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青森大学における三つの方針（ポリシー）

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー（以下ＡＰ））
　青森大学は、「地域とともに生きる大学」かつ「学生中心の大学」として、自らの未来を切り拓く実践力を備えた人間の養成を
目指して教育を行っています。そのため、各学部で学ぶ意欲があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身
近な問題に自ら取り組み、その結果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入れは、下記の方針に基
づいて適正に行います。入学者の選考は、様々な個性、能力等を有する人物を受け入れることができるよう、多様な選抜方法を
用意して行います。

【 青森大学が求める学生像 】　次の①～⑥のような学生を求めています
①　高等学校の教育課程を幅広く修得している人
②　身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明することができる人
③　希望する学部で主体的に学ぶ意志がある人
④　学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人
⑤　地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人
⑥　各学部から求められている入学前教育に取り組むことができる人

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）
　青森大学は、「地域とともに生きる大学」かつ「学生中心の大学」として、学則第１条に定める本学の目的の「有能にして良識
のある人材を育成し、文化の発展並びに人類の福祉に貢献するとともに、地域社会の向上に資すること」を目指す教育を行い、
所定の期間在学し、本学の各学位プログラムの課程を修め、専門的知識、技能を身に付け、かつ、「未来を拓く実践力」を培うた
めの基盤的・総合的能力である「生涯をかけて学び続ける力」、「人とつながる力」及び「自分自身を見据え、確かめる力」の３つ
の力（以下「３つの力」という。）を備えた人物に学位を授与します。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）
　青森大学は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる専門的知識・技能と「３つの力」を修得させるために、
青森大学基礎スタンダード科目、専門教育科目、教職に関する科目等を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせ
た授業を開講します。科目間の関連や科目内容の難易度を表わす科目ナンバリングを行い、カリキュラムマップを作成し、カ
リキュラムの体系性を明示します。

※　 卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）・教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）の詳細は青森大
学ホームページでご覧いただけます。
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
　総合経営学部は、経営学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切り拓く実践力を備えた人間の養成を目指して教育を
行っています。そのため、本学部で学ぶ意欲があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な問題に自ら
取り組み、その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入れは、下記の方針に基づいて適正に行い
ます。入学者の選考は、様々な個性、能力等を受け入れることができるよう、多様な選抜方法を用意して行います。

【 総合経営学部が求める学生像 】　次の①～⑥のような学生を求めています　（以下「AP①～⑥」とする）
①　高等学校の教育課程を幅広く修得している人
②　身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明することができる人
③　総合経営学部で主体的に学ぶ意志がある人
④　学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人
⑤　地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人
⑥　総合経営学部から求められている入学前教育に取り組む意思がある人

【 入学志願者に求める学習の取組 】
・ 知的好奇心を持ちながら、課題にかかわることにより、地域や仲間とのつながりを構築するために主体的に学習に取り組む
必要があります。
・ 文化、歴史、経済、産業などが相互に関係する地域における課題を総合的に把握し、正確に分析するための幅広い知識と現
実社会のさまざまな事象への知見を身に付けておく必要があります。
・多様な分野の学習に取り組むために、リスクを恐れず何事にも挑戦する姿勢を身につけておく必要があります。

【 入学者選抜の基本方針 】
１．入学者選抜方法
　⑴　総合型選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「小論文」
　　 本学部の教育課程に基づく学習についてアドミッション・ポリシーをふまえ、主体性、多様性、協働性を重点的に評価すると
いう観点から、上記の方法を用いて総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：総合型選抜、社会人特別選抜、編入学選抜

　⑵　学校推薦型選抜
　　 選抜方法：「推薦書」「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「小論文」
　　 本学部の教育課程に基づく学習についてアドミッション・ポリシーをふまえ、表現力、主体性、判断力、思考力、協働性を重
点的に評価するという観点から、上記の方法を用いて総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：公募・指定校学校推薦型選抜

　⑶　一般選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「学力検査」
　　高等学校修了レベルの学習の達成度を評価するという観点から、上記の方法を用いて総合的に評価して選抜します。
　　入学者選抜区分：一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜

総合経営学部 経営学科
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２．選抜方法の内容と評価要素
　調査書
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　１．知識・技能【ＡＰ ①】
　　　「各教科・科目等の学習の記録」「各教科の学習成績の状況」「学習成績概評」「出席の記録」
　２．思考力・判断力・表現力【ＡＰ ②】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度【ＡＰ ③④⑤】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　※「備考」については「本学アドミッション・ポリシーに関連した学習成果」の記載を求めます。

