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【更新履歴】 

 2022年 10月６日 ・18ページ「入学検定料等の返還について」の「返還請求の方

法」を変更 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、掲載内容から変更す
ることがあります（掲載内容は 2022年 10月６日）。 
変更した場合は、本学公式 Webサイトでお知らせします。 
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文化政策学部 アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 
 

文化政策学部は、芸術および文化全般を歴史の深みと世界的な広がりにおいて認識するとともに、豊

かな感受性、人間や文化の多様性に対する寛容さ、文化を創造し発展させるための的確な知識をもとに、

文化の新たな地平を切り拓く意欲に富み、国際的に活躍できる人材を育成します。 

 

この教育方針の下、国際文化学科、文化政策学科、芸術文化学科の３学科を設置し、以下のような関

心と意欲をもつ人を、積極的に受け入れます。 

 

国際文化学科 

・日本と世界の多様な文化に関心があり、それらを深く学びたい人 

・外国語を使い、世界の人々と交流し相互理解を深めたい人 

・ビジネスや国際協力、地域貢献を通して、グローバル社会で活躍したい人 

 

文化政策学科 

・社会と文化について総合的に学び、その問題を発見・解決したい人 

・社会調査の方法、政策立案の手法を身につけたい人 

・行政や企業、NPOなどで活躍し、地域社会と産業に貢献したい人 

 

芸術文化学科 

・文化・芸術とそれをとりまく社会について研究したい人 

・芸術やアートマネジメントに関する実践的知識を身につけたい人 

・文化・芸術を通じて地域を活性化し、創造性をもって社会に貢献したい人 
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デザイン学部 アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針） 
 

デザイン学部は、時代とともに変化する人や価値観、文化の多様性を視野に入れ、さまざまな人の

立場に立ったユニバーサルな視点で考えるデザインを基本に、快適に暮らせる生活空間や環境を提案

し、国際社会の発展や文化の向上に貢献できる人材を育成します。 

この教育方針の下、デザイン学科を設置し、以下のような関心と意欲をもつ人を、積極的に受け入

れます。 

 

デザイン学科 

・デザイン分野に強い関心をもち、幅広くデザインを学びたい人  

・論理的な思考にもとづき、新しい価値の創出を目指す人  

・直観力や審美眼をみがき、自らの発想を的確に表現したい人  

・地球環境及び社会や地域に関心をもち、現状を分析して対応策を考えようとする人 
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募集人員                           

学部 文化政策 デザイン 

学科 国際文化 文化政策 芸術文化 デザイン 

入学定員 100 55 55 110 

社会人 

若干名 若干名 若干名 若干名 帰国生徒 

外国人留学生 

 

試験日程                           

試験区分 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 手続期間（必着） 

社会人入試 
文化政策 11/１（火）～11/７（月） 11/19（土） 12/１（木） 12/２（金）～12/９（金） 

デザイン 11/１（火）～11/７（月） 11/19（土） 12/１（木） 12/２（金）～12/９（金） 

帰国生徒 

入試 

文化政策 11/１（火）～11/７（月） 11/19（土） 12/１（木） 12/２（金）～12/９（金） 

デザイン １/23（月）～２/１（水） ２/25（土） ３/５（日） ３/６（月）～３/15（水） 

外国人 

留学生入試 

文化政策 11/１（火）～11/７（月） 11/19（土） 12/１（木） 12/２（金）～12/９（金） 

デザイン １/23（月）～２/１（水） ２/25（土） ３/５（日） ３/６（月）～３/15（水） 

 

試験会場                           

静岡文化芸術大学（地図 26ページ） 

 〒430-8533 

 静岡県浜松市中区中央２-１-１ 
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 社会人入学試験  

試験日・試験会場                       

実施学部 試験日 試験会場 

文化政策学部 

デザイン学部 
2022年 11月 19日（土） 

静岡文化芸術大学 

（浜松市中区中央２-１-１）26ページ地図参照 

 

試験科目・試験時間                      

学部 科目 配点 時間 

文化政策学部 
小論文 100 9:30～11：00（90分間） 

面接 100 12:30～ 

デザイン学部 
小論文 100 9:30～11：00（90分間） 

面接 100 12:30～ 

 

試験内容                           

科目 試験内容 

小論文 

■文化政策学部 

 課題文を読んで 

・内容の読解に関する問いに答える。 

・問いで求められた内容を論理的に記述する。 

■デザイン学部 

課題文を読んで 

・内容の読解に関する問いに答える。 

・問いに応じて自分の考えを論理的に記述する。 

面 接 
■文化政策学部・デザイン学部 

個人面接を実施する。 

 

判定方法                           

 小論文、及び「志望理由書」「社会人履歴書」の内容を踏まえた面接で総合して判定します。 
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出願期間                           

2022年 11月１日（火）～11月７日（月）（最終日の 17時必着） 

出願は郵送に限ります。直接持参しても受理しません。 

 

出願資格 出願する前に出願資格を満たすがどうかを必ず問い合わせてください。（16 ページ）                          

 2023年４月１日時点、社会人として５年以上の経験（注）を有し、23歳以上の者で、次のいずれかに

該当する者（外国人留学生を除く） 

(1) 高等学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年以上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

められる者及び 2023年３月 31日までにこれに該当する見込みの者 

（注）定時制、通信制以外の学校の在学期間は社会人の経験期間に含みません。 

 

出願書類等                          

所
定
の
様
式 

A.出願確認票 

本学公式 Web サイトから様式をダウンロードしてください。必要事

項を記入の上、提出してください。記載した住所宛に合格通知等を

発送します。 

B.出願封筒用宛名ラベル 市販の封筒（角型２号）を用意し、貼り付けて出願してください。 

C.志望理由書 本学公式 Webサイトから様式をダウンロードして提出してください。 

D.社会人履歴書 本学公式 Webサイトから様式をダウンロードして提出してください。 

出

願

者

が

準

備 

 

