高等学校または中等教育学校の学習または課外活動等を踏まえ、地域・グローバル経済の様々な現代的課題に興味

があり、それらの課題を分析し、解明する意欲のある者。
　（ ２）経済学科を卒業後、①～③に関連する職業につくことに強い意欲のある者。
　　　①経済学の専門性を活かしたビジネス活動　②公共性を有する社会貢献活動　③豊かな地域社会作りに貢献できる活動
　（ ３）学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成

果を自己アピールできる者。
※上記 ４の（ ３）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

以下の １ ～ ４ の条件をすべて満たす者。

１ ．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、経済学部リーガルエコノミクス学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.7以上であること。
３．次の（ １）～（ ３）の条件をすべて満たす者。
　（ １）高等学校または中等教育学校の学習または課外活動等を踏まえ、人々の暮らしや企業・政府の活動に深く関連する

経済と法律に関心を持つ者。
　（ ２）リーガルエコノミクス学科を卒業後、①～③に関連する職業につくことに強い意欲のある者。
　　　①法律的な素養を必要とするビジネス活動　②公共性を有する社会貢献活動　③法曹有資格者としての専門的活動
　（ ３）学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成

果を自己アピールできる者。
※上記 ３の（ ３）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

１．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、外国語学部英米学科を専願する者。
２． 高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.7以上かつ外国語（英語）の学習成績の状況
が３.7以上であること。

３．次の（ １）～（ ２）の条件をすべて満たす者。
　（ １）英語の背景となる文化や歴史など関連領域に関心がある者。
　（ ２） 多様な生活習慣や文化を知り、外国語を使い、将来は熊本や九州、日本そして世界に有意義に関与することを希望

している者。
※英語力についての資格がある者は、（実用英語技能検定、TOEIC®等の）資格取得を証明する資料を提出すること。

［リーガルエコノミクス学科］

［英米学科］

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。
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［第一部社会福祉学科］ 以下の １、2、３、４（活動実績型）または、１、2、３、５（社会経験型）の条件をすべて満たす者。
１ ．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部社会福祉学科
を専願する者。

２．令和 ５年 ３月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.7
以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が３.7
以上であること。

３．社会福祉の学びを通じて、将来、地域社会への貢献を目指す者。
４．コミュニケーション能力に優れ、社会・文化・芸術活動、ボランティア、スポーツ、生徒会などにおいて、個性やリー
ダーシップを発揮した活動実績がある者。

５．就労経験がある者。
※上記 ４、 ５ については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

［福祉環境学科］

［子ども家庭福祉学科］

［第二部社会福祉学科］

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

以下の １ ～ ３ の条件をすべて満たす者。

１ ．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部福祉環境学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.５以上であること。
３．環境に関する取組み（ボランティアサークル、環境保全、環境再生、自然保護活動等）や福祉に関する取組み（高齢者・
しょうがい者・児童等を支援する施設または地域における活動、募金活動等）に強く関心のある者。

１．高等学校または中等教育学校を令和 ５年 ３月卒業見込みの者で、社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科を専願する者。
２．高等学校または中等教育学校 ３年 １学期までの全体の学習成績の状況が３.7以上であること。
３．次の（ １）～（ ３）のすべての条件を満たす者。
　（ １）子ども家庭福祉学科の教育内容を十分に理解・共感し、勉学に積極的に取り組む者。
　（ ２）スポーツ、文化・芸術、ボランティア活動等での活動実績、または資格・技能の取得があり、その成果を自己アピー

ルできる者。
　（ ３）子ども家庭福祉に関わる仕事（保育士、幼稚園教諭、社会福祉士等）を目指す強い意志を有する者。
※上記 ３の（ ２）については、活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。

１．高等学校または中等教育学校を卒業した者、および令和 ５ 年 ３ 月卒業見込みの者で、社会福祉学部第二部社会福祉学
科を専願する者。

２．令和 ５ 年 ３ 月卒業見込みの者については、高等学校または中等教育学校 ３ 年１学期までの全体の学習成績の状況が３.５
以上、卒業した者については、高等学校または中等教育学校卒業までの全体の評定平均値または学習成績の状況が ３.５
以上であること。

