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アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）
　広島経済大学は、本学の理念に共感し、本学の教育課程の修了を目指せる基礎学力を持ち、各学部・学科の学問領域を志
し、将来自らの責任を果たして社会に貢献することを願う、意欲あふれる前向きで行動的な学生を求めています。各学科のア
ドミッションポリシーは以下のとおりです。

経 済 学 部 経 済 学 科
経済のしくみを理解し、社会のさまざまなできごとから経済全体の動きを読み取り、広い視野を
持って行動できるようになりたいと考えている学生、さらには、その知識を活かして、地域の企業
や自治体などで活躍し、広く社会に貢献したいと考えている学生を求めています。

経 営 学 部

経 営 学 科
生産・販売という企業活動や、そこに関わるヒト・モノ・カネ・情報の活用について学び、適切
な経営判断や企業活動ができるようになりたいと考えている学生を求めています。

スポーツ経営学科
スポーツ全般に関心があり、スポーツのマネジメント能力を身につけ、スポーツビジネスをはじ
めとする実践的な世界で活躍したいと考えている学生を求めています。

メディアビジネス学部

ビジネス情報学科
ビッグデータやインターネットを用いたデジタルビジネスなど、ビジネスにおけるICTの活用に
関心があり、データ活用能力や事業構想力を身につけて、戦略的に活動したいと考えている学生
を求めています。

メディアビジネス学科
新聞、出版、放送、広告、インターネット、SNSなどに関心があり、地域に密着したメディア関
連企業において活躍したいと考えている学生、及び一般企業の広報・宣伝などのさまざまな分野
でメディアの知識を活用したいと考えている学生を求めています。

個人情報について
出願にあたって、お知らせいただく個人情報につきましては、以下の目的以外には使用いたしません。
１　入学試験運営
２　各種送付物（受験票・合否通知・入学手続書類等）の発送
３　入学手続に関すること
４　入学前教育に関すること
５　出身高等学校長への入試結果通知
６　各種統計・調査
７　その他入学試験に関すること
また、入学後は教育目的等で使用します。詳しくは入学手続要項でお知らせいたします。
なお、広島経済大学個人情報保護方針は以下のとおりです。

学校法人石田学園広島経済大学個人情報保護方針
　学校法人石田学園広島経済大学（以下「本学」という。）は、個人の人権を尊重する立場から、以下のとおり個人情報保護方針を
定め、個人情報の保護に努めます。
１． 本学は、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守します。また、学校法人石田学園広島経済大学個人情報保護規程
を定め、個人情報の保護方針を着実に実行し、維持するとともに継続的な改善に努めます。

２． 本学は、個人情報保護に関する管理体制を確立するとともに、学校法人石田学園広島経済大学個人情報保護規程を教職員及び
その他の関係者に周知し、その遵守徹底に努めます。

３． 本学は、個人情報を個人情報の主体である本人（以下「本人」という。）に明示、通知又は公表した利用目的の範囲内で取り扱い
ます。また、本学は、個人情報を本人の同意がある場合又は正当な理由がある場合を除き、第三者に開示又は提供しません。

４． 本学は、個人データを正確かつ最新の状態に保つとともに、個人データへの不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等
の予防に努めます。

５．本学は、本人からの情報開示及び訂正等の申し出には、合理的な期間及び妥当な範囲において誠実かつ迅速に対応します。

この件に関するお問い合わせは、入試広報センター（082-871-1313）までご連絡ください。

は　じ　め　に
　この要項は、令和４年（2022）年度入学試験要項です。
　この要項には、「総合型選抜要項」「学校推薦型選抜（特別推薦－スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）要項」「学校
推薦型選抜（資格スカラシップ）（１期・２期・３期）要項」「学校推薦型選抜（一般公募制）要項」「一般選抜（１期）要項」
「一般選抜（２期）要項」「一般選抜（国公立受験生支援入試）要項」「共通テスト利用選抜（１期）要項」「共通テスト利用選抜
（２期）要項」「社会人入学試験要項」「編入学試験要項」が記載されていますので、混同しないように注意してください。
　また、出願から入学手続完了まで、すべての事項が記載してありますので、よく読んで間違いのないよう十分注意してください。
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は、出願数が増え
ても検定料が一律！！

一般選抜と
共通テスト利用選抜の
同時出願で

5,000円
を減額！！

さらに、共通テスト利用選抜の出願数
「1」増えるごとに1,000円を減額！

一般選抜と共通テスト利用選抜を
同時出願で検定料減額！

　一般選抜（１期）又は一般選抜（国公立受験生支援入試）と、共通テスト利用選抜（１期）を同時出願した場合、又は一般選
抜（２期）と共通テスト利用選抜（２期）を同時出願した場合のみ検定料が減額されます。詳しくは一覧表をご覧ください。

最大

25,000円
を減額！！

【検定料一覧表（手数料別）】

一般選抜（１期）
共
通
テ
ス
ト
利
用
選
抜（
１
期
）

出願数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 95,000

1 15,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 105,000

2 20,000 44,000 45,000 50,000 55,000 60,000 74,000 84,000 94,000 104,000 109,000

3 25,000 48,000 53,000 50,000 55,000 60,000 78,000 88,000 98,000 108,000 113,000

4 30,000 52,000 57,000 62,000 55,000 60,000 82,000 92,000 102,000 112,000 117,000

5 35,000 56,000 61,000 66,000 71,000 60,000 86,000 96,000 106,000 116,000 121,000
※一般選抜（１期）の詳細は20ページ、共通テスト利用選抜（１期）の詳細は31ページをご覧ください。

一般選抜（国公立受験生支援入試） ◎ 一般選抜（1期）と一般選抜（国公立受験生支援入試）を同時出
願する場合の割引制度はありません。それぞれの表の該当箇所を
加算した額になります。

◎ 一般選抜（1期）、一般選抜（国公立受験生支援入試）、共通テス
ト利用選抜（1期）の3つの入試制度を同時出願する場合は、一般
選抜（1期）と一般選抜（国公立受験生支援入試）の願数が多い
方の割引制度を適用した額と、30,000円(1願の場合)又は35,000
円（2願の場合）を加算した額になります。

共
通
テ
ス
ト
利
用
選
抜
（
１
期
）

出願数 0 1 2

0 30,000 35,000

1 15,000 40,000 45,000

2 20,000 44,000 45,000

3 25,000 48,000 53,000

4 30,000 52,000 57,000

5 35,000 56,000 61,000

※ 一般選抜（国公立受験生支援）の詳細は27ページをご覧ください。

一般選抜（２期）

共
通
テ
ス
ト
利
用
選
抜
（
２
期
）

出願数 0 1 2 3 4 5

0 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

1 15,000 40,000 45,000 50,000 55,000 60,000

2 20,000 44,000 45,000 50,000 55,000 60,000

3 25,000 48,000 53,000 50,000 55,000 60,000

4 30,000 52,000 57,000 62,000 55,000 60,000

5 35,000 56,000 61,000 66,000 71,000 60,000

※一般選抜（２期）の詳細は24ページ、共通テスト利用選抜（２期）の詳細は33ページをご覧ください。

【注意！！】
同時出願での特典になります。
一般選抜又は共通テスト利用選抜のどちらか一方の出願手続
きを完了した後（検定料納入後）にもう一方の出願手続きを
行った場合、検定料は減額となりません。ご注意ください。
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提出書類について
●志願票

共通テスト利用選抜に出願する場合のみ

※全面糊付

●調査書（志願票１枚につき１通）
一般選抜と共通テスト利用選抜を同時出願した場合も1通です。
ただし、複数回に分けて出願手続きされた場合は、調査書も複数枚必要となります。

※ その他提出書類については、各入学試験要項ページをご確認く
ださい。
※ 帳票のデザインは変更になることがあります。

●顔写真アップロード
出願時にパソコン、スマートフォンから顔写真をアップロードし
ていただきます。データを事前に準備しておいてください。
※詳しくは、4・5ページの「インターネット出願の流れ」を
　ご覧ください。

●宛名シート
宛名が記されたページが作成されます。印刷後封筒に貼り付け
て、簡易書留・速達で郵送してください。

Q １ 出願手続はインターネットのみで完了するのですか？

A １
インターネットのみでは出願手続は完了しません。出願登録と検
定料納入完了後、PDFにて表示される志願票等を印刷し、必要書
類と合わせて出願期間内に必ず「簡易書留・速達」で郵送してく
ださい。

Q ２ 自宅にパソコンやプリンターがない場合にはどうしたらよいですか？

A ２

パソコンは、自宅以外でもインターネットに繋がっていれば利用
できます。プリンターがない場合は、メディア（SDカード、USB
メモリ等）に志願票等のPDFファイルを入れて、コンビニエンス
ストア等のプリンターを利用して印刷してください。（※利用方法
等は各コンビニ店舗に問い合わせください。）スマートフォンでの
手続も可能です。

Q ３ メールアドレスを持っていない場合はどうしたらよいですか？

A ３

ユーザ登録や各種お知らせメールを送信するため、メールアドレ
スは必須です。持っていない場合は、フリーメールサービス等を
利用してください。また、携帯電話のメールアドレスでも登録で
きます。この場合、「@hue.ac.jp」、「@postanet.jp」からのメー
ルが届くように設定してください。

Q ４ パソコンで入力できない文字がありますが、どうしたらよいですか？

A ４
常用漢字などの標準的な漢字で入力してください。また旧字等で
入力できた場合でも、システムの都合上、常用漢字又はカタカナ
に置き換える場合があります。

Q ５ 出願手続きを完了しましたが、「登録完了メール」が届かないので
すがどうしたらよいですか？

A ５

主な原因として、メールアドレスの入力ミス、あるいはメールが
「迷惑メール」として判断されている場合があります。メールソ
フトの「迷惑メールフォルダ」を確認してください。なお、出願
手続の登録内容や現在の状況は「インターネット出願」ページに
ある「出願内容一覧」の「出願内容を確認」より確認ができます。

Q ６ 銀行窓口での検定料の振り込みはできますか？

A ６
銀行窓口での振り込みはできません。
コンビニエンスストアやペイジー支払いで振り込みを行ってくだ
さい。ATMについては、ペイジー対応のATMであれば振り込むこ
とができます。

Q ７
インターネットでの出願登録が完了しましたが、支払期限までに
検定料の支払いができませんでした。この場合はどうしたらよい
ですか？

A ７
はじめからインターネット出願の登録をやり直し、「支払番号確認
画面」中の『支払に必要な番号』を利用して検定料を支払ってく
ださい。

Q ８
検定料を支払ったときにコンビニ店頭や銀行ATMから受け取る控
え（「取扱明細書」「ご利用明細書」等）は大学に郵送するので
しょうか？

A ８ 大学に郵送する必要はありません。そのまま受験票が届くまで大
切に保管してください。

Q ９ インターネットでの出願登録が完了しましたが、内容を間違えて
しまいました。登録内容の変更はできますか？

A ９

検定料の支払い状況によって異なります。
●検定料の支払い前の場合
　�はじめからインターネット出願の登録をやり直し、再度正しい
出願データを登録してください。なお、必ず新たに登録し取得
した『支払に必要な番号』を利用して検定料を支払ってくださ
い。（※前回の間違った登録内容で取得した『支払いに必要な番
号』は利用しないでください。）

●検定料を支払った後の場合
　�広島経済大学入試広報センター（082-871-1313）まで連絡して
ください。

Q１0 プリンターが故障して印刷ができませんでした。再度志願票等を
印刷したいのですが、どうしたら良いですか？

A１0
「インターネット出願」ページにある「出願内容一覧」の「出願
内容を確認」のメニューから、再度志願票や宛名シートなどをダ
ウンロードすることが可能です。

Q１１ ポップアップがブロックされ画面が表示できません

A１１

GoogleツールバーやYahoo!ツールバーなどポップアップブロッ
ク機能を搭載しているツールバーをインストールしている場合、
ポップアップ画面が表示されない場合があります。インターネッ
ト出願サイトpost@netのポップアップを常に許可するよう、設
定してください。

インターネット出願Ｑ＆Ａ



入学試験要項等で、事前に出願資格や必要書類を確認しておいてください。
出願登録中に顔写真のアップロードを行います。事前に顔写真データの準備をしておいてください。
（撮影の注意：上半身、脱帽正面向、背景無地、最近３か月以内、データ容量３ＭＢ以下、JPEG形式）
※この写真は入学後学生証に利用します。

