
１．次ページ以降の様式をA4サイズの片面で印刷し、１部提出してください。
    　
２．入学志願者調書［様式1］の「領域、学類、専攻、専修」「言語」欄の記入・選択に
ついては、以下の内容を必ず確認してください。

3．黒のボールペンで記入してください。
鉛筆や消せるボールペン（フリクション）は使用しないでください。

 

■グローバル・コミュニケーション学群
入学後、学修を希望する主たる言語を必ず１つ選択してください。
●英語　●中国語　●日本語 　
※入学後に学修を希望する主たる言語として母語は選択できません。母語とは教科学習に最も取り組みやすい言語を指します。

■ビジネスマネジメント学群
希望する学類が決まっている場合は記入してください（任意記入）。

●ビジネスマネジメント学類
●アビエーションマネジメント学類

※編入学者選抜へ出願される方で、アビエーションマネジメント学類を希望される方は、以下より
　コースを選択してください。
●エアライン・ビジネスコース　　●エアライン・ホスピタリティコース

■芸術文化学群
希望する専修を必ず１つ記入してください。（出願後の変更はできません）
●演劇・ダンス　　●音楽　　●ビジュアル・アーツ

【出願にあたっての留意点】

《出願様式》

希望する領域を必ず1つ記入してください。（出願後の変更はできません）
●人文　　●社会 ●自然　

■リベラルアーツ学群

□編入学者選抜

□社会人選抜

※記入内容により入学後に所属する学類が決まるわけではありません。詳細は募集要項P.4を確認してください。

■健康福祉学群（出願後の変更はできません）
＜新入学＞希望する専攻を必ず１つ記入してください。
●健康科学　●スポーツ科学　●社会福祉学　●精神保健福祉学　●実践心理学　●保育学

＜編入学＞希望する専修を必ず１つ記入してください。
●社会福祉　　●精神保健福祉　　●健康科学　　　

人文領域・社会領域・自然領域の３つの領域から希望する領域を１つ選択し、あわせて希望す
るメジャー（主専攻）とマイナー（副専攻）をすべてのプログラム（統合領域含む）から選択してく
ださい。なお、メジャーとマイナーは異なる領域から１つずつ選択してください。また、メジャーとマ
イナーは必ずしも出願時に選択する領域から選ぶ必要はありません。プログラムについてはP.7
から確認してください。



学歴：高等学校等の在学期間を記入してください。（所在地：国内は都道府県、海外は国・州）

高校卒業後の経歴：学歴（大学、予備校、日本語学校、各種専門学校等を含む）・職歴を記入してください。
卒業、修了していない場合を含め、高校卒業後に在籍したものをすべて記入してください。

日本国外の滞在・居住歴：期間・目的（観光旅行は除く）に関わらず記入してください。

高等学校等の名称 在 学 年 数卒業・修了（見込み）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

入学（西暦）所　在　地

学校名または勤務先

滞在・居住先国名 帯同者 期　　　間　（西暦） 目的（留学の場合は派遣団体）

在学・在職期間

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

在 学 ・ 在 職 期 間（西暦）所　在　地

［ 様式1］　社会人・編入

学群

志　望　学　群　名 領域、専攻プログラム
学類・コース、専攻、専修

※出願様式 表紙の【出願にあたっての留意点】を必ず確認してください。

入学志願者調書

漢　　字

フリガナ

氏　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　名

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

母語※を記入してください

※教科学習に最も取り組みやすい言語を指します。

グローバル・コミュニケーション学群の志願者のみ記入してください
入学後、学修を希望する主たる言語を一つ○で囲んでください。

英　語　 中国語　 日本語



大学の授業参加歴（高大連携・科目等履修生・ディスカバ等。オープンキャンパス等の授業は含まない）

大　学　名

最も興味深く読んだ本を順に３冊挙げなさい。 最近読んだ本を近い順に３冊挙げなさい。
書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

外国の高校出身者は日本語の学習歴（高等学校等の課程や独習を含む）を記入してください。
学　校　名 学 習 の 期 間（西暦）

受験者との関係

　氏　　　名

　卒 業 年 度

フリガナ

学 科 等

外国の高校出身者は受験したすべての統一試験名を記入してください。

試　験　名 受験時期（西暦）

年  　月

年  　月

年  　月

受　験　地 科目別試験の場合は受験した科目名

日本国内に在住の方で必ず連絡がとれる方（保護者など）の連絡先等を記入してください。

クリスチャンの場合は記入してください。

3親等以内に桜美林学園卒業者または在学者がいる場合は記入してください。

　　　　　年（　　　歳）頃より　　　　　年（　　　歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　教会
主な活動として挙げられるものがあれば記入してください。