　大学入学志望理由・自己推薦書
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　　 これまでの勉学や様々な活動を通じて得た経験をもとに記述します。学校内外で意欲的に取り組んだ活動（生徒会活動、部
活動、ボランティア活動、資格・検定等、その他生徒が自ら関わってきた諸活動等）を記載してください。入学希望理由や入
学後に学びたい内容、大学卒業後を見据えた目標を記載してください。

　推薦書
　　選抜方法：「学校推薦型選抜」
　　 「学力の３要素の評価表」にそって、３要素の評価を記載してください。入学希望者の学習や活動の成果を踏まえた「知識・
技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について評価します。

　面接（口頭試験含む）
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 志望動機、自己ＰＲ等の３～４問の設問に対して口頭発表します。アドミッション・ポリシーを理解し自己ＰＲができてい
るのか、志望理由が明確で将来の進路希望は明確か等を判断基準として「思考力」「表現力」「主体性」「意欲」を評価します。

　小論文
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 経済問題、社会問題等から一つのテーマについて論述してください。日本語の文章表現が適切かどうか、テーマの内容を的
確に把握しているかどうか、自身の考えを論理的に述べているかどうかを判断基準として「知識」、「思考力・表現力」を評価
します。

　学力検査
　　選抜方法：「一般選抜」
　　 一般選抜では「国語、英語、社会、数学」から２科目選択による試験を行います。大学入学共通テスト利用選抜では、「国語、
英語、地理歴史・公民、数学」から２科目選択した結果により高等学校修了レベルの学習達成度と「知識」「思考力」を評価し
ます。

【 入学者選抜区分ごとの評価の比重 】

入学者選抜方法
学力の３要素

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性
⑴　総合型選抜 〇 〇 ◎
⑵　学校推薦型選抜 〇 ◎ ◎
⑶　一般選抜 ◎ 〇 △
重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。
学力の３要素の評価の詳細については、「出願書類等の活用」をご覧ください。
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
　社会学部は、社会学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切り拓く実践力を備えた人間の養成を目指して教育を行って
います。そのため、本学部で学ぶ意欲があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な問題に自ら取り組み、
その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入れは、下記の方針に基づいて適正に行います。入学
者の選考は、様々な個性、能力等を受け入れることができるよう、多様な選抜方法を用意して行います。

【 社会学部が求める学生像 】　次の①～⑥のような学生を求めています　（以下「AP①～⑥」とする）
①　高等学校の教育課程を幅広く修得している人
②　身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明することができる人
③　社会学部で主体的に学ぶ意志がある人
④　学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人
⑤　地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人
⑥　社会学部から求められている入学前教育に取り組むことができる人

【 入学志願者に求める学習の取組 】
・ 高等学校の教育課程における学習を通して、文化や社会に関する基礎知識、加えて思考力、表現力等を身につけておく必要
があります。
・ 体験型学習等を通して、物事に主体的に関わっていく態度、様々な他者と協働して何かを成し遂げる能力、自分自身の考え
を発信していく力を身につけておく必要があります。
・ 地域社会が直面する問題を多様な観点から理解し、的確かつ精密に分析する力を養うために、様々な社会現象に広く関心を
持つ態度や、様々な分野の学習に取り組んでいく態度を身につけておく必要があります。

【 入学者選抜の基本方針 】
１．入学者選抜方法
　⑴　総合型選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接」「小論文」
　　 本学部のアドミッション・ポリシーを正しく理解した上で、本学部のカリキュラムに基づく学習を進めていくために必要と
なる「思考力」、「表現力」、「主体性」等を中心に総合的に評価するという観点から、上記の選抜方法に基づいて評価して選抜
します。

　　 入学者選抜区分：総合型選抜、社会人特別選抜、編入学選抜

　⑵　学校推薦型選抜
　　 本選抜方法：「推薦書」「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」
　　 本学部のアドミッション・ポリシーを正しく理解した上で、本学部のカリキュラムに基づく学習を進めていくために必要と
なる「主体性」、加えて「表現力」、「思考力」、「知識・技能」等を、所属する高等学校の推薦内容をふまえて評価するという観点
から、上記の選抜方法に基づいて総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：公募・指定校学校推薦型選抜

　⑶　一般選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「学力検査」
　　 高等学校修了レベルの学習の達成度を重点的に評価するという観点から、上記の選抜方法に基づいて総合的に評価して選抜
します。