E.振込金受取書のコピー 

入学検定料等を納入したときに金融機関から受け取った「振込金受 

取書」のコピーを提出してください（17ページ「入学検定料等の納

入方法」を必ず参照すること）。なお、原本は試験終了まで大切に保

管しておいてください。 

F.高等学校等の 

卒業証明書 

（原本） 

出願資格にかかわる出身学校が発行したものを提出してください。

（最終学歴であるかないかにかかわらず、高等学校のものを提出し

てください。）高校卒業程度認定試験（大学入学資格検定試験）合格

者は、その「合格成績証明書」を提出してください。合格見込者は

「合格見込成績証明書」を提出してください。 

G.【外国人のみ】 

住民票（原本） 

市区町村が発行し、在留資格及び在留期間が明記されている住民票

を提出してください。 

※証明書の氏名が現在の氏名と異なる場合は、氏名変更を証明するもの（戸籍抄本等）を添付してくだ
さい。 
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出願方法                           
１ 出願方法 

(1) 出願する前に、出願資格を満たすかどうかを必ず問い合わせてください。（16ページ） 

(2) ①出願書類の様式及び「出願封筒用宛名ラベル」は、本学公式 Webサイトからダウンロードしてく

ださい。全て A４サイズでプリントアウトしてください。 

 ②入学検定料等を納入した上で、出願書類を出願期間内に提出してください。（入学検定料等の納

入方法は 17ページを参照してください。） 

    出願書類は、市販の封筒（角型２号）に「出願封筒用宛名ラベル」を貼り付けた上で封入し、書

留・速達便で郵送してください。 

（注）出願の受付は郵送によるもののみとし、直接持参しても受理しません。 

郵送の際に紛失等の事故があった場合に限り、書留の記録により出願締切日前日までの発

送が確認できれば出願を受理します。 

 

２ 出願上の注意事項 
(1) 出願書類の不足、誤記入等の場合には、受け付けることができませんので注意してください。 

(2) 出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。また、出願後の志望学科等の変更は一切認め

ません。ただし、出願書類に記入した住所に変更が生じた場合は、直ちに入試室へ申し出てくださ

い。 

(3) 出願書類に虚偽の記入をした場合には、入学後であっても入学を取り消すことがあります。 

 

３ 受験票及び写真票の送付について 
 受験票及び写真票は 11月９日（水）以降に、志願者宛に発送します。11月 14日（月）までに受験票

及び写真票が届かない場合には、入試室（TEL 053-457-6401）にお問い合わせください。 

 

４ 写真票に貼付する写真について 
(1) 縦 4cm×横 3cm、上半身正面・脱帽、最近３か月以内に撮影した写真。 

(2) 写真の裏面に受験番号・学科名・氏名を記入してください。受験番号は、受験票にてお知らせします。 

(3) 試験当日は、大学から郵送されてきた写真票に写真を貼付して持参してください。 
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 帰国生徒入学試験  

試験日・試験会場                       

実施学部 試験日 試験会場 

文化政策学部 2022年 11月 19日（土） 静岡文化芸術大学 

（浜松市中区中央２-１-１）26ページ地図参照 デザイン学部 2023年 ２月 25日（土） 

 

試験科目・試験時間                      

学部 科目 配点 時間 

文化政策学部 
小論文 100 9:30～11：00（90分間） 

面接 100 12:30～ 

 

学部 科目 配点 時間 

デザイン学部 
実技「鉛筆描写」 100 12:30～15：30（180 分間） 

面接 100 16:15～ 

 
実技「鉛筆描写」指定持参用具 

指定持参用具 

鉛筆描写に必要な用具一式 

（カルトン、イーゼルは本学で用意し、下描き用紙１枚を配付します） 

※デッサンスケール及びスケッチブックの使用は不可とします。 

※試験室入室後は、試験開始前であっても許可なく退室することはできません。 

※試験室入室後は、試験開始前であっても指定持参用具以外の用具の使用を固く禁止します。 

※試験開始までは筆記用具を用いた下描き・描画等は一切行ってはいけません。 

※解答はフリーハンドとし、定規等の道具を用いて線を引くことは認めません。 

 

試験内容                           

科目 試験内容 

小論文 

■文化政策学部 

 課題文を読んで 

・内容の読解に関する問いに答える。 

・問いで求められた内容を論理的に記述する。 

実技「鉛筆描写」 
■デザイン学部 

問題及び与えられた条件に従い想定描写を行う。 

面 接 
■文化政策学部・デザイン学部 

個人面接を実施する。 
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判定方法                           

 文化政策学部は、小論文、及び「志望理由書」「帰国生徒身上記録」の内容を踏まえた面接で総合して

判定します。 

デザイン学部は、実技「鉛筆描写」、及び「志望理由書」「帰国生徒身上記録」の内容を踏まえた面接

で総合して判定します。 

 

出願期間                           

学部 出願期間 

文化政策学部 2022年 11月 １日（火）～11月７日（月）（最終日の 17時必着） 

デザイン学部 2023年 １月 23日（月）～２月１日（水）（最終日の 17時必着） 

 

出願資格 出願する前に出願資格を満たすかどうかを必ず問い合わせてください。（16 ページ）                          

次の(1)、(2)の資格・要件をすべて満たしている者 

(1) 日本国籍を有する者 

(2) 次のいずれかに該当する者 

① 外国において、２年以上（注）正規の教育制度に基づく学校教育を受け、原則として日本の高等

学校の第２学年または第３学年に編入を認められた者で、2022年４月１日から 2023年３月 31日

までに卒業又は卒業見込みの者 

② 外国において、最終学年を含めて２年以上（注）正規の教育制度に基づく学校教育を受け、学校

教育における 12年の課程（日本における通常の課程による学校教育の期間を含む）を 2021年４

月１日から 2023年３月 31日までに修了又は修了見込みの者 

③ 外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に 2021 年又は 2022 年に合格した者で 2023

年３月 31日までに 18歳に達する者 

④ 外国において、最終学年を含めて２年以上（注）文部科学大臣が指定した 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を 2021 年４月１

