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桜美林学園のミッション
（使命）
桜美林学園の使命は、キリスト教主義に基づく人間教育を通して、神、人間及び社会のために貢献する人間を育成することです。それは、どのよ
うな環境の中にあっても、常に未来に希望を持ち、他者の痛みを理解できる人間でなければなりません。また、現代社会の多様な価値観に対応
でき且つ創造力と判断力に富んだ人間を育てることです。

桜美林大学の教育目標
桜美林大学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、豊かな人間性を涵養するため幅広い知識を授けるとともに、専門学芸の研究
と教育を行い、キリスト教精神に基づいた教養豊かな識見の高い国際的人材を育成することを目的としています。

桜美林大学のアドミッションポリシー

（学生の受入れ方針）

（1）輩出する学生像
桜美林学園のミッションは、キリスト教の精神を礎とし、教育や研究において誠実に真理を求め、隣人を思いやる心を持って、仕えることのできる
人材を大学での学びと経験を通じて世に送り出すことです。
1921年5月に中国・北京から始まった学園の歴史的な観点を鑑みてもグローバル社会での活躍に必要不可欠な外国語運用能力、多様な文化的背
景を持つ人々とともに生きる力を全ての学生に身につけさせます。
さらに予測不可能な様々な社会問題を解決に導くことのできる教養を高め、これからの社会を担う人材を輩出することにあります。
（2）求める入学者
本学は、このミッションに共感し、本学の教育システムの特長である学群制の中で、自らが学修を希望する専門領域にとどまることなく幅広い視
野で隣接した学問分野に興味関心が持てる学生等であることを期待します。
また、主体的に学び、経験を積む姿勢、国や地域を越えて異なる価値観を持つ人たちとコミュニケーションができる力を持つ学生等を国や地域を
問わず幅広く求めます。
（3）入学までに身につけて欲しい能力と選抜方法
入学を希望する学生等には、以下の3点を身につけて入学してくることを求めます。
なお、選抜方法は、学群の特性も踏まえ、多様な入学者選抜制度を駆使して多角的に評価します。
①高等学校の学習指導要領に基づく学習範囲の知識・技能を修得していること。
（海外からの応募者はそれぞれの国や地域の高等学校までの課程を修了していること）
②高等学校までの学習や諸活動を通じて、様々な課題や困難に向き合い、その解決のために試行錯誤を繰り返す中で身につけた
「思考力、判断
力、表現力」があること。
③高等学校までの学習、部活動や外部のコミュニティ活動での共生、協働を通して、主体性や積極性を持って、チーム等で目標や課題に取り組ん
できた経験を有すること。
（4）入学者選抜の基本方針
「キリスト教精神を礎として、教育を通してグローバルな社会に貢献する人を育成する」ことが桜美林学園の建学の理念です。
また、学園の行動指針である「学而事人( がくじじじん)」
（学んだことを人や社会のために役立てる）の精神を受け継ぎ、学園から巣立った後、困
難な課題にも立ち向かい社会で活躍することが期待されています。
これからの社会に、
「グローバルな人材」
「『学而事人』の精神を受け継ぐ人材」を輩出しようとする本学は、教育システムの特長である学群制の中で、
自らが学修を希望する専門領域にとどまることなく幅広い視野で隣接した学問分野に興味関心を持てる学生等であることを期待しています。
そして、主体的に学び、経験を積み、国や地域を越えて異なる価値観を持つ人たちとコミュニケーションができる力を持つ学生等を国や地域を問
わず幅広く求めます。

【評価について】
（全選抜共通）
アビエーションマネジメント学類フライト・オペレーション
（パイロット養成）コースにおいては航空身体検査や飛行適性検査を行い、それぞれの適
性を評価します。
①ＡＯ入学者選抜
ＡＯ入学者選抜では、高等学校までに修得すべき基礎的な知識および技能だけを評価するのではなく、以下のような観点から多面的な人物評価
を行います。
「建学の理念」と希望する学群の「卒業認定・学位授与の方針」
、
「教育課程編成・実施の方針」
、
「入学者受入れの方針」の三つの方針を十分に理
解しておく必要があります。
一次審査
（書類審査）では、
「基礎学力
（知識・技能）」、
「思考力・判断力・表現力」、
「主体性・多様性・協働性」を多面的に評価します。
特に、高等学校時代の学びや活動を通して、主体的に取り組む姿勢、困難を乗り越える力、多様な価値観を受け入れようとする態度、他者ととも
に課題に向き合う行動力等を評価します。
二次審査
（面接）では、出願書類に書かれた内容や意欲・人間性、高等学校までに身につけた
「基礎学力
（知識・技能）
」に加え、
「思考力・判断力・
表現力」についても評価します。
②一般入学者選抜／大学入試センター試験利用入学者選抜
【一般入学者選抜】
それぞれの学群での教育を受けるために必要な「基礎学力
（知識・技能）」だけでなく、高等学校時代の学びや活動を通して身につけた
「思考力・判
断力・表現力」を本学が独自に作成する筆記試験により評価します。
なお、各教科・科目の出題範囲は、学群の特長により科目の組み合わせ
（方式）が異なります。出題範囲については、以下の通りとなります。
教科・科目
英

語

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ／英語表現Ⅰ・Ⅱ

国

語

国語総合（古典除く）／現代文 B

世 界 史

世界史 B

日 本 史

日本史 B

政治・経済

政治・経済

理

科

物理基礎／物理／化学基礎／化学／生物基礎／生物

数

学

数学Ⅰ・Ⅱ・A・B

基礎学力検査型

基礎学力（知識・技能）や思考力・判断力等を問う「合教科・科目型」「総合型」の問題です。
上記にある全ての教科・科目が出題範囲となります。

【大学入試センター試験利用入学者選抜】
それぞれの学群での教育を受けるために必要な「基礎学力
（知識・技能）」を大学入試センター試験の結果を通じて評価します。
なお、指定各教科・科目等については、学群により異なります。
③編入学者選抜
建学の理念に基づき多様な人々とともに学べる教育環境の構築を目指し、編入学者を積極的に受け入れています。
それぞれの学群での教育を受けるために必要な「基礎学力
（知識・技能）」だけではなく、諸外国・社会・他大学での学修や諸活動を通して身につ
けた
「思考力・判断力・表現力」を評価します。

ビジネスマネジメント学群の養成する人材等
▼ ビジネスマネジメント学群
●ビジネスマネジメント学類
 国際社会で必要なビジネス感覚を養い、広範な知識から発想し、意思決定の行える、新しい経営マインドを備えた人材の養成等を目的として、
幅広い職業人養成に係る教育等を行います。
●アビエーションマネジメント学類
確かな知識・技倆を身につけ、新しい経営マインドを備えた航空業界で活躍する人材の養成等を目的として、専門的な職業人養成に係る教
育等を行います。
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アドミッションポリシー
（学生の受入れ方針）

本学群は、
「国際性」に優れ、
「奉仕の精神」と
「おもてなしの心」
、
「コミュニケーション能力」と
「情報リテラシー」を兼ね備えた人材を育成します。
さらに、所属する企業や各種機関、コミュニティにおいて、予測不可能な様々な課題に向き合い、
「マネジメント能力」を駆使して、積極的に課
題解決に取り組むことのできる力を身につけさせます。
特に、学修過程においては、理論と実践のバランスのとれた「マネジメント能力」を養うためにインターンシップ等の実習体験を積極的に展開し
ていきます。

募集内容・出願資格

▼ ビジネスマネジメント学群

【求める学生像】
本学群では、この教育の考えに共感し、学群での学修や経験を通して、成長を望む人たちを国や地域を問わず求めます。
また、ここでの学びをはじめようとする人たちには、以下の素養を身につけておくことを求め、各選抜において、その資質をはかります。
（1）高等学校までに身につけておくべき基礎学力を有する者
（2）自ら進んで学ぶ強い意欲と自立心を有する者
（4）社会と積極的に関わりを持ち、様々な課題に対して挑戦する意欲を有する者
（5）建学の理念を理解し、他者に奉仕し、ともに向上する意欲を有する者

出願手続

（3）社会の出来事、国や地域、企業などの取り組みに強い関心を有する者

合否照会・入学手続
奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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インターネット出願の流れ

※インターネット環境がない方は、出願開始日の１ヶ月前までにインフォメーションセンター
（TEL：042-797-1583）までお問い合わせください。
※接続状況が不安定になるスマートフォン、タブレットではインターネット出願が完了できない場合がありますので、利用環境が安定しているパソコンでの
出願を推奨します。

募集内容・出願資格

事前の 準 備
●インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレットを用意してください。
●プリンターを用意してください。
●登録完了後、
確認メールを送信します。携帯メールを登録する場合は、送信元（e-shiharai.net ）の受信を許可してください。

1.

