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教育目標
１．�美術やデザインに関わる創作・教育・研究の各領域における多様な分野において，北海道ひいては�

我が国の芸術，文化の発展に寄与貢献する人材を育成する。
２．�技術のみならず知識や教養を重視し，芸術・文化の普遍的価値に対する深い造詣をもった美術家，�

デザイナー，教育者，研究者らを育成する。

アドミッション・ポリシー（入学者の受入れに関する方針）
芸術学部美術学科は，教育目標を達成するため，以下のような人材を広く求めます。
１．�高等学校の幅広い学習内容を習得し，美術学科において学修を継続することに強い意欲を持ってい

ること。
２．�社会に目を向ける広い視野を有し，美術をとおして社会に貢献しようという目的意識を持っている

こと。
３．多様な文化・価値観を受け入れる柔軟な精神を有していること。
４．�高等学校で履修した教科科目のうち，国語総合（現代文）において本学での履修に必要な学力を有

しており，鉛筆デッサンなどの美術の基本的なスキルを有していること。

芸術学部 美術学科

１．美術学科共通注意事項

領域の変更について
入学後に領域の変更ができます。希望者は１年次から２年次及び２年次から３年次へ進級する際に，各領域の審
査を経て，その領域で学んでいくのに十分な基礎力を有すると認められた場合に可能です。
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２．入学試験

（1）AO入学試験

この入学試験は美術への造詣を深め，多面的に学びたいという方々に対し，エントリーファイルを中心に２回の
面談を行い，入学志願者と本学が相互の理解を深め，入学者を選考していく制度です。個性的で向学心に満ちた
学生の入学を期待しています。学ぶ意欲や得意とする分野・才能を大いにアピールしてください。

エントリー資格
本学の教育方針を理解し，勉学することを強く望むもので次のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019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及び2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者

エントリー方法，受験診断，診断日時などの詳細は，別冊「AOエントリーガイド2019」で�
ご確認ください。なお，お手元にお持ちでない方は，入試広報課までご請求ください。

　　エントリー期間　　2018年８月７日（火）〜８月17日（金）　消印有効
　　診断日時　　　　　一次診断　2018年９月２日（日）
　　　　　　　　　　　二次診断　2018年９月23日（日）
　　診断方法　　　　　一次診断〈面談〉　二次診断〈面談〉
　　診断料　　　　　　無料
　　診断結果発表　　　��2018年９月25日（火）発送� �

本人に診断結果を速達郵便で通知します（掲示での結果発表は行いません）。�
なお，電話による結果の問合せは一切応じません。

出願手続
出…願…資…格　受験診断において認定を受けた本学専願の者。
出…願…期…間　2018年10月５日（金）〜10月11日（木）　消印有効
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出願書類 注意事項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
AO入学試験受験診断
結果通知書

郵送されたもの（写しでも可）。

入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証
明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。

調　査　書 出身学校長が発行したもの。高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の大学入学資
格検定合格者を含む）は合格証明書及び成績証明書。

健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出
願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。

入学者選考
診断結果をふまえ書類審査（出願書類提出後は受験のために来学する必要はありません）。

合…格…発…表　2018年10月23日（火）発送
　　　　　　本人に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　2018年12月11日（火）　必着
　　　　　　※入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）　必着
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注意事項
１．�AO入学試験に合格された方は，美術学科進学準備講習会［2018年12月15日（土）］へ必ず参加し，あわせて

指定された課題を入学前に学習していただきます。
２．受験診断において認定され出願手続きをする場合，本学専願者となります。

芸術特待生入学試験・給費生入学試験の出願について
AO入学試験の合格者は，さらに芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験することができます。（ただし，芸
術特待生入学試験合格者は給費生入学試験に出願できません。）所定の出願書類を出願期間内に提出していただ
き，各試験科目を受験してください。AO入学試験合格者が芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験する場合，
入学検定料はいずれも15,000円となります。出願手続，入学試験内容等，詳細についてはp.69〜73を参照してく
ださい。
なお，芸術特待生入学試験・給費生入学試験を希望する場合でも，入学手続については2018年12月11日（火）の
手続締切日までに所定の手続き（入学料の納付等）をしていただきますのでご注意ください。芸術特待生入学試
験または給費生入学試験に合格された場合は，原則としてその後の納付金を相殺いたします。
ご不明な点は，入試広報課までお問合せください。
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（2）学校推薦入学試験（指定校制）

出願資格
次の１〜４の条件をすべて満たし，人物・生活態度等に関し，学校長が特に推薦した者
１．本学が指定する学校を2019年３月に卒業する見込みの者
２．全体の評定平均値が3.2以上の者
３．美術に強い関心を持ち，積極的に勉学に取り組む意欲のある者
４．本学美術学科専願の者

出願手続
出…願…期…間　2018年11月１日（木）〜11月６日（火）消印有効
　　　　　　※窓口での受付はしておりません。
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出願書類 注意事項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証

