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　愛知東邦大学のＡＯ入試は、出願前に本学教職員と面談することを出願条件としています。
　理由は簡単です。私たちは、愛知東邦大学に興味を持ってくださった人と話がしたいのです。あな
たの考える未来のことを聞かせてください。そして大学受験や大学生活の不安や知りたいことを聞
かせてください。
　入学してから後悔しない、笑顔の大学生活を送ってもらいたいから、まずは話をすることから始
めましょう。

＜面談方法＞
１：大学内AOガイダンス

AOガイダンス日のほか、オープンキャンパス時にもAOガイダンスを開催します。会場は愛知東邦
大学です。

２：学外会場AOガイダンス
大学展や進学相談会などでも、AOガイダンスを開催します。本学のwebページで進学相談会場を確
認してください。

３：予約制AOガイダンス
あなたの都合の良い時に本学へ来てください。原則として、平日はガイダンスを開催しています。事前
に日時と人数を入試広報課まで連絡してください。

４：出前AOガイダンス
愛知東邦大学まで行くには遠すぎる、部活などで時間の都合がつかないなど、あなたのスケジュ
ールに合わない場合は、入試広報課までご相談ください。連絡先は、P.14を参照してください。
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学　　部 AO入試募集定員

経営学部

人間健康学部

教育学部

26

14

35

20

ＡＯガイダンス等で教職員との面談が必要

５ 入学定員及び募集学部・学科募集定員

95

55

120

80

学　　科

地域ビジネス学科

国際ビジネス学科

人間健康学科

子ども発達学科

入学定員

試験区分

項目
1期 2期 3期 4期

出願資格

試験会場

第一次試験
合格発表日

第二次試験日

ＡＯ入試
合格発表日

入学前
学習プログラム
課題開始予定日

次の（１）～（３）のいずれかに該当し、（４）～（７）のすべてを満たす者とする。
（１）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、または2018年3月に卒業見込みの者
（２）通常の課程による中等教育学校を修了した者、または2018年3月に修了見込みの者
（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
 あると認められた者、または2018年3月31日までにこれに該当する見込みの者
（４）本学を専願とする者
（５）本学の教育およびＡＯ入試の趣旨を理解している者
（６）本学教職員との面談をした者
（７）出願書類を全て提出できる者
（８）入学前学習プログラムに参加できる者

出願書類
（１）AO入試入学願書 （２）AO入試整理票 （３）AO入試受験票
（４）入学検定料収納証明書 （５）志望理由書（所定用紙使用） （６）課題レポート（所定用紙使用）
（７）面談証明書※1 （８）出身高等学校等調査書※2

入学検定料
　＜第一次試験検定料＞ 10,000円
　＜第二次試験検定料＞ 20,000円※3

選考方法
　＜第一次試験＞ 書類審査
　＜第二次試験＞ 面接（25分程度）

2017年9月16日（土）

2017年9月24日（日）

2017年10月3日（火）

別途案内※4

2017年10月14日（土）

2017年10月22日（日）

2017年10月25日（水）

2017年11月18日（土）

2017年11月26日（日）

2017年11月29日（水）

2017年12月9日（土）

2017年12月17日（日）

2017年12月20日（水）

2017年9月1日（金）
　　　～9月11日（月）

＜最終日必着＞ 

2017年9月25日（月）
　　～10月9日（月・祝）

＜最終日必着＞ 

2017年10月23日（月）
　　　～11月13日（月）

＜最終日必着＞ 

2017年11月27日（月）
　　　～12月4日（月）

＜最終日必着＞ 

　本学（愛知東邦大学）　愛知県名古屋市名東区平和が丘三丁目11番地（巻末アクセスMAP参照）

※1 面談証明書はAOガイダンス等で本学教職員と面談をする時にお渡しします。
※2 出願時に提出ができる最新の調査書（出身高等学校長もしくは中等教育学校長が作成し、厳封したもの）です。
 ●高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は、合格（見込）証明書および成績証明書
※3 第一次試験の合格者には、第二次試験（面接）の時間と第二次試験入学検定料の案内を送付します。
※4 入学前学習プログラム課題未提出者については、入学を取り消す場合があります。

6 出願資格等 ＜全学部全学科共通＞

出願期間
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7
（１）出願資格等を確認し、出願書類の準備をしてください。
（２）コンビニエンスストアで入学検定料を支払ってください。詳細は最終ページを確認してください。
（３）出願書類は、この要項に綴じてある封筒に封入して、郵便局の窓口にて必ず速達簡易書留で送付

をしてください。また、各試験区分の出願期間最終日のみ本学窓口でも受付をします。

受付窓口：愛知東邦大学　入試広報課
受付時間：9時30分～16時30分（土・日・祝日を除く）

出願方法

9
受験票は、出願書類の受付後、順次発送をします。受験票が届いたら、記載されている内容を確認して
ください。第一次試験合格発表日の２日前までに受験票が届かない場合、または出願内容と異なる場合
は、速やかに入試広報課まで連絡をしてください。

受験票の発送

（１）入学願書は、記入例を参照して作成をしてください。
（２）出願学部・学科は出願時に選択をしてください。出願後の変更は認められません。
（３）出願書類に不備のあるものは一切受け付けられません。

※不備があった際には連絡をします。必ず連絡先を記入してください。
（４）出願後に住所変更等あった場合は、速やかに入試広報課まで連絡をしてください。
（５）出願書類受付後、いかなる理由があっても検定料と出願書類の返還はいたしません。
（６）必ず出願期間の締め切りに間に合うよう出願をしてください。出願期間の締め切りを過ぎたもの

は受け付けられません。但し、調査書が期間内に間に合わない場合は、入試広報課まで連絡をし
てください。

出願上の注意8

試験会場での注意

遅刻について

その他

試験会場
・試験会場の下見はできません。
・当日、保護者の方は待機場所にてお待ちください。
・駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

・遅刻は、原則として認めません。ただし、公共交通機関等の事故などやむを得ない理
由の場合は、入試広報課まで連絡をしてください。

・本学では、受験のための宿泊について斡旋をしていません。
宿泊の必要な方は、各自で申し込みをしてください。

・試験会場には時計はありません。携帯電話等を時計として使用することは認められま
せん。必要な方は時計を持参してください。また、携帯電話の電源は、必ず試験室に
入る前に切ってください。

・体調の悪い時は、係りの者に申し出てください。

10 受験上の注意事項

11
＜一次試験合格発表＞
書類審査の結果は、P.5の各試験区分の合格発表日付の文書（速達便）をもって、受験生本人宛に
通知をします。合格者には、二次試験（面接）の案内も同封をします。

＜ＡＯ入試合格発表＞
ＡＯ入試の結果は、P.5の各試験区分の合格発表日付の文書（速達便）をもって、受験生本人宛に
通知をします。合格者には、入学手続き等に関する書類を同封しますので、確認をしてください。

＜注意事項＞
（１）学内での掲示発表は行いません。
（２）電話等による合否の問い合わせには一切応じません。

合格発表の方法

12
入学手続き等の詳細は、合格をされた方に「入学までのご案内」を送付しますので、内容を確認
して必要な書類を期日に間に合うよう準備をしてください。
入学金・学生納付金は、所定の振込用紙を使用して納入をしてください。入金確認後、入学許可証
を発送します。この許可証は、あなたの入学許可を証明するものになりますので、入学式まで大切に
保管をしてください。
一旦振り込まれた入学金は、いかなる理由があっても返還はいたしません。
納入期限は、以下のとおりです。

入学手続き

1期 2期 3期 4期

2017年12月4日（月） 2017年12月11日（月） 2018年1月15日（月）納入期限
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