インターネット出願ページへアクセス

桜美林

受験生サイト

http://admissions.obirin.ac.jp/

画面の指示に従って志望学群・選抜方式を選択
個人情報の入力・決済方法の選択
出願手続

! 注意

出願内容の確認
●最終画面の「申し込み完了画面」下部に「ログインID」「お支払い番号」
「整理番号」が表示されます。忘れないように控えておいてください。
コンビニ支払い

クレジット支払い

合否照会・入学手続

コンビニエンスストアで支払いをする

支払方法でクレジットカードを選択した場合は、
登録完了と同時に入金が完了となります

利用できるコンビニエンスストア

利用できるクレジットカード

※入学検定料の他に手数料が必要です。
※支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は、登録情報は無効
になります。

奨学金制度等・入学後の学生生活について

2.

※入学検定料の他に手数料が必要です。

! 注意

郵送ラベルの印刷、出願書類の郵送
●「申し込み完了画面」から「郵送ラベル（ A4）」を印刷し、任意の
角2封筒（角形 2号）に貼付して出願書類、写真（横 3cm×縦 4cm 、
台紙などに貼らず写真単体）を出願期間内に簡易書留で郵送し
てください（出願締切日消印有効）。

【出願書類の郵送先】
〒206-8790
日本郵便株式会社多摩郵便局
私書番号78号 桜美林大学入試事務室

3.

インターネット上に入力しただけでは
正式な出願となりません。
※登録完了後、入学検定料を支払い、出願書類を出
願期間内に本学に郵送することで出願となります

郵送ラベル
（A4）

33.2cm

（出願書類の郵送は、
「出願書類提出期限」の消印有
効です）。余裕をもって出願してください。

24cm

デジタル受験票の発行・確認

出願様式編

●出願書類を受理した後、受験生サイト
（本学 Webサイト）
で
「デジタル受験票」を発行しま
すので、受験番号等を確認してください。郵送による受験票の発行は行いません。
●「デジタル受験票」の発行日については各選抜の選抜方法で確認してください。

4.

※入学検定料の支払い後は出願内容の変更、
入学検定料の返還ができませんので、
出願内容の確認を必ず行ってください。

試験日に持参
試験日に必ず持参してください（A4 サイズ推奨）。
●デジタル受験票は印刷し、
2

※デジタル受験票は、各選抜方式の合否照会終了時
（合格発表日の2日後、22時）
まで表示されます。

入試概要
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募集人員・入試スケジュール
募集人員
入学定員

ビジネスマネジメント学群
アビエーションマネジメント学類
フライト・オペレーションコース

30人

AO入学者選抜

指定校制推薦
入学者選抜※

一般入学者選抜

大学入試
センター試験利用
入学者選抜

編入学者選抜

10人

5人

10人

5人

若干名

大学入試センター試験
利用入学者選抜

編入学者選抜

※指定校制推薦入学者選抜の学生募集要項は別冊子となります。

AO入学者選抜

1/6（土）～1/18（木） 最終日は正午
（12時）まで

検定料支払

9/15（金）15時まで

1/18（木）15時まで

出願書類提出期限

9/15（金）  消印有効

1/18（木）  消印有効

一次審査

一次合格発表日

2/1（木）、2/2（金）
センター試験の成績結果・
一般入学者選抜の成績結果・
書類審査
出願書類で審査
出願書類で審査

10/13（金）

2/9（金）

10/13（金）～10/17（火）
13時まで

2/9（金）～2/13（火） 13時まで

10/28（土）～10/31（火）
のうち本学が指定する2日間

2/17（土）
～2/21（水）のうち本学が指定する2日間

二次合格発表日

11/17（金）

3/7（水）

入学手続締切日

12/6（水）一括納入

3/12（月）一括納入

二次審査 ( 試験日)

奨学金制度等・入学後の学生生活について

※
「デジタル受験票」の発行日については各選抜の「出願期間等の日程」で確認してください。

合否照会・入学手続

二次審査費振込期間

書類審査

出願手続

9/8（金）～9/15（金）
最終日は正午
（12時）まで

出願登録
インターネット
出願

一般入学者選抜

募集内容・出願資格

学群・学類・コース

出願様式編
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出願資格【AO、一般、センター】
出願資格1および2を満たす者

出願資格1：
次の各号のいずれかに該当する者、または2018年3月31日までに該当する見込みのある者

募集内容・出願資格

１. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
２. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
３.	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
（12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程
（文部科学大臣指定
準備教育課程一覧※1）又は研修施設
（文部科学大臣指定研修施設一覧※2 ）の課程を修了し、18歳以上である必要がある。
）
※「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」とは、
「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意
味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
４.	外国における、
12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者
（12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程
（文
部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施設
（文部科学大臣指定研修施設一覧）の課程を修了する必要がある。
）
※合格した学力認定試験が12年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
５.	外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程
（文部科学大
臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧※3）を修了した者

出願手続

６.	我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校
（我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧※4）を修了し
た18歳以上の者（12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）を修了する必要があ
る。
）
７. 高等学校と同等と認定された在外教育施設
（文部科学大臣認定等在外教育施設
（高等部を設置するもの）一覧※5）の課程を修了した者
８. 指定された専修学校の高等課程
（文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧※6）を修了した者
９. 旧制学校等を修了した者
10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する18歳以上の者
11.	国際的な評価団体
（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設
（国際的な評価団体認定外国人学校について※7）の12年の課程を修了した18

合否照会・入学手続

歳以上の者
※CIS の旧名称であるECIS の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
12. 高等学校卒業程度認定試験
（旧大検）に合格した者
（なお、18歳に達していないときは、18歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。）
13. 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 歳に達した者
※上記13で出願を希望する場合は、出願前に入学資格審査の手続が必要ですので、本学ホームページ
（受験生サイト）で、申請期間、申請方法
等を確認し、手続を行ってください。
URL http://admissions.obirin.ac.jp/

奨学金制度等・入学後の学生生活について

（※1） 文部科学大臣指定準備教育課程一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm
（※2）文部科学大臣指定研修施設一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/002.htm
（※3）文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1380756.htm
（※4）我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
（※5）文部科学大臣認定等在外教育施設
（高等部を設置するもの）一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/004.htm

出願様式編

（※6）文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1234679.htm
（※7）国際的な評価団体認定外国人学校について
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm
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入試概要

出願資格2：
以下1. 〜3. のすべての要件を満たす者
１．裸眼で各眼視力が1.0以上であること。もしくは、自己の矯正眼鏡使用により各眼視力が1.0以上であり、各眼の屈折率が−5.5〜＋3.5ジオプト
リー以内であること
２．オルソケラトロジー（レーシック、PRK 等とは異なります）による矯正を行っていないこと
３．以下
（1）〜（4）いずれかの資格を有する者
（ただし、
（1）
（2）については2016年4月1日以降に受験したものであること）
（1）TOEFL® Test の Official Score Report または TOEFL ITP® Test Score Report 400点以上もしくはTOEFL iBT® 32 点以上であること

（4）GTEC for STUDENTS 520点以上または GTEC CBT 760点以上であること
TOEFL® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication (or product) is not endorsed or approved by ETS.
TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication (or product) is not endorsed or approved by ETS or The Chauncey Group International Ltd.

募集内容・出願資格

（2）TOEIC® Listening & Reading Test の Official Score Certificateまたは TOEIC® Listening & Reading Test IP Score Report が 450点以上であること
（3）公益財団法人日本英語検定協会
「実用英語技能検定
（英検）2 級」以上に合格していること

出願手続
合否照会・入学手続
奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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■■■
■■■

募集内容・出願資格

01

AO 入学者選抜 〈専願・併願〉

¥ 検定料

35,000 円

¥ 二次審査費

35,000 円

募集内容・出願資格

1 AO 入学者選抜の出願条件
p.4（04 出願資格）を満たす者で、かつ以下のすべてに該当する者。
１．入学後の学修目標を明確に持っている者。
２．幅広い教育の中で、深い専門性を身につけることに対して積極的に学ぶ意欲と能力を有している者。
３．
「自分探し」
「自分づくり」を熱望している者。

ＡＯ

４．学
 業・技術・技能・文化・芸術・スポーツ等の分野での努力と経験を積極的に活かし、これからの社会で通用する実力を付加価値として自ら身
につけることが期待できる者。なお、高等学校等卒業までに「数学Ⅱ」
、
「物理基礎」や「物理」の単位を修得していることが望ましい。

2 専願・併願について
出願手続

AO入学者選抜は、
「専願」と
「併願」があります。いずれかを選択のうえ出願してください。
①専願…本学のみを志願し、合格後、必ず入学することが前提となります。
②併願…他大学へ志願することも差し支えありません。ただし、本選抜に合格した後、所定の手続期間内に手続きがない場合、入学の意志がない
ものとみなします。

3 選抜方法
一次審査

○書類審査 ＝ 出願書類に基づき審査

合否照会・入学手続

○航空身体検査＝本学が指定する医療機関にて受検
二次審査

○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面

接＝日本語および英語にてそれぞれ実施

○グループ討論

審査過程における合否判定の方針
奨学金制度等・入学後の学生生活について

書類審査および面接を通して、入学志願者の能力・適性や学修に対する意欲、目的意識等を総合的に審査します。なお、出身高等学校等の調査
書については、全体のみならず評定平均値および主要5教科の評定平均値を含め総合的に審査します。