明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。

※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明
する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。

推薦書 出身学校長及び指導教諭の記載による本学所定の推薦書。
志望理由書 横書き400字詰め原稿用紙２枚（各自ご用意ください）。志願者本人自筆のもの。
健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出

願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。

入学試験
試…験…日…時　2018年11月17日（土）　９：30集合　９：45開始
試験科目・配点

領　域 試験科目 配　点 備　　考
全領域共通 面接 100点 −

合…格…発…表　2018年11月27日（火）発送
　　　　　　本人及び出身学校長に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　2018年12月11日（火）必着
　　　　　　※入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．試験日には受験票を持参してください。
２．提出された推薦書及び調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。



6464

美
術
学
科

推薦書記入について（お願い）
記…入…内…容
生徒の高校入学から最近に至るまでの学習と活動の状況について記入してください。
１．��「学業成績，学習に関する所見」は生徒個人の各教科・科目の学習に関する特徴や特記すべき事項
２．��「人物に関する所見」は生徒の性格，責任感，自主性，協調性など，特に重要と思われること
記　入　者
出身学校長及び指導教諭（クラス担任教諭）

芸術特待生入学試験・給費生入学試験の出願について
学校推薦入学試験（指定校制・公募制）の合格者は，さらに芸術特待生入学試験・給費生入学試験のいずれかを
受験することができます。（ただし，芸術特待生入学試験合格者は給費生入学試験に出願できません。）所定の出
願書類を出願期間内に提出していただき，各試験科目にて受験してください。
学校推薦入学試験（指定校制・公募制）合格者が芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験する場合，入学検
定料はいずれも15,000円となります。出願手続，入学試験内容等，詳細についてはp.69〜73を参照してください。
なお，芸術特待生入学試験・給費生入学試験を希望する場合でも，入学手続については2018年12月11日（火）の
手続締切日までに所定の手続き（入学料の納付等）をしていただきますのでご注意ください。芸術特待生入学試
験または給費生入学試験に合格された場合は，原則としてその後の納付金を相殺いたします。
ご不明な点は，入試広報課までお問合せください。
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（3）学校推薦入学試験（公募制）

出願資格
次の１〜３の条件をすべて満たす者
１．��2017年３月以降に高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019年３月卒業見込みの者（通常の課程に

よる12年の学校教育を修了した者及び修了見込みの者を含む）
２．��「全体の評定平均値」が3.2以上の者で学校長の推薦を受けた者
３．��本学専願の者

出願手続
出…願…期…間　2018年11月１日（木）〜11月６日（火）消印有効
　　　　　　※窓口での受付はしておりません。
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出願書類 注意事項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証

明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。

※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明
する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。

推薦書 出身学校長及び指導教諭の記載による本学所定の推薦書。
健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出

願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。

入学試験
試　験　日　時　2018年11月18日（日）　９：30集合　10：15開始
試験科目・配点

領　域 試験科目 配　点 備　　考
全領域共通 面接 100点 −

提出作品 次の①〜③のいず
れか１点
①�平面または立体

作品
②写真作品
③映像作品

200点 【平面または立体の場合】
作品の素材，技法，大きさは問いません。ただし，試験
当日に自分で搬入出可能な作品に限ります。

【写真の場合】
プリンターで出力または印画紙のいずれかとします。ク
リアーファイルに入れ，写真集とするか，ボードに作品
を直貼りして提出してください。

【映像の場合】
作品のテーマや，実写，アニメーションなどの形式は問
いません。映像は５分以内とし，５分を超える作品はダ
イジェストを作成してください。拡張子は，mov，
mp4，avi，wmvのいずれかとし，USBメモリに入れ提出。
DVDで提出する場合，ファイナライズ済のDVD‐Rデ
ィスクで提出。面接試験会場に用意されたノートパソコ
ン・DVDプレーヤーで再生する。絵コンテやマンガの
場合は，コマ割りや形式，テーマは自由です。大きさ
A4サイズ（21×29.7cm）20ページ以内のクリアファイ
ルにまとめ提出してください。

※２年以内に制作した作品１点を持参してください。
※提出作品の詳細は，p.79の「入試詳細」をご覧ください。

合…格…発…表　2018年11月27日（火）発送
　　　　　　本人及び出身学校長に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。
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入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　2018年12月11日（火）必着
　　　　　　※入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．面接は提出作品を前にして行います。
２．試験日には提出作品，受験票を持参してください。
３．提出された推薦書及び調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。
４．��作品の制作要領についてはp.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。

推薦書記入について（お願い）
記…入…内…容
生徒の高校入学から最近に至るまでの学習と活動の状況について記入してください。
１．��「学業成績，学習に関する所見」は生徒個人の各教科・科目の学習に関する特徴や特記すべき事項
２．��「人物に関する所見」は生徒の性格，責任感，自主性，協調性など，特に重要と思われること
記　入　者
出身学校長及び指導教諭（クラス担任教諭）