日から 2023年３月 31日までに修了又は修了見込みの者 

⑤ 外国において、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局から国際バカロレア

資格証書を 2021年又は 2022年に授与された者 

⑥ 外国において、ドイツ連邦共和国の各州で大学入学資格として認められているアビトゥア資格の

取得者に授与される一般的大学入学資格証明書を 2021年又は 2022年に授与された者 

⑦ 外国において、フランス共和国で大学入学資格として認められているバカロレア資格の取得者に

授与されるバカロレア資格証書を 2021年又は 2022年に授与された者 

⑧ 外国において、英国の大学入学資格として認められている GCE・Aレベル資格を 2021年又は 2022

年に有した者（詳細は本学入試室に問い合わせてください） 

⑨ 外国において、最終学年を含めて２年以上（注）国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI、NEASC） 

の認定を受けた教育施設の教育を受け、認定を受けた教育施設における 12年の課程を 2021年４

月１日から 2023年３月 31日までに修了又は修了見込みの者 

 

（注）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設で教育 

を受けた期間は①、②、④、⑨の「２年以上」という期間に算入しない。 
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出願資格書類等   ※出願資格の確認のために別に書類の提出を求める場合があります。 

出願書類 内容 

所
定
の
様
式 

A.出願確認票 

本学公式 Web サイトから様式をダウンロードしてください。必要事
項を記入の上、提出してください。記載した住所宛に合格通知等を
発送します。 

B.出願封筒用宛名ラベル 市販の封筒（角型２号）を用意し、貼り付けて出願してください。 

C.帰国生徒身上記録 
本学公式 Web サイトから様式をダウンロードして提出してくださ
い。 

D.志望理由書 
本学公式 Web サイトから様式をダウンロードして提出してくださ
い。 

志

願

者

が

準

備 

 

E.振込金受取書のコピー 

入学検定料等を納入したときに金融機関から受け取った「振込金受 
取書」のコピーを提出してください（17ページ「入学検定料等の納
入方法」を必ず参照すること）。なお、原本は試験終了まで大切に保
管しておいてください。 

F.卒業（修了）証明書等 
（原本を提出。日本語以外

の書類は日本語訳を添付。

成績証明書の記載事項のう

ち科目名、成績評価などが

符号又は略字により表示さ

れている場合には、その説

明を添付。） 

ア「出願資格」（２）の①に該当する人 
 卒業（見込み）の日本の高等学校等が、文部科学省所定の様式に
より作成した調査書 

イ「出願資格」（２）の②、④、⑨に該当する人 
最終卒業（修了）学校の卒業（修了）証明書又は卒業（修了）見込
み証明書及び成績証明書 

ウ「出願資格」（２）の③に該当する人 
合格証明書及び成績証明書 

エ「出願資格」（２）の⑤に該当する人 
国際バカロレア事務局から授与された国際バカロレア資格証書の
写し及びその最終試験の成績証明書 

オ「出願資格」（２）の⑥に該当する人 
アビトゥア資格の取得者に授与される一般的大学入学資格証明
書、なお、成績証明書は一般的大学入学資格証明書に記載されて
いる成績をもって代えます。 

カ「出願資格」（２）の⑦に該当する人 
バカロレア資格の取得者に授与されるバカロレア資格証書の写し
及びバカロレア資格試験成績証明書 

キ「出願資格」（２）の⑧に該当する人 
GCSE及び GCE・Aレベルの成績評価証明書 

G.外国において正規の
教育制度に基づく学
校であることを示す
書類 

「出願資格」（２）の①、②に該当する人については、外国において
正規の教育制度に基づく学校であることを示す書類及びその日本語
訳。（学校パンフレット等でも構いません。） 

H.日本国籍を有するこ
とを証明する書類 

パスポートのコピー（氏名・国籍・顔写真が分かるページ）を提出
してください。 
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出願方法                           
１ 出願方法 

(1) 出願する前に、出願資格を満たすかどうかを必ず問い合わせてください。（16ページ） 

(2) ①出願書類の様式及び「出願封筒用宛名ラベル」は、本学公式 Webサイトからダウンロードしてく

ださい。全て A４サイズでプリントアウトしてください。 

 ②入学検定料等を納入した上で、出願書類を出願期間内に提出してください。（入学検定料等の納

入方法は 17ページを参照してください。） 

    出願書類は、市販の封筒（角型２号）に「出願封筒用宛名ラベル」を貼り付けた上で封入し、書

留・速達便で郵送してください。 

（注）出願の受付は郵送によるもののみとし、直接持参しても受理しません。 

郵送の際に紛失等の事故があった場合に限り、書留の記録により出願締切日前日までの発

送が確認できれば出願を受理します。 

 

２ 出願上の注意事項 

(1) 出願書類の不足、誤記入等の場合には、受け付けることができませんので注意してください。 

(2) 出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。また、出願後の志望学科等の変更は一切認め

ません。ただし、出願書類に記入した住所に変更が生じた場合は、直ちに入試室へ申し出てくださ

い。 

(3) 出願書類に虚偽の記入をした場合には、入学後であっても入学を取り消すことがあります。 

 

３ 受験票及び写真票の送付について 

文化政策学部 
11月９日（水）以降に発送します。11月 14日（月）までに届かない人は入試室（TEL 
053-457-6401）へお問い合わせください。 

デザイン学部 
２月 10日（金）以降に発送します。２月 15日（水）までに届かない人は入試室（TEL 
053-457-6401）へお問い合わせください。 

 

４ 写真票に貼付する写真について 

(1) 縦 4cm×横 3cm、上半身正面・脱帽、最近３か月以内に撮影した写真。 

(2) 写真の裏面に受験番号・学科名・氏名を記入してください。受験番号は、受験票にてお知らせしま

す。 

(3) 試験当日は、大学から郵送されてきた写真票に写真を貼付して持参してください。 
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 外国人留学生入学試験  

試験日・試験会場                       

実施学部 試験日 試験会場 

文化政策学部 2022年 11月 19日（土） 静岡文化芸術大学 

（浜松市中区中央２-１-１）26ページ地図参照 デザイン学部 2023年 ２月 25日（土） 

 

試験科目・試験時間                      

学部 科目 配点 時間 

文化政策学部 
小論文 100 9:30～11：00（90分間） 

面接 100 12:30～ 

 