出願様式編
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4 出願期間等の日程

インターネット出願

9/8（金）～9/15（金） 正午
（12時）まで

検定料支払

9/15（金）15時まで

出願書類提出期限

9/15（金）  消印有効
9/29（金） 15時から順次発行
※受験番号は受験生サイト
（本学 Webサイト）で「デジタル受験票」を発行し、確認してください。

一次審査

書類審査

一次合格発表日

10/13（金）

ＡＯ

デジタル受験票発行開始日(一次審査 )

募集内容・出願資格

出願登録

【重要】一次審査の結果が「合格」の場合は、下記の振込期間内に二次審査費を振り込んでください。

二次審査費振込期間

10/20（金） 15時から順次発行

※詳細については、受験生サイト（本学 Web サイト）で「デジタル受験票」を発行・印刷し、確認してください。
デジタル受験票は、各選抜方式の合否照会終了時（合格発表日の２日後、22時）まで表示されます。

出願手続

デジタル受験票発行開始日( 二次審査 )

10/13（金）〜10/17（火）13時まで
上記期間内に二次審査費35,000円を振り込んでください
（振込先は p.17参照）。

10/28（土）
〜10/31（火）のうち本学が指定する2日間※
試験内容
二次審査

○航空身体検査

試験会場
本学が指定する医療機関

二次審査合格発表日

11/17（金） ※合格者にのみ「合格通知」を郵送します。

入学手続締切日 （入学金 + 春学期納入金）

12/6（水） 一括納入

桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
（裏表紙参照）

合否照会・入学手続

○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論

※二次審査は連続した2日間でない場合もあります。

奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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5 AO 入学者選抜 出願書類について
出願期間内に以下の書類をそろえて郵送してください。書類に不備がある場合は受け付けません。なお、原則として、提出された書類は返却しま
せん。各種証明書については、その発行機関
（学校等）に対して照会する場合があります。

募集内容・出願資格

出願書類

【記入上の注意】
注意事項をよく読み、書類を準備・作成してください。
出願書類はすべて黒のボールペンで記入してください。

○…全員提出する書類
△…該当者のみ提出する書類

1

写真
（貼付する用紙はありません）

○

＊高等学校等の在学中に留学した場合は、留学先の「成績証明書」を添付してください
（コピー可）。
＊高等学校卒業程度認定試験合格者
（旧大学入学資格検定含む）は文部科学省生涯学習政策局発行の
「合格成績証明書」
（合格証明書ではありません）を提出してください。
＊外国の高等学校を卒業
（見込み）の者は、
「卒業
（見込み）証明書
（Diploma）」、
「成績証明書」を提出し
てください。…
（日本語、英語表記以外のものには日本語訳を添付すること：任意様式）
＊大学、短期大学、専門学校等の卒業者も、高等学校等の調査書等を必ず提出してください。

ＡＯ

○

＊3に貼る写真とは別に提出してください。写真を貼付する用紙はありませんので、その他の出願書類と
一緒に写真をそのまま封筒に入れ、提出してください。
＊写真の裏面に、志願者氏名、電話番号、整理番号（インターネット出願時に発行）を必ず記入してくださ
い。
＊写真は縦4cm×横3cmとし、①脱帽上半身正面無背景 ②3ヶ月以内撮影の写真を提出してください。
＊写真は入学後の学生証写真として利用しますので制服での写真はおすすめしません。

厳封
2

高等学校等の調査書等…
（3ヶ月以内発行の最新のもの）

出願手続

3

入学志願者調書［様式01］

○

＊写真を貼ってください。
別途、上記1の写真を提出する必要があります。

4

自己申告書［様式02］

○

＊自らの力で考え、自筆で記入してください。

○

＊３親等以内の親族を除き、
あなたの身近にいて、あなたの日常の行動内容をよく理解している方、例えば
高校の担任の先生、部活を行っている場合はクラブの監督、顧問の先生、あるいはボランティア活動な
ど課外活動を行っている場合はその活動の責任者等に記入・作成を依頼してください。

○

＜添付書類の提出について＞
＊活動報告に関する添付資料の提出は任意です。資料がある場合は活動報告書に資料番号を記し、提出資
料にもその番号を記入してください。提出された資料は返却できませんので、重要な資料はコピーを提出
してください。また、CD、DVD 等を提出する場合は、総時間を15 分以内にまとめてください。

○

＊航空身体検査指定機関等（p.23・24参照）または全項目の検査が可能な医療機関（指定機関等）で検査
し、証明を受けてください。
注：レントゲンフィルムの借用可能な医療機関で受検してください。一次審査合格者は、二次審査の航
空身体検査実施時にレントゲンフィルム
（極力、DVD）を持参してください。
＊既往症のある人または健康調査票の各項目において、標準値から大きく外れる疑いがある人は、事前
に航空身体検査指定機関にお問い合わせください。また、12.「安静時心電図」と14.「血液検査」の検査
伝票のコピーを2 部ずつ提出すること。
＊各選抜の出願締切日より3ヶ月以内の診断日が有効となります。
＊項目の一部でも未記入・検査漏れがあった場合は、無効となります。出願前に記入漏れがないことを確
認してください。

5

6

合否照会・入学手続

7

厳封
志願者評価書［様式03］

活動報告書［様式04］

健康調査票［様式05］

奨学金制度等・入学後の学生生活について

8

健康状態申告書［様式06］

○

＊受験者自身の健康状態について、すべての項目を記入してください。
＊項目の一部でも未記入・検査漏れがあった場合は、無効となります。出願前に記入漏れがないこと
を確認してください。
＊屈折矯正手術既往歴（レーシック、ＰＲＫ等）のある方は、「健康状態申告書」で申告してください。
該当者は、
術後6ヶ月以降に眼科専門医が作成した
「診断書」
の提出が必要になります。
診断書の作成は、
以下の①～⑥について数値やグラフを用いた具体的な所見および評価の記載を眼科専門医に依頼し
てください。
診断書の提出は、二次審査の航空身体検査実施時にレントゲンフィルムと共に提出してください。
①手術記録を含む臨床経過 ②視機能の安定 ③視力の日内変動（同日の朝・昼・晩3回以上の測定
結果） ④コントラスト感度（明所・暗所） ⑤グレアテスト ⑥角膜形状解析

9

英語力評価、検定等の
資格証明書
（コピー可）

○

＊本選抜方式で定められている出願条件の英語力評価、検定等の資格証明書
（コピー）を必ず提出してく
ださい。
＊その他、諸資格を取得している場合、提出してください。書類審査の参考資料として取り扱います。

外国籍の者（日本の在留資格「永住者」
「定住者」を除く）

出願様式編

10

住民票の写し

△

11

経費支弁を立証する
証明書［様式07］

△

＊外国籍で日本の在留資格が「永住者」
「定住者」以外の者は提出してください。
＊市・区役所等が発行する「住民票の写し」を提出してください。
〈注意〉コピー不可、必ず原本を提出してください。
外国籍の方は p.18（06 入学後の渡航に関する注意事項）を併せて確認してください。
＊外国籍で日本の在留資格が「永住者」
「定住者」以外の者は提出してください。
＊該当する経費支弁方法を選択し、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに提出してください。
＊経費支弁者記載欄が日本語・英語表記以外の場合は日本語訳を提出してください。
8
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6 一次審査の検定料について
検定料：35,000円
一次審査の検定料は以下の2つの支払い方法があります。インターネットで出願をする際に選択してください。
1．指定のコンビニエンスストアでの支払い

募集内容・出願資格

2．クレジットカードを利用しての支払い
※一度納入された検定料は返金できません。

7 合格発表について
p.19（01 合否照会）で確認してください。

ＡＯ
出願手続
合否照会・入学手続
奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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■■■
■■■

募集内容・出願資格

02

一般入学者選抜

¥ 検定料

35,000 円

¥ 二次審査費

35,000 円

募集内容・出願資格

1 出願条件
p.4、5（04 出願資格）を満たす者。
なお、高等学校等卒業までに「数学Ⅱ」、
「物理基礎」や「物理」の単位を修得していることが望ましい。

2 選抜方法
一般入学者選抜の筆記試験結果および書類審査による総合判定

一般

● 筆記試験
［2/1、2/2］3科目型
必須）
「英語」100点
必須）
「国語」100点
必須）
「数学」100点※
一次審査

10 : 00〜11 : 00（60分）
11 : 40〜12 : 40（60分）
13 : 40〜14 : 40（60分）

※数学は2/1記述式、2/2マーク式の解答となります。

・偏差値に換算して判定します。
・学群統一方式での受験はできません。

出願手続

〈出題範囲〉
「英語」：コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ
「国語」：国語総合（古典除く）、現代文 B
「数学」：数学Ⅰ・Ⅱ・A・B
● 書類審査
出願書類に基づき審査

二次審査

○航空身体検査＝本学が指定する医療機関にて受検
○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論

合否照会・入学手続

3 出願期間等の日程
インターネット出願

出願登録

1/6（土）～1/18（木） 正午
（12時）まで

検定料支払

1/18（木）15時まで

出願書類提出期限

1/18（木）  消印有効
1/25（木） 15時から順次発行
※受験番号は受験生サイト
（本学 Webサイト）で「デジタル受験票」を発行し、確認してください。

デジタル受験票発行開始日(一次審査 )