芸術特待生入学試験・給費生入学試験の出願について
学校推薦入学試験（指定校制・公募制）の合格者は，さらに芸術特待生入学試験・給費生入学試験のいずれかを
受験することができます。（ただし，芸術特待生入学試験合格者は給費生入学試験に出願できません。）所定の出
願書類を出願期間内に提出していただき，各試験科目にて受験してください。
学校推薦入学試験（指定校制・公募制）合格者が芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験する場合，入学検
定料はいずれも15,000円となります。出願手続，入学試験内容等，詳細についてはp.69〜73を参照してください。
なお，芸術特待生入学試験・給費生入学試験を希望する場合でも，入学手続については2018年12月11日（火）の
手続締切日までに所定の手続き（入学料の納付等）をしていただきますのでご注意ください。芸術特待生入学試
験または給費生入学試験に合格された場合は，原則としてその後の納付金を相殺いたします。
ご不明な点は，入試広報課までお問合せください。
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（4）自己推薦入学試験〈Ⅰ期・Ⅱ期〉

出願資格
次のいずれかに該当する者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019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及び2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

出願手続
出…願…期…間　Ⅰ期　2018年12月４日（火）〜12月10日（月）必着　※窓口での受付はしておりません。
　　　　　　Ⅱ期　2019年３月１日（金）〜３月８日（金）必着
　　　　　　※窓口での受付はⅡ期の出願締切日（３月８日（金））のみ行います。
　　　　　　　窓口受付時間は９：00〜16：30です。
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で提出してください。

出��願��書��類 注��意��事��項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証

明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
自己推薦書 800字程度。本学所定の用紙を使用。志願者本人が記載してください。
調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。

なお，高等学校生徒指導要録の保存期間が経過及び廃校等の事情により調査書が得ら
れない場合には，「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
また，「成績証明書」が得られない場合には「単位取得証明書」を，いずれも得られ
ない場合は「得られないことを証明する書類」を提出してください。
※�高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の大学入学試験検定合格者含む）は「合

格証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明

する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。
健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出

願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。

入学試験
試験日時・試験時間
　Ⅰ期　2018年12月16日（日）　９：30　　　　　集合
　　　　　提出作品受験者　　��10：15〜　　　　面接開始
　　　　　小論文受験者　　�　��10：00〜11：30　小論文� �

　��12：30〜　　　　面接開始
　Ⅱ期　2019年３月14日（木）　９：45　　　　　集合
　　　　　提出作品受験者　　��10：15〜　　　　面接開始
　　　　　小論文受験者　　�　��10：00〜11：30　小論文　� �

　��11：45〜　　　　面接開始
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試験科目・配点（Ⅰ期・Ⅱ期共通）
領　域 試験科目 配　点 備　　考

全領域共通 面接 100点 10分程度
提出作品または小論文
※出願時にいずれか選択

200点

提出作品 次の①〜③のいず
れか１点
①�平面または立体

作品
②写真作品
③映像作品

【平面，立体の場合】
作品の素材，技法，大きさは問いません。ただし，試験
当日に自分で搬入出可能な作品に限ります。

【写真の場合】
プリンターで出力または印画紙のいずれかとします。ク
リアーファイルに入れ，写真集とするか，ボードに作品
を直貼りして提出してください。

【映像の場合】
作品のテーマや，実写，アニメーションなどの形式は問
いません。映像は５分以内とし，５分を超える作品はダ
イジェストを作成してください。拡張子は，mov，
mp4，avi，wmvのいずれかとし，USBメモリに入れ提出。
DVDで提出する場合，ファイナライズ済のDVD‐Rデ
ィスクで提出。面接試験会場に用意されたノートパソコ
ン・DVDプレーヤーで再生する。絵コンテやマンガの
場合は，コマ割りや形式，テーマは自由です。大きさ
A4サイズ（21×29.7cm）20ページ以内のクリアファイ
ルにまとめ提出してください。
※２年以内に制作した作品１点を持参してください。

小論文 90分。800字程度。
※試験科目の詳細は，p.79の「入試詳細」をご覧ください。

合…格…発…表　Ⅰ期　2018年12月25日（火）発送
　　　　　　Ⅱ期　2019年３月15日（金）発送
　　　　　　本人に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません。）
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　Ⅰ期　2019年１月10日（木）必着
　　　　　　Ⅱ期　2019年３月22日（金）必着
　　　　　　※Ⅰ期の入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．�試験日には受験票，筆記用具，その他指示されたものを持参してください。
　　※自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉の小論文受験者のみ昼食を持参してください。
２．提出された調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。
３．�作品の制作要領についてはp.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。