　　入学者選抜区分：一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜

社会学部 社会学科
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２．選抜方法の内容と評価要素
　調査書
　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　１．知識・技能【ＡＰ ①】
　　　「各教科・科目等の学習の記録」「各教科の学習成績の状況」「学習成績概評」「出席の記録」
　２．思考力・判断力・表現力【ＡＰ ②】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度【ＡＰ ③④⑤】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　※「備考」については「本学アドミッション・ポリシーに関連した学習成果」の記載を求めます。

　大学入学志望理由・自己推薦書
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　　 志望理由について、これまでの学習において身につけた知識や様々な活動を通して得た経験をもとに記述してください。社
会問題など、社会で生じている様々な現象に対する関心などが高いか等を判断基準として、「主体性」、「多様性」、「協働性」を
評価します。

　推薦書
　　 選抜方法：「学校推薦型選抜」
　　 本学アドミッション・ポリシーに応じて調査書に記されたことのうち、当該志願者において際立って優れている点を２つ、
あるいは３つ挙げて説明してください。アドミッション・ポリシーのいずれかに応じるものとして評価します。

　「面接（口頭試験含む）」
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 自己ＰＲ、志望理由と入学後の目標、大学卒業後の進路等について質疑応答を行います。「学校推薦型選抜」では、これに加え
て、現代社会、あるいは地域社会が直面している課題等について書かれた文章（新聞記事や講演録からの抜粋など）を読み上
げ、その内容を手短にまとめる課題を出します。アドミッション・ポリシーを念頭に置いた志望動機が明確か、大学入学後
の目標と将来への見通しは明確か、コミュニケーション能力は高いか、そして「学校推薦型選抜」では、これらに加えて、日
本語で書かれた論理的文章を著しい淀みなく、他人が聞いて理解できるように読み上げることができるか、設問に対する答
えとして適切か等を判断基準として、「主体性」、「表現力」、「思考力」等を評価します。

　小論文
　　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 現代社会、あるいは地域社会が直面している課題等について、しばしば与えられた資料などを参考にして、自分の考えを述
べてください。設問に対する答えとして適切であるか、自分の考えを論理的に述べているか、日本語の文章表現として適切
であるか等を判断基準として、「思考力」、「表現力」、「判断力」を評価します。

　学力検査
　　 選抜方法：「一般選抜」
　　 一般選抜では、「国語、社会、英語、数学」のいずれか２科目の筆記試験を行います。高等学校修了レベルの学習達成度（「知識」、
「技能」）、ならびに「思考力」等を評価します。

　　 大学入学共通テスト利用選抜では、「国語、社会、英語、数学」のうち、高得点となる２科目の結果により、高等学校修了レベ
ルの学習達成度（「知識」、「技能」）、ならびに「思考力」等を評価します。

【 入学者選抜区分ごとの評価の比重 】
入学者選抜区分 学力の３要素

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性
総合型選抜 △ ◎ ◎
学校推薦型選抜 〇 〇 ◎
一般選抜 ◎ 〇 △
重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。
学力の３要素の評価の詳細については、「出願書類等の活用」をご覧ください。
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
　ソフトウェア情報学部は、情報工学の専門的知識・技能を身につけ、自らの未来を切り拓く実践力を備えた人間の養成を目指
して教育を行っています。そのため、本学部で学ぶ意欲があり、高等学校までの学習や経験を通じて基礎的知識を持ち、身近な
問題に自ら取り組み、その成果を表現できる力を身に付けていることを重視します。入学者の受入れは、下記の方針に基づいて
適正に行います。入学者の選考は、様々な個性、能力等を受け入れることができるよう、多様な選抜方法を用意して行います。

【 ソフトウェア情報学部が求める学生像 】　次の①～⑥のような学生を求めています（以下「AP①～⑥」とする）
①　高等学校の教育課程を幅広く修得している人
②　身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明することができる人
③　ソフトウェア情報学部で主体的に学ぶ意志がある人
④　学んだ知識や経験を社会で活かしたいという意欲がある人
⑤　地域における社会的活動、文化、スポーツ活動等に取り組む意欲がある人
⑥　ソフトウェア情報学部から求められている入学前教育に取り組むことができる人

【 入学志願者に求める学習の取組 】
・教科・科目の学習を通して、数学を中心とした幅広い分野の基礎知識を身に付けてください。
・ 身近な問題について、必要な情報を集めた上で自ら論理的に考え、その結果を他者が理解できるよう工夫して説明する態度
や習慣を身に付けてください。
・情報通信技術に関心を持ち、学んだ知識や得られた技能を地域や社会のために活用しようとする意欲を持ってください。