学部 科目 配点 時間 

デザイン学部 

実技「鉛筆描写」 100 12:30～15：30（180分間） 

面接 100 16:15～ 

「日本留学試験」

成績 

日本語 100 
出願時に提出された成績に
おいて「日本語」は 450点満
点を 100 点満点に換算、 
「総合科目」は 200点満点を
50点満点に換算します。 

総合科目 50 

 
実技「鉛筆描写」指定持参用具 

指定持参用具 

鉛筆描写に必要な用具一式 

（カルトン、イーゼルは本学で用意し、下描き用紙１枚を配付します） 

※デッサンスケール及びスケッチブックの使用は不可とします。 

※試験室入室後は、試験開始前であっても許可なく退室することはできません。 

※試験室入室後は、試験開始前であっても指定持参用具以外の用具の使用を固く禁止します。 

※試験開始までは筆記用具を用いた下描き・描画等は一切行ってはいけません。 

※解答はフリーハンドとし、定規等の道具を用いて線を引くことは認めません。 
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試験内容                           

科目 試験内容 

小論文 

■文化政策学部 

 課題文を読んで 

・内容の読解に関する問いに答える。 

・問いで求められた内容を論理的に記述する。 

実技「鉛筆描写」 
■デザイン学部 

問題及び与えられた条件に従い想定描写を行う。 

面 接 
■文化政策学部・デザイン学部 

個人面接を実施する。 

 

判定方法                           

 文化政策学部は、小論文、及び「志望理由書」「外国人留学生履歴書」の内容を踏まえた面接で総合し

て判定します。 

デザイン学部は、実技「鉛筆描写」、「志望理由書」「外国人留学生履歴書」の内容を踏まえた面接及び

日本留学試験の成績で総合して判定します。 
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出願期間                           

学部 出願期間 

文化政策学部 2022年 11月 １日（火）～11月７日（月）（最終日の 17時必着） 

デザイン学部 2023年 １月 23日（月）～２月１日（水）（最終日の 17時必着） 

 

出願資格 出願する前に出願資格を満たすかどうかを必ず問い合わせてください。（16 ページ）                          

 次の(1)～(3)の資格・要件をすべて満たしている者 

(1) 日本国籍を有しない者（日本国永住許可がない者に限る）（注 1） 

(2) 次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（注 2）を修了した者（2023 年３月 31 日までに修

了見込みの者を含む）または、これに準ずる者で文部科学大臣の指定したものに該当する者 

② スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を

有する者 

③ ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する

者 

④ フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者 

⑤ 英国の大学入試資格として認められている GCE・A レベル資格を有する者（詳細は本学入試室に

問い合わせてください） 

⑥ 国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI、NEASC）の認定を受けた教育施設の 12 年の課程（注 3）

を修了した者 

（注 1）  日本国永住許可を得ている者は、社会人入試の受験対象者となります。社会人入試の

出願資格は５ページを参照してください。 

（注 2、3）12 年の課程には、日本の学校教育制度における修学期間も含まれるが、その場合に

は、修学期間が通算３年以内であること。 

（3） 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（出願開始日より遡って２年以内に受

験したもののみ有効）」において「日本語」及び「総合科目」を受験した者。 

なお、文化政策学部においては「総合科目」の得点が 120点以上の者。※出題言語は日本語に限

る。 
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出願資格書類等                        

出願書類 内容 

所
定
の
様
式 

A.出願確認票 

本学公式 Web サイトから様式をダウンロードしてください。必要事
項を記入の上、提出してください。記載した住所宛に合格通知等を
発送します。 

B.出願封筒用宛名ラベル 市販の封筒（角型２号）を用意し、貼り付けて出願してください。 

C.外国人留学生履歴書 
本学公式 Web サイトから様式をダウンロードして提出してくださ
い。 

D.志望理由書 
本学公式 Web サイトから様式をダウンロードして提出してくださ
い。 

志

願

者

が

準

備 

 

E.振込金受取書のコピー 

入学検定料等を納入したときに金融機関から受け取った「振込金受 
取書」のコピーを提出してください（17ページ「入学検定料等の納
入方法」を必ず参照すること）。なお、原本は試験終了まで大切に保
管しておいてください。 

F.修了証明書等 

（原本を提出。日本語以外

の書類は日本語訳を添付） 

ア「出願資格」（２）の①に該当する人 
日本の高等学校に相当する出身学校の卒業（修了）証明書又は卒
業（修了）見込証明書及び成績証明書 

イ「出願資格」（２）の①に該当する人で認定試験合格を出願資格と
する人 
合格証明書及び成績証明書 

ウ「出願資格」（２）の②に該当する人 

国際バカロレア事務局から授与された国際バカロレア資格証書の写

し及びその最終試験の成績証明書 

エ「出願資格」（２）の③に該当する人 

アビトゥア資格の取得者に授与される一般的大学入学資格証明書、

なお、成績証明書は一般的大学入学資格証明書に記載されている成

績をもって代えます。 

オ「出願資格」（２）の④に該当する人 

バカロレア資格の取得者に授与されるバカロレア資格証書の写し及

びバカロレア資格試験成績証明書 

カ「出願資格」（２）の⑤に該当する人 

GCSE及びGCE・Aレベルの成績評価証明書 

キ「出願資格」（２）の⑥に該当する人 

卒業（修了）証明書及び成績証明書 

G.成績通知書又は成績
確認書  

日本留学試験の成績通知書の写し又は成績確認書 
※試験当日は日本留学試験の受験票を必ず持参してください。 

H.住民票（原本）または 

 パスポートのコピー 

・日本に在住している人は市区町村が発行し、在留資格及び在留期
間が明記されている住民票を提出してください。 

・日本に在住していない人は、パスポートのコピー（氏名・国籍・
顔写真が分かるページ）を提出してください。 
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出願方法                           

