あなたの意欲や
個性を重視！

AO入学制度について

SANKO
AO
（アドミッションズ・オフィス）
入学制度は、入学希望者の
個性や能力を受け止め、これまでの活動や将来への意欲を
総合的に判断して合否が決まる制度です。

入学制度における本校の

1. スポーツ・保育・健康・福祉の分野において高い関心を持っている人
2. スポーツ・保育・健康・福祉の分野を支える心・技術・知識について学ぶ意識を持っている人
アドミッション・ポリシー〈求める人物像〉 3. 自律的に考え、行動し、心身ともに健康であり、人間性豊かに成長することを目指している人

Resort
&
Sports

AO特待生入学
●特待生制度の種類と特典
学

〈AO入学の流れ〉
オープンキャンパス・進学相談会・その他イベント等に参加

▼
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〈AOエントリー期間〉
2020年6月1日
（月）
～2020年10月6日
（火）
上記期間内の来校時にAOエントリーシートをご提出いただくか、本校まで
ご郵送ください。
郵送時には、同封の「AOエントリーシート提出用封筒」
（緑色）をお使いください。

※高校生についてはAOエントリーシートを提出する前に高等学校の担任の先生に確認をしてください。

※6月1日以前より、AO面談日の事前予約を受け付けております。
ご希望の
場合は、
お気軽にお問い合わせください。

面談または課題
（将来の夢）
にて選考

※AO入学面談来校時に、書類上の不備が見つかった場合は、本人の希望
があればAO入学面談は実施しますが、
その段階では正式なAOエントリーと
しては認めません。規定の期日までに不備の無い状態の書類を持参または
ご郵送いただいた時点で正式にAOエントリーを受理いたします。

AO特別出願許可書の発行

●AO合格者にはAO特別出願許可書（2020年7月20日
（月）
〜）
を
発送します。

▼

▼

▼

▼

AO特別出願許可書は

※AOの選考にもれた場合でも他の出願方法で受験することができます。

《目指すAO入学方法を選択する》

AO特待生入学
選考により特待生として
学費の一部を免除し、学
業を奨励する制度です。
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▼
▼