【 入学者選抜の基本方針 】
１．入学者選抜方法
　⑴　総合型選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「小論文」
　　 本学部の教育課程に基づく学習を行うための意欲・関心、能力、適性等を評価するという観点から、上記の方法を用いて総合
的に評価・選抜を行います。

　　入学者選抜区分：総合型選抜、社会人特別選抜、編入学選抜

　⑵　学校推薦型選抜
　　 選抜方法：「推薦書」「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「小論文」
　　 本学部の教育課程に基づく学習を行うための意欲・関心、能力、適性等を評価するという観点から、上記の方法を用いて総合
的に評価・選抜を行います。

　　入学者選抜区分：公募・指定校学校推薦型選抜

　⑶　一般選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「学力検査」
　　 高等学校修了レベルの学習達成度に関して学力検査を中心に確かめるとともに、本学部の教育課程に基づく学習を行うため
の経験・意欲を加え、総合的に評価・選抜を行います。

　　入学者選抜区分：一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科
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２．選抜方法の内容と評価要素
　調査書
　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　１．知識・技能【ＡＰ ①】
　　　「各教科・科目等の学習の記録」「各教科の学習成績の状況」「学習成績概評」「出席の記録」
　２．思考力・判断力・表現力【ＡＰ ②】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度【ＡＰ ③④⑤】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　※「備考」については「本学アドミッション・ポリシーに関連した学習成果」の記載を求めます。

　大学入学志望理由・自己推薦書
　　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　　記載された内容と本学部入学者受入れの方針の整合性をもとにして、意欲と行動力に関する評価を行います。

　推薦書
　　選抜方法：「学校推薦型選抜」
　　これまでの学習に対する経験や取組状況に関する客観評価により、意欲と行動力に関する評価を行います。

　面接（口頭試験含む）
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 志望動機、入学後の学修計画、卒業後の進路等に関する質疑を通して、本学部で学修する意思と適性等を評価します。また、
口頭試問により基礎的な学力と表現力等も確認します。

　小論文
　　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　社会的課題に対する情報通信技術の活用に関して、筋道を立てて考え文章にまとめる能力を評価します。

　学力検査
　　選抜方法：「一般選抜」
　　 一般選抜では、「数学」及び「英語、国語、社会のいずれか」の試験を行い、高等学校修了レベルの学習達成度と思考力・判断力・
表現力を評価します。

　　 大学入学共通テスト利用選抜では「数学」及び「英語、理科、国語のいずれかの科目」の結果により、高等学校修了レベルの学
習達成度と思考力・判断力・表現力を評価します。

【 入学者選抜区分ごとの評価の比重 】

入学者選抜区分
学力の３要素

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

総合型選抜 △ ◎ ◎

学校推薦型選抜 △ ◎ 〇

一般選抜 ◎ 〇 △

重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。
学力の３要素の評価の詳細については、「出願書類等の活用」をご覧ください。
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入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
　青森大学薬学部は、地域の薬剤師を養成することを目的とした６年制の学部です。従って、薬剤師として必要な資質を得るた
めに必要な知識、技能及び倫理観を身に付けさせることが使命です。その使命を理解し、必要となる基礎力を有し、薬学を学ぶ
強い意志を持つ学生の入学を求めます。入学者の受入れは、下記の方針に基づいて適正に行います。入学者の選考は、様々な個性、
能力等を受け入れることができるよう、多様な選抜方法を用意して行います。

【 薬学部が求める学生像 】　次の①～⑥のような学生を求めています　（以下「AP①～⑥」とする）
①　化学、数学、語学を中心に高等学校の教育課程を幅広く修得している人
②　身近な問題について、知識や情報を基にして、筋道を立てて考え、その結果を説明することができる人
③　自ら学ぼうとする意志を持っている人
④　人への思いやりを持ち、多様な人々とコミュニケーションを取ろうとする態度が身に付いている人
⑤　薬の専門家として、他者と協働して、地域社会に役立ちたいという志を持っている人
⑥　薬学部から求められている入学前教育に取り組むことができる人

【 入学志願者に求める学習の取組 】
・ 薬剤師として必要な基礎的な科学力を培うために、理系科目のみならず語学など文系科目全般を修得し、総合的な学力を身
につけてください。
・ 様々な問題を発見する力や関連する情報を収集、分析する力、これらを用いて、問題を解決する力を養うために、身近な問
題や社会の動きについて常に関心を持ち、考えることで、自ら継続して学ぶ意志を磨いてください。
・ 他者と協働して地域社会に役立つために、ボランティアや課外活動を通して、思いやりやコミュニケーションを身につけて
ください。