１ 出願方法 

(1) 出願する前に、出願資格を満たすかどうかを必ず問い合わせてください。（16ページ） 

(2) ①出願書類の様式及び「出願封筒用宛名ラベル」は、本学公式 Webサイトからダウンロードしてく

ださい。全て A４サイズでプリントアウトしてください。 

 ②入学検定料等を納入した上で、出願書類を出願期間内に提出してください。（入学検定料等の納

入方法は 17ページを参照してください。） 

    出願書類は、市販の封筒（角型２号）に「出願封筒用宛名ラベル」を貼り付けた上で封入し、書

留・速達便で郵送してください。 

（注）出願の受付は郵送によるもののみとし、直接持参しても受理しません。 

郵送の際に紛失等の事故があった場合に限り、書留の記録により出願締切日前日までの発

送が確認できれば出願を受理します。 

 

２ 出願上の注意事項 
(1) 出願書類の不足、誤記入等の場合には、受け付けることができませんので注意してください。 

(2) 出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。また、出願後の志望学科等の変更は一切認め

ません。ただし、出願書類に記入した住所に変更が生じた場合は、直ちに入試室へ申し出てくださ

い。 

(3) 出願書類に虚偽の記入をした場合には、入学後であっても入学を取り消すことがあります。 

(4) 外国人留学生は、入学試験に合格しても日本国の出入国管理及び難民認定法による在留資格が得

られなければ入学することはできません。 

 

３ 受験票及び写真票の送付について 

文化政策学部 
11月９日（水）以降に発送します。11月 14日（月）までに届かない人は入試室（TEL 
053-457-6401）へお問い合わせください。 

デザイン学部 
２月 10 日（金）以降に発送します。２月 15日（水）までに届かない人は入試室（TEL 
053-457-6401）へお問い合わせください。 

 

４ 写真票に貼付する写真について 
(1) 縦 4cm×横 3cm、上半身正面・脱帽、最近３か月以内に撮影した写真。 

(2) 写真の裏面に受験番号・学科名・氏名を記入してください。受験番号は、受験票にてお知らせしま

す。 

(3) 試験当日は、大学から郵送されてきた写真票に写真を貼付して持参してください。 
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社会人・帰国生徒・外国人留学生入試 共通 

出願前の出願資格有無の問い合わせ方法             

 出願する前に出願資格を満たすかどうかをメールで必ず問い合わせてください。出願確認には時間を

要しますので早めにお問い合わせください。問い合わせ後、出願資格を確認するために各入試区分の

「出願書類等」に記載されている書類やその他の書類を追加で求めることがあります。 

 

【社会人入試】 

メール件名    社会人入試の出願資格の問い合わせ 

メールアドレス  nyushi@suac.ac.jp 

《本文に必要な入力事項》 

・氏名 

・出願予定の学部、学科 

・（外国人のみ）在留資格 

《必要な書類（問い合わせメールに添付すること）》 

・本学指定の「社会人履歴書」 

  （本学公式 Webサイトから「社会人履歴書」の様式をダウンロードして記入してください。） 

 

 

【帰国生徒入試】 

メール件名    帰国生徒入試の出願資格の問い合わせ 

メールアドレス  nyushi@suac.ac.jp 

《本文に必要な入力事項》 

・氏名 

・出願予定の学部、学科 

《必要な書類（問い合わせメールに添付すること）》 

・本学指定の「帰国生徒身上記録」 

  （本学公式 Webサイトから「帰国生徒身上記録」の様式をダウンロードして記入してください。） 

 

 

【外国人留学生入試】 

メール件名    外国人留学生入試の出願資格の問い合わせ 

メールアドレス  nyushi@suac.ac.jp 

《本文に必要な入力事項》 

・氏名 

・出願予定の学部・学科 

・在留資格 

《必要な書類（問い合わせメールに添付すること）》 

・本学指定の「外国人留学生履歴書」 

 （本学公式 Webサイトから「外国人留学生履歴書」の様式をダウンロードして記入してください。） 

・日本留学試験の成績通知書又は成績確認書 
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入学検定料等の納入方法                    

１ 金額 17,344円 
 （内訳：入学検定料 17,000円、受験票・写真票郵送料 344円） 
 

２ 納入方法 
(1) 最寄りの銀行･信用金庫等の金融機関(郵便局を除く)窓口から次表のいずれか１つの振込先へ

「電信扱」で振り込んでください。 

ATM(現金自動預払機)・インターネットバンキング等は使用しないでください。 

 

【文化政策学部（社会人・帰国生徒・外国人留学生共通）】 

金融機関 支店名 種別 口座番号 口座名義 

静岡銀行 浜松中央支店 普通 0220201 
ダイ）シズオカブンカゲイジユツダイガク 

公立大学法人 静岡文化芸術大学 

浜松磐田信用金庫 板屋町支店 普通 533209 
ダイ）シズオカブンカゲイジユツダイガク 

公立大学法人 静岡文化芸術大学 

 

【デザイン学部（社会人・帰国生徒・外国人留学生共通）】 

金融機関 支店名 種別 口座番号 口座名義 

静岡銀行 浜松中央支店 普通 0220212 
ダイ）シズオカブンカゲイジユツダイガク 

公立大学法人 静岡文化芸術大学 

浜松磐田信用金庫 板屋町支店 普通 533217 
ダイ）シズオカブンカゲイジユツダイガク 

公立大学法人 静岡文化芸術大学 

 

(2) 振込依頼書は金融機関に備え付けてあるものを使用してください。 

(3) ご依頼人氏名のフリガナ欄の文頭に必ず外国人留学生入試は E5、社会人入試は E6、帰国生徒入試

は E7を記入し、金融機関に氏名とともに打電するよう依頼してください。 

  （英数字は、文化政策学部とデザイン学部とも共通です） 

   例：外国人留学生入試の場合 ：E5ブンゲイタロウ 

    社 会 人入試の場合 ：E6ブンゲイタロウ 

    帰 国 生 徒入試の場合 ：E7ブンゲイタロウ 

(4) 振込手数料は出願者が負担してください。 

(5) 振込時に金融機関から受け取った「振込金受取書」は入学検定料等の領収書となりますので、 

試験終了まで大切に保管してください。（本学から改めて領収書は発行しません。） 

(6) 一度納入された入学検定料等は、P18の「入学検定料等の返還について」に掲げる場合を除き、 

いかなる理由があっても返還しません。 

 

  