・
・
　

　STEP１　出願書類の準備　

・
・
　

・
・

ログイン画面の「新規登録」から画面のガイドに従って、アカウントを作成してください。
アカウント作成後「アカウント情報」メニューから、生年月日、住所などのプロフィールを登録してください。
作成したアカウントでログイン後「学校一覧」から「広島経済大学」を選択し、「はじめに」を読んだ後、
「出願」から出願登録を行ってください。その際に「広島経済大学」をお気に入り学校に登録しておくと、その後
の連絡事項の確認等が便利になります。
出願中の状況確認や、２回目以降の出願登録を行う場合は、「出願内容一覧」のメニューに進んでください。
出願登録時の支払番号確認画面に、検定料の支払の際に必要な番号が表示されます。必ずメモをしておいてくだ
さい。

　STEP２　アカウントの作成と出願登録　

検定料はコンビニ支払いか、ペイジー支払いになります。詳しくは「学校一覧」の「はじめに」のメニューで確
認してください。
検定料の納入が終了するまで、次のステップ（志願票等の印刷）に進むことはできません。
検定料の納入には期限があります。期限が切れた場合は、再度出願登録を行ってください。
（納入期限：出願登録した翌々日の23：59まで。ただし、出願期間の延長はなし。）
検定料の他に、別途払込手数料が必要です。

・

・
・

・

　STEP３　検定料の納入　

・生年月日や住所の入力間違い
・大学入学共通テスト成績請求票の貼り忘れ
・卒業見込み年の入力間違い

　よくある不備例　　よくある不備例　

出願書類を全て受理した時点で、デジタル受験票発行通知のメールを送信します。「出願内容一覧」の「出願
内容を確認」メニューから「デジタル受験票」をダウンロード・印刷し、試験当日に持参してください。
万一、受験票の内容に誤りがある場合や、試験日の３日前までにデジタル受験票がダウンロードできない場
合は広島経済大学入試広報センター（082-871-1313）まで連絡してください。
出願書類に不備がある場合は、電話やメール等で連絡します。

　STEP５　受験票の印刷　
・

・

・

インターネット出願の流れ

A4普通用紙に印刷可能なカラーまたはモノクロのプリンターを用意してください。
プリンターの用意2

準備しましょう

※注意！ 入力しただけでは出願になりません。
検定料を支払い、印刷した志願票・出願書類（調査書等）を郵送して
はじめて出願となります。 忘れずに支払い・郵送をおこなってください。
出願期間（締切日消印有効）を確認の上、できるだけ余裕をもって出願してください。

【学校一覧】
お気に入り大学の登録や、出願登録を行います。

【出願内容一覧】
志願票、宛名シート、デジタル受験票の印刷、出願内容や合
否結果の確認、２回目以降の出願登録を行います。

【メッセージ】
お気に入り大学からのお知らせが表示されます。

【よくあるご質問】
よくある質問が表示されます。

パソコン等の用意 1

※
　　
　　　　　　　
　　
※　
　
　
※　

ブラウザの設定について
どのウェブブラウザでも、以下の設定を行ってください。
・JavaScriptを有効にする。
・Cookieを有効にする。
セキュリティソフトをインストールしている場合、インターネット出願が正常に動作しない場合
がありますのでご注意ください。セキュリティソフトについては、各メーカーのサポートセンター
に問い合わせてください。
メールアドレスについて
ユーザー登録の際、メールアドレスの入力が必要です。フリーメール（Gmail や Yahoo! メール
など）や携帯電話のアドレスで構いませんが、携帯メールの場合はドメイン（@hue.ac.jp、
@postanet.jp）を受信指定してください。
出願登録完了時や検定料支払い完了時等に、登録したメールアドレスに確認メールが自動送信
されます。

 パソコン

 タブレット  スマートフォン

入学試験要項に挟み込みのものか、市販の角２型封筒を用意してください。色は白・茶どちらでも
構いません。

角２封筒の用意3

※写真はイメージです。

https://www.hue.ac.jp/

広島経済大学
オフィシャルサイト

にアクセスして、
「インターネット出願」
のバナーをクリック！

アクセスアクセス

出願受付１月４日～28日

出願受付１月４日～21日

必
要
書
類

志
願
票 宛名シート

・

・

「出願内容一覧」の「出願内容を確認」メニューから「志願票」と「宛名シート」をダウンロード・印刷
し、その他の出願書類と一緒に、簡易書留・速達で郵送してください（宛名シートは準備した角２封筒の宛
名面に貼り付けてください）。
入試区分により、必要な書類が異なります。入試要項等で必要書類を
確認の上、提出忘れが無いように注意してください。

　STEP４　出願書類の郵送　

出願用ポータルサイト　トップ画面

広島経済大学

パソコン

Windows：Internet�Explorer�11.x
� Microsoft�Edge（最新バージョン）
� Google�Chrome（最新バージョン）
� Firefox（最新バージョン）
Mac�OS� ：Safari（最新バージョン）

スマートフォン
タブレット

Android�：5.0�以上（Android�Chrome最新バージョン）
iOS�：10.0�以上（Safari最新バージョン）
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入学試験要項等で、事前に出願資格や必要書類を確認しておいてください。
出願登録中に顔写真のアップロードを行います。事前に顔写真データの準備をしておいてください。
（撮影の注意：上半身、脱帽正面向、背景無地、最近３か月以内、データ容量３ＭＢ以下、JPEG形式）
※この写真は入学後学生証に利用します。

・
・
　

　STEP１　出願書類の準備　

・
・
　

・
・

ログイン画面の「新規登録」から画面のガイドに従って、アカウントを作成してください。
アカウント作成後「アカウント情報」メニューから、生年月日、住所などのプロフィールを登録してください。
作成したアカウントでログイン後「学校一覧」から「広島経済大学」を選択し、「はじめに」を読んだ後、
「出願」から出願登録を行ってください。その際に「広島経済大学」をお気に入り学校に登録しておくと、その後
の連絡事項の確認等が便利になります。
出願中の状況確認や、２回目以降の出願登録を行う場合は、「出願内容一覧」のメニューに進んでください。
出願登録時の支払番号確認画面に、検定料の支払の際に必要な番号が表示されます。必ずメモをしておいてくだ
さい。

　STEP２　アカウントの作成と出願登録　

検定料はコンビニ支払いか、ペイジー支払いになります。詳しくは「学校一覧」の「はじめに」のメニューで確
認してください。
検定料の納入が終了するまで、次のステップ（志願票等の印刷）に進むことはできません。
検定料の納入には期限があります。期限が切れた場合は、再度出願登録を行ってください。
（納入期限：出願登録した翌々日の23：59まで。ただし、出願期間の延長はなし。）
検定料の他に、別途払込手数料が必要です。

・

・
・

・

　STEP３　検定料の納入　

・生年月日や住所の入力間違い
・大学入学共通テスト成績請求票の貼り忘れ
・卒業見込み年の入力間違い

　よくある不備例　　よくある不備例　

出願書類を全て受理した時点で、デジタル受験票発行通知のメールを送信します。「出願内容一覧」の「出願
内容を確認」メニューから「デジタル受験票」をダウンロード・印刷し、試験当日に持参してください。
万一、受験票の内容に誤りがある場合や、試験日の３日前までにデジタル受験票がダウンロードできない場
合は広島経済大学入試広報センター（082-871-1313）まで連絡してください。
出願書類に不備がある場合は、電話やメール等で連絡します。

　STEP５　受験票の印刷　
・

・

・

インターネット出願の流れ

A4普通用紙に印刷可能なカラーまたはモノクロのプリンターを用意してください。
プリンターの用意2

準備しましょう

※注意！ 入力しただけでは出願になりません。
検定料を支払い、印刷した志願票・出願書類（調査書等）を郵送して
はじめて出願となります。 忘れずに支払い・郵送をおこなってください。
出願期間（締切日消印有効）を確認の上、できるだけ余裕をもって出願してください。

【学校一覧】
お気に入り大学の登録や、出願登録を行います。

【出願内容一覧】
志願票、宛名シート、デジタル受験票の印刷、出願内容や合
否結果の確認、２回目以降の出願登録を行います。

【メッセージ】
お気に入り大学からのお知らせが表示されます。

【よくあるご質問】
よくある質問が表示されます。

パソコン等の用意 1

※
　　
　　　　　　　
　　
※　
　
　
※　

ブラウザの設定について
どのウェブブラウザでも、以下の設定を行ってください。
・JavaScriptを有効にする。
・Cookieを有効にする。
セキュリティソフトをインストールしている場合、インターネット出願が正常に動作しない場合
がありますのでご注意ください。セキュリティソフトについては、各メーカーのサポートセンター
に問い合わせてください。
メールアドレスについて
ユーザー登録の際、メールアドレスの入力が必要です。フリーメール（Gmail や Yahoo! メール
など）や携帯電話のアドレスで構いませんが、携帯メールの場合はドメイン（@hue.ac.jp、
@postanet.jp）を受信指定してください。
出願登録完了時や検定料支払い完了時等に、登録したメールアドレスに確認メールが自動送信
されます。

 パソコン

 タブレット  スマートフォン

入学試験要項に挟み込みのものか、市販の角２型封筒を用意してください。色は白・茶どちらでも
構いません。

角２封筒の用意3

※写真はイメージです。

https://www.hue.ac.jp/

広島経済大学
オフィシャルサイト

にアクセスして、
「インターネット出願」
のバナーをクリック！

アクセスアクセス

出願受付１月４日～28日

出願受付１月４日～21日

必
要
書
類

志
願
票 宛名シート

・

・

「出願内容一覧」の「出願内容を確認」メニューから「志願票」と「宛名シート」をダウンロード・印刷
し、その他の出願書類と一緒に、簡易書留・速達で郵送してください（宛名シートは準備した角２封筒の宛
名面に貼り付けてください）。
入試区分により、必要な書類が異なります。入試要項等で必要書類を
確認の上、提出忘れが無いように注意してください。

　STEP４　出願書類の郵送　

出願用ポータルサイト　トップ画面

広島経済大学
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　英語民間試験活用によるみなし得点制度
　出願時に、本学が定める英語民間試験において本学が定める等級・スコアを取得している者は、その等級・スコアを下
表のとおり、入学試験の「英語」の得点に換算します。

試験名称 等級・スコア

みなし得点

一般選抜
（１期・国公立受験生支援入試）
【配点：150点】

一般選抜
（２期）

【配点：100点】

共通テスト利用選抜
（１期・２期）
【配点：200点】

日本英語検定協会

実用英語技能検定※１ 準１級以上

150点
「英語」免除※２

100点
「英語」免除※２

200点
「英語」の受験は任意※４

ベネッセコーポレーション

GTEC CBT
1160以上

国際ビジネスコミュニケーション協会

TOEIC LR&SW
1095以上かつ
LR785以上、
SW310以上

日本英語検定協会

実用英語技能検定※１ ２級

120点
「英語」の受験必須※３

80点
「英語」の受験必須※３

150点
「英語」の受験は任意※４

ベネッセコーポレーション

GTEC CBT
880以上

国際ビジネスコミュニケーション協会

TOEIC LR&SW

790以上かつ
LR550以上、
SW240以上

※１　 対象となる実用英語技能検定の方式は、従来型英検、英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interview　となります。
※２　みなし得点が満点のため一般選抜の「英語」は免除します。
※３　一般選抜の「英語」を受験する必要があり、選考には、みなし得点と比較し、高い方を採用します。
※４　 大学入学共通テストの「英語（リスニングを含む）」の受験は任意ですが、受験した場合、選考には、みなし得点

と比較し、高い方を採用します。

　英語民間試験活用によるみなし得点制度を希望する者は、必ずインターネット出願時に登録し、資格取得等を証明する
書類を「英語民間試験活用によるみなし得点制度該当証明資料貼付用紙」に貼付し、他の出願書類と一括して郵送してく
ださい。（コピー可、志願票１枚につき１通）
　なお、等級・スコアは2020年４月以降に取得したものを有効とします。

　病気・負傷や障がい等のある受験生への受験上の配慮及び学修上の配慮について

　疾病・負傷、障がい等のために、受験上の配慮、および入学後の修学上の配慮を希望する志願者は、出願に先立ち、入
試広報センター（082-871-1313）までご連絡、ご相談ください。申し出の内容（程度）に応じ、受験時、および入学後
の学修環境において、可能な限り配慮措置を講じます。また、詳細なヒアリングが必要と判断される場合は本学にお越し
いただくことがあります。なお、これら配慮に関する事前相談は、随時行っております。

※ 出願後の急な疾病・負傷が発生した場合は、速やかにご連絡ください。なお、事前相談のない急な申し出に対しては、
配慮ができない場合があります。
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　１　総合型選抜要項