【 入学者選抜の基本方針 】
１．入学者選抜方法
　⑴　総合型選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「プレゼンテーション」「小論文」
　　 自ら継続して学習する意欲、薬学に対する関心、興味、コミュニケーション能力など、薬の専門家として求められる能力、資
質、適性を評価するとともに、高等学校の教育課程の習熟度を評価します。また、身近な問題に対し、自分の考えを論理的に
説明し、発表する力も評価し、これらを総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：総合型選抜、社会人特別選抜、編入学選抜

　⑵　学校推薦型選抜
　　 選抜方法：「推薦書」「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「面接（口頭試験含む）」「小論文」
　　 自ら継続して学習する意欲、薬学に対する関心、興味、コミュニケーション能力など、薬の専門家として求められる能力、資
質、適性を評価するとともに、高等学校の教育課程の習熟度を評価します。また、身近な問題に対し、自分の考えを論理的に
説明する力も評価し、これらを総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：公募・指定校学校推薦型選抜

　⑶　一般選抜
　　 選抜方法：「調査書」「大学入学志望理由・自己推薦書」「学力検査」
　　 自ら継続して学習する意欲、薬学に対する関心、興味など、薬の専門家として求められる能力、資質、適性を評価するととも
に、高等学校の教育課程の習熟度を評価し、総合的に評価して選抜します。

　　入学者選抜区分：一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜

薬学部 薬学科　
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２．選抜方法の内容と評価要素
　調査書
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　１．知識・技能【ＡＰ ①】
　　　「各教科・科目等の学習の記録」「各教科の学習成績の状況」「学習成績概評」「出席の記録」
　２．思考力・判断力・表現力【ＡＰ ②】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度【ＡＰ ③④⑤】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　　　「備考」については「本学アドミッション・ポリシーに関連した学習成果」の記載を求めます。

　 客観的な視点から、高等学校における教育課程の「習熟度」、「授業態度」、校内、校外での活動による「行動力」「地域社会への
貢献度」を評価します。

　大学入学志望理由・自己推薦書
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」
　　 志望理由やこれまでの経験による記述により、薬学に対する理解や考え方、興味、将来の夢などの「薬学に対する意欲」およ
び「自主的に継続して学ぶ力」を評価します。

　推薦書
　　 選抜方法：「学校推薦型選抜」
　　 第三者視点から、高等学校における教育課程の「習熟度」「授業態度」、校内、校外での活動による「行動力」「地域社会への貢
献度」を評価します。

　面接（口頭試験含む）
　　 選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　 「自主的に継続して学ぶ力」「コミュニケーション能力」、薬学に対する理解や考え方、興味、将来の夢などの「薬学に対する
意欲」「口頭での質問に対する応答する力」を評価します。

　プレゼンテーション
　　選抜方法：「総合型選抜」
　　身近な問題について、「自ら考える力」「理論的に説明する力」「関連する質問に応答する力」を評価します。

　小論文
　　選抜方法：「総合型選抜」「学校推薦型選抜」
　　身近な問題について、「自ら考える力」「理論的に説明する力」を評価します。

　学力検査
　　選抜方法：「一般選抜」
　　 一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜共に、高等学校の教育課程修了レベルの「化学、数学、語学」に対する「知識」や「思考
力」を評価します。

【 入学者選抜区分ごとの評価の比重 】

入学者選抜区分
学力の３要素

知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性
総合型選抜 〇 ◎ 〇
学校推薦型選抜 〇 〇 ◎
一般選抜 ◎ △ 〇
重視する度合いが高い順に「◎」「〇」「△」となります。
学力の３要素の評価の詳細については、「出願書類等の活用」をご覧ください。
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出願書類等の活用　

調査書・推薦書・志願者本人の記載する資料等の活用
青森大学では各学部、入学者選抜ごとに「調査書、推薦書、志願者本人の記載する資料（大学入学志望理由・自己推薦
書）」等を、本学アドミッション・ポリシーに基づき、学力の３要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性
を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的、総合的に評価するために活用します。また、すべての入学者選
抜では、学力の３要素を評価するため「調査書、大学入学志望理由・自己推薦書」の提出を求めます。