※海外から送金する場合は、事前に入試室（nyushi@suac.ac.jp）へ連絡してください。 

海外送金に関する案内をします。 
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※入学検定料等の返還について 
(1) 入学検定料等の返還請求ができる条件は次のとおりです。 

① 入学検定料等を払い込んだが本学に出願しなかった 

② 入学検定料等を誤って二重に払い込んだ 

③ 出願書類、出願要件に不備があり、出願を受理されなかった 

(2) 返還する入学検定料等の金額 

17,344円（入学検定料＋受験票・写真票郵送料） 

（ただし、返還に係る振込手数料は請求者の負担とします。） 

(3) 返還請求の方法 

提出書類（３種類） ・市販の便箋等を使用し、下記１～８を明記した「入学検定料等返還請求書」 

・振込金受取書 

・預金通帳またはキャッシュカード（銀行名・支店名・口座番号・氏名が分

かる箇所、ゆうちょ銀行の場合は銀行名・記号・番号・氏名が分かる箇所）

のコピー 

返還請求期限 2023年３月 31日（金）（18時必着） 

提出方法 入試室宛に郵送してください。 

※「入学検定料等返還請求書」「預金通帳またはキャッシュカードのコピー」は返還先の確認に
利用し、これ以外の目的には使用しません。 

 (4) 大規模災害に被災した入学志願者の入学検定料等の特別措置について 

大規模災害に被災した志願者の入学検定料等について、志願者からの申請に基づき返還をいたし

ます。対象になる災害や返還方法等の詳細は本学公式 Webサイト（https://www.suac.ac.jp/）に

てお知らせします。 

 

入学検定料等返還請求書の様式 

  静岡文化芸術大学 

入学検定料等返還請求書 

 

１ 返還請求の理由 

２ 試験区分 

（社会人又は帰国生徒又は外国人留学生） 

３ 志望しようとした学部名 

４ 氏名（フリガナ） 

５ 現住所 

６ 連絡先電話番号 

７ 返還請求額 

８ 返還金振込先 

・金融機関名、支店名 

・預金種別（当座・普通）、口座番号 

 （ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号） 

・口座名義人（フリガナ） 

・口座名義人が志願者と異なる場合は、志願者との続柄 
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出願時に記入したメールアドレスの利用について         

入試の実施において急遽変更が生じた場合や緊急のお知らせがある場合は、出願した人に本学から連

絡をすることがあります。 

 その場合、本学公式 Web サイトで周知しますとともに、出願確認票に記入されたメールアドレスに連

絡をしますので、必要に応じて本学からの連絡を受け取れるメールアドレスへの転送設定をお願いしま

す。 

【転送設定時の注意事項】 

 出願確認票に記入したメールアドレスが各通信キャリアのセキュリティ設定のためにユーザー受信

拒否と認識されているか、迷惑メール対策等でメールが正しく届かない場合、転送されない可能性があ

ります。出願確認票に記入したメールアドレスで「@suac.ac.jp」のドメインを受信可能に設定してくだ

さい。 

また、お使いのメールサービス、メールソフト、ウイルス対策ソフト等の設定により「迷惑メール」

と認識され、メールが届かない場合があります（特にフリーメールをお使いの方）。その場合は「迷惑メ

ールフォルダー」等をご確認いただくかお使いのサービス、ソフトウェアの設定をご確認ください。 

 

受験上及び修学上の配慮を必要とする場合の事前相談       

受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は、下表の申請期限までに電話またはメールで本学までご

相談ください。ご相談後、本申請に必要な書類をお送りします。 

申請期限を過ぎている場合は、まずは下表の連絡先にご一報ください。 

申請期限 

社会人入試（文化政策学部・デザイン学部）       ：2022 年 ９月 16 日（金） 

帰国生徒入試（文化政策学部）・外国人留学生入試（文化政策学部）：2022 年 ９月 16 日（金） 

帰国生徒入試（デザイン学部）・外国人留学生入試（デザイン学部）：2022 年 12 月 15 日（木） 

本申請の方法 

大学から送付されてきた書類に必要事項を記入の上、「医師の診断書（原本）」又は

「身体障害者手帳（写）」を添えて本申請してください。なお、必要な場合には本人

又はその立場を代弁できる方との面談を行うことがありますのでご了承ください。 

連絡先 

〒 430-8533 

静岡県浜松市中区中央 2-1-1  

静岡文化芸術大学 入試室 

TEL 053-457-6401   Emailアドレス  nyushi@suac.ac.jp 
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受験上の注意                         

１ 健康観察の実施とその記録（「健康観察票」）の提出について 
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、試験日の１週間前から当日までの健康観察（検温

や咳などの諸症状の有無）を行ってください。その記録は、本学公式 Webサイトからダウンロードし

各自プリントアウトした「健康観察票」に記入をするとともに、試験当日持参してください。受付に

て回収します。 

【健康観察票は下記 URL または本学 Web サイトからダウンロードしてください】 

https://www.suac.ac.jp/exam/faculty/selectionmethods/file/26148/2023_kenkokansatsuhyo.pdf 

 

 

２ 受験票及び写真票 
(1) 受験票及び写真票は、試験当日必ず持参してください（また、上記１の「健康観察票」の持参をお

願いします）。また、外国人留学生は日本留学試験の受験票も必ず持参してください。 

(2) 受験票及び写真票、外国人留学生においては日本留学試験の受験票を忘れたり紛失した場合は、

試験当日に係員へ申し出て、その指示を受けてください。 

 