学　部 学　科
募集
人員

エントリー 全体説明 一次面談

経済学部 経済学科

20名

本学オフィシャルサイトから
受付

エントリー期間
2021年
６月13日（日）〜８月22日（日）

本学オフィシャルサイトで
動画視聴

動画視聴可能期間
2021年
７月９日（金）〜８月31日（火）

専用のフォームを使って
実施

一次面談期間
2021年
７月９日（金）〜８月31日（火）

経営学部

経営学科

スポーツ 
経営学科

メディア
ビジネス学部

ビジネス 
情報学科

メディア 
ビジネス学科

出願期間 小論文、二次面談 合格発表日 入学金、授業料等納入締切日

2021年 
９月１日（水）〜９月13日（月） 
  締切日消印有効

2021年 
９月27日（月）〜10月５日（火） 
のうち、いずれか１日
  （土日除く）

2021年 
11月１日（月） 
　 　午後５時

　入学金納入締切日 
　　2021年11月９日（火） 

　授業料等納入締切日 
　　2022年３月２日（水）

　本学の興動館教育プログラム（興動館科目・興動館プロジェクト）に興味・関心を持ち、かつ合格の上は必ず入学し、
入学後は興動館教育プログラムに積極的に取り組み、自らリーダーシップをもってプロジェクトの活性化に貢献でき※注、
次の各号のいずれか一つの基準に該当する者で、調査書の学習成績の状況（評定平均値）が3.0以上の者（2022年３月高
等学校もしくは中等教育学校卒業見込みの者は、2021年度１学期又は前期までの成績）。
　※注  入学後は、興動館プロジェクトに参加することが必要となります。

１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者。
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2022年３月修了見込みの者。
３． 学校教育法施行規則第150条第１号※１、第２号※２、第３号※３により高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められる者及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
※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又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。
※３　 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。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。

書類審査（志願者調書・自己推薦書・調査書）、小論文、二次面談の総合評価

30,000円
※支払い方法は４・５ページの「インターネット出願の流れ」を参照。

　１．出　願　資　格

　２．選　考　方　法

　3．検　定　料

※エントリーと全体説明動画視聴の順序は問わない

専用フォームと要項一式（出願

書類等）は、エントリー完了者

に送付
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　4．合格発表までの流れ

※詳しくは、エントリー完了者に発送します、総合
型選抜要項でご確認ください。

オフィシャルサイトからエントリーしてください。
エントリー完了者に、出願書類を送付するととも
に、一次面談用の専用フォームを送信します。

オフィシャルサイト上の全体説明動画を視聴してく
ださい。
エントリーしていなくても視聴可能です。

こちらからエントリー可能

本学において、小論文と二次面談を行います。

全体説明動画を視聴後、疑問点等を専用のフォーム
を使って問い合わせてください。

4・5ページの「インターネット出願の流れ」にし
たがって出願してください。
出願書類は、志願票、調査書の他に、総合型選抜用
志願者調書、総合型選抜用自己推薦書があります
（用紙はエントリー完了者に発送）。
出願書類受け付け後、デジタル受験票を発行します
ので、出願用ポータルサイトから印刷し、小論文、
二次面談当日に持参してください。

合格発表 11月1日（月）　午後5時

・インターネット出願
・検定料の納入
・出願書類の郵送

出　願 9月1日（水）〜9月13日（月）

小論文
二次面談

9月27日（月）〜10月5日（火）
のうち、いずれか1日

・質疑応答
・セルフチェック

一次面談フォーム 7月9日（金）〜8月31日（火）

エ
ン
ト
リ
ー 全

体
説
明 

（
動
画
視
聴
）

6月13日（日）〜8月22日（日）

7月9日（金）〜8月31日（火）

※ 順序は問わないが、それぞれが期間内であること
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　２　学校推薦型選抜（特別推薦−スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 試　験　日

経済学部 経済学科
スポーツ分野※2　35名

（うち　５名はスポーツ経営学科）

特定資格分野　　15名
海外経験分野　　２名

2021年
11月１日（月）〜11月８日（月）

締切日消印有効

※ インターネット出願サイトでの
登録・入金は2021年10月25日
（月）から受付開始。

2021年　　　
11月19日（金）

経営学部
経営学科

スポーツ経営学科※1

メディア
ビジネス学部

ビジネス情報学科

メディアビジネス学科

※１　スポーツ経営学科の募集は、スポーツ分野のみとなります。ご注意ください。
※２　スポーツ分野に出願する者は、特定の学科に志願が集中した場合の調整のため、希望者は「受験学科」を２学科選択す

ることができます。このことによる検定料の追加は不要です。

集　合 説　明 試験科目 時　間　割 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

9：30 9：40

小論文 10：00〜11：00

2021年　　　
12月１日（水）
　　午後５時

入学金納入締切日
　2021年
　12月８日（水）

授業料等納入締切日
　2022年
　３月２日（水）

面　接 11：30〜

 スポーツ分野

　次の各号のすべてに該当する者。
１． 2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、又は2021年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒

業した者。
２． 本学を専願し、学校長が責任をもって推薦する者。
３． 次に示すスポーツ活動種目において、正選手（当該大会において登録された者）として出場し、個人競技、団体競技

において都道府県大会ベスト８以上の成績をあげた者。ただし、都道府県大会には、国公立又は私立高校のみの大
会、都道府県の市・郡に相当する大会及び第１学年のみ又は第２学年のみの大会は含まない。

〈高体連・高野連登録競技のうち、本学にクラブの設置がある競技等〉
硬式野球、サッカー、バスケットボール、バドミントン、陸上競技、バレーボール、硬式テニス、ソフトテ
ニス、卓球、弓道、ハンドボール、剣道、水泳(競泳)、柔道、空手道、軟式野球、ボクシング、ソフトボー
ル、応援団(チアリーディング、吹奏楽)（以上、18競技１団体）

４． 調査書の学習成績の状況（評定平均値）が 3．0以上の者（2022年３月高等学校もしくは中等教育学校卒業見込みの
者は、2021年度１学期又は前期までの成績）。

５．合格の上は必ず入学し、かつ積極的に勉学に取り組む気概のある者。

　１．出　願　資　格
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 特定資格分野

　次の各号のすべてに該当する者。
１． 2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、又は2021年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒

業した者。
２． 本学を専願し、学校長が責任をもって推薦する者。
３． 調査書の学習成績の状況（評定平均値）が 3．0以上の者。（2022年３月高等学校もしくは中等教育学校卒業見込み

の者は、2021年度１学期又は前期までの成績）
４． 合格の上は必ず入学し、かつ積極的に勉学に取り組む気概のある者。
５． 次のいずれか一つの基準に該当する者。
　（１） 情報処理推進機構主催のＩＴパスポート試験に合格した者。
　（２） 全国工業高等学校長協会主催の情報技術検定試験第１級（ハードウェアの知識、プログラミングの基礎知識の両種

目）に合格した者。
　（３） 全国工業高等学校長協会主催の計算技術検定試験第１級（方程式とその応用、ベクトルと面積・体積、統計処理の

３種目すべて）に合格した者。
　（４） 全国商業高等学校協会主催の情報処理検定試験第１級（ビジネス情報部門又はプログラミング部門）に合格した

者。
　（５） マイクロソフト主催のマイクロソフト認定マイクロソフトオフィススペシャリスト エキスパートレベル（Word

又はExcel）に合格した者。
　（６） 日本商工会議所主催の日商ＰＣ検定試験２級（文書作成、データ活用、プレゼン資料作成のいずれか）以上に合格

した者。
　（７） NTTコミュニケーションズ主催のインターネット検定「ドットコムマスターアドバンスシングルスター」以上に

合格した者。
　（８） 全国商業高等学校協会主催の簿記実務検定試験第１級（会計、原価計算の両科目）に合格した者。
　（９） 全国商業高等学校協会主催の商業経済検定試験第１級に合格した者。
　（１0） 全国商業高等学校協会主催の英語検定試験第１級に合格した者。
　（１１） 全国商業高等学校協会主催のビジネス文書実務検定試験第１級（ビジネス文書部門、速度部門の両部門）に合格し

た者。
　（１２） 全国経理教育協会主催の簿記能力検定１級以上（商業簿記・会計学、原価計算・工業簿記の両科目）に合格した

者。
　（１3） 日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準２級以上、又はこれと同等以上の検定試験に合格した者。
　（１4） ベネッセコーポレーション主催のGTEC（３技能版）のオフィシャルスコア500以上の者又はGTEC（４技能版）

のオフィシャルスコア840以上の者。
　（１5）日本漢字能力検定協会主催の日本漢字能力検定２級以上に合格した者。
　（１6）日本語検定委員会主催の日本語検定準２級以上に認定された者。

　海外経験分野

　次の各号のすべてに該当する者。
１． 2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、又は2021年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒

業した者。
２．本学を専願し、学校長が責任をもって推薦する者。
３． 調査書の学習成績の状況（評定平均値）が 3．0以上の者。（2022年３月高等学校もしくは中等教育学校卒業見込み

の者は、2021年度１学期又は前期までの成績）
４． 合格の上は必ず入学し、かつ積極的に勉学に取り組む気概のある者。
５． 外国にある中学・高等学校で、継続して１年以上教育を受け、帰国後日本の高等学校もしくは中等教育学校に入学又

は編入学した者。
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書類審査（推薦書・調査書・推薦該当証明資料・志望調書）、小論文、面接の総合評価。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-
871-1313）までお問い合わせください。

（２）出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科の変更は認めません。十分考慮して出願してください。
（３）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（４） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（５） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

※スポーツ経営学科の募集は、スポーツ分野のみとなります。ご注意ください。
※スポーツ分野に出願する者は、特定の学科に志願が集中した場合の調整のため、希望者は「受験
学科」を２学科選択することができます。このことによる検定料の追加は不要です。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書……
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。
（３）学校推薦型選抜（特別推薦）用推薦書……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。
（４）推薦該当証明資料……
　　①出願資格に該当することを証明する資料のコピーを貼付してください。
　　②スポーツ分野では団体競技であっても、個人記録を証明できる資料があれば貼付してください。
　　③ スポーツ分野に出願する場合は、正選手（補欠）としての登録が証明できる資料（大会名が記載されたメンバー表

等）も証明資料として貼付してください。
（５）学校推薦型選抜（特別推薦－スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）用志望調書……
※（３）〜（５）の書類は、本学オフィシャルサイトからダウンロードすることもできます。A４普通紙に印刷して使用して
ください。

30,000円
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

　２．選　考　方　法

　3．出 願 手 続

　4．出　願　書　類

文部科学省指定の様式

スポーツ分野　45、46ページの用紙を使用
特定資格分野、海外経験分野　47、48ページの用紙を使用

43ページの用紙を使用

49、50ページの用紙を使用

　５．検　定　料
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（１）試験場（38ページ参照）

試験会場 試　験　場 所　在　地 TEL

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1 082-871-1313

（２）受験心得
　　①入試当日は午前９時30分までに試験場に集合し、午前９時40分までに各自指定された試験室に入室してください。
　　②デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日入試本部へ申し出てください）。
　　③試験開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　　④H、F、HBの黒鉛筆又はシャープペンシル（0.5mm）、プラスチック消しゴムを必ず持参してください。
　　⑤入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　　なお、ＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行しています。
　　　※運行時刻は、本学オフィシャルサイトで確認してください。
　　⑥その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１）合格発表の日に、合格者あてに合格通知書、学校長あてに合否結果を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で

再配達の手続きを行ってください。

　６．試　　験

　７．合　格　発　表

　８．入　学　手　続
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　３　学校推薦型選抜（資格スカラシップ）（１期・２期・３期）要項

学　部 学　科 募集人員 試験科目 集　合 説　明 時　間　割

経済学部 経済学科

若干名 面　接

１期 12：20 12：30 13：00〜

経営学部
経営学科

スポーツ経営学科 ２期
・
3期

9：30 9：40 10：00〜メディア
ビジネス学部

ビジネス情報学科
メディアビジネス学科

日　程 出願期間 試験日 合格発表日 入学金、授業料等納入締切日

１　期

2021年
11月１日（月）〜11月８日（月）
  締切日消印有効

※ インターネット出願サイトでの
登録・入金は2021年10月25日
（月）から受付開始。

2021年　　　
11月19日（金）

2021年　　　
12月１日（水）
　　午後５時

入学金納入締切日
2021年12月８日（水）

授業料等納入締切日
2022年３月２日（水）

２　期
2022年
１月４日（火）〜１月21日（金）
  締切日消印有効

2022年 　　
２月６日（日）

2022年　　　
２月17日（木）
　　午後３時

入学金納入締切日
2022年２月25日（金）

授業料等納入締切日
2022年３月２日（水）

３　期
2022年
２月18日（金）〜２月25日（金）
  締切日消印有効

2022年 　　
３月４日（金）

2022年　　　
３月11日（金）
　　午後３時

入学金、授業料等
納入締切日
2022年３月23日（水）

※ 検定試験等の結果発表日が出願期間後の場合は、入試広報センター（082-871-1313）までお問い合わせください。

　次の各号のすべてに該当する者。
１． 2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、又は2021年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒

業した者。
２．本学を専願し、学校長が責任をもって推薦する者。
３．合格の上は必ず入学し、かつ積極的に勉学に取り組む気概のある者。
４．次の各号のいずれか一つの基準に該当する者。

奨学生（Ａ）
（1）情報処理推進機構主催の応用情報技術者試験に合格した者。
（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験１級に合格した者。
（3） 日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級以上※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会主

催のTOEICオフィシャルスコアLR&SW1095以上かつLR785以上、SW310以上を取得した者。
（4）日本語検定委員会主催の日本語検定準１級以上に認定された者。

奨学生（Ｂ）
（1）情報処理推進機構主催の基本情報技術者試験※2に合格した者。
（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験２級※2に合格した者。
（3） 日本英語検定協会主催の実用英語技能検定２級※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会主催の

TOEICオフィシャルスコアLR&SW790以上かつLR550以上、SW240以上を取得した者。
（4）日本語検定委員会主催の日本語検定２級に認定された者。

※1 従来型英検、英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewが対象となります。
※2 CBT方式、ネット試験も対象となります。

　１．出　願　資　格
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　１年次の授業料及び施設費の年額相当額の奨学金を支給する。
　（２年次以降も所定の要件を満たしている場合は、最長３年間継続して奨学金を支給する。）

　１年次の授業料の年額相当額の50％の奨学金を支給する。
　（２年次以降も所定の要件を満たしている場合は、最長３年間継続して奨学金を支給する。）

書類審査（推薦書・調査書・推薦該当証明資料・志望調書）、面接の総合評価。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２）出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科の変更は認めません。十分考慮して出願してください。
（３）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（４） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（５） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書……
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。
（３）学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用推薦書……
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。
（４）推薦該当証明資料……
　　出願資格に該当することを証明する資料のコピーを貼付してください。
（５）学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用志望調書……

※（３）〜（５）の書類は、本学オフィシャルサイトからダウンロードすることもできます。A４普通紙に印刷して使用して
ください。

　２．奨　学　内　容

奨学生（Ａ）の奨学内容

奨学生（Ｂ）の奨学内容

　3．選　考　方　法

　4．出 願 手 続

　５．出　願　書　類

文部科学省指定の様式

51、52ページの用紙を使用

43ページの用紙を使用

53、54ページの用紙を使用



－ 15 －

30,000円
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

（１）試験場（38ページ参照）

試験会場 試　験　場 所　在　地 TEL

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1 082-871-1313

（２）受験心得
　①入試当日は、指定の時刻（13ページ参照）までに集合し、各自指定された試験室に入室してください。
　②デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日入試本部へ申し出てください）。
　③説明開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　④入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　 なお、ＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行しています。 
※運行時刻は本学オフィシャルサイトで確認してください。

　⑤その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１） 合格発表日に、合格者あてに合格通知書、学校長あてに合否結果を発送します。　
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。
　　

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で

再配達の手続きを行ってください。

　６．検　定　料

　７．試　　験

　８．合　格　発　表

　９．入　学　手　続
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学校推薦型選抜（資格スカラシップ）における特別措置を次のように設けています。

　１.  次のいずれか一つの入学試験に合格し、入学金を納付した者が、合格後に、奨学生（A）又は（B）に該当する資格を
取得し、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）２期又は３期の資格審査に合格した場合は、すでに納付している入学
金を、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）の入学金に充当し、奨学金の支給額については14ページの「２．奨学内
容」によるものとします。ただし、資格審査を受ける場合、当初入学手続を行った学科からの変更は認めません。

　　　　⑴学校推薦型選抜（指定校）
　　　　⑵学校推薦型選抜（後期指定校）
　　　　⑶学校推薦型選抜（特別指定校）
　　　　⑷学校推薦型選抜（特別推薦－スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）
　　　　⑸学校推薦型選抜（一般公募制）
　　　　⑹一般選抜（１期）
　　　　⑺一般選抜（国公立受験生支援入試）
　　　　⑻共通テスト利用選抜（１期）

　２.  奨学生（B）により学校推薦型選抜（資格スカラシップ）１期又は２期に合格し、入学金を納付した者が、合格後に、
奨学生（A）に該当する資格を取得し、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）２期又は３期の資格審査に合格した場合
は、すでに納付している入学金を、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）２期又は３期の入学金に充当し、奨学金の
支給額については14ページの「２．奨学内容」によるものとします。ただし、資格審査を受ける場合、当初入学手続
を行った学科からの変更は認めません。

　特別措置での出願（資格審査）を検討される場合は、専用の出願書類を別途送付しますので、出願前に必ず入試広報セン
ター（082-871-1313）まで連絡してください。出願書類の送付等で時間がかかる場合もありますので、できるだけ早め
に連絡してください。

　10．特別措置（資格審査）
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　４　学校推薦型選抜（一般公募制）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 試　験　日

経済学部 経済学科 55名 2021年
11月１日（月）〜11月８日（月）
  締切日消印有効

※ インターネット出願サイトでの
登録・入金は2021年10月25日
（月）から受付開始。

　2021年
　11月19日（金）

※  ３学科併願制

経営学部
経営学科 50名

スポーツ経営学科 10名

メディア
ビジネス学部

ビジネス情報学科 10名

メディアビジネス学科 10名

※  ３学科併願制   １回の受験で３学科まで出願できます。

集　合 説　明 試験科目 時　間　割 配　点 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

10：00 10：10 基礎学力テスト 10：30〜11：30
［基礎学力テスト］
200点

2021年　　　
12月１日（水）
　　午後５時

入学金納入締切日
　2021年
　12月８日（水）

授業料等納入締切日
　2022年
　３月２日（水）

　次の各号のすべてに該当する者。
１．次のいずれか一つの基準に該当する者。
　　（１） 2022年３月高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者、又は2021年３月高等学校もしくは中等教育学校

を卒業した者。
　　（２） 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及び2022年３月31日までに修了見込みの者又はこれら

に準ずる者で文部科学大臣の指定した者。
　　（３） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者及び2022年３月31日までに修了見込みの者。
　　（４） 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。）

で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2022年３月31日までに修
了見込みの者。

２．学校長が責任をもって推薦する者。
３．合格の上は必ず入学し、かつ積極的に勉学に取り組む気概のある者。

【基礎学力テスト】
　英語、国語（現代文のみ）

　１．出　願　資　格

　２．試　験　科　目
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　書類審査（推薦書・調査書）、基礎学力テスト200点の総合評価。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２）１回の受験で３学科まで出願できます。（３学科併願制）
（３）出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科の変更は認めません。十分考慮して出願してください。
（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。
（３）学校推薦型選抜（一般公募制）用推薦書……
　　出身学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。　
※（３）の書類は、本学オフィシャルサイトからダウンロードすることもできます。A４普通紙に印刷して使用してくださ
い。

　　１学科：30,000円　　２学科：35,000円　　３学科：40,000円
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

　3．選　考　方　法

　4．出 願 手 続

　５．出　願　書　類

55ページの用紙を使用

　６．検　定　料
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（１）試験場（38ページ以降参照）

試験会場 試　　験　　場 住　　　　所

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1

福　山 穴吹ビジネス専門学校 福山市東町2-3-6

山　口 YＩＣ Studio 山口市小郡黄金町2-24

松　江 労働会館 松江市御手船場町557-7

岡　山 岡山シティホテル桑田町 岡山市北区桑田町3-30

松　山 リジェール松山 松山市南堀端町2-3

※ 地方会場は変更になる場合があります。

（２）受験心得
　　① 入試当日は午前10時までに各試験場に集合し、午前10時10分までに各自指定された試験室に入室してください。
　　② デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日各試験場の入試本部へ申し出てくださ

い）。
　　③試験開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　　④ ＨＢの黒鉛筆、プラスチック消しゴムを必ず持参してください。
　　⑤ 辞書・電卓等の機能の有無が判別しにくいもの、端末機能のついたもの及び大型の置時計は時計として使用できま

せん。
　　⑥ 「定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）」「コンパス」「電卓」「そろばん」「グラフ用紙」等の補助具や「携帯

電話」「スマートフォン」「ウェアラブル端末」「電子辞書」「ICレコーダー」等の電子機器類を試験時間中に使用
すると不正行為となります。

　　⑦入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　　 なお、広島会場ではＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行していま

す。
　　　※運行時刻は本学オフィシャルサイトで確認してください。
　　⑧その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１）合格発表日に、合格者あてに合格通知書、学校長あてに合否結果を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で

再配達の手続きを行ってください。

　７．試　　　験

　８．合　格　発　表

　９．入　学　手　続
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　５　一般選抜（１期）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 試　験　日 集　合 説　明

経済学部 経済学科 105名

　2022年
　１月４日（火）〜
　　　１月21日（金）
　　締切日消印有効

2022年２月６日（日）

2022年２月７日（月）
　　
  ※ 試験日自由選択

・
複数学科併願制

9：30 9：40経営学部
経営学科 100名

スポーツ 
経営学科 25名 

メディア 
ビジネス学部

ビジネス 
情報学科 25名

メディア 
ビジネス学科 25名

※  　　　　　　　　　　 受験日は２月６日・７日のどちらか、又は２日とも選択できます。両日とも同一学科を受験した場
合は、高い方の合計得点で選考します。

※  　　　　　　　　　　 １回の受験で５学科まで出願できます。

　 これらの制度を利用することにより、最大10願まで出願できます。

試験科目 配　点 時　間　割 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

英語
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
※ 英語民間試験活用による 
みなし得点制度あり

150点 10：00〜11：00

2022年　　　
２月17日（木）
　　午後３時

入学金納入締切日
2022年
２月25日（金）

授業料等納入締切日
2022年
３月２日（水）

国語
（国語総合・現代文B）
※国語総合は古文、漢文を除く

150点 11：40〜12：40

選択科目
（日本史B、世界史B、地理B、
政治・経済、簿記、数学Ⅰ・数学A
のうち１科目選択）
※数学Ⅰはデータの分析を除く

100点 13：50〜14：50

　次の各号のいずれか一つの基準に該当する者。
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022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、又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者及び2022年３月修了見込みの者。
３． 学校教育法施行規則第150条の規定（６号を除く）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

る者及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　　※ 学校教育法施行規則第150条第７号に該当する場合は、出願に先立ち事前資格審査が必要になりますので、願書受

付を開始する１か月前までに入試広報センターへ連絡してください。

試験日自由選択制

複 数 学 科 併 願 制

　１．出　願　資　格
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両日とも同一学科を受験した場合は、高い方の合計得点で選考します。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２） 受験日は２月６日・７日のどちらか、又は２日とも選択できます（試験日自由選択制）。また、１回の受験で５学科
まで出願できます（複数学科併願制）。これらの制度を利用することにより、最大10願まで出願することができます。

（３） 出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科・試験日・選択科目・試験会場の変更は認めません。十分考慮して出願
してください。

（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通　※ 一般選抜（国公立受験生支援入試）や共通テスト利用選抜（１期）と

同時出願の場合も１通です。複数回に分けて出願する場合は複数通必
要となります。

　　① 高等学校もしくは中等教育学校の学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。保存期間経過や廃校
等により調査書が発行できない場合は、代わりに成績証明書を提出してください。その際、「調査書発行不可」の
旨を記載した証明書も併せて提出してください。

　　② 高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者もしくは合格見込みの者は、合格証明書又は合格見
込み成績証明書（コピー不可）を提出してください。

１願：30,000円　２願：35,000円　３願：40,000円　４願：45,000円　５願：50,000円
６願：60,000円　７願：70,000円　８願：80,000円　９願：90,000円　10願：95,000円
※共通テスト利用選抜（１期）を同時に出願すると検定料が減額となります。
　詳しくは２ページを参照してください。
　【注意】 一般選抜（１期）の出願手続完了後（検定料納入後）に、共通テスト利用選抜（１期）の出願手続を行った場

合、検定料は減額されません。同時に出願する場合のみ減額となります。注意してください。
※一般選抜（国公立受験生支援入試）と併願はできますが、同時出願をしても検定料の割引制度はありません。
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