３．社会福祉の学びを通じて、将来、地域社会への貢献を目指す者。

６． インターネット出願方法

　①本学ホームページ出願サイトへアクセス
　②マイページをつくる
　③出願内容入力
　④受験料支払
　⑤支払完了メールの確認
　⑥入学志願票 ･宛名票出力
　⑦入学志願票 ･高校の調査書および必要書類を本学に郵送
　⑧受験票出力
　※詳細についてはＰ１１ページを参照
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出願書類 注意事項など

入学志願票
（プリンター印刷分）

○マイページ作成後に出願内容を入力してください。
○入学検定料の支払方法を選択し、支払いを完了してください。
○ 入学志願票・宛名票をプリントし、必要書類を同封の上、本
学に郵送してください。
※詳細はＰ１２を参照

調査書

○文部科学省所定の様式により作成された用紙に出身高等学校
長が証明し、厳封されたもの。
○発行年月日は、令和４年９月１日以降発行で最新の内容であ
るもの。

志望理由書 （後出綴じ込み①） 本人自筆にて記入してください。

活動実績報告書（後出綴じ込み②）
各学科の出願資格に応じて、活動の内容がわかるよう本人自筆
にて記入してください。
※英米学科、福祉環境学科、第二部社会福祉学科は不要

資料説明表 （後出綴じ込み③）

活動実績報告書に記載した内容がわかる資料（団体の指導者等
による証明、表彰状等の写し、新聞雑誌記事、メンバー表、大
会要項、成績表、合格証明書の写し、認定証の写し等）に資料
番号を記入して糊付けしてください。
※英米学科、福祉環境学科、第二部社会福祉学科は不要

９． 受験票

　○　各自、出願サイトのマイページより、受験票の印刷を行ってください。
　○　住所、氏名、入試制度、受験学科に間違いがないか確かめてください。
　○　受験票は試験当日必ず持参してください。
　○　受験票は、入学手続完了まで保管してください。

７． 出願書類

8． 入学検定料 ３0,000 円
　○　入学検定料の支払いについては、P１２を参照してください。 
　○　いったん納入された入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。

　下記の書類を取り揃え、市販の角 ２封筒に入れて、郵便局の窓口から速達簡易書留で郵送してくださ
い。出願締切日必着です。

― 10 ―



30

共通事項
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各入学者選抜の必要書類を確認しながら準備してください。

入試種別、 希望する学部学科などのほか試験科目、

試験会場を画面に沿って選択してください。

２0２２年0４月0１日：［緊急］システムお知らせその３［緊急］

２0２２年0４月0１日：［重要］システムお知らせその２［重要］

２0２２年0４月0１日：［通常］システムお知らせその１［通常］

出願の追加が可能です 出願内容を登録する

２0２２年08月0１日：［通常］学校からのお知らせTEST

学校からのお知らせ

システムに関するお知らせ

出願を追加する

マイページ画面
マイページ

ユーザー情報の確認・変更

メールアドレス変更

パスワード変更

よくある質問

お問い合わせ先

ログアウト

②
・i

・i
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出願登録が完了しました。インターネットからの出願登録だけでは、
出願完了となりません。
出願書類の郵送をしてください。

志願票等をダウンロードする 志願票等をプリント予約する

i

出願情報詳細

プリント予約

プリント予約が完了しました
以下の内容を確認し、予約番号を控えて選択した店舗のマルチコピー機で印刷を行ってください。

予約日時　　　　　　　　　２0２２/１0/0５　１7:４９

予約番号　　　　　　　　　P5MUTBAP

書類　　　　　　　　　　　志願票
　　　　　　　　　　　　　宛名

店舗　　　　　　　　　　　セブンイレブン

有効期限　　　　　　　　　２0２２/１0/１２　２３:５９

１ページ目のみ表示

コンビニで印刷をする
場合は、出願詳細画面
より、プリント予約ボ
タンを選択。
①コンビニの選択
②利用規約の確認
③書類の選択
①～③の後、有効期限
内に印刷を行ってくだ
さい。