科目／講座名 期　間（西暦） 単位／時間数

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年  　月～   　　年  　月
年  　月～   　　年  　月

学　校　名 学 習 の 期 間（西暦）
年  　月～   　　年  　月
年  　月～   　　年  　月

海外から出願する場合は日本国内の緊急連絡先・通知送付先を記入してください。

氏　　名 本人との関係

住　　所  〒

氏　　名 本人との関係

住　　所  〒

 TEL（　　　　）　　　　－

 携帯（　　　　）　　　　－
 TEL（　　　　）　　　　－

［ 様式2］　社会人 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

学群ごとに指定された課題図書の内容を要約したうえで、特に印象に残った点に触れながら、あなた自身の考え

グローバル・コミュニケーション学群の志願者は英語で書いてもかまいません。英語で記述する場合は次ページ
を使用し、300語～400語程度で記入してください。

などを600～800字程度で論じなさい。

読書リポート

課　題　図　書　名

志　願　者　氏　名

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。  Please use a ballpoint pen with black ink.

800

600



学歴：高等学校等の在学期間を記入してください。（所在地：国内は都道府県、海外は国・州）

高校卒業後の経歴：学歴（大学、予備校、日本語学校、各種専門学校等を含む）・職歴を記入してください。
卒業、修了していない場合を含め、高校卒業後に在籍したものをすべて記入してください。

日本国外の滞在・居住歴：期間・目的（観光旅行は除く）に関わらず記入してください。

高等学校等の名称 在 学 年 数卒業・修了（見込み）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

入学（西暦）所　在　地

学校名または勤務先

滞在・居住先国名 帯同者 期　　　間　（西暦） 目的（留学の場合は派遣団体）

在学・在職期間

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

年　　か月

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

在 学 ・ 在 職 期 間（西暦）所　在　地

［ 様式1］　編入

学群

志　望　学　群　名 専攻プログラム
学類・コース、専修

※出願様式 表紙の【出願にあたっての留意点】を必ず確認してください。

入学志願者調書

漢　　字

フリガナ

氏　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　名

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

母語※を記入してください

※教科学習に最も取り組みやすい言語を指します。

グローバル・コミュニケーション学群の志願者のみ記入してください
入学後、学修を希望する主たる言語を一つ○で囲んでください。

英　語　 中国語　 日本語

大学の授業参加歴（高大連携・科目等履修生・ディスカバ等。オープンキャンパス等の授業は含まない）

大　学　名

最も興味深く読んだ本を順に３冊挙げなさい。 最近読んだ本を近い順に３冊挙げなさい。
書　　　　　名 著　者　名 書　　　　　名 著　者　名

外国の高校出身者は日本語の学習歴（高等学校等の課程や独習を含む）を記入してください。
学　校　名 学 習 の 期 間（西暦）

受験者との関係

　氏　　　名

　卒 業 年 度

フリガナ

学 科 等

外国の高校出身者は受験したすべての統一試験名を記入してください。

試　験　名 受験時期（西暦）

年  　月

年  　月

年  　月

受　験　地 科目別試験の場合は受験した科目名

日本国内に在住の方で必ず連絡がとれる方（保護者など）の連絡先等を記入してください。

クリスチャンの場合は記入してください。

3親等以内に桜美林学園卒業者または在学者がいる場合は記入してください。

　　　　　年（　　　歳）頃より　　　　　年（　　　歳）　　　　　　　　　　　　　　　　　　教会
主な活動として挙げられるものがあれば記入してください。

科目／講座名 期　間（西暦） 単位／時間数

年　　月～　　　　年　　月

年　　月～　　　　年　　月

年  　月～   　　年  　月
年  　月～   　　年  　月

学　校　名 学 習 の 期 間（西暦）
年  　月～   　　年  　月
年  　月～   　　年  　月

海外から出願する場合は日本国内の緊急連絡先・通知送付先を記入してください。

氏　　名 本人との関係

住　　所  〒

氏　　名 本人との関係

住　　所  〒

 TEL（　　　　）　　　　－

 携帯（　　　　）　　　　－
 TEL（　　　　）　　　　－

［ 様式2］　社会人 受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

学群ごとに指定された課題図書の内容を要約したうえで、特に印象に残った点に触れながら、あなた自身の考え

グローバル・コミュニケーション学群の志願者は英語で書いてもかまいません。英語で記述する場合は次ページ
を使用し、300語～400語程度で記入してください。

などを600～800字程度で論じなさい。

読書リポート

課　題　図　書　名

志　願　者　氏　名

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。  Please use a ballpoint pen with black ink.