試験内容

奨学金制度等・入学後の学生生活について

一次審査

試験日

筆記試験および書類審査

2/1（木）、2/2（金）

試験会場
桜美林大学町田キャンパス

2/9（金）

一次合格発表日

【重要】一次審査の結果が「合格」の場合は、下記の振込期間内に二次審査費を振り込んでください。
二次審査費振込期間
デジタル受験票発行開始日( 二次審査 )

2/9（金）〜2/13（火）13時まで
上記期間内に二次審査費35,000円を振り込んでください
（振込先は p.17参照）。
2/14（水） 15時から順次発行

※詳細については、受験生サイト（本学 Web サイト）で「デジタル受験票」を発行・印刷し、確認してください。デ
ジタル受験票は、各選抜方式の合否照会終了時（合格発表日の２日後、22時）まで表示されます。

2/17（土）
〜2/21日
（水）のうち本学が指定する2日間※
試験内容
二次審査

○航空身体検査

試験会場
本学が指定する医療機関

出願様式編

○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論
二次審査合格発表日

3/7（水） ※合格者にのみ「合格通知」を郵送します。

入学手続締切日 （入学金 + 春学期納入金）

3/12（月） 一括納入

※二次審査は連続した2日間でない場合もあります。
10

桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
（裏表紙参照）

入試概要

4 一次審査の検定料について
検定料：35,000円
一次審査の検定料は以下の2つの支払い方法があります。インターネットで出願をする際に選択してください。
1．指定のコンビニエンスストアでの支払い
※一度納入された検定料は返金できません。

5 【重要】複数出願時の二次審査について
一般入学者選抜と大学入試センター試験利用入学者選抜の複数の選抜を受験し、一次審査に複数合格した場合、二次審査は一度のみ受験する
ことになります。
①一般入学者選抜
（2/1）→ ②一般入学者選抜
（2/2）→ ③大学入試センター試験利用入学者選抜

一般

複数の選抜で合格した場合、二次審査における受験番号の優先順位は以下①〜③となります。

募集内容・出願資格

2．クレジットカードを利用しての支払い

6 出願書類について
p.16（05 一般入学者選抜・大学入試センター試験利用入学者選抜・編入学者選抜

出願書類について）で確認してください。

出願手続

7 合格発表について
p.19（01 合否照会）で確認してください。

8 追加合格について
追加合格者とは、正規合格者の入学手続状況により追加としての合格が認められる者をいいます。
フライト・オペレーションコースでは「一般入学者選抜」および「大学入試センター試験利用入学者選抜」においてのみ実施しています。
の意志がないものとみなします。追加合格候補者への連絡は下記の追加合格連絡日をもって終了とし、以降の追加合格連絡は行いません。入学
の意志が確認できた者には、
「合格通知」を郵送します。
なお、正規合格者の入学手続状況により追加合格候補者への連絡を行わない場合があります。
追加合格連絡日

連絡の時間帯

3/16（金）

13：00〜17：00

合否照会・入学手続

追加合格が認められた者には、下記連絡日に大学から電話
（出願の際に登録した電話番号）にて連絡します。その際、連絡がとれない場合は入学

奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編

11

入試概要

■■■
■■■

募集内容・出願資格

03

大学入試センター試験利用入学者選抜

¥ 検定料

16,000 円

¥ 二次審査費

35,000 円

募集内容・出願資格

1 出願条件
p.4（04 出願資格）を満たす者。
なお、高等学校等卒業までに「数学Ⅱ」、
「物理基礎」や「物理」の単位を修得していることが望ましい。

2 選抜方法

センター

大学入試センター試験の成績結果および書類審査による総合判定

一次審査

出願手続

● センター試験成績結果
３教科３科目 計450点
必 須）英語・リスニング（250点満点）
選択1）数学①（「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」）、数学②（「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」）から1科目選択（100点満点）
選択2）国 語（近代以降の文章のみ）
、地理歴史（「世界史Ａ」  「世界史Ｂ」  「日本史Ａ」
「日本史Ｂ」  「地理Ａ」  「地理Ｂ」）、…
公民（「現代社会」
「倫理」
  
「政治
  
・経済」「倫理、政治・経済」）、理科（「物理基礎」
「化学基礎」
  
「生物基礎」
  
「地学基礎」
  
から2科目、又は「物理」
「化学」
  
「生物」
  
「地学」
  
）より1科目。
・偏差値に換算して判定します。
・選択1）、2）において複数科目を受験した場合は、高偏差値の科目を判定に使用します。
・理科については、基礎を付した科目から2科目または、基礎を付していない科目から1科目を選択してください。
● 書類審査
出願書類に基づき審査

二次審査

○航空身体検査＝本学が指定する医療機関にて受検
○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論

3 出願期間等の日程
合否照会・入学手続

インターネット出願

出願登録

1/6（土）～1/18（木） 正午
（12時）まで

検定料支払

1/18（木）15時まで

出願書類提出期限

1/18（木）  消印有効

デジタル受験票発行開始日(一次審査 )

1/25（木） 15時から順次発行
※受験番号は受験生サイト
（本学 Webサイト）で「デジタル受験票」を発行し、確認してください。

一次審査

大学入試センター試験の成績結果および書類審査

一次合格発表日

2/9（金）

奨学金制度等・入学後の学生生活について

【重要】一次審査の結果、
「合格」の場合は、下記の振込期間内に二次審査費を振り込んでください。
二次審査費振込期間
デジタル受験票発行開始日( 二次審査 )

2/9（金）〜2/13（火）13時まで
上記期間内に二次審査費35,000円を振り込んでください
（振込先は p.17参照）。
2/14（水） 15時から順次発行

※詳細については、受験生サイト（本学 Web サイト）で「デジタル受験票」を発行・印刷し、確認してください。デ
ジタル受験票は、各選抜方式の合否照会終了時（合格発表日の２日後、22時）まで表示されます。

2/17（土）
〜2/21（水）のうち本学が指定する2日間※
試験内容
二次審査

○航空身体検査

試験会場
本学が指定する医療機関

○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論

出願様式編

二次審査合格発表日

3/7（水） ※合格者にのみ「合格通知」を郵送します。

入学手続締切日 （入学金 + 春学期納入金）

3/12（月） 一括納入

※二次審査は連続した2日間でない場合もあります。
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桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
（裏表紙参照）

入試概要

4 一次審査の検定料について
検定料：16,000円
一次審査の検定料は以下の2つの支払い方法があります。インターネットで出願をする際に選択してください。
1．指定のコンビニエンスストアでの支払い
※一度納入された検定料は返金できません。

5 【重要】複数出願時の二次審査について
一般入学者選抜と大学入試センター試験利用入学者選抜の複数の選抜を受験し、一次審査に複数合格した場合、二次審査は一度のみ受験する
ことになります。
①一般入学者選抜
（2/1）→ ②一般入学者選抜
（2/2）→ ③大学入試センター試験利用入学者選抜

センター

複数の選抜で合格した場合、二次審査における受験番号の優先順位は以下①〜③となります。

募集内容・出願資格

2．クレジットカードを利用しての支払い

6 出願書類について
p.16（05 一般入学者選抜・大学入試センター試験利用入学者選抜・編入学者選抜

出願書類について）で確認してください。

出願手続

7 合格発表について
p.19（01 合否照会）で確認してください。

8 追加合格について
追加合格者とは、正規合格者の入学手続状況により追加としての合格が認められる者をいいます。
フライト・オペレーションコースでは「一般入学者選抜」および「大学入試センター試験利用入学者選抜」においてのみ実施しています。
の意志がないものとみなします。追加合格候補者への連絡は下記の追加合格連絡日をもって終了とし、以降の追加合格連絡は行いません。入学
の意志が確認できた者には、
「合格通知」を郵送します。
なお、正規合格者の入学手続状況により追加合格候補者への連絡を行わない場合があります。
追加合格連絡日

連絡の時間帯

3/16（金）

13：00〜17：00

合否照会・入学手続

追加合格が認められた者には、下記連絡日に大学から電話
（出願の際に登録した電話番号）にて連絡します。その際、連絡がとれない場合は入学

奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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入試概要

■■■
■■■

募集内容・出願資格

04

編入学者選抜

¥ 検定料

35,000 円

¥ 二次審査費

35,000 円

編入学者選抜は、2種類あります。

募集内容・出願資格

・2年次編入は2018年9月入学となります。3年間の在学が必要となります。
・3年次編入は2018年4月入学となります。ただし、JCAB 事業用操縦士技能証明およびJCAB 計器飛行証明取得のためには、編入後2年半の在学
が必要となります。