　２．両日とも同一学科を受験した場合の選考方法

　3．出 願 手 続

　4．出　願　書　類

　５．検　定　料



－ 22 －

（１）試験場（38ページ以降参照）

試験会場 試　　験　　場 住　　　　所

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1

福　山 広島県民文化センターふくやま 福山市東桜町1-21

三　次 三次市福祉保健センター 三次市十日市東3-14-1

山　口 山口グランドホテル 山口市小郡黄金町1-1

松　江 松江テルサ 松江市朝日町478-18

浜　田 いわみーる 浜田市野原町1826-1

岡　山 岡山シティホテル桑田町 岡山市北区桑田町3-30

松　山
松山市総合コミュニティセンター
企画展示ホール

松山市湊町7-5

新居浜 新居浜商工会議所 新居浜市一宮町2-４-８

宇和島 宇和島市総合福祉センター 宇和島市住吉町1-6-16

高　松
サンポートホール高松
（高松シンボルタワー内　ホール棟）

高松市サンポート2-1

福　岡 福岡県中小企業振興センター 福岡市博多区吉塚本町9-15

※地方会場は変更になる場合があります。

（２）受験心得
　　① 入試当日は午前９時30分までに各試験場に集合し、午前９時40分までに各自指定された試験室に入室してくださ

い。
　　② デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日各試験場の入試本部へ申し出てくださ

い）。
　　③試験開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　　④ ＨＢの黒鉛筆、プラスチック消しゴムを必ず持参してください。
　　⑤ 辞書・電卓等の機能の有無が判別しにくいもの、端末機能のついたもの及び大型の置時計は時計として使用できま

せん。
　　⑥ 「定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）」「コンパス」「電卓」「そろばん」「グラフ用紙」等の補助具や「携帯

電話」「スマートフォン」「ウェアラブル端末」「電子辞書」「ICレコーダー」等の電子機器類を試験時間中に使用
すると不正行為となります。ただし、選択科目の簿記を選択した者に限り、そろばん又は電卓が使用できます。

　　⑦ 入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　　 なお、広島会場ではＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行しています。
　　　※運行時刻は本学オフィシャルサイトで確認してください。
　　⑧その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１）合格発表日に、受験者および学校長あてに合否結果通知書を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

　６．試　　　験

　７．合　格　発　表
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入学手続状況により、追加合格を発表することがあります。その期間は、次のとおりです。

追　加　合　格　発　表

期 間 2022年２月25日（金）〜３月31日（木）

発 表 方 法 追加合格者に電話連絡もしくは合格通知書を郵送します。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学辞退届を

提出した者には、入学金を除く、授業料、施設費、諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合には返還で
きませんので注意してください。なお、提出した諸手続の書類についても返却はできません。

（５） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で
再配達の手続きを行ってください。

　「入試過去問題活用宣言」に参加している大学の入試過去問題を使用して出題することがあります。この場合、そのま
ま使用することも、一部改変することもあります。また、使用した過去問題については、入学試験終了後、2022年６月
頃本学オフィシャルサイトで公表します。

　８．追加合格について

　９．入　学　手　続

　10．出題について
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　６　一般選抜（２期）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 試　験　日 集　合 説　明

経済学部 経済学科 20名

　2022年
　２月18日（金）〜
　２月25日（金）
　締切日消印有効

2022年３月４日（金）

※  複数学科併願制 9：30 9：40経営学部
経営学科 20名

スポーツ 
経営学科 ５名

メディア 
ビジネス学部

ビジネス 
情報学科 ５名

メディア 
ビジネス学科 ５名

※ 複数学科併願制  １回の受験で５学科まで出願できます。

試験科目 配　点 時　間　割 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

英語
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

※ 英語民間試験活用による 
みなし得点制度あり

100点 10：00〜11：00

　　2022年
　　３月11日（金）
　　　　午後３時

　　2022年
　　３月23日（水）

選択科目
（国語総合・現代文B、数学Ⅰ・数学A
のうち１科目選択）

※国語総合は古文、漢文を除く
※数学Ⅰはデータの分析を除く

100点 11：40〜12：40

　次の各号のいずれか一つの基準に該当する者。
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022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、又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者及び2022年３月修了見込みの者。
３． 学校教育法施行規則第150条の規定（６号を除く）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

る者及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　　※ 学校教育法施行規則第150条第７号に該当する場合は、出願に先立ち事前資格審査が必要になりますので、願書受

付を開始する１か月前までに入試広報センターへ連絡してください。

　１．出　願　資　格
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（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２）１回の受験で５学科まで出願できます（複数学科併願制）。
（３） 出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科・選択科目・試験会場の変更は認めません。十分考慮して出願してくだ

さい。
（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通　※ 共通テスト利用選抜（２期）と同時出願の場合も１通です。複数回に

分けて出願する場合は複数通必要となります。
　　① 高等学校もしくは中等教育学校の学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。保存期間経過や廃校

等により調査書が発行できない場合は、代わりに成績証明書を提出してください。その際、「調査書発行不可」の
旨を記載した証明書も併せて提出してください。

　　② 高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者もしくは合格見込みの者は、合格証明書又は合格見
込み成績証明書（コピー不可）を提出してください。

１学科：30,000円　２学科：35,000円　３学科：40,000円　４学科：45,000円　５学科：50,000円
※共通テスト利用選抜（２期）を同時に出願すると検定料が減額となります。
　詳しくは２ページを参照してください。
　【注意】 一般選抜（２期）の出願手続完了後（検定料納入後）に、共通テスト利用選抜（２期）の出願手続を行った場

合、検定料は減額されません。同時に出願する場合のみ減額となります。注意してください。
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

（１）試験場（38ページ以降参照）

試験会場 試　　験　　場 住　　　　所

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1

福　山 広島県民文化センターふくやま 福山市東桜町1-21

山　口 山口グランドホテル 山口市小郡黄金町1-1

松　江 労働会館 松江市御手船場町557-7

岡　山 岡山シティホテル桑田町 岡山市北区桑田町3-30

松　山 松山市総合コミュニティセンター 松山市湊町7-5

※地方会場は変更になる場合があります。

　２．出 願 手 続

　3．出　願　書　類

　4．検　定　料

　５．試　　　験
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（２）受験心得
　　① 入試当日は午前９時30分までに各試験場に集合し、午前９時40分までに各自指定された試験室に入室してくださ

い。
　　② デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日各試験場の入試本部へ申し出てくださ

い）。
　　③試験開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　　④ ＨＢの黒鉛筆、プラスチック消しゴムを必ず持参してください。
　　⑤ 辞書・電卓等の機能の有無が判別しにくいもの、端末機能のついたもの及び大型の置時計は時計として使用できま

せん。
　　⑥ 「定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）」「コンパス」「電卓」「そろばん」「グラフ用紙」等の補助具や「携帯

電話」「スマートフォン」「ウェアラブル端末」「電子辞書」「ICレコーダー」等の電子機器類を試験時間中に使用
すると不正行為となります。

　　⑦入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　　 なお、広島会場ではＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行していま

す。
　　　※運行時刻は本学オフィシャルサイトで確認してください。
　　⑧その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１）合格発表日に、受験者および学校長あてに合否結果通知書を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

入学手続状況により、追加合格を発表することがあります。その期間は、次のとおりです。

追　加　合　格　発　表

期 間 2022年３月23日（水）〜３月31日（木）

発 表 方 法 追加合格者に電話連絡もしくは合格通知書を郵送します。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１）合格者は入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続を指定の期日までに完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学辞退届を

提出した者には、入学金を除く、授業料、施設費、諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合には返還で
きませんので注意してください。なお、提出した諸手続の書類についても返却はできません。

（５） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で
再配達の手続きを行ってください。

　「入試過去問題活用宣言」に参加している大学の入試過去問題を使用して出題することがあります。この場合、そのま
ま使用することも、一部改変することもあります。また、使用した過去問題については、入学試験終了後、2022年６月
頃本学オフィシャルサイトで公表します。

　６．合　格　発　表

　７．追加合格について

　８．入　学　手　続

　９．出題について
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　7　一般選抜（国公立受験生支援入試）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 試　験　日 集　合 説　明

経済学部 経済学科 10名

　2022年
　１月４日（火）〜
　　　１月21日（金）
　　締切日消印有効

2022年２月６日（日）

2022年２月７日（月）
    ※ 

試験日自由選択

9：30 9：40

※  　　　　　　　　　　 受験日は２月６日・７日のどちらか、又は２日とも選択できます。両日とも受験した場合は、高い
方の合計得点で選考します。

試験科目 配　点 時　間　割 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

英語
（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
※ 英語民間試験活用による 
みなし得点制度あり

150点 10：00〜11：00

2022年　　　
２月17日（木）
　　午後３時

入学金、授業料等
納入締切日
2022年
３月10日（木）

国語
（国語総合・現代文B）
※国語総合は古文、漢文を除く

150点 11：40〜12：40

選択科目
（日本史B、世界史B、地理B、
政治・経済、簿記、数学Ⅰ・数学A
のうち１科目選択）
※数学Ⅰはデータの分析を除く

100点 13：50〜14：50

　次の各号のいずれか一つの基準に該当する者。
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022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、又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者及び2022年３月修了見込みの者。
３． 学校教育法施行規則第150条の規定（６号を除く）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

る者及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　　※ 学校教育法施行規則第150条第７号に該当する場合は、出願に先立ち事前資格審査が必要になりますので、願書受

付を開始する１か月前までに入試広報センターへ連絡してください。

試験日自由選択制

　１．出　願　資　格
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（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２） 受験日は２月６日・７日のどちらか、又は２日とも選択できます（試験日自由選択制）。この制度を利用することに
より、最大２願まで出願することができます。

（３） 出願手続完了後（検定料支払後）の試験日・選択科目・試験会場の変更は認めません。十分考慮して出願してくださ
い。

（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。試験日の３日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票は、印刷して試験当日に持参してください。記載内容に相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１）志願票
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通　※ 一般選抜（１期）や共通テスト利用選抜（１期）と同時出願の場合も

１通です。複数回に分けて出願する場合は複数通必要となります。
　　① 高等学校もしくは中等教育学校の学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。保存期間経過や廃校

等により調査書が発行できない場合は、代わりに成績証明書を提出してください。その際、「調査書発行不可」の
旨を記載した証明書も併せて提出してください。

　　② 高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者もしくは合格見込みの者は、合格証明書又は合格見
込み成績証明書（コピー不可）を提出してください。

１願：30,000円　２願：35,000円　
※共通テスト利用選抜（１期）を同時に出願すると検定料が減額となります。
　詳しくは２ページを参照してください。
　【注意】 一般選抜（国公立受験生支援入試）の出願手続完了後（検定料納入後）に、共通テスト利用選抜（１期）の出願

手続を行った場合、検定料は減額されません。同時に出願する場合のみ減額となります。注意してください。
※一般選抜（１期）と併願はできますが、同時出願をしても検定料の割引制度はありません。
※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

　２．両日とも同一学科を受験した場合の選考方法　２．出 願 手 続

　3．出　願　書　類

　4．検　定　料
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（１）試験場（38ページ以降参照）

試験会場 試　　験　　場 住　　　　所

広　島 広島経済大学 広島市安佐南区祇園5-37-1

福　山 広島県民文化センターふくやま 福山市東桜町1-21

三　次 三次市福祉保健センター 三次市十日市東3-14-1

山　口 山口グランドホテル 山口市小郡黄金町1-1

松　江 松江テルサ 松江市朝日町478-18

浜　田 いわみーる 浜田市野原町1826-1

岡　山 岡山シティホテル桑田町 岡山市北区桑田町3-30

松　山
松山市総合コミュニティセンター
企画展示ホール

松山市湊町7-5

新居浜 新居浜商工会議所 新居浜市一宮町2-４-８

宇和島 宇和島市総合福祉センター 宇和島市住吉町1-6-16

高　松
サンポートホール高松
（高松シンボルタワー内　ホール棟）

高松市サンポート2-1

福　岡 福岡県中小企業振興センター 福岡市博多区吉塚本町9-15

※地方会場は変更になる場合があります。

（２）受験心得
　　① 入試当日は午前９時30分までに各試験場に集合し、午前９時40分までに各自指定された試験室に入室してくださ

い。
　　② デジタル受験票は印刷をして必ず持参してください（忘れた場合は、当日各試験場の入試本部へ申し出てくださ

い）。
　　③試験開始後20分を経過すると入室できません。遅刻しないよう注意してください。
　　④ ＨＢの黒鉛筆、プラスチック消しゴムを必ず持参してください。
　　⑤ 辞書・電卓等の機能の有無が判別しにくいもの、端末機能のついたもの及び大型の置時計は時計として使用できま

せん。
　　⑥ 「定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。）」「コンパス」「電卓」「そろばん」「グラフ用紙」等の補助具や「携帯

電話」「スマートフォン」「ウェアラブル端末」「電子辞書」「ICレコーダー」等の電子機器類を試験時間中に使用
すると不正行為となります。ただし、選択科目の簿記を選択した者に限り、そろばん又は電卓が使用できます。