AO入学
入学の意欲や個性、様々な
能力やこれまでの活動を総
合的に評価する制度です。

▼

入学願書の提出

面接受験票が送付されます
（AO特待生入学希望者のみ）

▼

面接試験

（AO特待生入学希望者のみ）

▼

合

▼
▼
▼
▼
▼

2020年11月30日
（月）まで有効。

類

ス ポ ー ツトレ ー ナ ー 科
スポーツインストラクター科
スポーツビジネス科
アスレティックトレーナー科
ス ポ ー ツ 保 育 科

SS特待生

年間50万円免除

S特待生

年間30万円免除

100万円免除

60万円免除

A特待生

●最終的に入学方法を決定していただくのは、入学願書提出時
です。入学願書の「出願方法」欄で希望する入学方法に○印
をつけてください。

AO入学制度をご利用の方は、 2020年8月1日
（土）より出願できます。

C特待生

年間10万円免除

40万円免除

※返還義務はありません。
（ 退学者は

年間5万円免除

20万円免除

10万円免除

（50万円×2年間）

（30万円×2年間）

（20万円×2年間）

（10万円×2年間）

（5万円×2年間）

150万円免除

90万円免除

60万円免除

30万円免除

15万円免除

（50万円×3年間）

（30万円×3年間）

（20万円×3年間）

（10万円×3年間）

除く）
※進級する際に、免除額の再審査が
あります。左記の金額は卒業時まで
同じ種類だった場合の例です。

（5万円×3年間）

●AO特待生の選考にもれた場合は
「AO入学」
として優先入学できます。再受験の必要はございません。

■ 出願日程 ■

入学願書受付期間（消印有効）

試験日

合否通知

2020年10月 1日
（木）
以降
7日以内に郵送で通知いたします。

Ａ日程

2020年 8月 1日
（土）
～2020年 8月 6日
（木）

2020年 8月11日
（火）

Ｂ日程

2020年 8月12日
（水）
～2020年 9月15日
（火）

2020年 9月19日
（土）

※既に高等学校を卒業されている方は、試験後、7日以内に通知いたします。

Ｃ日程

2020年 9月23日
（水）
～2020年10月 6日
（火）

2020年10月10日
（土）

試験後7日以内に郵送にて通知いたします。

■ 出願資格 ■

●AOエントリーをし、
「AO特別出願許可書」
を通知されている者
●本校を第一志望とする者
または高等学校を既に卒業した者もしくは
●2021年3月高等学校卒業見込者、
これと同等の学力を有する者

■ 出願書類 ■

●入学願書【本校指定の用紙 P32 】 ※必ず写真を貼付してください
●AO特別出願許可書
●在籍高等学校調査書
（2021年3月高等学校卒業見込者のみ）

※試 験日までに調査書の準備ができない場合は、入学試験後の提出で問題ありません。
在籍高等学校の調査書発行スケジュールに合わせて、
準備が整い次第提出してください。

※通信制高等学校の2020年9月
（秋季）卒業の者も含まれる

で出願される方のみ）
●高卒認定取得の証明書のコピー（高卒認定（旧大検）

●アドミッションポリシーに共感し、努力し続けることができる者

〈三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度利用希望者〉

■ 選考方法 ■

●三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度利用申込欄【入学願書裏面 P33 】
●日本学生支援機構奨学金の
「採用候補者決定通知」
のコピー

●面接試験

（三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度の利用希望者で予約採用が決まった方のみ）

※出願書類の提出が郵送、持参どちらの場合も選考料は必ず事前にお振込ください。選考料
振込は、指定振込用紙またはATMを利用して志願者名で行い、
「振込証明書」
（ATMの場合
は「振込利用明細」の原本）を入学願書の裏面（P33）に貼付してください。
※ネットバンク振込をご利用される際は、事前に学校へお問い合わせください。
※願書受付後は選考料を返金できません。
※「振込利用明細」のコピーをとり保管してください。

AO特待生受験者特典〈 再チャレンジ制度〉
●各出願方法で必要な出願書類＋AO特別出願許可書を提出
してください。

B特待生

年間20万円免除

希望者のみ 〈三幸学園給付奨学金＆学費納入制度利用希望者〉
追加書類 ●三幸学園給付奨学金＆学費納入制度利用申込欄【入学願書裏面 P33 】

■選考料／20,000円／出願前に必ずご入金ください。

AO特待生入学試験で特待生として選考にもれた場合、
特待生入学試験を再受験することができる制度です。

●日本学生支援機構給付奨学金の
「採用候補者決定通知」
のコピー

（三幸学園給付奨学金＆学費納入制度の利用希望者で予約採用が決まった方のみ）

〈学生寮希望者〉

●
「ひとり暮らし応援BOOK」
入寮申込書

■出願書類の提出方法／簡易書留でご郵送いただくか、オープンキャンパス開催日
もしくは平日に直接本校へお持ちください。

AO特待生
入学試験

再受験する場合

特待生として

合

格

特待生として

再受験しない場合

不合格

※選考料の追加徴収及び願書の再提出はありません。

高校生はP10へ

〈再チャレンジ制度〉高校既卒・社会人はP12へ
AO入学で優先入学

AO入学制度（P6）
で受験されない方は、P7〜の出願方法にて出願が可能です。

AO入学
●面接試験にて特待生としての合否を決定します。
●AO特待生の選考にもれた場合は
「AO入学」
として優先入学
できます。再受験の必要はございません。 また、AO特待生
受験者特典〈再チャレンジ制度〉もあります。
（P6参照）
●合格通知と学費振込のご案内が届きます。

（願書受付後または面接試験後、
10月1日
（木）
より郵送いたします。）
※既に高等学校を卒業されている方は、願書受付後または面接試験
後、7日以内に通知いたします。