※　 「社会人特別選抜」、「特定地域内学部社会人特別選抜」、「編入学選抜」等では「調査書」を最終学歴の「成績証明書・
単位取得証明書」等に替えて評価します。

【 調査書 】
　１．知識・技能【ＡＰ ①】
　　　「各教科・科目等の学習の記録」「各教科の学習成績の状況」「学習成績概評」「出席の記録」
　２．思考力・判断力・表現力【ＡＰ ②】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　３．主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度【ＡＰ ③④⑤】
　　　「総合的な学習の時間の内容・評価」「特別活動の記録」「指導上参考となる諸事項」「備考」
　　　「備考」については「本学アドミッション・ポリシーに関連した学習成果」の記載を求めます。

　　※　 調査書等の活用に当たり、総合型選抜及び学校推薦型選抜を中心に、各高等学校が定める学校運営の方針及
び学校設定教科・科目等の内容や目標等に関する情報を、大学が必要に応じ提供を求めることがあります。

　　※　 「学習成績の状況」だけでなく、部活動やボランティア活動、特別活動の記録や総合的な学習の時間の内容・
評価など、調査書の他の記載事項も有効に活用します。

　　※　 大学が重要と判断する教科・科目を指定し、単位修得や一定水準以上の具体的な評定の獲得を出願条件等と
して求めることがあります。

　　※　 卒業認定・学位授与の方針や教育課程編成・実施の方針を踏まえ、大学が指定する特定の分野（例：保健体育、
芸術、家庭、情報等）において、特に優れた学習成果を上げたことを調査書の備考欄に記載するよう求めるこ
とがあります。

【 推薦書、志願者本人の記載する資料等 】
本学アドミッション・ポリシーに基づき、学力の３要素（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多
様な人々と協働して学ぶ態度」）を評価するために活用します。そのため、大学が求める事項について本学所定用紙
に記載を求めます。
また、「推薦書」については、生徒の努力を要する点などについて、その後の指導において特に配慮を必要とするもの
があれば記載してください。
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Ⅰ．入学者選抜日程一覧　

選抜区分 願書受付期間 試験日 合格発表日

大学入学共通テスト
利用選抜前期日程

大学入学共通テスト
利用選抜中期日程

大学入学共通テスト
利用選抜後期日程

学校推薦型選抜第Ⅰ期日程

学校推薦型選抜第Ⅱ期日程

総合型選抜第Ⅰ期日程

総合型選抜第Ⅱ期日程

総合型選抜第Ⅲ期日程

総合型選抜第Ⅳ期日程
※募集定員に達した場合は受付を終了します。

総合型選抜第Ⅴ期日程
※募集定員に達した場合は受付を終了します。

一般選抜第Ⅰ期日程
【薬学部】

一般選抜第Ⅰ期日程
【総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部】

一般選抜第Ⅱ期日程　

一般選抜第Ⅲ期日程　

編入学選抜第Ⅰ期日程

編入学選抜第Ⅱ期日程

社会人特別選抜
第Ⅰ期日程※１

社会人特別選抜
第Ⅱ期日程※１

※１ 　特定地域内学部社会人特別選抜 第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程については上表の社会人特別選抜とそれぞれ同日日程となります。
※２　薬学部のみ一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜においては、２段階手続となっております。P19、P20の選抜日程をご確認下さい。

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・東京

● 薬学部特別学業特待制度（第Ⅰ期日程のみ）
● 資格特待制度（第Ⅰ期日程のみ）2022年2月14日（月）～

2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・東京

2022年2月14日（月）～
2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2022年1月6日（木）～
2022年1月26日（水） 2022年2月1日（火） 2022年2月4日（金） 2022年2月16日（水）

青森・弘前・八戸・むつ・札幌
函館・盛岡・仙台・秋田・東京 ● 薬学部特別学業特待制度

● 学力入試学業特待制度

2022年1月6日（木）～
2022年1月31日（月） 2022年2月4日（金） 2022年2月10日（木） 2022年2月22日（火）

2022年2月1日（火）～
2022年2月13日（日） 2022年2月17日（木） 2022年2月24日（木） 2022年3月3日（木）

2022年2月14日（月）～
2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2022年1月6日（木）～
2022年2月3日（木）

大学入学共通テスト

2022年2月10日（木） 2022年2月22日（火）

大学入学共通テスト
● 薬学部特別学業特待制度
● 学力入試学業特待制度

2022年2月4日（金）～
2022年2月17日（木） 2022年2月24日（木） 2022年3月3日（木）

2022年2月23日（水）～
2022年3月13日（日） 2022年3月18日（金） 2022年3月24日（木）

2021年11月1日（月）～
2021年11月12日（金） 2021年11月20日（土） 2021年12月2日（木） 2021年12月13日（月） 青森・弘前・八戸・むつ・札幌