給費生入学試験の出願について
自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉の合格者は，さらに給費生入学試験を受験することができます。（ただし，芸術特待
生入学試験合格者は給費生入学試験に出願できません。）所定の出願書類を期間内に提出していただき，給費生
入学試験の試験科目を受験してください。入学検定料は15,000円となります。
出願手続，入学試験内容等，詳細についてはp.72〜73を参照してください。
なお，給費生入学試験を希望する場合でも，入学手続については2019年１月10日（木）の手続締切日までに所定
の手続（入学料の納付等）をしていただきますのでご注意ください。給費生入学試験に合格された場合は，原則
としてその後の納付金を相殺いたします。
ご不明な点は入試広報課までお問合せください。
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（5）芸術特待生入学試験

芸術特待生制度
本学には芸術特待生制度があります。条件等は次のとおりです。
対…象…領…域　芸術学部美術学科全領域
採…用…条…件　��芸術面において特に優れ，かつ向学心が強く，将来広く芸術面において社会に貢献できると思われ

る者
募集区分 SA特待生 AA特待生 A特待生 B特待生 C特待生

入学時特待生 全額免除 入学料＋授業料免除 入学料＋授業料50％免除 入学料＋授業料25％免除 入学料免除
※SA特待生：委託諸費は免除の対象となりません。
※SA特待生以外：教育充実費・委託諸費は免除の対象となりません。
※２年時以降は希望する在学生が出願期間に出願。

期　　　間　１年間（１年毎の審査，採用年数に制限なし）
人　　　数　４名
２年次以降の選考方法
特待生を希望する者の中から在学中の成績，活動，資格取得，提出書類により総合的に判定し，決定します。

出願資格
次のいずれかに該当する者
１．��高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019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及び2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者

出願手続
出…願…期…間　2018年12月４日（火）〜12月10日（月）必着
　　　　　　※窓口での受付はしておりません。
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出��願��書��類 注��意��事��項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
芸術特待生志願書 本学所定の用紙を使用。高校入学以降，公募展などで受賞歴がある場合は賞状などの

写しを添付してください。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証

明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
※�AO入学試験，特別推薦入学試験，学校推薦入学試験（指定校制・公募制），特別入

学試験合格者は15,000円，自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉を併願する場合は45,000円
調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。

なお，高等学校生徒指導要録の保存期間が経過及び廃校等の事情により調査書が得ら
れない場合には，「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
また，「成績証明書」が得られない場合には「単位取得証明書」を，いずれも得られ
ない場合は「得られないことを証明する書類」を提出してください。
※�高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の大学入学試験検定合格者含む）は「合

格証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明

する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。
芸術特待生推薦書 実技指導者の記載による本学所定の推薦書。
健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出

願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。
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入学試験
試…験…日…時　2018年12月16日（日）　９：30集合
試験科目・配点

領　域 試験科目 配　点 備　　考
全領域共通 提出作品 次の①〜③のいず

れか1点
①�平面または立体

作品
②写真作品
③映像作品

200点 【平面，立体の場合】
作品の素材，技法，大きさは問いません。ただし，試験
当日に自分で搬入出可能な作品に限ります。

【写真の場合】
プリンターで出力または印画紙のいずれかとします。ク
リアーファイルに入れ，写真集とするか，ボードに作品
を直貼りして提出してください。

【映像の場合】
作品のテーマや，実写，アニメーションなどの形式は問
いません。映像は５分以内とし，５分を超える作品はダ
イジェストを作成してください。拡張子は，mov，
mp4，avi，wmvのいずれかとし，USBメモリに入れ提出。
DVDで提出する場合，ファイナライズ済のDVD‐Rデ
ィスクで提出。面接試験会場に用意されたノートパソコ
ン・DVDプレーヤーで再生する。絵コンテやマンガの
場合は，コマ割りや形式，テーマは自由です。大きさ
A4サイズ（21×29.7cm）20ページ以内のクリアファイ
ルにまとめ提出してください。
※２年以内に制作した作品１点を持参してください。

作品集 100点 A4ファイルに作品の写真を３点以上入れ作品集を作成
（題名，大きさ，制作年を表記）。プリンタ出力可。受賞
歴がある場合，各種賞状等のコピーを含める。

※試験科目の詳細は，p.79の「入試詳細」をご覧ください。

合…格…発…表　2018年12月25日（火）発送
　　　　　　本人に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，授業料等を納付してください。
手続締切日　2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．��試験日には提出作品，受験票を持参してください。
２．��提出作品は高等学校で制作した作品，学内展，高文連展などに出品した作品でもよいですが，近作であるこ

とが望まれます。
３．提出された推薦書及び調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。
４．��作品の制作要領についてはp.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。
５．��AO入学試験，学校推薦入学試験，特別推薦入学試験，特別入学試験の合格者は，さらに芸術特待生入学試験・

給費生入学試験を受験することができます。（ただし，芸術特待生入学試験合格者は給費生入学試験に出願
できません。）入学願書の合格欄にマークし，所定の出願書類を出願期間内に提出していただき，各試験科
目を受験してください。各入学試験合格者の入学検定料は15,000円となります。