３ 試験会場への入場 
(1) 試験会場への自動車、バイクの乗り入れ及び駐車はできません。 

(2) 試験当日は下記の時刻から入構できます（予定）。なお、受験票で必ず確認してください。 

  ①社会人入学試験 

  ・文化政策学部、デザイン学部 ８：30 

  ②帰国生徒入学試験 

  ・文化政策学部 ８：30 

  ・デザイン学部 11：30 

  ③外国人留学生入学試験 

  ・文化政策学部 ８：30 

  ・デザイン学部 11：30 

(3) 社会人入試（文化政策学部・デザイン学部）、帰国生徒入試（文化政策学部）、外国人留学生入試（文

化政策学部）は試験開始 20分前までに、帰国生徒入試（デザイン学部）、外国人留学生入試（デザ

イン学部）は試験開始 30分前までに試験室に入り、指定された席に着いてください。 

(4) 実技試験「鉛筆描写」試験室入室後は、試験開始前であっても許可なく退出することはできませ

ん。 

(5) 「小論文」及び「実技」において、試験開始後 30分以上遅刻した人は受験できません。 

「面接」において、試験開始時刻に遅刻した人は受験できません。 

ただし、自然災害等不可抗力による遅刻の場合は、特別措置をとることがあります。 

(6) 携帯電話等は入構前に電源を切っておいてください。また、これらは時計として使用できません。 

(7) 試験会場においては、係員及び試験監督者の指示に従ってください。 

 

４ 試験室からの退出 

(1) 「小論文」 

   試験時間が終了するまで、退出できません。 

(2) 「実技」 

   試験終了時刻 60分前から監督者の許可の上、退出を認めます。 

(3) 「面接」 

   各自の試験終了後、帰宅してください。 

  

https://www.suac.ac.jp/exam/faculty/selectionmethods/file/26148/2023_kenkokansatsuhyo.pdf
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５ 試験中の注意 
(1) 時計のアラーム機能、時報は必ず解除してください。 

(2) 試験中、試験監督者に用件がある場合は、黙って挙手してください。 

(3) 小論文の試験では、辞書（電子辞書を含む）の使用はできません。 

(4) デザイン学部の実技試験では、指定持参用具及び与えられた用具だけを使用してください。これ

以外の用具を使用した場合は失格となります。 

(5) 必要のないものは、カバン等に入れて試験監督者の指示する場所に置いてください。 

 

６ 所持品の取り扱い 
「小論文」試験時間中、本学の受験票・写真票のほかに机の上に置いてよいものは、次のとおりと

します。 

 

・B、HBの黒の鉛筆または黒芯のシャープペンシル 

   ・消しゴム 

   ・鉛筆削り（電動式・大型のもの、ナイフ類は不可） 

   ・時計（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの・ 

秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものは不可） 

   ・メガネ 

   ・目薬 

   ・ハンカチ 

   ・ティッシュペーパー（袋等から取り出したもの） 

 

※病気・負傷や障害等のために上記以外のものの使用を希望する場合は、入試室にお問い合わせ

ください。 

※「実技」の指定持参用具は７ページ、11ページを参照してください。 

※「面接」では両学部ともポートフォリオや制作物の持ち込みはできません。 

 

７ 不正行為に該当する行為、罰則について 
次のことをすると不正行為となります。不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退室が指 

示され、それ以後の受験はできなくなります。また、受験したすべての試験の成績を無効とします。 

 

(1) 志願票、受験票・写真票、解答用紙に、故意に虚偽の記入（受験票・写真票に本人以外の 

写真を貼ることや解答用紙に本人以外の氏名・受験番号を記入すること等）をすること。 

 (2) カンニング（試験の教科・科目に関係するメモやコピー等を机上等に置いたり見たりする 

こと、教科書、参考書、辞書等の書籍類の内容を見る事、他の受験者の答案等を見る事、 

他の人から答えを教わること等）をすること。 

 (3) 他の受験者に答えを教えたりカンニングの手助けをすること。 

  (4) 配付された問題冊子及び解答用紙を、その試験時間が終了する前に試験室の外に持ち出す 

こと。 

  (5) 「解答はじめ。」の指示の前に、問題冊子を開いたり解答を始めること。 

  (6) 「解答やめ。」の指示に従わず、鉛筆や消しゴムを持っていたり解答を続けること。 

  (7) 試験時間中に、上記「６ 所持品の取り扱い」に示した以外のものを使用すること。 

     特に、以下の電子機器類については、試験時間中の使用についてはもちろん、試験時間中に 

身に付けていたり、手に持っている場合においても不正行為となることがある。 

      携帯電話，スマートフォン，ウェアラブル端末，ICレコーダー，電子辞書 等 

    (8) 大学敷地内で携帯電話、スマートフォン、携帯音楽プレイヤー等の電子機器を使用すると 

不正行為となることがある。 
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８ その他の注意事項 

(1) 試験日前日は、会場準備のため試験会場に立ち入ることはできません。  

(2) 試験当日の昼食は、受験者が各自持参してください（学内の食堂や売店は営業しておりません）。 

(3) 試験当日は、受験者以外は試験会場に入ることはできません（保護者控室はありません）。 

(4) 発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験会場内では、昼食時を除き、必ずマスクを着用してく

ださい。事情によりマスク着用が困難な方は、事前に 19ページ「受験上及び修学上の配慮を必要

とする場合の事前相談」に従い、申請をしてください。 

 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う学部入試における追試験の実施  
 

新型コロナウイルス感染症等の拡大に伴い、学部入学者選抜において追試験を実施します。 

 
１ 追試験の受験を申請できる者 
本学の特別選抜（社会人・帰国生徒・外国人留学生）の出願者で、次の理由により、試験当日に受験

できなかった者は追試験の受験を申請することができます。 

なお、試験日の前から継続して発熱・咳等の症状がある場合は、入試室にお問い合わせください。 

また、追試験の受験において、別途、入学検定料等は徴収しません。 

２ 実施日程 

学部 入試区分 追試験日 合格発表日 

文化政策学部 

社会人 

2023年３月 22日（水） 2023年３月 26日（日） 帰国生徒 

外国人留学生 

デザイン 

社会人 

2023年３月 12日（日） 2023年３月 20日（月） 帰国生徒 

外国人留学生 

３ 追試験の試験教科・科目・配点 

今後、本学公式 Webサイト上に掲載されます「追試験の試験教科・科目・配点について」（予定）にて

ご確認ください。 

 

  

・新型コロナウイルスに罹患し、試験当日に入院中または自宅や宿泊施設で療養中の者 

・試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者 
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合格発表                           

試験区分 学部 合格発表日 

社会人入試 
文化政策学部 2022年 12月１日（木） 

デザイン学部 2022年 12月１日（木） 

帰国生徒入試 
文化政策学部 2022年 12月１日（木） 

デザイン学部 2023年 ３月５日（日） 

外国人留学生入試 
文化政策学部 2022年 12月１日（木） 

デザイン学部 2023年 ３月５日（日） 

 