800

600



志　願　者　氏　名

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志望理由書
あなたがこの学群を志望する理由を600字～800字程度で述べなさい。また、その際、４年間の学修を通じてどのよ
うに成長し、将来、どのように社会に貢献したいのかについても述べなさい。
グローバル・コミュニケーション学群志願者は英語で書いてもかまいません。英語で記述する場合は次ページを使用し、
300語～400語程度で記入してください。

［ 様式3］　社会人
　〈グローバル・コミュニケーション学群〉

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。  Please use a ballpoint pen with black ink.

800

600



志　願　者　氏　名

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志望理由書
あなたがこの学群を志望する理由を600字～800字程度で述べなさい。また、その際、４年間の学修を通じてどのよ
うに成長し、将来、どのように社会に貢献したいのかについても述べなさい。
グローバル・コミュニケーション学群志願者は英語で書いてもかまいません。英語で記述する場合は次ページを使用し、
300語～400語程度で記入してください。

［ 様式3］　社会人
　〈グローバル・コミュニケーション学群〉

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。  Please use a ballpoint pen with black ink.

800

600



活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでもかまいません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に次ページの
署名を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一
番号を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

［ 様式4 ］　社会人・編入
　　　　　〈芸術文化学群〉



活動報告書（芸術文化学群版）

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

志　願　者　氏　名

１．芸術分野に関する活動実績（校内外及び規模の大小は問いません）
【記載内容】
バレエ、ピアノ、絵画などの習い事（音楽の場合は楽器名）
学内の文化祭、学外の団体等における活動（活動の概要、制作した作品やパフォーマンスの内容）
各種コンクール、発表会、展示会、懸賞論文などの出場や参加歴・応募歴　　など

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

【注意事項】
提出書類・資料は返却しませんので、重要なものはコピーを提出してください。CD、DVD等を添付する場合は、総時間を15分以内
にまとめてください。

　これまでの芸術分野等における活動実績を具体的に書いてください。活動実績は、出願する専修の分野と異な
るものでもかまいません。本人が作成したうえで、あなたの活動実績を認めてくださる方（保護者等）に次ページの
署名を依頼してください。なお、実績内容の別添資料がある場合は、右端の資料番号欄と該当する資料に同一
番号を記入し、提出してください。面接では、記載内容についての質問を行います。

２．課外活動、部活動歴における芸術に関する活動歴（実績内容との重複記載可）
期　　　間（西暦） 時間／週 注1 週／年 注2 学校団体等組織の名称 担当の役職 資料番号
年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月
注 1：週に何時間活動しているかを記入してください。   注 2 ：年に何週間活動しているかを記入してください。

［ 様式4 ］　社会人・編入
　　　　　〈芸術文化学群〉



６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

以下のテーマについて、あなた自身の考えを800字以内で論じなさい。
小　論　文

小 論 文 テ ー マ

芸 術 と 社 会

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志　願　者　氏　名

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。

400

200

20

［ 様式5 ］　社会人・編入
　　　　　〈芸術文化学群〉



６．資格・検定・段位等の取得（１. および ５. で記入した実績内容と重複記載可）

３．芸術鑑賞歴
印象に残る公演・作品（芝居、ダンス、オペラ等）、コンサート、美術展、映画等を記入してください（5件以内）。

鑑賞歴およびその内容
１

２

３

４

５

４．好きな芸術家、アーティスト、評論家（3人以内）。

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

芸術家名 代表作品

好きな理由

５．芸術分野以外に関する活動実績

西暦年 月 年齢 資  格  等  の  名  称 資格級位 資格認定機関名 資料番号

以上の記載に誤りはありません。

氏　名志願者との関係

TEL

住　所

［署名欄］ ※この欄には志願者以外の方の署名を必ずもらってください（保護者等）。

西暦年 資料番号実　　　績　　　内　　　容年齢月

以下のテーマについて、あなた自身の考えを800字以内で論じなさい。
小　論　文

小 論 文 テ ー マ

芸 術 と 社 会

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志　願　者　氏　名

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。

400

200

20

［ 様式5 ］　社会人・編入
　　　　　〈芸術文化学群〉



800

600

20

［ 様式6 ］　編入〈AHコース〉

Airline Hospitality Course
— Application Form —

エアライン・ホスピタリティコース（以下「ＡＨコース」とする）を志願する場合、以下諸条件を理解していただく必要があります。
　　　①ＡＨコース登録に身体条件等は問いませんが、航空会社の採用には諸条件があります。
　　　②ＡＨコースを修了しても航空会社関連職務採用試験に合格する必要があります。
　　　③ＡＨコースは原則として留学を伴い、別途留学費用が必要となります。