　　⑦ 入試当日は、試験場付近の交通渋滞が予想されます。ＪＲ・バスなどの公共交通機関を利用してください。
　　　 なお、広島会場ではＪＲ下祇園駅近くのスクールバス乗り場から、本学のスクールバス（無料）を運行しています。
　　　※運行時刻は本学オフィシャルサイトで確認してください。
　　⑧その他受験上の注意事項について、受験票や本学オフィシャルサイトでお知らせします。必ず確認してください。

（１）合格発表日に、受験者および学校長あてに合否結果通知書を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

　５．試　　　験

　６．合　格　発　表
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　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
※ この入学試験での合格者は全員を「入学試験成績優秀奨学生奨学金」の奨学生Aに認定し、１年次の授業料・施設費の
年額相当額を支給します。

（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ
い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。

（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り
消します。

（４） 最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学辞退届を
提出した者には、入学金を除く、授業料等の学費・諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合には返還で
きませんので注意してください。なお、提出した諸手続の書類についても返却はできません。

（５） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で
再配達の手続きを行ってください。

　「入試過去問題活用宣言」に参加している大学の入試過去問題を使用して出題することがあります。この場合、そのま
ま使用することも、一部改変することもあります。また、使用した過去問題については、入学試験終了後、2022年６月
頃本学オフィシャルサイトで公表します。

　７．入　学　手　続

　８．出題について
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　8　共通テスト利用選抜（１期）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

経済学部 経済学科 40名

2022年　　　　　　　　　　
１月４日（火）〜１月28日（金）
　　　　　　締切日消印有効

※  複数学科併願制

2022年　　　
２月17日（木）
　　午後３時

入学金納入締切日
2022年
２月25日（金）

授業料等納入締切日
2022年
３月２日（水）

経営学部

経営学科 40名

スポーツ 
経営学科 10名

メディア 
ビジネス学部

ビジネス 
情報学科 10名

メディア 
ビジネス学科 10名

※ 複数学科併願制  １回の受験で５学科まで出願できます。

　令和４年度大学入学共通テストにおいて２科目以上を受験した者。

（１）本学独自の選考試験は行わない。
（２）大学入学共通テストで受験した科目のうち、高得点の２科目の合計点と調査書の総合評価。
（３）各科目の配点は200点。
　　① 英語は「リーディング」と「リスニング」を合わせて200点満点とし、「リーディング」160点満点、「リスニン

グ」40点満点に換算する。
　　　※英語民間試験活用によるみなし得点制度あり
　　②配点が100点の科目は、200点に換算する。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２）１回の受験で５学科まで出願できます（複数学科併願制）。
（３）出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科の変更は認めません。十分考慮して出願してください。
（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。合格発表日の７日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票が発行されたら、記載内容を確認してください。相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　１．出　願　資　格

　２．選　考　方　法

　3．出 願 手 続
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　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１） 志願票
　　 大学入試センターから交付された令和４年度大学入学共通テスト成績請求票のうち［私立大学・公私立短期大学用］

を貼付欄に必ず糊付してください。
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通　※ 一般選抜（１期）や一般選抜（国公立受験生支援入試）と同時出願の

場合も１通です。複数回に分けて出願する場合は複数通必要となりま
す。

　　① 高等学校もしくは中等教育学校の学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。保存期間経過や廃校
等により調査書が発行できない場合は、代わりに成績証明書を提出してください。その際、「調査書発行不可」の
旨を記載した証明書も併せて提出してください。

　　② 高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者もしくは合格見込みの者は、合格証明書又は合格見
込み成績証明書（コピー不可）を提出してください。

１学科：15,000円　２学科：20,000円　３学科：25,000円　４学科：30,000円　５学科：35,000円
※一般選抜（１期）または、一般選抜（国公立受験生支援入試）を同時に出願すると検定料が減額となります。
　詳しくは２ページを参照してください。
　【注意】 共通テスト利用選抜（１期）の出願手続完了後（検定料納入後）に、一般選抜（１期）または、一般選抜（国公

立受験生支援入試）の出願手続を行った場合、検定料は減額されません。同時に出願する場合のみ減額となりま
す。注意してください。

※支払い方法は出願用ポータルサイトの「学校一覧」の「はじめに」のメニューを参照してください。

（１）合格発表日に、受験者および学校長あてに合否結果通知書を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

入学手続状況により、追加合格を発表することがあります。その期間は、次のとおりです。

追　加　合　格　発　表

期 間 2022年２月25日（金）〜３月31日（木）

発 表 方 法 追加合格者に電話連絡もしくは合格通知書を郵送します。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１） 合格者は、入学金、授業料等の学費・諸納付金をそれぞれの納入締切日までに納入し、その他の諸手続については、

「入学手続要項」にしたがい完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学辞退届を

提出した者には、入学金を除く、授業料、施設費、諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合には返還で
きませんので注意してください。なお、提出した諸手続の書類についても返却はできません。

（５） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で
再配達の手続きを行ってください。

　4．出　願　書　類

　５．検　定　料

　６．合　格　発　表

　７．追加合格について

　８．入　学　手　続
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　9　共通テスト利用選抜（２期）要項

学　部 学　科 募集人員 出願期間 合格発表日
入学金、授業料等
納入締切日

経済学部 経済学科 10名

　　2022年
　　２月18日（金）〜２月25日（金）
　　　　　　　　締切日消印有効

　　
※  複数学科併願制

2022年　　　
３月11日（金）
　　午後３時

2022年　　　
３月23日（水）

経営学部

経営学科 10名

スポーツ 
経営学科 ５名

メディア 
ビジネス学部

ビジネス 
情報学科 ５名

メディア 
ビジネス学科 ５名

※ 複数学科併願制  １回の受験で５学科まで出願できます。

令和４年度大学入学共通テストにおいて３科目以上を受験した者。

（１）本学独自の選考試験は行わない。
（２）大学入学共通テストで受験した科目のうち、高得点の３科目の合計点と調査書の総合評価。
（３）各科目の配点は200点。
　　① 英語は「リーディング」と「リスニング」を合わせて200点満点とし、「リーディング」160点満点、「リスニン

グ」40点満点に換算する。
　　　※英語民間試験活用によるみなし得点制度あり
　　②配点が100点の科目は、200点に換算する。

（１） 本学のオフィシャルサイトからインターネット出願サイトにアクセスし、４・５ページの「インターネット出願の流
れ」にしたがって出願手続を行ってください。なお、インターネットの環境がない方は入試広報センター（082-871-
1313）までお問い合わせください。

（２）１回の受験で５学科まで出願できます（複数学科併願制）。
（３）出願手続完了後（検定料支払後）の受験学科の変更は認めません。十分考慮して出願してください。
（４）一度受け付けた出願書類及び検定料は返却しません。十分考慮して出願してください。
（５） 出願書類受け付け後、事務手続が済み次第デジタル受験票発行通知メールを送信しますので、出願用ポータルサイト

から内容を確認してください。合格発表日の７日前までにデジタル受験票が発行されない場合は、入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

（６） デジタル受験票が発行されたら、記載内容を確認してください。相違がある場合は早急に入試広報センター
（082-871-1313）まで連絡してください。

　１．出　願　資　格

　２．選　考　方　法

　3．出 願 手 続
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　インタ－ネットによる出願登録と検定料納入完了後に、志願票と一緒に印刷される書類郵送用の宛名シートを、角２封
筒（角形２号）にそのまま貼り、以下に記載されている書類を入れて、出願期間内（締切日消印有効）に必ず「簡易書
留・速達」で郵送してください。なお、出願書類の提出はすべて郵送によるものとし、本学の窓口では受け付けません。

（１） 志願票
　　 大学入試センターから交付された令和４年度大学入学共通テスト成績請求票のうち［私立大学・公私立短期大学用］

を貼付欄に必ず糊付してください。
（２）調査書 文部科学省指定の様式 ……１通　※ 一般選抜（２期）と同時出願の場合も１通です。複数回に分けて出願

する場合は複数通必要となります。
　　① 高等学校もしくは中等教育学校の学校長の責任で作成し、厳封したものを提出してください。保存期間経過や廃校

等により調査書が発行できない場合は、代わりに成績証明書を提出してください。その際、「調査書発行不可」の
旨を記載した証明書も併せて提出してください。

　　② 高等学校卒業程度認定試験及び大学入学資格検定に合格した者もしくは合格見込みの者は、合格証明書又は合格見
込み成績証明書（コピー不可）を提出してください。

１学科：15,000円　２学科：20,000円　３学科：25,000円　４学科：30,000円　５学科：35,000円
※一般選抜（２期）を同時に出願すると検定料が減額となります。
　詳しくは２ページを参照してください。
　【注意】 共通テスト利用選抜（２期）の出願手続完了後（検定料納入後）に、一般選抜（２期）の出願手続を行った場

合、検定料は減額されません。同時に出願する場合のみ減額となります。注意してください。
※支払い方法は４・５ページの「インターネット出願の流れ」を参照してください。

（１）合格発表日に、受験者および学校長あてに合否結果通知書を発送します。
（２）出願用ポータルサイトでも合否結果を確認することができます。

入学手続状況により、追加合格を発表することがあります。その期間は、次のとおりです。

追　加　合　格　発　表

期 間 2022年３月23日（水）〜３月31日（木）

発 表 方 法 追加合格者に電話連絡もしくは合格通知書を郵送します。

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１）合格者は入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続を指定の期日までに完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続が期限までに行われなかった場合は、入学資格を取り

消します。
（４） 最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学辞退届を

提出した者には、入学金を除く、授業料、施設費、諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合には返還で
きませんので注意してください。なお、提出した諸手続の書類についても返却はできません。

（５） 合格通知書（入学手続要項含む）は、簡易書留で発送します。ご不在の場合は、不在票が投函されますので各自で
再配達の手続きを行ってください。

　4．出　願　書　類

　５．検　定　料

　６．合　格　発　表

　７．追加合格について

　８．入　学　手　続
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　10　社会人入学試験要項

学　部 学　科 募集人員 集　合 説　明 試験科目 時　間　割

経済学部 経済学科

若干名 9：30 9：40

小論文 10：00〜11：00

経営学部
経営学科

スポーツ 
経営学科

面　接 12：00〜
メディア 

ビジネス学部

ビジネス 
情報学科
メディア 
ビジネス学科

出願期間 試　験　日 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

2022年
２月18日（金）

　 　 　 〜

２月25日（金）
締切日消印有効

2022年３月４日（金）
2022年３月11日（金）
　　　　　　午後３時

2022年３月23日（水）

　2022年４月１日現在、満22歳以上で、次の各号のいずれか一つの基準に該当し、３年以上の定職経験のある者（定職
とは、正規雇用及び臨時雇用や、家事、育児、介護等をいう）。
１．高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022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、又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了

した者及び2022年３月修了見込みの者。
３． 学校教育法施行規則第150条の規定（6号を除く）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

る者及び2022年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　　※ 学校教育法施行規則第150条第７号に該当する場合は、出願に先立ち事前資格審査が必要になりますので、願書受

付を開始する１か月前までに入試広報センターへ連絡してください。

30,000円

※ インターネット出願ではありません。社会人入学試験を希望する者は、入試広報センター
（082-871-1313）へご連絡ください。

　１．出　願　資　格

　２．検　定　料
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　11　編入学試験要項

学　部 学　科 募集人員 書類提出期間 出願期間 試験日

経済学部 経済学科

若干名

2021年
９月15日（水）〜
10月29日（金）
締切日消印有効

2022年
２月18日（金）〜
２月25日（金）
締切日消印有効

2022年
３月４日（金）

経営学部
経営学科

スポーツ経営学科

メディア 
ビジネス学部

ビジネス情報学科

メディアビジネス学科

集合 説明 試験科目 時間割 合格発表日 入学金、授業料等
納入締切日

9：30 9：40

小論文 10：00〜11：00
2022年　　　
３月11日（金）
　　午後３時

2022年　　　
３月23日（水）

英　語 
（150点） 11：40〜12：40

面　接 13：40〜

　書類提出期間に必要書類を提出し、本学が相当年次と認める単位を修得した者で、次の各号のいずれか一つの基準に該
当する者。
１． 大学を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者。
２． 短期大学及び高等専門学校を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者。
３． 他の大学等において１年以上在学（休学期間を除く。）した者及び2022年３月に１年以上在学（休学期間を除く。）

見込みの者で、本学が相当年次と認める単位を修得した者及び2022年３月修得見込みの者。
４． 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）附則第７条に定める従前の規定による高等学校、専門学校又は教
員養成諸学校等の課程を卒業又は修了した者。