7171

美
術
学
科

併願制度
「自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉」を第２希望とする併願制度を設けております。
併願する場合の要領は次のとおりです。
１．��入学願書の受験区分欄の「芸術特待生」「自己推薦〈Ⅰ期〉」の両方にマークしてください。
２．��出願書類は「自己推薦書」を加えて提出してください。重複する書類は１部で結構です。
３．��併願する場合の入学検定料は45,000円となります。
４．��併願受験となる「自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉」において科目「提出作品」を選択した場合は，「芸術特待生入

学試験」の科目「提出作品」を「自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉」の科目「提出作品」に充当します。この場合，
あらためて「自己推薦入学試験〈Ⅰ期〉」の科目「提出作品」を別途提出する必要はありません。

芸術特待生推薦書の記入について（お願い）
記…入…内…容
１．��「専攻実技に関する所見」は志願者個人の制作活動への取り組み，意欲や姿勢などについて記入してください。
２．��「人物に関する所見」は生徒の性格，責任感，自主性，協調性など，特に重要と思われることについて記入

してください。
記　入　者
実技指導者（高校美術担当教諭，クラブ活動指導者または研究所等での指導者）
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（6）給費生入学試験

給費生制度
対…象…領…域　芸術学部美術学科全領域
免　　　除

年　　　次 免　　　除 納　付　額
入学初年度

授業料50％ +教育充実費

� �673,960円
２年次 � �457,500円
３年次 � �457,500円
４年次 � �477,500円
合　　計 2,066,460円
期　　　間　原則４年間（毎年度，学業成績・収入による継続審査があります）
人　　　数　４名
継…続…審…査　毎年度，収入及び学業成績，態度に基づく審査があります。
　　（1）収入・所得
　� 　�　主たる家計支持者（父母のうち収入が最も多い者，父母がいない場合は父母に代わり家計を支えて

　いる者）の前年度収入・所得金額。
　　（2）学業成績及び態度
� 　�　学業成績によるGPA評価が原則として2.8以上であること。ただし，2.5から2.7の場合は，成績内容

　の詳細を踏まえ，判断する。

出願資格
次の１〜３のいずれかに該当し，かつ４に該当する者。
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019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及び2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
４．�主たる家計支持者（父母のうち収入が最も多い者，父母がいない場合は父母に代わり家計を支えている者）

の「平成30年度（平成29年度収入・所得内訳記載）の所得証明書」に記載の収入・所得金額が以下の基準の
いずれかを満たす者。

　　（1）給与・年金収入のみの場合：収入600万円以下
　　（2）（1）以外の場合：所得200万円以下
　　※給与・年金収入と事業所得がある場合には，合算した合計所得金額で判定します。

出願手続
出…願…期…間　2019年１月９日（水）〜１月18日（金）消印有効
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出��願��書��類 注��意��事��項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行または郵便局で払込みのうえ，「振替払込受

付証明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
※�AO入学試験，特別推薦入学試験，学校推薦入学試験（指定校制・公募制），自己推

薦入学試験〈Ⅰ期〉，特別入学試験合格者は15,000円，一般入学試験〈Ⅰ期〉を併願
する場合は45,000円

調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。
なお，高等学校生徒指導要録の保存期間が経過及び廃校等の事情により調査書が得ら
れない場合には，「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
また，「成績証明書」が得られない場合には「単位取得証明書」を，いずれも得られ
ない場合は「得られないことを証明する書類」を提出してください。
※�高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の大学入学試験検定合格者含む）は「合

格証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明

する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。
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所得証明書 市区町村が発行する主たる家計支持者（父母のうち収入が最も多い者，父母がいない
場合は父母に代わり家計を支えている者）の平成30年度（平成29年度収入・所得内訳
記載）の所得証明書。

健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出
願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は不要です。

入学試験
試…験…日…時　2019年２月５日（火）９：45集合
試験科目・配点

領　域 試験科目 配　点 試験時間 備　　考
全領域共通 面接 100点 10：00〜11：00 10分程度

国語総合 200点 11：20〜12：20 60分　古文・漢文を除く。
実技（鉛筆デッサン） 200点 13：20〜17：20 ４時間　B3サイズ（36.4cm×51.5cm）の

画用紙に，出題文と素材をもとにデッサ
ンする。

合…格…発…表　2019年２月13日（水）発送
　　　　　　本人に合否の通知を速達郵便で通知します。（掲示での合格発表は行いません。）
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

繰上合格
補欠者は，合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合に繰上合格となる可能性のある候補者のことを指しま
す。補欠者の発表は合否通知と同時に行い，補欠順位明記の「補欠通知書」を送付します。合格者の手続締切後，
欠員が生じた場合は，随時発表した順位に従って繰上合格となります。その場合は，対象者に電話で連絡を行い，
入学の意志を確認した後に，入学手続書類を送付します。なお，補欠者として通知された場合でも合格者の手続
状況によっては繰上合格にならない場合もあります。