1 出願条件
出願資格1〜3をすべて満たす者

編入

出願書類

2年次編入

3年次編入

出願資格2

以下の1. 〜3.のすべての要件を満たす者
１．裸眼で各眼視力が1.0以上であること。もしくは、自己の矯正眼鏡使用により各眼視力が1.0以上であり、各眼の屈折率が
−5.5〜＋3.5ジオプトリー以内であること
２．オルソケラトロジー（レーシック、PRK 等とは異なります）による矯正を行っていないこと
３．TOEIC®Listening & Reading Test の Official Score Certificate または TOEIC®Listening & Reading Test IP Score Report が650
点以上であること（ただし、2016年4月以降に受験したものであること）

出願資格3

航空無線通信士を取得している者

出願手続

出願資格1

以下1. 〜3.のいずれかを満たす者
１．大学を卒業した者または大学に1年以上在籍した者、

また
は2018年3月に1年次修了見込みの者
２．短期大学、または高等専門学校卒業者、または2018年3
月に卒業見込みの者
３．専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣が定める基準
を満たすものを修了した者、または2018年3月に修了見込
みの者

航空無線通信士および出願期間の10ヶ月以内に航空従事者
（事業用）学科試験に合格もしくは科目合格している者

合否照会・入学手続

2 選抜方法
一次審査

○書類審査 = 出願書類に基づき審査

二次審査

○航空身体検査＝本学が指定する医療機関にて受検
○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論

以下1. 〜3.のいずれかを満たす者
１．大学を卒業した者または大学に2年以上在籍した者、また
は2018年3月に2年次修了見込みの者
２．短期大学、または高等専門学校卒業者、または2018年3
月に卒業見込みの者
３．専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣が定める基準
を満たすものを修了した者、または2018年3月に修了見込
みの者

奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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入試概要

3 出願期間等の日程
インターネット出願

出願登録

1/6（土）～1/18（木） 正午
（12時）まで

検定料支払

1/18（木）15時まで

出願書類提出期限

1/18（木）  消印有効
1/25（木） 15時から順次発行
※受験番号は受験生サイト
（本学 Webサイト）で「デジタル受験票」を発行し、確認してください。

一次審査

書類審査

一次合格発表日

2/9（金）
【重要】一次審査の結果が「合格」の場合は、下記の振込期間内に二次審査費を振り込んでください。

デジタル受験票発行開始日( 二次審査 )

2/9（金）〜2/13（火）13時まで
上記期間内に二次審査費35,000円を振り込んでください
（振込先は p.17参照）。
2/14（水） 15時から順次発行

編入

二次審査費振込期間

募集内容・出願資格

デジタル受験票発行開始日(一次審査 )

※詳細については、受験生サイト（本学 Web サイト）で「デジタル受験票」を発行・印刷し、確認してください。デ
ジタル受験票は、各選抜方式の合否照会終了時（合格発表日の２日後、22時）まで表示されます。

2/17（土）
〜2/21（水）のうち本学が指定する2日間※
試験内容

本学が指定する医療機関

○飛行適性検査＝本学指定の機器を使用
○面
接＝日本語および英語にてそれぞれ実施
○グループ討論
二次審査合格発表日

3/7（水） ※合格者にのみ「合格通知」を郵送します。

入学手続締切日

3/12（月） 一括納入

桜美林大学 多摩アカデミーヒルズ
（裏表紙参照）

出願手続

二次審査

試験会場

○航空身体検査

※二次審査は連続した2日間でない場合もあります。

4 一次審査の検定料について
一次審査の検定料は以下の2つの支払い方法があります。インターネットで出願をする際に選択してください。
1．指定のコンビニエンスストアでの支払い
2．クレジットカードを利用しての支払い
※一度納入された検定料は返金できません。

合否照会・入学手続

検定料：35,000円

5 出願書類について
6 合格発表について
p.19（01 合否照会）で確認してください。

出願書類について）で確認してください。

奨学金制度等・入学後の学生生活について

p.16（05 一般入学者選抜・大学入試センター試験利用入学者選抜・編入学者選抜

出願様式編
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入試概要

■■■
■■■

募集内容・出願資格

05

一般入学者選抜・大学入試センター試験利用入学者選抜・
編入学者選抜 出願書類について
出願期間内に以下の書類をそろえて郵送してください。書類に不備がある場合は受け付けません。なお、原則として、提出された
書類は返却しません。各種証明書については、その発行機関
（学校等）に対して照会する場合があります。

写真
（貼付する用紙はありません）

○

○

編入学者選抜

1

利用入学者選抜

△…該当者のみ提出する書類

大学入試センター試験

○…全員提出する書類

一般入学者選抜

募集内容・出願資格

出願書類

2

注意事項をよく読み、書類を準備・作成してください。
出願書類はすべて黒のボールペンで記入してください。

○

＊3に貼る写真とは別に提出してください。その他の出願書類と一緒に写真をそのまま封筒に入
れ、提出してください。
＊写真の裏面に、志願者氏名、電話番号、整理番号（インターネット出願時に発行）を必ず記入し
てください。写真は縦4cm×横3cmとし、①脱帽上半身正面無背景 ②3ヶ月以内撮影の写真
を提出してください。
＊写真は入学後の学生証写真として利用しますので制服での写真はおすすめしません。

○

○

○

＊3ヶ月以内発行の最新のものを提出してください。
＊高等学校等の在学中に留学した場合は、留学先の「成績証明書」を添付してください
（コピー可）。
＊高等学校卒業程度認定試験合格者
（旧大学入学資格検定含む）は文部科学省生涯学習政策局
発行の「合格成績証明書」
（合格証明書ではありません）を提出してください。
＊外国の高等学校を卒業
（見込み）の者は、
「卒業
（見込み）証明書
（Diploma）」、
「成績証明書」
を提出してください。
（日本語、英語表記以外のものには日本語訳を添付すること：任意様式）
＊大学、短期大学、専門学校等の卒業者も、高等学校等の調査書等を必ず提出してください。

厳封

出願手続

高等学校等の調査書等
（編入は最終出身学校の
成績証明書）

【記入上の注意】

3

入学志願者調書［様式01］

○

○

○

＊写真を貼ってください。
別途、上記1の写真を提出する必要があります。

4

自己申告書［様式02］

─

─

○

＊自らの力で考え、自筆で記入してください。

○

＊航空身体検査指定機関等
（p.23・24参照）または全項目の検査が可能な医療機関
（指定機関等）
で検査し、証明を受けてください。
注：レ
 ントゲンフィルムの借用可能な医療機関で受検してください。一次審査合格者は、二次審査
の航空身体検査実施時にレントゲンフィルム
（極力、DVD）をお持ちいただきます。
＊既 往症のある人または健康調査票の各項目において、標準値から大きく外れる疑いがある
人は、事前に航空身体検査指定機関にお問い合わせください。また、12.「安静時心電図」と
14.「血液検査」の検査伝票のコピーを2 部ずつ提出すること。
＊各選抜の出願締切日より3ヶ月以内の診断日が有効となります。
＊項目の一部でも未記入・検査漏れがあった場合は、無効となります。出願前に記入漏れがない
ことを確認してください。

5

健康調査票［様式05］

○

○

合否照会・入学手続
奨学金制度等・入学後の学生生活について

6

健康状態申告書［様式06］

○

○

○

＊受験者自身の健康状態について、すべての項目を記入してください。
＊項目の一部でも未記入・検査漏れがあった場合は、無効となります。出願前に記入漏れが
ないことを確認してください。
＊屈折矯正手術既往歴（レーシック、ＰＲＫ等）のある方は、「健康状態申告書」で申告して
ください。
該当者は、術後6ヶ月以降に眼科専門医が作成した「診断書」の提出が必要になります。
診断書
の作成は、以下の①～⑥について数値やグラフを用いた具体的な所見および評価の記載を
眼科専門医に依頼してください。
診断書の提出は、二次審査の航空身体検査実施時にレントゲンフィルムと共に提出してください。
①手術記録を含む臨床経過 ②視機能の安定 ③視力の日内変動（同日の朝・昼・晩3回以
上の測定結果） ④コントラスト感度（明所・暗所） ⑤グレアテスト ⑥角膜形状解析

7

平成30年度大学入試センター試験成績
請求票（貼付する用紙はありません）

─

○

─

＊
「平成30年度センター試験成績請求票

（私立大学・短期大学用）」を提出してください。
＊提出がない場合は大学入試センターに成績の請求ができません。

8

英語力評価、検定等の
資格証明書
（コピー可）

○

○

○

＊各選抜方式で定められている出願条件の英語力評価、検定等の資格証明書（コピー）を必ず
提出してください。
＊その他、諸資格を取得している場合、提出してください。書類審査の参考資料として取り扱います。

9

航空無線通信士（免許証コピー）

─

─

○

＊2年次編入者および3年次編入者は必須。

10

航空従事者（事業用）
学科試験結果通知書のコピー

─

─

△

＊3年次編入者のみ必須。出願期間の10ヶ月以内に取得したもの。

外国籍の者（日本の在留資格「永住者」
「定住者」を除く）

出願様式編

11

住民票の写し

△

△

＊外国籍で日本の在留資格が「永住者」
「定住者」以外の者は提出してください。
日本に住所を持たない者は提出の必要はありません。
△ ＊市・区役所等が発行する「住民票の写し」を提出してください。
〈注意〉コピー不可、必ず原本を提出してください。
外国籍の方は p.18（06 入学後の渡航に関する注意事項）を併せて確認してください。