※「志願票・宛名ラベル」（見本P18～19）の印刷は入学検定料の支払い後しかできません。
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受験する

受験情報詳細

確認する

受験票をダウンロードする 受験票をプリント予約する

受験票が発行されました。
受験票の内容をご確認の上、試験当日に印刷したものをお持ちください。i

受験番号：G00１

　　　　　　　 出願番号：９９00１00１0３

  出願 受付済　 登録日：２0２２年１0月１0日１7時２４分

　　　　　　　 ［一般選抜］

　出願書類が受理されると、 試験日１週間前を目途に、 受験票が発行された旨がメールおよびマ
イページに通知されます。 マイページから 「受験票」 （見本P20） の印刷を行い、 試験当日は必
ず持参してください。 受験票は本学から郵送しません。各自、必ず印刷してください。



学科別出願書類確認表

　①試験当日は、 ９ 時３0分までに試験室に入室し、指定座席に着席してください。
　②受験票は、出願サイトのマイページより、各自印刷を行い持参してください。また、受験中は机上に
明示しておいてください。

　　受験票を忘れた場合は、入試課（本館 ２階）に申し出てください。
　③机上には受験票と筆記用具だけを置き、各自の持ち物は机の中または隣の椅子に置いてください。
　④筆記用具は黒鉛筆またはシャープペンシルを使用し、プラスチック製の消しゴムを持参してください。
　⑤英語翻訳機能付デジタル時計等の使用は認めません。
　⑥時計のアラームは使用できません。スマートフォン、携帯電話等は電源を切り、バッグに入れてくだ
さい。

　⑦受験者は、すべて試験監督者の指示に従ってください。
　⑧試験の開始・終了は、試験監督者が知らせます。
　⑨遅刻は試験開始後２0分までは認めます。遅刻者は必ず試験監督者に申し出て指示に従ってください。
　⑩試験問題が配付されても合図があるまでは手を触れないでください。
　⑪試験時間内の退室は出来ません。なお、気分が悪くなるなどの異常が生じた場合は、試験監督者に申
し出て指示を受けてください。

　⑫試験終了後、試験監督者の許可があるまでは退室しないでください。

受験上の注意

＊ １　外国語学部英米学科の出願者で、英語力についての資格がある者は、（実用英語技能検定、TOEICⓇ等の）資格取得
を証明する資料を提出してください。（コピー可）

＊ ２　社会福祉学部第一部社会福祉学科の出願資格で「社会経験型」の条件で出願する者は、活動実績報告書2に就労経
験について記入してください。また資料説明表には、就労証明書等を添付してください。

　疾病・負傷や障がい等のために、入学試験受験上の配慮および修学上の配慮を必要とする志願者に対し
ては、その程度に応じ、受験時において、可能な限り配慮措置を講じますので、出願前に本学入試課に必
ず申し出てください。
【連絡先・窓口】熊本学園大学入試課　℡0９6-３6２-４0９５

障がいのある受験生等への受験上の配慮について
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総合型選抜（第 １ 回）（第 ２ 回）
出願書類リスト

入
学
志
願
票

調

査

書

志
望
理
由
書

活
動
実
績
報
告
書

資
料
説
明
表

商学部商学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
商学部ホスピタリティ・マネジメント学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
経済学部経済学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
経済学部リーガルエコノミクス学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
外国語学部英米学科　＊ １ ◎ ◎ ◎
外国語学部東アジア学科 ◎ ◎ ◎
社会福祉学部第一部社会福祉学科 ◎ ◎ ◎ ◎＊ ２ ◎
社会福祉学部第一部福祉環境学科 ◎ ◎ ◎
社会福祉学部第一部子ども家庭福祉学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
社会福祉学部第一部ライフ・ウェルネス学科 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
社会福祉学部第二部社会福祉学科 ◎ ◎ ◎



