
■リベラルアーツ学群（LA）、グローバル・コミュニケーション学群（GC）、ビジネスマネジメント学群（BM）、芸術文化学群（芸文）、健康福祉学群（健福）

出願期間 試験日 合格発表 会場

一般・特別・探究入試 (Spiral)第1回 10/22 (土) 新宿キャンパス、東京ひなたやまキャンパスもしくはオンライン

グローバル人材育成奨学生選抜 10/23 (日) 町田キャンパスもしくはオンライン

12/10 (土) 新宿キャンパス、東京ひなたやまキャンパスもしくはオンライン

12/11 (日) 町田キャンパスもしくはオンライン

指定校制学校推薦型選抜 11/26 (土) 新宿キャンパス、東京ひなたやまキャンパスもしくはオンライン

公募制学校推薦型選抜 11/27 (日) 町田キャンパスもしくはオンライン

前期 2/1 (水)、2/2 (木)、2/3 (金)、2/4 (土) 町田キャンパス

【新宿会場】新宿キャンパス

【千葉会場】TKPガーデンシティ千葉

【静岡会場】ツインメッセ静岡 北館第3小展示場

【仙台会場】TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

【福岡会場】リファレンス大博多ビル貸会議室

【那覇会場】沖縄県市町村自治会館

中期 2/3 (金)～2/13 (月) 2/21 (火) 2/24 (金) 町田キャンパス

後期 2/20 (月)～2/27 (月) 3/6 (月) 3/8 (水) 町田キャンパス

前期 1/7 (土)～1/13 (金) 2/8 (水)

中期 1/16 (月)～2/13 (月) 2/24 (金)

後期 2/14 (火)～2/27 (月) 3/8 (水)

第1回 (国際学生奨学生選抜を含む) 9/27 (火)～10/3 (月) 11/5 (土) 11/11 (金)

第2回 11/25 (金)～12/1 (木) 1/7 (土) 1/13 (金)

社会人選抜

編入学者選抜 (一般・社会人・国際学生)

■航空・マネジメント学群 (航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコース)

出願期間 試験日 合格発表 会場

第1回 9/1 (木)～9/9 (金) 10/23 (日) 11/1 (火) 町田キャンパスもしくはオンライン

第2回 10/27 (木)～11/7 (月) 12/11 (日) 12/16 (金) 町田キャンパスもしくはオンライン

指定校制学校推薦型選抜

公募制学校推薦型選抜

前期 2/1 (水)、2/2 (木)、2/3 (金)、2/4 (土) 町田キャンパス

【新宿会場】新宿キャンパス

【千葉会場】TKPガーデンシティ千葉

【静岡会場】ツインメッセ静岡 北館第3小展示場

【仙台会場】TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口

【福岡会場】リファレンス大博多ビル貸会議室

【那覇会場】沖縄県市町村自治会館

中期 2/3 (金)～2/13 (月) 2/21 (火) 2/24 (金) 町田キャンパス

後期 2/20 (月)～2/27 (月) 3/6 (月) 3/8 (水) 町田キャンパス

前期 1/7 (土)～1/13 (金) 2/8 (水)

中期 1/16 (月)～2/13 (月) 2/24 (金)

後期 2/14 (火)～2/27 (月) 3/8 (水)

04 大学入学共通テスト利用選抜
大学入学共通テスト1/14 (土)、1/15 (日)を

受験してください。

本学での個別試験は課しません。

ー

町田キャンパスもしくはオンライン

03 一般選抜

1/7 (土)～1/27 (金) 2/8 (水)
前期 (地区会場) 2/3 (金)

02 学校推薦型選抜 11/1 (火)～11/8 (火) 11/27 (日) 12/2 (金)

選抜方式等

学校推薦型選抜

9/1 (木)～9/9 (金)

選抜方式等

01 総合型選抜

03 一般選抜

04 大学入学共通テスト利用選抜

06
社会人選抜

編入学者選抜
9/27 (火)～10/3 (月)

一般・特別・探究入試 (Spiral)第2回 10/27 (木)～11/7 (月)

1/7 (土)～1/27 (金)

11/1 (火)

02 11/1 (火)～11/8 (火)
11/26 (土) BM・芸文

11/27 (日) LA・GC・健福
12/2 (金)

総合型選抜01
12/10 (土) BM・芸文

12/11 (日) LA・GC・健福
12/16 (金)

前期 (地区会場)

05
国際学生選抜

(旧：留学生特別選抜)

10/22 (土) BM・芸文

10/23 (日) LA・GC・健福

11/5 (土) 11/11 (金) オンライン

オンライン

2/3 (金)
2/8 (水)

ー

大学入学共通テスト1/14 (土)、1/15 (日)を

受験してください。

本学での個別試験は課しません。



試験会場

［キャンバス

町田キャンバス

疇

入学後に通う学群

■ リペラルアーツ学群
〒 194-0294東京都町田市常盤町3758

I交通アクセス1
■ グロ ーバル ・ コミュニケーション学群
■ 健康福祉学群

JR横浜線「淵野辺駅」よりスクールバスで約8分
京王線 ・ 小田急線 ・ 多摩モノレ ール「多摩センタ ー駅」よりスクールバスで約20分

新宿キャンバス

疇

入学後に通う学群

〒 169-0073東京都新宿区百人町3-23-1

I交通アクセス1

JR山手線「新大久保駅」より徒歩約8分、JR中央線 ・ 総武線「大久保駅」より徒歩約6分
JR山手線 ・東京メトロ東西線・ 西武新宿線「高田馬場駅」より徒歩約13分

■ ビジネスマネジメント学群

東京ひなたやまキャンバス

匝

入学後に通う学群

〒 194 -0032東京都町田市本町田2600-4
■ 芸術文化学群

I交通アクセス1

JR横浜線、小田急小田原線「町田駅」バス乗り場より神奈中バスにて「山崎団地行」または
「山崎団地センタ ー 行」で約20分「山崎団地センター」下車。「山崎団地センター」バス停より徒歩約3分

多摩アカデミーヒルズ（多摩キャンバス）r7 入学後に通う学群

匝
〒 206-0033東京都多摩市落合2-31-1

I交通アクセス1

京王線 ・ 小田急線 ・ 多摩モノレ ール「多摩センタ ー駅」より徒歩約10分

［地区会場

- （地区会場の収容定員を超過した場合、それ以外の会場での受験となります。）

［新宿］ ［千葉］

桜美林大学新宿キャンバス TKPガーデンシティ千葉

■ 航空 ・ マネジメント学群

〒169-0073 〒260-0025千葉県千葉市中央区問屋町1-45
東京都新宿区百人町3-23-1 千葉ポー トスクエア内

一霊塁二ニ衆贔□霊ば貫□ご約6分 冒冒；戸悶；ご儡霜出口より徒歩約11分
JR山手肴良•東京メ図口東西粽•西武新宿線 示成千葉線千葉中央駅西口より徒歩約9分
高田馬場駅より徒歩約13分

［仙台］ ［福岡］

TKPガーデンシティ PREMIUM仙台西ロ リファレンス大博多ビル貸会議室
'f980-0013 〒812-0011
宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソフラブラザ 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目20-1

置冒喜雷字靡贔霜誓駅より徒歩3分 冒冒JR博多駅t専多口より徒歩約7分

［静岡］

ツインメッセ静岡北館第3小展示場
〒422-8006
静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10

置冒品□9瓢渭需9
から

「南郵便局ツインメッセ前」下車

［那覇］

沖縄県市町村自治会館
〒900-0029
沖縄県那覇市旭町116-37

置冒::言；ル
ール旭楢駅より

ishizuka_k
スタンプ