12

経費支弁を立証する
証明書［様式07］

△

△

△

＊外国籍で日本の在留資格が「永住者」
「定住者」以外の者は提出してください。
＊該当する経費支弁方法を選択し、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに提出してください。
＊経費支弁者記載欄が日本語・英語表記以外の場合は日本語訳を提出してください。
16

出願手続

01

入試概要

■■■
■■■

出願上の注意

1.  障がい
（精神障がいおよび発達障がいも含む）のある志願者は受験できません。
既往症のある場合、または「健康調査票」の各項目において標準値から大きく外れる疑いがある場合は、事前に航空身体検査指定機関
（p.23・24参照）に問い合わせてください。
2．出 願書類に不備がある場合は受け付けることができません。また、一度提出した書類等は原則、返却いたしませんのでご了承ください。…
航空身体検査時に提出したレントゲンフィルムは、3月末頃に返却いたします。

二次審査費について［重要］

一次審査の合格者は、二次審査受験の為の二次審査費
（35,000円）を振込期間内に振り込んでください。
振り込みは銀行備え付けの用紙を使用し窓口で支払うか、機械
（ATM）により振り込んでください。

出願手続

02

募集内容・出願資格

この件について質問がある場合は、出願前にインフォメーションセンター（TEL：042-797-1583）へ連絡してください。

※二次審査費は、コンビニエンスストア、クレジットカードでのお支払いはできません。
・振

込

先：みずほ銀行 町田支店 普通2559284
（ガク）オウビリンガクエン

・振込人氏名：受験番号 カナ氏名
（例：42249999 オウビリンタロウ）
※カナ氏名の前に受験番号8桁を必ず付けてください。
※一般・センター利用で複数に一次審査合格となった場合は、優先順位が最も高い受験番号を1つのみ記入してください。
（p.11もしくは p.13

❺【重要】複数出願時の二次審査について

参照）

・振 込 期 間：
〈ＡＯ〉10/13（金）〜10/17（火）13時まで

合否照会・入学手続

・振 込 金 額：35,000円

〈一般・センター・編入〉2/9（金）〜2/13（火）13時まで
※期間中に振り込みがない場合、二次審査を辞退したものとみなします。
確認してください。

03

デジタル受験票

奨学金制度等・入学後の学生生活について

※振込締切日後、指定日より二次審査の「デジタル受験票」を発行します。デジタル受験票の発行開始日は、各選抜の「出願期間等の日程」を

1.  受験生サイト
（本学 Webサイト）で「デジタル受験票」を指定日より順次発行します。
2. 「デジタル受験票」
 
は印刷ボタンより印刷し、試験当日に必ず持参してください
（A4サイズ推奨）
。
3. 「デジタル受験票」
 
の印刷を忘れた場合は、本人確認資料を当日持参のうえ、係員へ申し出てください。

出願様式編
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入試概要

■■■
■■■

出願手続

04

試験当日の注意

1. 自宅等で「デジタル受験票」を印刷し、試験当日に必ず持参してください。
2．
集合時間までに予め指定された控室もしくは試験室に入り、各自の受験番号が表示されている座席に着いてください。出欠の確認をとり、受
験上の注意を伝達します。集合時間に遅れると受験に支障をきたしかねませんので、十分注意してください。

募集内容・出願資格

3．筆記試験においては、集合時間から50分以上経過した場合は、原則受験することができません。不測の事態により、遅刻の恐れがある場合は、
インフォメーションセンター（TEL：042-797-1583）へ電話を入れ、担当者の指示に従ってください。
4．二次審査の「航空身体検査」においては、集合時間に遅刻した場合、原則受検することができません。不測の事態により、遅刻の恐れがある
場合は、大学より郵送される
「航空身体検査のご案内」を確認のうえ、担当者の指示に従ってください。
5．二次審査の「飛行適性検査」においては、集合時間から30分以上経過した場合、原則受験することができません。不測の事態により、遅刻の
恐れがある場合は、インフォメーションセンター（TEL：042-797-1583）へ電話を入れ、担当者の指示に従ってください。
6．筆記試験において、机の上におけるものは黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、時計、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋また
は箱から中身だけ取り出したもの）、目薬です。これ以外の所持品を使用または置いている場合には、解答を一時中断させて試験終了まで預
かることがあります。なお、筆記用具の貸し出しはしません。
7．携帯電話、スマートフォン、PHS、アラーム付時計等電子機器の試験室内での使用は禁止です。

出願手続

8．試験当日、試験場付近や下車駅で合格電報や下宿・アパート等の勧誘をしている場合がありますが、本学とは一切関係がないので注意してく
ださい。

05

受験生の宿泊施設

合否照会・入学手続

本学受験の際に宿泊施設を利用される場合は、下記旅行代理店へお問い合わせください。
▼ 京王観光
（株）
〒194-0294

神奈川北支店町田営業所

東京都町田市常盤町3758

TEL：042-798-5030

桜美林学園内

FAX：042-798-5031

E-mail：kanakitam01@keio-kanko.co.jp
http://www.kingtour.com/group/facility/?id=11
● 営 業 日／月～金〔土・日曜、祝日は休業〕

奨学金制度等・入学後の学生生活について

● 営 業 時 間／ 10:00 ～ 18:00

06

入学後の渡航に関する注意事項

フライト・オペレーションコースは、アメリカでの飛行訓練を組み入れています。外国籍の方のビザ
（M1ビザ）取得の可否に関しては、事前に必ず「米
国大使館または領事館」まで自身で問い合わせてください。

出願様式編
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合否照会・入学手続

01

入試概要

■■■
■■■

合否照会
合否照会 QR コード

［URL］https://www.go-hi.jp/obirin/
① 受験番号（8桁）と誕生日
（月日4桁 ：4月1日の場合＝“0401”）
を事前に用意してください。
② 上記サイトにアクセスし、合否発表のリンクやバナーをクリックしてください。
③ 表示されるガイダンスに従って、操作を進めてください。
④ 合否照会は、
合格発表日の10 時〜2日後の22 時です。

募集内容・出願資格

インターネット
（携帯電話・パソコン）を利用した合否照会方法

⑤ 合格発表の開始直後は画面の表示が遅くなる場合があります。
⑥ 操作や合否内容のお問い合わせには一切お答えできません。
1.  合否については、上記の合否照会方法で確認してください。電話や電子メールでのお問い合わせには、一切お答えできません。

02

出願手続

2.  合格発表後、合格者にのみ「合格通知」を郵送します。合格は「合格通知」をもって正式なものとします。

入学手続等（学納金の納入について）

振込にて納入してください。ゆうちょ銀行、機械
（ATM、インターネットバンキング等）による振り込みは、受験番号の入力漏れ等により本人確
認ができないことがあるため、ご遠慮いただいています。やむを得ずご利用になる場合は、
「受験番号」と
「受験生氏名」を振込依頼人欄に必ず
ご入力ください。また、本学窓口でも取り扱いできません。
2. 期限内に前項の納入金が無い場合は、入学の意志がないものとみなします。
3.  入金確認後、
「入学許可証」等を郵送いたします。合格発表後、住所に変更がある場合は、速やかにインフォメーションセンター（TEL：042-797-

合否照会・入学手続

1. 「合格通知」
 
とともに学納金の振込用紙を送付します。納入期限までに入学金と春学期分（2年次編入の場合、秋学期分）の授業料等を、銀行

1583）に連絡してください。
4.  入学までに卒業証明書を提出してください。ただし既卒者で卒業が成績証明書により確認できる場合の提出は不要です。

やむを得ない理由により入学を辞退する場合は、インフォメーションセンター（T E L：042-797-1583

受付：平日／9：00〜17：00）へ連絡し、所

定の「入学辞退届」を取り寄せてください。必要事項を記入のうえ、2018年3 月末日までに入試事務室へ提出してください。受理された者に入
学金および返金にかかる手数料を差し引いた納入金を返金します。
いかなる理由でも入学金の返金はできません。