入学手続
手…続…方…法　結果通知に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　2019年２月28日（木）必着
※免除以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．芸術特待生入学試験合格者は出願できません。
２．試験日には受験票，筆記用具，昼食を持参してください。なお，昼食は学生食堂も利用できます。
３．�提出された調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。
４．�作品の制作要領については，p.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。
５．��AO入学試験，学校推薦入学試験，特別推薦入学試験，特別入学試験の合格者は，さらに芸術特待生入学試験，

給費生入学試験のいずれかを受験することができます。（ただし，芸術特待生入学試験合格者は給費生入学
試験に出願できません。）入学願書の合格欄にマークし，所定の出願書類を出願期間内に提出していただき，
各試験科目を受験してください。各入学試験合格者の入学検定料は15,000円となります。

併願制度
「一般入学試験Ⅰ期」を第２希望とする併願制度を設けております。
併願する場合の要領は次のとおりです。
１．�入学願書の受験区分欄の「給費生」「一般〈Ⅰ期〉」の両方にマークしてください。
２．�出願書類の中で重複する書類は１部で結構です。
３．併願の場合の入学検定料は45,000円となります。
４．�入学試験は「給費生入学試験」の科目を「一般入学試験〈Ⅰ期〉」の科目に充当します。「一般入学試験〈Ⅰ

期〉」と併願の場合は，改めて「一般入学試験〈Ⅰ期〉」の科目を受験する必要はありません。
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（7）一般入学試験〈Ⅰ期・Ⅱ期〉

出願資格
次のいずれかに該当する者
１．��高等学校または中等教育学校を卒業した者及び2019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及び2019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2019年３月31日までにこれに該当する見込みの者

出願手続
出…願…期…間　Ⅰ期　2019年１月９日（水）〜１月18日（金）消印有効　※窓口での受付はしておりません。
　　　　　　Ⅱ期　2019年２月12日（火）〜２月22日（金）必着
　　　　　　※��窓口での受付はⅡ期の出願締切日（２月22日（金））のみ行います。� �

窓口受付時間は９：00〜16：30です。
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で提出してください。

出��願��書��類 注��意��事��項
入学願書 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，「振替払込受付証

明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。給費生入学試験も受験する場合
は検定料が異なります。詳細はp.72〜73をご確認ください。

調査書 出願３ヵ月以内に発行されたもの（出身学校長が作成し，厳封されたもの）。
なお，高等学校生徒指導要録の保存期間が経過及び廃校等の事情により調査書が得ら
れない場合には，「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
また，「成績証明書」が得られない場合には「単位取得証明書」を，いずれも得られ
ない場合は「得られないことを証明する書類」を提出してください。
※�高等学校卒業程度認定試験合格者（廃止前の大学入学試験検定合格者含む）は「合

格証明書」及び「成績証明書」を提出してください。
※�調査書に記載された氏名が現在の氏名と異なる場合は，同一人物であることを証明

する公的な書類（戸籍抄本等）を添付してください。
健康診断書 身体に障がいを有するなど，受験上及び修学上特別な配慮が必要とされる場合は，出

願前に入試広報課へ相談のうえ提出してください。それ以外の者は提出不要です。

入学試験
試験日時・試験時間
　Ⅰ期　2019年２月５日（火）11：00集合
　Ⅱ期　2019年３月３日（日）９：45集合
試験科目・配点（Ⅰ期・Ⅱ期共通）
一般入学試験〈Ⅰ期〉

領域 試験科目 配　点 試験時間 備　　考
全領域共通 国語総合 100点 11：20〜12：20 60分。古文，漢文を除く。

実技（鉛筆デッサン） 200点 13：20〜17：20 ４時間。
B3サイズ（36.4cm×51.5cm）の画用紙に，
出題文と素材をもとにデッサンする。

一般入学試験〈Ⅱ期〉
領域 試験科目 配点 試験時間 備考

全領域共通 国語総合 100点 10：00〜11：00 60分。古文，漢文を除く。
実技（鉛筆デッサン） 200点 11：20〜16：20

（12：20〜13：20
昼食）

４時間。
B3サイズ（36.4cm×51.5cm）の画用紙に，
出題文と素材をもとにデッサンする。
※�昼食は試験場内でとるため必ず持参し

てください。
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合…格…発…表　Ⅰ期　2019年２月13日（水）発送
　　　　　　Ⅱ期　2019年３月８日（金）発送
　　　　　　本人に合否の通知を速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　Ⅰ期　2019年２月28日（木）必着
　　　　　　Ⅱ期　2019年３月15日（金）必着
　　　　　　※Ⅰ期・Ⅱ期とも入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．��試験日には受験票，筆記用具，昼食を（一般入学試験〈Ⅱ期〉受験者は必ず）持参してください。なお，一