格

●案内に沿って学費振込
（入学手続き）
を行ってください。

入学手続き

3年制学科

選考により特待生に合格すると、授業料の一部が免除されます。

（合格通知から3週間以内）
※期間内に手続きが終了していない場合は、入学意思がないものと判断し、
合格を取り消す場合があります。
※銀行振込で入学金・学費を納入した場合、銀行発行の振込金受取書が
領収書となります。
※ご不明点や学費振込期日に関するご相談等は本校までお問い合わせください。

●合格後、各科ごとに合格者向けのAO課題をご提出いただきます。
※入学金・学費振込の確認をもって、正式に本校の学生として入学を許可します。
※ご都合により、2021年3月31日（水）までに入学を辞退される場合は、入学手続き時に納入いただいた入学金・学費のうち、授業料および施設設備費をご返
金いたします。なお、出願時の選考料および入学金は返金できません。
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■ 出願日程 ■

入学願書受付期間（消印有効）

合否通知

2020年 8月 1日
（土）
～2020年11月30日
（月）

2020年10月 1日
（木）
以降7日以内に郵送で通知いたします。
※既に高等学校を卒業されている方は、願書受付後、7日以内に通知いたします。

※募集状況次第では、追加募集のご案内をさせていただく場合があります。

■ 出願資格 ■

●AOエントリーをし、
「AO特別出願許可書」
を通知されている者
●本校を第一志望とする者
または高等学校を既に卒業した者もしくは
●2021年3月高等学校卒業見込者、
これと同等の学力を有する者

■ 出願書類 ■

●入学願書【本校指定の用紙 P32 】 ※必ず写真を貼付してください
●AO特別出願許可書
●在籍高等学校調査書
（2021年3月高等学校卒業見込者のみ）

※試 験日までに調査書の準備ができない場合は、入学試験後の提出で問題ありません。
在籍高等学校の調査書発行スケジュールに合わせて、
準備が整い次第提出してください。

※通信制高等学校の2020年9月
（秋季）卒業の者も含まれる

●レポート課題

●アドミッションポリシーに共感し、努力し続けることができる者

※
「AO特別出願許可書」
発送時に、
レポート課題・用紙を同封させていただきます。

で出願される方のみ）
●高卒認定取得の証明書のコピー（高卒認定（旧大検）

■ 選考方法 ■

〈三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度利用希望者〉

●三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度利用申込欄【入学願書裏面 P33 】
●日本学生支援機構奨学金の
「採用候補者決定通知」
のコピー

●レポート課題

※
「AO特別出願許可書」
発送時に、
レポート課題・用紙を同封させていただきます。

（三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度の利用希望者で予約採用が決まった方のみ）

■選考料／20,000円／出願前に必ずご入金ください。

※出願書類の提出が郵送、持参どちらの場合も選考料は必ず事前にお振込ください。選考料
振込は、指定振込用紙またはATMを利用して志願者名で行い、
「振込証明書」
（ATMの場合
は「振込利用明細」の原本）を入学願書の裏面（P33）に貼付してください。
※ネットバンク振込をご利用される際は、事前に学校へお問い合わせください。
※願書受付後は選考料を返金できません。
※「振込利用明細」のコピーをとり保管してください。

希望者のみ 〈三幸学園給付奨学金＆学費納入制度利用希望者〉
追加書類 ●三幸学園給付奨学金＆学費納入制度利用申込欄【入学願書裏面 P33 】
●日本学生支援機構給付奨学金の
「採用候補者決定通知」
のコピー

（三幸学園給付奨学金＆学費納入制度の利用希望者で予約採用が決まった方のみ）

〈学生寮希望者〉

●
「ひとり暮らし応援BOOK」
入寮申込書

■出願書類の提出方法／簡易書留でご郵送いただくか、オープンキャンパス開催日
もしくは平日に直接本校へお持ちください。
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出願方法案内

AOエントリー

▼

科

2年制学科

●AOエントリーシート
（P30、P31)を提出

▼

種