奨学金制度等・入学後の学生生活について

▼ 入学辞退について

出願様式編
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入試概要

■■■
■■■

合否照会・入学手続

03

学納金
2018 年度入学者 学納金一覧

▼ ビジネスマネジメント学群

アビエーションマネジメント学類フライト・オペレーションコース

●1年次入学
１年次

２年次

３年次

入学金

100,000 円

─

─

─

春学期授業料

457,000 円

457,000 円

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

125,000 円

125,000 円

教育充実費

25,000 円

25,000 円

25,000 円

25,000 円

委託徴収金（同窓会費）

─

─

─

10,000 円

項

募集内容・出願資格

春学期

目

1,307,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

1,217,000 円

秋学期授業料

457,000 円

457,000 円

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

125,000 円

125,000 円

春学期納入金合計

秋学期

４年次

教育充実費
秋学期納入金合計

出願手続

年次別総計

25,000 円

25,000 円

25,000 円

25,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

2,514,000 円

2,414,000 円

2,414,000 円

2,424,000 円

●2年次編入学〈9月入学〉
項

秋学期

目

３年次

４年次

合否照会・入学手続

入学金

100,000 円

─

─

春学期授業料

457,000 円

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

125,000 円

教育充実費

25,000 円

25,000 円

25,000 円

委託徴収金（同窓会費）

─

─

10,000 円

1,307,000 円

1,207,000 円

1,217,000 円

秋学期授業料

457,000 円

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

125,000 円

教育充実費

25,000 円

25,000 円

25,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

2,514,000 円

2,414,000 円

2,424,000 円

春学期納入金合計

春学期

2 年次

秋学期納入金合計
年次別総計

●3年次編入学〈4月入学〉
奨学金制度等・入学後の学生生活について

※桜美林大学は4年次終了時点で卒業することができますが、JCAB 事業用操縦士技能証明及びJCAB 計器飛行証明取得のための飛行訓練状況によっては、さらに1学期在
学する必要があります。加えて、帰国後には就職活動フォローや就職のための授業もあり、希望すれば在学して受けることが可能です。ただし、その場合は学納金（1,207,000
円）が発生します。

項

春学期

目

４年次

入学金

100,000 円

─

春学期授業料

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

教育充実費

25,000 円

25,000 円

委託徴収金（同窓会費）

─

10,000 円

出願様式編

1,307,000 円

1,217,000 円

秋学期授業料

457,000 円

457,000 円

実験実習費

600,000 円

600,000 円

施設設備費

125,000 円

125,000 円

教育充実費

25,000 円

25,000 円

1,207,000 円

1,207,000 円

2,514,000 円

2,424,000 円

春学期納入金合計

秋学期

3 年次

秋学期納入金合計
年次別総計

※上記のほか、
日本での寮費
（年間840,000円）および現地費用として飛行訓練費、教科書代、寮費で約12,000,000円、
その他、生活費、渡航費、渡航後の航空身体検査受験料、
操縦士免許取得試験手数料等が必要となります。
※訓練地および飛行訓練費等は、事情により変更する場合があります。
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入試概要

■■■
■■■

奨学金制度等

● 操 縦士養成奨学金／給付

●民間育英団体奨学金

※以 降に記載されている奨学生の推薦・選考は、学力および家計
状況等に基づき行います。

● 学業優秀者奨学金／給付

● 桜美林大学提携教育ローン
①三井住友銀行提携教育ローン
三井住友銀行提携の一般の教育ローンより有利な条件を設定
した融資制度です。
②オリエントコーポレーション「学費サポートプラン」
株 式会社オリエントコーポレーション提携の入学金・学納金・
寮費等を立替払いとする融資制度です。
③ジャックスの教育ローン
株式会社ジャックス提携の入学金・学納金等を立替払いとする
融資制度です。

● 文部科学省外国人留学生学習奨励費
 学ビザの学生を対象に文部科学省が実施する奨学金制度です。
留
月額 48,000 円で、受給期間は１年間です。

● 独立行政法人日本学生支援機構奨学金／貸与
 物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生を
人
対象とした、学生本人名義の貸与型奨学金です。

出願手続

 士課程 2 ～ 4 年次生が対象で、在学中の学業成績が特に優秀
学
な学生に対して、各学年 18 人、1 人につき 10 万円を給付します。
ただし、年額 10 万円を超える学内奨学金（操縦士養成奨学金を
除く）との併給はできません。

 間育英団体が実施している奨学金制度です。募集は大学を通
民
じて行うものと民間団体が直接行うものがあります。

募集内容・出願資格

①給付額：1,500,000 円（500,000 円× 3 セメスターの渡航期間）
対 象：操縦実技科目履修者全員
②給付額：500,000 円（１年次秋学期開始時の 1 回）
対 象：フライト・オペレーションコース在学者で操縦士資格
取得を目指す者全員。ただし編入学者を除く。

▼ 奨学金制度等についての問い合わせ先
● 学生生活支援課（TEL：042-797-3128

合否照会・入学手続

02

受付 平日／９：00 ～ 17：00）

学生寮

フライト・オペレーションコースの学生は、原則として全員入寮することになります。
詳しくは大学ホームページで確認してください。
奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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奨学金制度等・入学後の学生生活について

03

入学後の学生生活について

本学では、健康増進法や喫煙防止教育の推進等、各省庁や社会からの要望を受け、大学の学生並びに教職員の健康を増進するため、学内を全
面禁煙としています。
入学後の学生生活については、以下「学則」および「学生生活ガイド」の内容を必ず確認してください。なお、学則や学生生活上のルールは変更す

募集内容・出願資格

ることがありますので、入学後改めて確認してください。
▼ 学則
http://obiriner.obirin.ac.jp/campus_life_guide/rules/index.html
▼ 学生生活ガイド
http://obiriner.obirin.ac.jp/campus_life_guide/student_life/index.html

出願手続

04

個人情報の取り扱いについて

出願書類に記入された個人情報は「個人情報保護の観点」をもって入学者選抜での審査ならびに今後の入学者選抜における基礎資料として使用
します。
個人情報を本人の承諾なしに第三者
（委託業務先を除く）に提供することはありません。
合格のうえ、入学手続を完了された方には、入学関係書類を学内関係部局から送付いたしますので、必要に応じて住所等の情報を提供いたします。
入学後の教育支援等においても
「個人情報保護の観点」にたち、これらの情報を厳重かつ慎重に取り扱います。

合否照会・入学手続
奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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航空身体検査 指定機関一覧

入試概要

■■■
■■■

（2017 年 4 月 1 日現在）

※出願前に健康調査票の全項目の検査が可能かを電話で確認してから受検してください。機関によっては一部の項目しか受検できない場合があ
ります。
（一般財団法人航空医学研究センターより）
称