５． 学校教育法（昭和22年法律第26号）第132条に規定する専修学校の専門課程を修了した者及び2022年３月修了見込
みの者。

　【外国人留学生の場合】
上記１号〜５号のいずれか一つの基準に該当し、独立行政法人日本学生支援機構による日本留学試験の日本語科目のうち、記述の
得点を除いた読解及び聴解・聴読解の合計得点が250点以上の者、又は独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育
支援協会による日本語能力試験においてＮ１に合格した者。
　※日本留学試験の成績については、2020年度及び2021年度実施のものを利用可能とします。
　※日本語能力試験認定証明書は、２年以内（2020年から2021年）に取得したものを利用可能とします。

　編入学の年次及び時期は、２年次又は３年次の年度始めとする。
１． ２年次に編入学できる者は、他の大学等において１年以上在学（休学期間を除く。）し、修得した単位のうち、本学

において認定された単位数が20単位から50単位までの者とする。
２． ３年次に編入学できる者は、他の大学等において２年以上在学（休学期間を除く。）し、修得した単位のうち、本学

において認定された単位数が51単位から60単位までの者とする。

15,000円
※ 編入学試験を希望する者は、2021年10月５日（火）までに入試広報センター（082-871-1313）へ

ご連絡ください。

　１．出　願　資　格

　２．編　入　学　年

　3．検　定　料

※ 希望者は、2021年10月5日（火）までに入試広報
センター（082–871–1313）へご連絡ください。
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　12　入学手続について

　合格者には合格通知書とともに「入学手続要項」を送付します。概要は次のとおりです。
（１）合格者は入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及びその他の諸手続を指定の期日までに完了してください。
（２） 入学金、授業料等の学費・諸納付金は、入学手続要項にある振込用紙により最寄りの金融機関から振り込んでくださ

い（本学の窓口や郵送による納付は受け付けません）。
（３） 入学金、授業料等の学費・諸納付金の納付及び諸手続が指定の期日までに行われなかった場合は、入学資格を取り消

します。
（４） 一般選抜（１期・２期・国公立受験生支援入試）、共通テスト利用選抜（１期・２期）、社会人入学試験、編入学試験

において最終手続まで完了した者のうち、2022年３月31日（木）【締切日消印有効】までに入学手続要項にある入学
辞退届を提出した者には、入学金を除く、授業料、施設費、諸納付金を返還します。締切日を過ぎて辞退した場合に
は返還できませんので注意してください。納付金の返還時期は４月下旬を予定しています。なお、提出した諸手続の
書類についても返却はできません。

（５） 高等教育の修学支援制度（授業料等減免・給付型奨学金［日本学生支援機構］）の候補決定者は、学費等の納入金額
が異なります（別途提出書類あり）。

　13　学費・諸納付金について

　　　　納　付　金

　内　訳

初　年　度 
納　付　金 
合　　　計

納　　付　　金

（単位：円）

前　　期 後　　期

入 学 金 150,000 150,000

授 業 料 780,000 390,000 390,000

施 設 費 200,000 100,000 100,000

経 済 学 会 費 6,000 6,000

保護者会入会金 1,000 1,000

保 護 者 会 費 5,000 5,000

学友会入会金 500 500

学 友 会 費 8,000 8,000

合　　　　　計 1,150,500 660,500 490,000

※2022年度予定

　入学金・授業料等の学費を金融機関で振り込む際には、本人確認書類（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）を
ご用意ください。
（１） 本人確認手続きに関する法令により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書

類の提示が必要です（ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません）。
（２） 10万円を超える入学金・授業料等の学費の現金振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う

方の本人確認書類（運転免許証、健康保険証、パスポートなど）をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用くださ
い。

◇ 本人確認書類の提示がない場合には、金融機関では、10万円を超える現金による入学金・授業料等の学費の振込みが
できません。
◇ 保護者の方などが、振込名義人（受験生・入学者など）に代わって振込みの手続きを行う場合には、金融機関では、振
込みの目的（入学金・授業料等の学費であること）を尋ねられることがあります。

学　

費

諸　

納　

付　

金

　納付について
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試験
会場

試験場・所在地 交通機関 位　　置　　図

広　
　
　
　

島

広島経済大学

広島市安佐南区
　祇園5-37-1
　TEL　082-871-1313

ＪＲ可部線
　下祇園駅にて下車

スクールバスターミ
ナルから大学まで所
要時間５分、徒歩で
は20分です。

※ 入学試験当日は混
雑が予想されま
す。ご注意くださ
い。

福　
　
　
　

山

 【学校推薦型選抜（一般
公募制）】

穴吹ビジネス専門学校

福山市東町2-3-6

ＪＲ福山駅より
徒歩8分

【一般選抜（1期）、一般
選抜（国公立受験生支援
入試）、一般選抜（2期）】

広島県民文化センター
ふくやま 
 
福山市東桜町1-21

ＪＲ福山駅より
徒歩４分

　14　試験場案内図

国
道
313
号
線
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同
庁
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中
国
銀
行

N 広
島
銀
行

福山城

至広島

至広島

至岡山

至岡山国道２号線

三宅会
グッドライフ病院
三宅会
グッドライフ病院

大
黒
町
通
り

天
満
屋

福山市役所

本
通
り

東
警
察
署

東
小
学
校

広島県民文化センターふくやま

穴吹情報ビジネス専門学校

JR 福山駅
東 7番ガード北

福山ニュー
キャッスルホテル
福山ニュー
キャッスルホテル

至古市橋駅

祇園小興
動
館

興
動
館

イオンモール
広島祗園

下祗園

スクールバス
のりば

イオンモール
広島祗園
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三次小

至
I.C

馬
洗
川

JRみよし駅JR三次駅JR三次駅

消防署消防署消防署消防署

警察署警察署

市役所市役所巴橋巴橋
国
道
54
号
線

三次小

三次中

尾関山公園

江
の
川

文

文

三次市福祉保健センター

試験
会場

試験場・所在地 交通機関 位　　置　　図

三　
　
　
　

次

三次市福祉保健センター

三次市十日市東3-14-1

ＪＲ三次駅より
タクシーで５分

山　
　
　
　

口

【学校推薦型選抜（一般
公募制）】

YＩＣ Studio

山口市小郡黄金町2-24

ＪＲ新山口駅新幹線口
より徒歩１分

【一般選抜（1期）、一般
選抜（国公立受験生支援
入試）、一般選抜（2期）】

山口グランドホテル

山口市小郡黄金町1-1

ＪＲ新山口駅新幹線口
より徒歩１分

松　
　
　
　

江

【 学校推薦型選抜（一般公
募制）、一般選抜（2期）】

労働会館

松江市御手船場町557-7

ＪＲ松江駅北口より
徒歩３分

【一般選抜（１期）、一般
選抜（国公立受験生支援
入試）】

松江テルサ

松江市朝日町478-18

ＪＲ松江駅北口より
徒歩１分

巴橋

北九州予備校山口校

至徳山
新幹線口

新山口駅
至下関

在来線口

P

新山口ターミナルホテル

山口銀行

山口グランドホテル

YＩC Studio

巴橋

プ
ラ
バ

ホ
ー
ル

島根県民会館

カラコロ
広場

島根大学

学
園
通
り

至
美
保
関

宍道湖

嫁が島

宍道湖
大橋

松江大橋 新大橋 くにびき大橋

至出雲市

JR松江駅JR松江駅JR松江駅JR松江駅 至米子

至米子国道 9号線

松江テルサ労働会館
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試験
会場

試験場・所在地 交通機関 位　　置　　図

浜　
　
　
　

田

いわみーる

浜田市野原町1826-1

石見交通バス大学線
「いわみーる」下車

岡　
　
　
　

山

岡山シティホテル桑田町

岡山市北区桑田町
　3-30

ＪＲ岡山駅東口より
徒歩7分

松　
　
　
　

山

【学校推薦型選抜（一般公
募制）】

リジェール松山

松山市南堀端町2-3

伊予鉄
「松山市駅」より
徒歩５分

【一般選抜（１期）、一般
選抜（国公立受験生支援
入試）】

松山市総合コミュニティ
センター企画展示ホール

松山市湊町7-5

伊予鉄バス
「松山コミュニティ
センター前」下車

【一般選抜（２期）】

松山市総合コミュニティ
センター

松山市湊町7-5

伊予鉄バス
「松山コミュニティ
センター前」下車

いわみーる

● 島根県立大学
浜田キャンパス
島根県立大学
浜田キャンパス

● 世界こども美術館世界こども美術館

●

島根県西部
運転免許センター
島根県西部
運転免許センター

● ゆうひ公園ゆうひ公園

山陽
本線

山陽
本線

山陰
道

山陰
道

9

岡山市役所岡山市役所

大供
ロータリー
大供
ロータリー

山陽新聞社山陽新聞社
大雲寺町
ロータリー
大雲寺町
ロータリー

岡山中央
郵便局
岡山中央
郵便局

柳川
ロータリー
柳川
ロータリー

天満屋天満屋

岡山髙島屋岡山髙島屋

明治安田生命明治安田生命

ホテル
グランヴィア岡山
ホテル
グランヴィア岡山

岡山済生会
総合病院
岡山済生会
総合病院

JR吉備線
JR吉備線

JR山
陽本
線

JR山
陽本
線

ANAクラウンプラザ
ホテル岡山

ANAクラウンプラザ
ホテル岡山

岡山シティホテル桑田町

光生病院光生病院

メルパルク岡山メルパルク岡山

イオンモール岡山イオンモール岡山

岡山商工会議所岡山商工会議所

旧国道２号線旧国道２号線

岡
山
駅

国道180号線国道180号線

■

■■■

■

■■■

■
■

■
■

■

■

■

■

●

Ｊ
Ｒ
松
山
駅 松山

市役所

松山城

愛媛県庁

済美高済美高

●

●

リジェール松山

松山市駅

松山市総合コミュニティセンター

松山市総合コミュニティセンター企画展示ホール



－ 41 －

試験
会場

試験場・所在地 交通機関 位　　置　　図

新　
　

居　
　

浜

新居浜商工会議所

新居浜市一宮町2-4-8

せとうちバス
「十全総合病院前」
下車徒歩１分

宇　
　

和　
　

島

宇和島市総合福祉セン
ター

宇和島市住吉町1-6-16

ＪＲ宇和島駅より
徒歩15分
（宇和島バスで5分
「総合福祉センター前」
下車）

高　
　
　
　

松

サンポートホール高松
（高松シンボルタワー内
　ホール棟）

高松市サンポート2-1

ＪＲ高松駅から
徒歩3分

平和通
り

新居浜市立
宮西小学校
新居浜市立
宮西小学校
新居浜市立
宮西小学校

愛媛県立新居浜特別
支援学校・川西分校
愛媛県立新居浜特別
支援学校・川西分校

愛媛県立新居浜
西高等学校
愛媛県立新居浜
西高等学校

一般社団法人
積善会十全総合病院
一般社団法人
積善会十全総合病院

新居浜市立
北中学校
新居浜市立
北中学校
新居浜市立
北中学校

新居浜商工会議所

宇和
島駅

住吉公園住吉公園 須賀川須賀川

宇和島市
総合体育館
宇和島市
総合体育館

宇和島市総合福祉センター

宇和島市役所宇和島市役所

JR 高松駅JR高松駅JR高松駅

高松港旅客
ターミナルビル
高松港旅客
ターミナルビル
高松港旅客
ターミナルビル
高松港旅客
ターミナルビル
高松港旅客
ターミナルビル

タワー棟タワー棟タワー棟タワー棟タワー棟

ホール棟ホール棟ホール棟

高松シンボルタワー高松シンボルタワー高松シンボルタワー高松シンボルタワー高松シンボルタワー

玉藻公園玉藻公園玉藻公園玉藻公園玉藻公園

バスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナルバスターミナル

JRホテル
クレメント高松
JRホテル
クレメント高松
JRホテル
クレメント高松
JRホテル
クレメント高松
JRホテル
クレメント高松

サンポートホール高松
（高松シンボルタワー内ホール棟）
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試験
会場

試験場・所在地 交通機関 位　　置　　図

福　
　
　
　

岡

福岡県中小企業振興センター

福岡市博多区吉塚本町
　9-15

ＪＲ吉塚駅東口より
徒歩１分

至空港

吉塚駅
東口交差点

東出口
至博多 JR山陽新幹線

JR鹿児島本線

至小倉

福岡県庁

市民病院

新二又瀬
交差点

地下鉄

馬出小

東公園

馬出九大病院前駅

九大医学部

JR吉塚駅

福岡県中小企業振興センター

福岡銀行
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氏　　名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

推薦該当証明資料貼付用紙

《作成要領》
●出願資格に該当する証明資料をこの用紙に貼付してくだ
さい。
●貼付用紙が１枚で足りない場合は、本用紙をコピーして
ください。
●貼付用紙に収まらない場合は、縮小コピーもしくはきれ
いに折り畳んでください。