ふりがな

氏

　

  

名 英文字表記（パスポートと同じ表記）

生年月日

年 月

運動経験（部活動を含む）

あなたの自己PR：

（西暦）　　   年　　　　月　　　　日生     （満　　　歳）

免許・資格（英語力評価、検定等の資格証明書を含め、その他所有するすべての免許・資格を記入）
※証明書のコピーを添付してください。

身長性別 cm
1.  男
2.  女

種

　目

年

　数

年

　数

年

　数

種

　目

種

　目

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



800

600

20

［ 様式6 ］　編入〈AHコース〉

Airline Hospitality Course
— Application Form —

エアライン・ホスピタリティコース（以下「ＡＨコース」とする）を志願する場合、以下諸条件を理解していただく必要があります。
　　　①ＡＨコース登録に身体条件等は問いませんが、航空会社の採用には諸条件があります。
　　　②ＡＨコースを修了しても航空会社関連職務採用試験に合格する必要があります。
　　　③ＡＨコースは原則として留学を伴い、別途留学費用が必要となります。

ふりがな

氏

　

  

名 英文字表記（パスポートと同じ表記）

生年月日

年 月

運動経験（部活動を含む）

あなたの自己PR：

（西暦）　　   年　　　　月　　　　日生     （満　　　歳）

免許・資格（英語力評価、検定等の資格証明書を含め、その他所有するすべての免許・資格を記入）
※証明書のコピーを添付してください。

身長性別 cm
1.  男
2.  女

種

　目

年

　数

年

　数

年

　数

種

　目

種

　目

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊



志望の動機：

Have you ever lived or visited overseas?         YES  /  NO （いずれかに○をつけてください）

If yes, where, when, for how long and why?　If no, where do you want to visit and why?

What extracurricular activities have you participated in at your school？
What positions, if any, have you held in those clubs?

What are your hobbies or other interests?

What part-time jobs have you had?

What do you hope to achieve during the Airline Hospitality study abroad?

以下英語でお答えください。

桜美林大学 個別の入学資格審査申請書
桜美林大学長  殿

〒

住　　所

生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

氏　　名（自署）

性　別　　　男　 ・　 女

TEL  自宅

TEL  携帯

出願予定の学群 出願予定の選抜方式

国　籍
（フリガナ）

　桜美林大学の入学資格審査を受けたいので、必要書類を添えて申請します。

（学習歴）
①　初等教育（小学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

③　中等教育（高等学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

②　中等教育（中学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

④　　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　  年　　月　卒業

注：学習歴欄で転校等により、２ヶ所以上在籍がある場合は本用紙をコピーし、使用してください。

 
［ 様式7 ］



志望の動機：

Have you ever lived or visited overseas?         YES  /  NO （いずれかに○をつけてください）

If yes, where, when, for how long and why?　If no, where do you want to visit and why?

What extracurricular activities have you participated in at your school？
What positions, if any, have you held in those clubs?

What are your hobbies or other interests?

What part-time jobs have you had?

What do you hope to achieve during the Airline Hospitality study abroad?

以下英語でお答えください。

桜美林大学 個別の入学資格審査申請書
桜美林大学長  殿

〒

住　　所

生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　　歳）

氏　　名（自署）

性　別　　　男　 ・　 女

TEL  自宅

TEL  携帯

出願予定の学群 出願予定の選抜方式

国　籍
（フリガナ）

　桜美林大学の入学資格審査を受けたいので、必要書類を添えて申請します。

（学習歴）
①　初等教育（小学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

③　中等教育（高等学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

②　中等教育（中学校相当）
　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　年　　  月　卒業

④　　　教育施設名
　　教育施設の住所
　　在 学 期 間　　　　　　　　年　　  月　入学　　～　　　　　  年　　月　卒業

注：学習歴欄で転校等により、２ヶ所以上在籍がある場合は本用紙をコピーし、使用してください。

 
［ 様式7 ］



志　願　者　氏　名

受験番号

＊欄は記入しないでください。

＊

志望理由書（2年次編入）
あなたがこの学群を志望する理由を600字～800字程度で述べなさい。また、その際、3年間の学修を通じてどのよう
に成長し、将来、どのように社会に貢献したいのかについても述べなさい。

［ 様式8 ］　編入学 （2年次）
〈ビジネスマネジメント学群〉

（横書き→）黒のボールペンで記入してください。 

800

600