函館・盛岡・仙台・秋田・東京
● 薬学部特別学業特待制度
● 学力入試学業特待制度
● 資格特待制度
● スポーツ・文芸特待制度

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・むつ・東京

2021年9月1日（水）～
2021年9月28日（火） 2021年10月12日（火）

2021年11月2日（火）

合格発表後
2週間以内

青森・むつ・東京

● 薬学部特別学業特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● 学力入試学業特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● 資格特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● スポーツ・文芸特待制度

2021年10月1日（金）～
2021年10月12日（火） 2021年10月26日（火）

2021年11月1日（月）～
2021年11月12日（金） 2021年11月26日（金） 2021年12月3日（金）

2021年11月15日（月）～
2021年12月2日（木） 2021年12月16日（木） 2021年12月22日（水）

2022年3月14日（月）～
2022年3月21日（月） 2022年3月23日（水） 2022年3月26日（土） 2022年3月30日（水）

入学者選抜日程一覧（「試験日」「会場」等）の内容については、新型コロナウイルスによる状況の変化に伴い変更となる場合がございます。その場合は青森大学ホー
ムページ（トップページ）にてお知らせいたしますので出願の際は必ずご確認ください。
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入学手続締切日※２ 会場 特待制度

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・東京

● 薬学部特別学業特待制度（第Ⅰ期日程のみ）
● 資格特待制度（第Ⅰ期日程のみ）2022年2月14日（月）～

2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・東京

2022年2月14日（月）～
2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2022年1月6日（木）～
2022年1月26日（水） 2022年2月1日（火） 2022年2月4日（金） 2022年2月16日（水）

青森・弘前・八戸・むつ・札幌
函館・盛岡・仙台・秋田・東京 ● 薬学部特別学業特待制度

● 学力入試学業特待制度

2022年1月6日（木）～
2022年1月31日（月） 2022年2月4日（金） 2022年2月10日（木） 2022年2月22日（火）

2022年2月1日（火）～
2022年2月13日（日） 2022年2月17日（木） 2022年2月24日（木） 2022年3月3日（木）

2022年2月14日（月）～
2022年2月28日（月） 2022年3月3日（木） 2022年3月11日（金） 2022年3月22日（火） 青森・東京

2022年1月6日（木）～
2022年2月3日（木）

大学入学共通テスト

2022年2月10日（木） 2022年2月22日（火）

大学入学共通テスト
● 薬学部特別学業特待制度
● 学力入試学業特待制度

2022年2月4日（金）～
2022年2月17日（木） 2022年2月24日（木） 2022年3月3日（木）

2022年2月23日（水）～
2022年3月13日（日） 2022年3月18日（金） 2022年3月24日（木）

2021年11月1日（月）～
2021年11月12日（金） 2021年11月20日（土） 2021年12月2日（木） 2021年12月13日（月） 青森・弘前・八戸・むつ・札幌

函館・盛岡・仙台・秋田・東京
● 薬学部特別学業特待制度
● 学力入試学業特待制度
● 資格特待制度
● スポーツ・文芸特待制度

2021年11月22日（月）～
2021年12月7日（火） 2021年12月11日（土） 2021年12月21日（火） 2022年1月12日（水） 青森・むつ・東京

2021年9月1日（水）～
2021年9月28日（火） 2021年10月12日（火）

2021年11月2日（火）

合格発表後
2週間以内

青森・むつ・東京

● 薬学部特別学業特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● 学力入試学業特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● 資格特待制度（第Ⅰ期～第Ⅳ期日程）
● スポーツ・文芸特待制度

2021年10月1日（金）～
2021年10月12日（火） 2021年10月26日（火）

2021年11月1日（月）～
2021年11月12日（金） 2021年11月26日（金） 2021年12月3日（金）

2021年11月15日（月）～
2021年12月2日（木） 2021年12月16日（木） 2021年12月22日（水）

2022年3月14日（月）～
2022年3月21日（月） 2022年3月23日（水） 2022年3月26日（土） 2022年3月30日（水）
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学部・募集人員