所

在

地

電話番号

医療法人社団 芳春会 大通公園循環器クリニック

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西5丁目 昭和ビル5階

011-251-3555

医療法人社団 たけうち小児科

〒006-0814 北海道札幌市手稲区前田4条11丁目8番6号

011-694-5555

社会医療法人北斗 北斗病院

〒080-0833 北海道帯広市稲田町基線7番地5

0155-48-7777

東北・北関東
医療法人颯桜会 たぐち脳神経外科クリニック

〒020-0015 岩手県盛岡市本町通一丁目4－19

019-621-1234

医療法人 渡辺内科胃腸科医院

〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7丁目2番7号

022-247-3105

医療法人 太長会 浅沼整形外科

〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町4丁目7番12号

022-247-7533

保原中央クリニック

〒960-0611 福島県伊達市保原町字城ノ内73の1

024-575-3231

一般財団法人温知会 会津中央病院

〒965-8611 福島県会津若松市鶴賀町1−1

0242-24-6881

医療法人 弘仁会 志村病院

〒310-0026 茨城県水戸市泉町1丁目7番38号

029-221-2181

〒371-0017 群馬県前橋市日吉町4−5−5

0272-31-5348

〒372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町481番地

0270-26-7878

〒330-0034 埼玉県さいたま市北区土呂町1−12−2 …
イントロビル2階

048-660-3773

埼玉・千葉
医療法人社団 法樹会 松田眼科クリニック
医療法人 愛信会 内田クリニック

〒360-0201 埼玉県熊谷市妻沼1234

048-588-7605

医療法人社団協友会 埼玉回生病院

〒340-0825 埼玉県八潮市大原455

048-995-3331

医療法人社団 健洋会 森田医院

〒292-0815 千葉県木更津市大久保1−8−7

0438-37-3684

日本医科大学成田国際空港クリニック

〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1−1

0476-34-6119

出願手続

塙医院
一般社団法人 伊勢崎佐波医師会病院

募集内容・出願資格

名
北海道

東京都
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2−10−1 東京交通会館3階

03-3211-4845

〒100-6021 東京都千代田区霞が関3−2−5 霞が関ビル3階

03-3581-6031

医療法人社団 東翔会 永田町つばさクリニック

〒102-0093 東京都千代田区平河町2−6−4 海運ビル2F

03-3511-2839

中溝クリニック

〒105-0023 東京都港区芝浦1−1−1 東芝ビル4階

03-3452-4468

医療法人社団 和邇会 三井メディカルクリニック

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2－4－1 虎ノ門ピアザビル7F

03-5157-2321

学校法人 北里大学 北里研究所病院

〒108-8642 東京都港区白金5丁目9番1号

03-3444-6161

一般財団法人 航空医学研究センター

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1−7−1第二綜合ビル6F

03-6459-9970

医療法人社団 翔医会 東京国際空港診療所

〒144-6591 東京都大田区羽田空港3−3−2

03-5757-1122

医療法人財団 仁医会 牧田総合病院

〒143-8505 東京都大田区大森北1丁目34番6号

03-3762-4671

東海大学医学部付属東京病院

〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目2番5号

03-3370-2321

〒114-0022 東京都北区王子本町1−11−3

03-5924-1735

〒173-8606 東京都板橋区加賀2−11−1

03-3964-1211

医療法人社団 慈航会 阿部メディカルクリニック

〒120-0037 東京都足立区千住河原町21番10号

03-5813-5511

葛飾つばさ医院

〒125-0052 東京都葛飾区柴又4−8−12

03-3609-2262

東海大学医学部付属八王子病院

〒192-0032 東京都八王子市石川町1838

0426-39-1111

医療法人社団 はごろも内科・小児科

〒190-0021 東京都立川市羽衣町1−16−9

042-522-5234

医療法人社団 彦仁会 かとうクリニック

〒201-0012 東京都狛江市中和泉1−1−1 狛江 YS ビル4階

03-3430-9911

医療法人社団 健診会 滝野川メディカルクリニック

〒114-0023 東京都北区滝野川3−39−7

03-3910-3441

医療法人財団 ティーダ 大井町整形外科・外科クリニック

〒140-0011 東京都品川区大井1−23−1 カクタビル5F

03-3458-7577

よこはま土田メディカルクリニック

〒235-0023 神奈川県横浜市磯子区森1−7−10−3F

045-752-6111

M.K クリニック

〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保1−2−9 …
メディコーポ 都築202

045-910-5377

医療法人三報会 たかはし耳鼻科

〒240-0006 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川2−4−1星川ビル3F

045-338-8484

医療法人 赤枝会 赤枝病院

〒241-0802 神奈川県横浜市旭区上川井町578−2

045-921-3333

神奈川

〒210-0013 神奈川県川崎市川崎区新川通1番15号

044-222-2111

〒238-0224 神奈川県三浦市三崎町諸磯17−2

046-887-0339

東海大学 医学部 付属病院

〒259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋143

0463-93-1121

北陸・甲信越
高岡市民病院

〒933-8550 富山県高岡市宝町4番1号

0766-23-0204

独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター

〒920-8650 石川県金沢市下石引町1番1号

076-262-4161

医療法人社団 河村医院

〒922-0412 石川県加賀市片山津温泉アの9番地の2

0761-74-1219
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医療法人 明徳会 総合新川橋病院
三崎クリニック

奨学金制度等・入学後の学生生活について

吉本医院
帝京大学医学部附属病院

合否照会・入学手続

宮入診療所
一般財団法人 健康医学協会 霞が関ビル診療所

入試概要

名

称

公益財団法人 松原病院

所

在

地

〒910-0017 福井県福井市文京2丁目9番1号

電話番号
0776-22-3717

医療法人 桂会 丹尾医院

〒910-0003 福井県福井市松本4丁目2番6号

0776-22-2978

社会医療法人 城西医療財団城西病院

〒390-8648 長野県松本市城西1丁目5番16号

0263-33-6400

社会医療法人財団 慈泉会 相澤健康センター

〒390-8510 長野県松本市本庄2−5−1

0263-34-6360

諏訪赤十字病院

〒392-8510 長野県諏訪市湖岸通り5−11−50

0266-52-6111

中部・東海

募集内容・出願資格

医療法人 梅田クリニック

〒502-0926 岐阜県岐阜市北島4丁目6番8号

058-295-5055

医療法人社団 大法会 遠江病院

〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬3832−1

053-588-1880

特定医療法人泰玄会泰玄会病院

〒494-0008 愛知県一宮市東五城字備前1番地1

0586-61-2121

医療法人済衆館 済衆館病院

〒481-0004 愛知県北名古屋市鹿田西村前111

0568-21-0811

後藤クリニック

〒496-8007 愛知県愛西市南河田町高台2番地の1

0567-28-3005

社会医療法人 財団新和会 八千代病院

〒446-8510 愛知県安城市住吉町二丁目2番7号

0566-97-8111

常滑市民病院

〒479-8510 愛知県常滑市飛香台3−3−3

0569-47-6810

近畿
医療法人社団 洛和会 洛和会音羽病院

〒607-8062 京都府京都市山科区音羽珍事町2番地

075-593-7774

中谷小児内科クリニック

〒547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2−10−9

06-6796-3175

医療法人 互恵会 池田回生病院

〒563-0053 大阪府池田市建石町8−47

0727-51-8001

吉田アーデント病院

〒657-0837 兵庫県神戸市灘区原田通1丁目3番17号

078-861-0001

清水医院

〒653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町2丁目6−22

078-671-0258

鳥田診療所

〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4丁目5−8

078-351-1240

出願手続

医療法人 久仁会 明石同仁病院

〒674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2183

078-942-0305

医療法人社団 東翔会 立山内科医院

〒664-0882 兵庫県伊丹市鈴原町8−67

072-781-1801

シオヤ外科胃腸科医院

〒678-0255 兵庫県赤穂市新田56−1

0791-43-4712

医療法人社団 せや眼科

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町8−4

079-559-8887

医療法人社団 小川医院

〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町4－40－3

06-6416-7789

中国・四国
川崎医科大学総合医療センター

〒700-8505 岡山県岡山市北区中山下2−6−1

086-225-2111

医療法人社団 あえば会 はしもと内科

〒730-0822 広島県広島市中区吉島東1丁目27−20

082-244-5577

香川県厚生農業協同組合連合会 滝宮総合病院

〒761-2393 香川県綾歌郡綾川町大字滝宮486番地

087-876-1145

医療法人社団昌樹会ウツミ整形外科医院

〒764-0027 香川県仲多度郡多度津町道福寺132番地

0877-33-1510

合否照会・入学手続

九州・沖縄
一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院

〒802-8555 福岡県北九州市小倉北区浅野3−2−1

093-511-3255

医療法人社団 高邦会 高木病院

〒831-0016 福岡県大川市酒見141−11

0944-87-0001

中山医院

〒816-0852 福岡県春日市一の谷1丁目148

092-583-7178

医療法人 光仁会 西田病院

〒849-4251 佐賀県伊万里市山代町楠久890番地2

0955-28-1111

医療法人 ロコメディカル 江口病院

〒845-0032 佐賀県小城市三日月町金田1054−2

0952-73-3083

公益社団法人地域医療振興協会 市立大村市民病院

〒856-8561 長崎県大村市古賀島町133番地22

0957-52-2161

奨学金制度等・入学後の学生生活について

医療法人 東陽会 東病院

〒862-0963 熊本県熊本市南区出仲間5丁目2番2号

096-378-2222

医療法人社団 秋康会 さとう胃腸内科クリニック

〒861-5516 熊本県熊本市北区西梶尾町452番地3

096-245-0093

医療法人星乃会 菊陽中部クリニック

〒869-1101 熊本県菊池群菊陽町津久礼868－5

096-232-1566

医療法人社団原武会 北部眼科・小児眼科

〒861-5515 熊本県熊本市北区四方寄町1281－1

096-245-1156

医療法人 博愛会 別府中央病院

〒874-0928 大分県別府市北的ヶ浜町5番19号

0977-24-0001

医療法人 すずき内科クリニック

〒880-0844 宮崎県宮崎市柳丸町32番地

0985-26-1513

医療法人 典生会 加納中央病院

〒889-1605 宮崎県宮崎市清武町大字加納甲1911番地2

0985-85-6215

社会医療法人 天陽会 天陽会中央クリニック

〒892-0822 鹿児島県鹿児島市泉町16−1

099-225-8650

医療法人 玉昌会 加治木温泉病院

〒899-5241 鹿児島県姶良市加治木町木田4714

0995-62-0001

医療法人 寿仁会 沖縄セントラル病院

〒902-0076 沖縄県那覇市与儀1丁目26−6

098-854-5511

海外
Aeromedical Institute KLM Health Services BV

Gebouw 133 Stationsplein NO Schiphol oost 1117 BV,Netherlands

Medical Park Family Care

2211 East Northern Lights Blvd.Anchorage, AK 99508, U.S.A.
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入試概要

募集内容・出願資格

出願手続

合否照会・入学手続

奨学金制度等・入学後の学生生活について

出願様式編
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2016 年度に独立行政法人大学
改革支援・学位授与機構から大
学機関別選択評価「選択評価事
項 C：教育の国際化の状況」
に
おいて、
「目的の達成状況が極め
て良好である」
と評価されました。

桜美林大学キャンパス案内図

2012 年度に公益財団法人日本
高等教育評価機構から大学機関
別認証評価において、
「大学評価
基準に適合している」
と認定され
ました。

キャンパス・マップ

■町田キャンパス
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※一般入学者選抜の筆記試験当日は、インフォメーションセンター前で配布資料を受け取ってください。

〈路線バス〉
JR 横浜線「淵野辺駅」北口より神奈中バス「町田バスセンター
行」または「小山田桜台行」で約 8 分「桜美林学園前」下車。

■二次審査試験会場：多摩アカデミーヒルズ
武蔵野線
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JR 山手線
JR 中央線

西国分寺

高尾 八王子

調布

高幡不動
多摩モノレール
ココリア
多摩センター

多摩センター
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大学案内・入試関連資料等の請求、お問い合わせ先

藤沢

東神奈川

〒194-0294 東京都町田市常盤町 3758
インフォメーションセンター TEL：042-797-1583
http://www.obirin.ac.jp/
info-ctr@obirin.ac.jp
〈平日9:00 ～ 18:00 土 9:00 ～ 17:00 日・祝 10:00 ～ 17:00〉
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