般入学試験〈Ⅰ期〉受験者は，昼食時に学生食堂も利用できます。
２．提出された調査書等の書類は合否の総合判定に加味します。
３．��作品の制作要領についてはp.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。
４．入学手続終了後，募集人数に欠員があった場合は追加合格を出す場合があります。
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（8）特別入学試験（社会人・海外帰国子女・外国人留学生入学試験・再入学）

社会人入学試験

出願資格
2019年４月現在で，次のいずれかの条件を満たしてから５年以上経過した者で本学専願の者
１．高等学校または中等教育学校を卒業した者
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した者
３．学校教育法施行規則第150条の規定により，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

海外帰国子女入学試験

出願資格
日本国籍を有する者で，次の１〜３のいずれかに該当する者
１．��日本の高等学校に相当する外国の学校に最終学年も含め２年以上継続して在籍し，2017年４月１日〜2019年

３月31日までに卒業（修了）した者または卒業（修了）見込みの者
２．��日本の高等学校を2017年４月１日〜2019年３月31日までに卒業または卒業見込みの者で，日本の高等学校に

相当する外国の学校に２年以上継続して在籍した者。ただし日本の高等学校の在籍期間は原則として２年以
内とする。

３．国際バカロレア資格証明書を取得した者で，2019年３月31日までに満18歳に達する者

外国人留学生入学試験

出願資格
外国籍を有する者で，日本において高等教育を受けることを目的として入国した者，または入国しようとする者
で，次の１〜２のいずれかに該当する者
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及び2019年３月31日までに修了見込の者またはこ

れに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
２．国際バカロレア資格証書を取得した者で，2019年３月31日までに満18歳に達する者

再入学試験

出願資格
本学を卒業または退学した者で，本学に再度入学を希望する本学専願の者
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出願手続
出…願…期…間　2018年11月１日（木）〜11月６日（火）消印有効
出…願…書…類　出願期間内に以下の書類を本学所定の封筒で郵送してください。

出��願��書��類

社
会
人　
　
　

帰
国
子
女　
　

外
国
人
留
学
生

再
入
学　
　
　

注��意��事��項

入学願書 ○ ○ ○ ○ 本学所定の用紙を使用。
入学検定料納付書 ○ ○ ○ ○ 30,000円を本学所定の用紙でゆうちょ銀行又は郵便局で払込のうえ，

「振替払込受付証明書（お客様用）」を入学願書に貼付してください。
履歴書※ ○ ○ ○ ○ 本学所定の用紙を使用。
卒業証明書※ ○ △ △ ○ 最終出身校の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書。た

だし，海外帰国子女及び外国人留学生出願者のうち，国際バカロレア
資格を取得した者は提出不要です。

成績証明書※ ○ △ △ ○ 最終出身校の成績証明書。ただし，海外帰国子女及び外国人留学生出
願者のうち，国際バカロレア資格を取得した者は提出不要です。

健康診断書 △ △ △ △ 本学所定の用紙を使用。身体に障がいを有するなど，受験上及び修学
上特別な配慮が必要とされる場合は，出願前に入試広報課へ相談のう
え提出してください。それ以外の者は提出不要です。

国際バカロレア資格
証書※

△ △ 海外帰国子女及び外国人留学生出願者で国際バカロレア資格証書を取
得した者。なお，IB最終試験６科目の成績評価証明書を併せて提出し
てください。

旅券※ ○ 複写したもの。
在留カード ○ 複写したもの。
身元保証書※ ○ 本学所定の用紙を使用。
推薦書 △ 卒業学科の学科長記載による推薦書。卒業学科と異なる学科を志願す

る者のみ提出してください。
〈注〉��①○は必ず提出，△は該当する方のみ提出してください。� �

②海外帰国子女及び外国人留学生試験については，出願資格を確認しますので，※印の書類を出願期間前�
　に提出してください。� �
③��出願書類を提出するにあたり，外国語で記載された証明書，文書資料等には日本語訳を添付してください。
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入学試験
試…験…日…時　2018年11月17日（土）　12：30集合　13：00開始
試験科目・配点

領　域 試験科目 試験時間 配点 備　　考
全領域共通 小論文 13：00〜14：30 100点 90分。美術表現に関する設問に対して，自分の

考えを論述する。
面接 14：40〜16：00 100点 10分程度
提出作品 次の①〜③の

いずれか１点
①�平面または

立体作品
②写真作品
③映像作品

− 200点【平面，立体の場合】
作品の素材，技法，大きさは問いません。ただし，
試験当日に自分で搬入出可能な作品に限ります。

【写真の場合】
プリンターで出力または印画紙のいずれかとし
ます。クリアーファイルに入れ，写真集とするか，
ボードに作品を直貼りして提出してください。

【映像の場合】
作品のテーマや，実写，アニメーションなどの
形式は問いません。映像は５分以内とし，５分
を超える作品はダイジェストを作成してくださ
い。拡張子は，mov，mp4，avi，wmvのいずれ
かとし，USBメモリに入れ提出。DVDで提出す
る場合，ファイナライズ済のDVD‐Rディスク
で提出。面接試験会場に用意されたノートパソ
コン・DVDプレーヤーで再生する。絵コンテや
マンガの場合は，コマ割りや形式，テーマは自
由です。大きさA4サイズ（21×29.7cm）20ペー
ジ以内のクリアファイルにまとめ提出してくだ
さい。
※�２年以内に制作した作品１点を持参してくだ