●推薦書に記入した出願資格の証明資料（合格通知等）を
貼付してください。（コピー可）

〈スポーツ分野〉
●本学が指定する種目において（９ページ）、正選手（補欠）
としての登録が証明できるもので、大会名、回次等が記
載されたもの。（都道府県大会の場合、トーナメント表
などベスト８以上であることがわかるもの。）
●推薦書の競技歴に記入していない証明資料は貼付しない
でください。

〈特定資格分野〉
●推薦書に記入した資格の証明資料（合格通知等）を貼付
してください。（コピー可）

〈海外経験分野〉
●外国における中学・高等学校で継続して１年以上教育を
受けた証明書資料を貼付してください。

●推薦書に記入した資格の証明資料（合格通知等）を貼付
してください。（コピー可）

学校推薦型選抜（特別推薦－スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）



氏　　名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

推薦該当証明資料貼付用紙

《作成要領》
●出願資格に該当する証明資料をこの用紙に貼付してくだ
さい。
●貼付用紙が１枚で足りない場合は、本用紙をコピーして
ください。
●貼付用紙に収まらない場合は、縮小コピーもしくはきれ
いに折り畳んでください。

●推薦書に記入した出願資格の証明資料（合格通知等）を
貼付してください。（コピー可）

〈スポーツ分野〉
●本学が指定する種目において（９ページ）、正選手（補欠）
としての登録が証明できるもので、大会名、回次等が記
載されたもの。（都道府県大会の場合、トーナメント表
などベスト８以上であることがわかるもの。）
●推薦書の競技歴に記入していない証明資料は貼付しない
でください。

〈特定資格分野〉
●推薦書に記入した資格の証明資料（合格通知等）を貼付
してください。（コピー可）

〈海外経験分野〉
●外国における中学・高等学校で継続して１年以上教育を
受けた証明書資料を貼付してください。

●推薦書に記入した資格の証明資料（合格通知等）を貼付
してください。（コピー可）

学校推薦型選抜（特別推薦－スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）



2021  年　　　月　　　日学校推薦型選抜（特別推薦）用

推　　薦　　書

　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（特別推薦 - スポーツ分野）の出願条件を満たし、合格した場合は入学

することを確約できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

（スポーツ分野）

【注】１．競技区分、大会区分、正補区分欄は該当する方に○印をつけてください。
２．最も成績のよいものを記入してください。
３．競技歴には必ず推薦該当証明資料があるものを記入してください。
※推薦該当証明資料がない競技歴は無効とします。
※出場した大会に正選手（補欠）として登録されていることが証明できる資料（大会名が入ったメンバー表など）を添付
　してください。

競　　技　　歴
段・級経験年数

競技区分

大会区分

年

個　人　競　技　・　団　体　競　技

種目・階級・ポジション 成績正補
区分出 場 大 会 名

　　年　　月

正選手

補　欠

※ご自由にご記入ください

都
道
府
県
大
会

ブ
ロ
ッ
ク
大
会

全
国
大
会

特記事項

広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学　校　名

校　長　名   　印

生徒氏名

競技種目

フリガナ

（裏面もご記入ください）
－ 45 －



　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（特別推薦－ ［　特定資格 　 海外経験　］分野 ）の出願条件を満たし、

合格した場合は入学することを確約できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

（特定資格分野、海外経験分野）

（該当する分野に〇印をつけてください。）

海外経験分野

特定資格分野 ※10ページの出願資格にある資格番号と取得資格名を１つ欄内に記入してください。

取　　得　　資　　格資格番号

（　　　　　）

推　薦　内　容

　　年　　月～

　　年　　月

期　　間

生徒氏名

フリガナ

（裏面もご記入ください）

広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学　校　名

校　長　名   　印

推　　薦　　書

2021  年　　　月　　　日学校推薦型選抜（特別推薦）用

－ 46 －

※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

人　　物　　像

学校推薦型選抜（特別推薦）用
（スポーツ分野）



　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（特別推薦－ ［　特定資格 　 海外経験　］分野 ）の出願条件を満たし、

合格した場合は入学することを確約できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

（特定資格分野、海外経験分野）

（該当する分野に〇印をつけてください。）

海外経験分野

特定資格分野 ※10ページの出願資格にある資格番号と取得資格名を１つ欄内に記入してください。

取　　得　　資　　格資格番号

（　　　　　）

推　薦　内　容

　　年　　月～

　　年　　月

期　　間

生徒氏名

フリガナ

（裏面もご記入ください）

広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学　校　名

校　長　名   　印

推　　薦　　書

2021  年　　　月　　　日学校推薦型選抜（特別推薦）用
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※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

人　　物　　像

学校推薦型選抜（特別推薦）用
（スポーツ分野）



学校推薦型選抜（特別推薦）用

志　望　調　書

〈裏面へつづく〉

この調書は、学校推薦型選抜の面接時の資料とします。※志願者本人が記入すること。
本学への志望動機・理由、入学後の抱負、高校時代に得たもの、本学卒業後の目標・進路などを1000字程
度にまとめて書いてください。（※文章は横書きにしてください。）

（フリガナ）

氏　名
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

5

10

15

20

10 15 20

2021  年　　　月　　　日

（スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）

※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

（特定資格分野、海外経験分野）

人　　物　　像

学校推薦型選抜（特別推薦）用
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学校推薦型選抜（特別推薦）用

志　望　調　書

〈裏面へつづく〉

この調書は、学校推薦型選抜の面接時の資料とします。※志願者本人が記入すること。
本学への志望動機・理由、入学後の抱負、高校時代に得たもの、本学卒業後の目標・進路などを1000字程
度にまとめて書いてください。（※文章は横書きにしてください。）

（フリガナ）

氏　名
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

5

10

15

20

10 15 20

2021  年　　　月　　　日

（スポーツ分野、特定資格分野、海外経験分野）
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※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

（特定資格分野、海外経験分野）

人　　物　　像

学校推薦型選抜（特別推薦）用
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奨学生（A）

生徒氏名

フリガナ

（あてはまる資格に○印をつけてください）

（1）情報処理推進機構主催の応用情報技術者試験に合格した者。

（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験１級に合格した者。

（4）日本語検定委員会主催の日本語検定準１級以上に認定された者。

（3）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級以上※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会
　　　主催のTOEICオフィシャルスコアLR&SW1095以上かつLR785以上、SW310以上を取得した者。

奨学生（B）
（あてはまる資格に○印をつけてください）

（1）情報処理推進機構主催の基本情報技術者試験※2に合格した者。

（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験２級※2に合格した者。

（4）日本語検定委員会主催の日本語検定２級に認定された者。

※1 従来型英検、英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewが対象となります。
※2 CBT方式、ネット試験も対象となります。
           　（裏面もご記入ください）

（3）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定２級※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会
　　　主催のTOEICオフィシャルスコアLR&SW790以上かつLR550以上、SW240以上を取得した者。

　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（資格スカラシップ分野）の出願条件を満たし、合格した場合は入学する

ことを確約できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

学　校　名

校　長　名　   　印

推　　薦　　書
広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用 年　　　月　　　日

〈表面から〉 5
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奨学生（A）

生徒氏名

フリガナ

（あてはまる資格に○印をつけてください）

（1）情報処理推進機構主催の応用情報技術者試験に合格した者。

（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験１級に合格した者。

（4）日本語検定委員会主催の日本語検定準１級以上に認定された者。

（3）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級以上※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会
　　　主催のTOEICオフィシャルスコアLR&SW1095以上かつLR785以上、SW310以上を取得した者。

奨学生（B）
（あてはまる資格に○印をつけてください）

（1）情報処理推進機構主催の基本情報技術者試験※2に合格した者。

（2）日本商工会議所主催の簿記検定試験２級※2に合格した者。

（4）日本語検定委員会主催の日本語検定２級に認定された者。

※1 従来型英検、英検CBT、英検S-CBT、英検S-Interviewが対象となります。
※2 CBT方式、ネット試験も対象となります。
           　（裏面もご記入ください）

（3）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定２級※1に合格した者、又は国際ビジネスコミュニケーション協会
　　　主催のTOEICオフィシャルスコアLR&SW790以上かつLR550以上、SW240以上を取得した者。

　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（資格スカラシップ分野）の出願条件を満たし、合格した場合は入学する

ことを確約できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

学　校　名

校　長　名　   　印

推　　薦　　書
広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用 年　　　月　　　日
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学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用

志　望　調　書

〈裏面へつづく〉

この調書は、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）の面接時の資料とします。 ※志願者本人が記入すること。
本学への志望動機・理由、入学後の抱負、高校時代に得たもの、本学卒業後の目標・進路などを1000字程
度にまとめて書いてください。（※文章は横書きにしてください。）

（フリガナ）

氏　名
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

5

10

15

20

10 15 20

　　　年　　　月　　　日

※ 他の区分で合格した後に取得した資格で出願（特別措置（資格審査））する場合、この用紙は使用でき
　 ません。 入試広報センター（082-871-1313）まで連絡してください。

－ 52 －

※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

人　　物　　像

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用



学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用

志　望　調　書

〈裏面へつづく〉

この調書は、学校推薦型選抜（資格スカラシップ）の面接時の資料とします。 ※志願者本人が記入すること。
本学への志望動機・理由、入学後の抱負、高校時代に得たもの、本学卒業後の目標・進路などを1000字程
度にまとめて書いてください。（※文章は横書きにしてください。）

（フリガナ）

氏　名
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

5

5

10

15

20

10 15 20

　　　年　　　月　　　日

※ 他の区分で合格した後に取得した資格で出願（特別措置（資格審査））する場合、この用紙は使用でき
　 ません。 入試広報センター（082-871-1313）まで連絡してください。
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※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

　当該志願者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の「学力の3要素」における「思考力・判断力・表現力」、

「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

生徒氏名

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

人　　物　　像

学校推薦型選抜（資格スカラシップ）用



学校推薦型選抜（一般公募制）用

広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学　校　名

校　長　名   　印

2021  年　　　月　　　日

推　　薦　　書

生徒氏名

フリガナ

　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（一般公募制）の出願条件を満たし、合格した場合は入学することを確約

できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

　当該志願者の「学力の３要素」における「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働し

て学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印

〈表面から〉 5
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学校推薦型選抜（一般公募制）用

広 島 経 済 大 学
　学　長　石 田 優 子　様

学　校　名

校　長　名   　印

2021  年　　　月　　　日

推　　薦　　書

生徒氏名

フリガナ

　次の者は、貴学　学校推薦型選抜（一般公募制）の出願条件を満たし、合格した場合は入学することを確約

できる者と認め、責任を持って推薦いたします。

　当該志願者の「学力の３要素」における「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働し

て学ぶ態度」について、以下のとおり評価します。

※該当する欄にチェックを記入してください。
※該当する活動等がない場合は、「ふつう」にチェックを記入してください。
※評価内容の根拠は調査書で確認します。

1．高校の学習活動に積極的に取り組んできた

2．部活動等に熱心に取り組んできた

3．ボランティア活動等に主体的に取り組んできた

4．生徒会活動、学校行事等に主体的に取り組んできた

5．高校3年間で取得した資格や獲得した賞がある

6．積極的に他者と交わりリーダーシップを発揮した

7．その他、学校独自の総合評価

特に配慮を要する事項

大変優れている 優れている ふつう

特になし

記載責任者名 　印
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《作成要領》
●英語民間試験活用によるみなし得点制度に該当する証明
資料をこの用紙に貼付してください。
●貼付用紙が１枚で足りない場合は、本用紙をコピーして
ください。
●貼付用紙に収まらない場合は、縮小コピーもしくはきれ
いに折り畳んでください。

氏　　名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

英語民間試験活用による
みなし得点制度該当証明資料貼付用紙



《作成要領》
●英語民間試験活用によるみなし得点制度に該当する証明
資料をこの用紙に貼付してください。
●貼付用紙が１枚で足りない場合は、本用紙をコピーして
ください。
●貼付用紙に収まらない場合は、縮小コピーもしくはきれ
いに折り畳んでください。

氏　　名

（フリガナ） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

英語民間試験活用による
みなし得点制度該当証明資料貼付用紙
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【大切なお知らせ】
�　�新型コロナウイルス感染症の影響により、変更点が発生する可能性があります。
そうした情報を、本学オフィシャルサイトの入試情報ページで随時お知らせします
ので、ご確認ください。



令和 4（2022）年度

入 学 試 験 要 項
付：インターネット出願の流れ

〒731-0192 広島市安佐南区祇園五丁目37番１号
TEL.082-871-1313　FAX.082-871-1074
URL　https://www.hue.ac.jp/
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