入学金・学費

納入金等（令和 ４年度実績）

　試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、インフ
ルエンザ等）に罹患し治癒していない場合や試験日直前に保健所等から新型コロナウイルス感染症の濃厚
接触者に該当するとされた場合は、他の受験生や試験監督者への感染の恐れがありますので、入学試験の
受験をご遠慮願います。このような場合は、速やかに本学入試課（0１２0-6２-４0９５）に連絡してください。
　試験当日の体調管理については、十分に注意してください。

　入学後に修学もしくは学生生活において受けられる配慮・支援については、出願期間前に事前相談をお
願いします。
　事前相談が無かった場合、配慮・支援ができない場合もありますので、ご承知おきください。
　【連絡先・窓口】熊本学園大学しょうがい学生支援室　℡0９6-３6４-９0１５

入学試験における感染症（新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等）への対応について

入学後に受けられる配慮・支援について

　合格者に対して、入学までの間、入学前準備講座を行います。
　なお、準備講座の方法・内容については、合格通知書に同封し、案内いたします。
　※ 入学する学科によっては、受講費用等（１万円程度）を別途納めていただく場合がありますので、ご
了承ください。

合格者への入学前教育について
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〔第一部〕初年度納入金   （単位　円）

種別

期別

一般納入金 委託徴収金
合　計 納入期限

入学金 授業料 施設費 同窓会費 自治会費 学会費 アルバム代 互助会費
２２0,000 ２２0,000 入学手続

１  期 ３１7,000 8５,000 7,000 ２,000 ２,５00 ２,000 ４１５,５00 指定日時
２  期 ３１7,000 8５,000 １0,000 ４１２,000 ９ 月２8日
合 計 ２２0,000 6３４,000 １70,000 １0,000 7,000 ２,000 ２,５00 ２,000 １,0４7,５00

（備考）納入金表のうち、同窓会費は同窓会、自治会費・アルバム代および互助会費は学生自治会、学会費は学翔学会の委託徴収です。

〔第二部〕初年度納入金   （単位　円）

種別

期別

一般納入金 委託徴収金
合　計 納入期限

入学金 授業料 施設費 同窓会費 互助会費
１60,000 １60,000 入学手続

１  期 ９２,000 ２５,５00 ２,000 １１９,５00 指定日時
２  期 ９２,000 ２５,５00 １0,000 １２7,５00 6 月２8日
３  期 ９２,000 ２５,５00 １１7,５00 ９ 月２8日
４  期 ９２,000 ２５,５00 １１7,５00 １１月２8日
合 計 １60,000 ３68,000 １0２,000 １0,000 ２,000 6４２,000

（備考）納入金表のうち、同窓会費は同窓会、互助会費は学生自治会の委託徴収です。



＜熊本会場＞

熊本学園大学
熊本市中央区大江 2丁目 ５番 １号
TEL 096-３62-４09５
◦熊本桜町バスターミナルより
【車利用】 約１５分
【熊本都市バス利用】１５のりば　約２0分
　◎子

こ

飼
かい

渡
わたる

瀬
ぜ

線
せん

　バス停「学園大前」下車すぐ
　◎大

おお

江
え

城
じょう

西
せい

線
せん

　バス停「学園大前」下車すぐ
　◎渡

と

鹿
ろく

長
なが

嶺
みね

線
せん

　バス停「大江渡鹿」下車
　　　　　　　　徒歩約 ５分
　◎東

とう

西
ざい

線
せん

　　　バス停「大江渡鹿」下車
　　　　　　　　徒歩約 ５分
【産交バス利用】１５のりば　約２0分
　◎熊本整形外科・託麻原本通経由
　　→バス停「大江渡鹿」下車　徒歩約 ５分
　◎子飼・託麻原本通経由
　　→バス停「大江渡鹿」下車　徒歩約 ５分
◦ＪＲ鹿児島本線　熊本駅より
【車利用】  約１５分
【熊本都市バス利用】 6のりば（白川口）　約２0分
　◎第一環状線（大学病院回り）
　　バス停「大江渡鹿」下車　徒歩約 ５分
　◎中央環状線（大学病院回り）
　　バス停「学園大前」下車すぐ