さい。
※試験科目の詳細は，p.79の「入試詳細」をご覧ください。

合…格…発…表　2018年11月27日（火）発送
　　　　　　本人に速達郵便で通知します（掲示での合格発表は行いません）。
　　　　　　なお，電話による合否の問合せには一切応じません。

入学手続
手…続…方…法　合格通知書に同封の書類にて，入学料（p.93）を納付してください。
手続締切日　2018年12月11日（火）必着　※入学料以外の納付金は2019年３月22日（金）必着

注意事項
１．面接は提出作品を前にして行います。
２．面接は海外帰国子女及び外国人留学生試験の場合においても，日本語で行います。
３．試験日には提出作品，受験票，筆記用具を持参してください。
４．提出された成績証明書等の書類は合否の総合判定に加味します。
５．��作品の制作要領についてはp.79「入試詳細」及び別冊の「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」

を参照してください。

芸術特待生入学試験・給費生入学試験の出願について
特別入学試験の合格者は，さらに芸術特待生入学試験・給費生入学試験のいずれかを受験することができます。（た
だし，芸術特待生入学試験合格者は給費生入学試験に出願できません。）所定の出願書類を出願期間内に提出し
ていただき，各試験科目にて受験してください。
特別入学試験合格者が芸術特待生入学試験・給費生入学試験を受験する場合，入学検定料はいずれも15,000円と
なります。出願手続，入学試験内容等，詳細についてはp.69〜73を参照してください。
なお，芸術特待生入学試験・給費生入学試験を希望する場合でも，入学手続については2018年12月11日（火）の
手続締切日までに所定の手続き（入学料の納付等）をしていただきますのでご注意ください。芸術特待生入学試
験に合格された場合は，原則としてその後の納付金を相殺いたします。
ご不明な点は，入試広報課までお問合せください。
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３．入試詳細
■入試科目一覧

国語
総合

小論文
実技

（デッサン）
提出
作品

作品集 面　接 備　考

学校推薦入試（指定校制） ○
学校推薦入試（公募制） ○ ○
芸術特待生入試 ○ ○
給費生入試 ○ ○ ○
自己推薦入試〈Ⅰ期・Ⅱ期〉 △ △ ○ △小論文か提出作品，

いずれか選択
一般入試〈Ⅰ期・Ⅱ期〉 ○ ○
特別入試（社会人等） ○ ○ ○

■提出作品について
平面
内容や表現方法に規定はありません。画材に関しては油性系絵具，水性系絵具，パステル，鉛筆，その他を自由
に組み合わせてもかまいません。作品のサイズは試験当日に自分で搬入出が可能であれば大きさは問いません。
立体
テーマは特にありません。具象，抽象問わずあなたの自由な発想で表現してください。素材も木，石膏，布など
自由です。複数の素材を使ってもかまいません。
大きさや重さは試験当日に自分で搬入出可能な作品に限ります。
写真
写真作品はプリンターで出力，または印画紙のいずれかとします。体裁は下記①②のいずれかとし，おのおの制
作年・タイトル・テーマを明記してください。
①A4〜 A3サイズのクリアファイルに入れた写真集とします。ページ制限は設けません。
②�A2サイズ（42×59.4cm）の画用紙ボード・ケントボード１枚に作品を直貼りすること。１点もの，組み写真

などの形式は問いません。
映像
作品のテーマや，実写，アニメーションなどの形式は問いません。映像は５分以内とし，５分を超える作品はダ
イジェストを作成してください。拡張子は，mov，mp4，avi，wmvのいずれかとし，USBメモリに入れ提出。
DVDで提出する場合，ファイナライズ済のDVD‐Rディスクで提出。面接試験会場に用意されたノートパソコン・
DVDプレーヤーで再生する。絵コンテやマンガの場合は，コマ割りや形式，テーマは自由です。大きさA4サイ
ズ（21×29.7cm）20ページ以内のクリアファイルにまとめ提出してください。
※上記のいずれか１点，２年以内に制作した作品を持参する。

■小論文について
与えられた課題（作家の作品など）について，自分の見解を800字程度にまとめ記述してください。

■作品集について
A4ファイルに作品の写真を３点以上入れて作品集を作ってください。作品の写真はカメラで撮影したデータや
フィルムをプリントし，制作年，サイズ，素材などを明記します。公募展などで受賞歴がある場合は賞状などの
コピーも入れてください。

４．前年度問題
前年度の入学試験問題は，別冊「札幌大谷大学芸術学部美術学科2019入試ガイド」をご確認ください。