１ 本学公式 Webサイト（https://www.suac.ac.jp/）にて合格者の受験番号を掲載します。 

（大学での掲示発表はしません。） 

２ 合格者には、合格発表日当日、本人宛（出願確認票に記入した住所）に合格通知書及び入学手続書

類を発送します。 

３ 合否についての問い合わせには一切応じません。 

 

入学手続                           

合格者には合格通知書及び入学手続書類を送付しますので、その指示に従って入学手続を行ってくだ

さい。所定の期日までに入学手続きをしない場合は、入学を辞退したものとしますので注意してくださ

い。 

 

１ 入学手続期間 

試験区分 学部 入学手続期間（最終日の 17時必着） 

社会人入試 
文化政策学部 2022年 12月２日（金）～12月９日（金） 

デザイン学部 2022年 12月２日（金）～12月９日（金） 

帰国生徒入試 
文化政策学部 2022年 12月２日（金）～12月９日（金） 

デザイン学部 2023年３月６日（月）～３月 15日（水） 

外国人留学生入試 
文化政策学部 2022年 12月２日（金）～12月９日（金） 

デザイン学部 2023年３月６日（月）～３月 15日（水） 

 
２ 手続方法 
(1) 入学料及び授業料等の納入 

入学手続期間内（入学手続期間最終日の 14時まで）に金融機関から納入してください。 

(2) 入学手続書類の送付 

入学手続書類は上記手続期間に必ず届くように郵送してください。 

入学手続書類の提出は郵送に限ります。 

 

３ 入学料等 
24ページに記載 
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個人成績の提供について                    

2023年度入学者選抜の個人成績については、受験者本人の請求により、提供することができます。な

お、請求には本学受験票の提示が必要となります。 

 

１ 提供情報  個別試験の総合得点 

２ 請求期間  2023年６月１日（木）～2023年６月 30日（金） 

３ 請求方法  2023 年５月初旬に、本学公式 Web サイト(https://www.suac.ac.jp/)においてお知ら 

せします。 

 

入学料・授業料等について                    

 
文化政策学部・デザイン学部 

静岡県内の人 静岡県外の人 

入学料 141,000円 366,600円 

授業料 
前期 267,900円 267,900円 

後期 267,900円 267,900円 

学生教育研究災害 

傷害保険等保険料 
4,660円 4,660円 

後援会費 40,000円 40,000円 

同窓会費 20,000円 20,000円 

初年度納入金 計 741,460円 967,060円 

◎ 上記の金額は予定額です。納入金額は入学手続時に確認してください。 

◎ 在学中に上記の金額が改定された場合には、改定後の金額が適用されます。 

◎ 上記の金額の他に、デザイン学部学生には入学後、材料費を別途徴収します。 

◎ 入学初年度後期授業料からは、口座振替により徴収します。 

◎ 経済的理由により授業料等の納入が困難な方については、要件を満たす場合に授業料等の減免や分

割納入を受けることができます。詳細は合格後にご案内します。 

◎ 本学の教育や研究の充実のために、任意の寄付金のご協力をお願いすることがあります。 

 

※上表の「静岡県内の人」とは次のいずれかに該当する人をいいます（住所を有していることの確認は

住民票で行います）。 

① 2022年 4月 1日以前から 2023年 4月 1日まで引き続き 1年以上静岡県内に住所を有している人 

② 2022年 4 月 1 日以前から 2023 年 4月 1日まで配偶者又は 1親等にあたる親族が、引き続き 1年以

上静岡県内に住所を有している人 

③ 静岡文化芸術大学長が上記①、②に掲げる人に準ずると認める人 
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個人情報の取り扱い （一般選抜・学校推薦型選抜・特別選抜共通）       

個人情報については「静岡県個人情報保護条例」に基づき、次のとおり取り扱います。 

 

１ 出願書類に記入された個人情報については、①入学者選抜（出願処理、選抜実施）、②合格発表、③

入学手続業務、④個人を特定できない方法又は形式による統計的集計を行うために利用します。 

２ 入学者選抜に用いた試験成績は、個人を特定できない方法、又は形式により、今後の入学者選抜方 

法及び大学教育改善のための検討資料の作成等に利用します。 

３ 国公立大学の分離分割方式による合格及び追加合格決定業務を円滑に行うため、氏名、受験番号、

大学入学共通テスト受験番号、合否及び入学手続に関する個人情報を独立行政法人大学入試センタ

ー及び併願先の国公立大学に送付します。 

４ 入学者の個人情報については、①教務関係（学籍、修学指導等）、②学生支援関係（健康管理、授業

料免除・奨学金申請、就職支援等）、③授業料徴収に関する業務を行うために利用します。 

５ 個人データの第三者提供について本学は、取得した個人データを利用目的の範囲を超えて第三者へ

提供する場合は、あらかじめ利用目的を公表、又は通知し、ご本人の同意を得たうえで実施します。

なお、次に掲げる事項の場合は、ご本人に同意を得ずに提供することがあります。 

①人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

②利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を 

害するおそれがあるとき。 

③利用目的を本人に明示することにより、県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は

地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

④取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

６ 個人データの取り扱いの委託について本学は、利用目的の範囲内で、個人データの取り扱い業務の

一部又は全部を外部に委託することがあります。この場合、個人データを適切に取り扱っていると

認められる委託先を選定し、契約等において個人データの適正管理・機密保持等により個人データ

の漏洩防止に必要な事項を取り決め、適切な管理を実施させます。 
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試験会場略図                         

試験会場 静岡文化芸術大学 

所在地 浜松市中区中央２-１-１ 

 

 

 

 

JR浜松駅北口から徒歩 15分 

JR 浜松駅前バスターミナル 10番のりばから出てい

るバスは「文化芸術大学」バス停を通ります。ただ

し、系統番号 2番を除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




	学生募集要項-特別訂正olなし　1006
	08　8校（修正）
	学生募集要項-3種共通H4ol