◦JR豊肥本線　水前寺駅より
【同駅北口より徒歩】 約１0分
【同駅北口より熊本都市バス利用】  約 ３分
　◎大江城西線　バス停「学園大前」下車すぐ
◦熊本市電
　◎電停「味噌天神前」下車　徒歩約１５分
◦九州自動車道　熊本インターより
【車利用】 約１５分
◦熊本空港より
【車利用】  約３0分
【空港バス利用】 約３0分
　◎バス停「味噌天神」下車　徒歩約１５分

試験場案内

【新入生特待生制度】
　学業の奨励とともに地域社会を担う人材の育成、ならびに大学生活を支援する目的で、入学者選抜の成
績優秀者を対象に入学時の授業料を免除する制度です。

新入生特待生制度について

　総合型選抜で合格された方は、あらためて一般選抜前期日程（ 2月 ８日（水）の全学部・全学
科）を受験していただき（受験料無料）、特待生を決定いたします。
　申し込み等の手続については、合格通知書類で案内しますのでご確認ください。

発　表
令和 ５年 ２月２0日（月）　１0時00分（電話による問い合わせには応じません）
※上記日時より、本学ホームページ上にて決定者の受験番号を公開します。
※決定者には、決定通知書を郵送します。

【対象】一般選抜（前期日程）
種別 減免額 時　期 人数 選　考　基　準　等

Ａ特待生 授業料
半額 ４年間 ４0名 一般選抜（前期日程）の成績上位者４0名（第一部）

※学部学科の制限はありません

Ｃ特待生 授業料
半額 入学年次のみ １0名

総合型選抜および学校推薦型選抜に合格し、本学が指定
する一般選抜（前期日程）を受験した者の中で、成績上
位者１0名（※なお、得点率70％以上に限る）
商学部３名、経済学部３名、外国語学部１名、社会福祉
学部（第一部）３名

※Ａ特待生は、２年次修了時に修得単位や成績評価による中間審査があります。
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①新１号館みらい　②ピアノ練習棟　③４号館　④本館　⑤研究棟　⑥７号館　⑦８号館　⑧総合体育館　⑨プール　⑩11号館
⑪12号館　⑫図書館　⑬学生会館　⑭第二体育館　⑮グラウンド　⑯総合案内所　⑰銀杏並木　⑱テニスコート　⑲付属高等学校
⑳付属敬愛幼稚園　�産業資料館　�大江第一寮・第二寮（女子）　�付属中学校　�14号館　�保田窪寮（男子）

�

⑲

�

⑳

⑰

⑯

�

⑧

④
⑤

⑥

⑬ ⑨

⑮

⑫

�

⑱

�

②⑩

⑪

①
③

⑦⑭

宿泊のご案内

キャンパスＭＡＰ

　受験時に宿泊を希望される方には、西鉄旅行㈱熊本支店が指定ホテルを斡旋させていただきます。ご希
望の方は下記の連絡先へお問い合わせください。

 ◦問い合わせ
　　西鉄旅行㈱熊本支店
　　 〒８62-09５0　熊本市中央区水前寺 ３丁目 ３ -2５　増永水前寺ビル３0３
　　 TEL　096-３８３-2700　＜平日 ９：３0～１２：00／１３：00～１7：３0＞　※土・日・祝日は休業
　　 FAX　0９6-３8３-２7１0
　　 e-mail : ntc_kumagaku@travel.nnr.co.jp
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大学入学共通テスト
成績請求票貼付欄

※大学入学共通テスト利用入試に　　　
　 出願する場合は、貼り付けてください。

入学志願票見本

― 18 ―



宛名ラベル見本
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受験票見本

― 20 ―



フリガナ 志望学科

志願者氏名

受験番号 ※

※記入しないでください

1　あなたが志望する理由を記入してください。

2 　４年間の学びの中で何をどのように学んでいきたいか、また特に積極的に取り組みたい活動などにつ
いて具体的に記入してください。

志望理由書

裏面あり

熊本学園大学　綴じ込み①

令和 ５（202３）年度　総合型選抜



熊本学園大学　綴じ込み①

3　あなたが目指す将来の進路について記入してください。

フリガナ

志願者氏名

※

※大学記入欄



受験番号 ※

※記入しないでください

1　    学内での活動歴
　　生徒会（クラス代表含む）・課外活動（部活動等）の内容を記入してください。
　　また、裏面の3に活動実績を記入してください。

＊出願資格となる該当番号を次の1・2・4の中から選択して記入すること。（複数選択可）
1     学内での活動歴　2 学外での活動歴　4 資格・免許〔外国語能力等を認定するものを含む〕
　 （なお、英米学科は4のみ記入）

活動実績報告書
フリガナ

性別 男・女
志願者氏名

活 動 実 績
該 当 番 号 志 望 学 科

裏面あり

＊

活動内容、業績等を証明できる資料や文書（写しも可）を「資料説明表」に貼付し、右端の資料番号と該当する資料に同一
番号を記入してください。
すべての活動には、その内容を証明する資料が必要です。資料がない場合は、その活動を評価対象としません。

活動の期間（西暦） 活動の概要（自己の役割・役職を含む） 資料番号

年 　月 ～ 　　年 　月

年 　月 ～ 　　年 　月

年 　月 ～ 　　年 　月

2 　    学外での活動歴
　　学外での社会活動実績があれば、その内容を記入してください。
　　また、裏面の3に活動実績を記入してください。

活動の期間（西暦） 活動の概要（自己の役割・役職を含む） 資料番号

年 　月 ～ 　　年 　月

年 　月 ～ 　　年 　月

年 　月 ～ 　　年 　月

熊本学園大学　綴じ込み②

令和 ５（202３）年度　総合型選抜



4　    資格・免許〔外国語能力等を認定するものを含む〕

フリガナ

志願者氏名

資格・免許の種類 級位・成績 資格認定機関 取得年月日（西暦） 資料番号

年 　　月 　　日

年 　　月 　　日

年 　　月 　　日

5 　    その他特記事項

3　   12 の活動において参加・出場した大会等の活動実績

出場年月（西暦）学年
参加・出場した競技会・大会・コンクール

成績・記録 資料番号名　　　　称

年

月

年

月

年

月

※

※大学記入欄
熊本学園大学　綴じ込み②



受験番号 ※

※記入しないでください

資料説明表
フリガナ 志望学科

志願者氏名

資料名

【貼付欄】

資料番号

下記「資料の提出方法５」
を確認してください。

資料の提出方法
１．提出する資料数にあわせて本表をコピーしてください。資料を重ねて貼らないでください。
２．提出資料はコピーでも可｡
３．資料を貼付欄に貼って下さい。サイズの大きいものは、縮小コピーするなど工夫してください。
４． 資料名欄には、「英検２級合格証明書」「ボランティア活動で取り上げられた新聞記事」等資料の内容が分かるよう
に記入してください。

５．「活動実績報告書」に記載した活動内容や実績に付した資料番号を、上記「資料番号」欄に記入してください。

熊本学園大学　綴じ込み③

令和 ５（202３）年度　総合型選抜



熊本学園大学 入試課
〒862-8680 熊本市中央区大江2丁目5番1号

TEL
FAX

096-362-4095

0120-62-4095
096-366-8194

（直通） 

http://www.kumagaku.ac.jp/
nyusi@kumagaku.ac.jp