入学者選抜区分

総合経営学部 社会学部 ソフトウェア
情報学部 薬学部

１１０ ７０ ５０ ７０

総合型選抜 第Ⅰ期日程～
第Ⅴ期日程　 若干名 若干名 若干名 若干名

学校推薦型選抜

公募　　第Ⅰ期日程

５０ ３０ ２０ ３０
指定校　第Ⅰ期日程

公募　　第Ⅱ期日程

指定校　第Ⅱ期日程

一般選抜

第Ⅰ期日程

３０ ２０ １５ ２０第Ⅱ期日程

第Ⅲ期日程

大学入学
共通テスト
利用選抜

前期日程

３０ ２０ １５ ２０中期日程

後期日程

編入学選抜
第Ⅰ期日程

若干名 若干名 若干名 若干名
第Ⅱ期日程

・社会人特別選抜
・特定地域内学部
  社会人特別選抜

第Ⅰ期日程
若干名 若干名 若干名 若干名

第Ⅱ期日程

Ⅱ．入学者選抜募集人員
※収容定員に係る学則変更の認可申請中のため下記募集人員が変更となる場合がございます。
　その場合は青森大学ホームページ（トップページ）にてお知らせいたしますので出願の際は必ずご確認ください。
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Ⅲ．入学者選抜要項

〇受験上及び修学上の配慮について
本学に入学を志願する方で、障がい又は病気その他の理由
により、受験上及び修学上特別な配慮を必要とする方は、出
願の前に（出願を検討されている段階で）、本学入試課に一
度お電話又はメール等にてご相談ください。

　　連絡先　〒０３０―０９４３ 青森県青森市幸畑２丁目３―１
　　　　　　青森大学　入試課
　　　　　　TEL：０１７―７２８―０１０２（入試課直通）
　　　　　　 ０１７―７３８―２００１（代表）
　　　　　　FAX：０１７―７１８―２５５９
　　　　　　Mai l：nyushi@aomor i -u .ac . jp

総合型選抜要項

学校推薦型選抜要項

一般選抜要項

大学入学共通テスト利用選抜要項

編入学選抜要項

社会人特別選抜要項

特定地域内学部社会人特別選抜要項
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総合型選抜要項
総合型選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期・第Ⅳ期・第Ⅴ期日程【専願】
１募集人員

総合経営学部　経営学科 ･･･････････････････････････････････････････････若干名
社会学部　社会学科 ･･･････････････････････････････････････････････････若干名
ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 ･･･････････････････････････若干名
薬学部　薬学科 ･･･････････････････････････････････････････････････････若干名

２受験資格
⑴高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び2022年3月卒業見込みの方。
⑵通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び2022年3月修了見込みの方。

れこにでま月3年2202び及方るれらめ認とるあが力学の上以等同と方たし業卒を校学等高りよに定規の条051則規行施法育教校学 ⑶
に該当する見込みの方。

。方るきで価評己自とるいてえ備を力能・欲意のめたるす現実を標目の己自、で確明が由理望志、し解理を容内育教の科学・部学望志 ⑷
⑸本学入学を強く希望し、合格した場合は、必ず入学手続をする意志のある方。
⑹学校長の推薦書は必要ありません。
⑺学習成績の状況に関する条件は設けません。
※ 他大学在籍経験のある方、あるいは現在在籍中の方は、編入学選抜の受験資格を満たしている場合があります。詳しくは入試課へお
問い合わせください。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●調査書（開封無効）
※出身高等学校若しくは中等教育学校の調査書で３ヶ月以内に作成したもの。
※卒業後５年を経過した方は卒業証明書と単位修得証明書を提出してください（開封無効）。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）
●プレゼンテーション資料（薬学部のみ）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
社会学部
　　　：出願書類と面接、小論文（60分600字程度）によって選考します。
薬学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、プレゼンテーション、小論文（40分400字程度）によって選考します。

プレゼンテーションは「医療」をテーマとし、持ち時間は8分程度です。
プレゼンテーションの「要旨、資料」等は出願の際に出願資料と同封し、事前提出してください。また、大学
側で準備が必要な機材（ＰＣ（Ｗｉｎ、Ｍａｃ）、接続端子等）があれば、同様に事前に提示してください。

【 評価比率 】
総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部

調査書 ２０ ％ １５ ％ ２０ ％ １０ ％大学入学志望理由・自己推薦書 ５０ ％ ２０ ％
面接（口頭試験含む） ― ３０ ％ ３０ ％
面接 ― ５０ ％ ― ―
小論文 ３０ ％ ３５ ％ ３０ ％ ３０ ％
プレゼンテーション ― ― ― ３０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2021/９/１（水）～
2021/9/28（火）必着 2021/10/12（火） 2021/11/2（火）

合格発表後２週間以内
第Ⅱ期日程 2021/10/１（金）～

2021/10/12（火）必着 2021/10/26（火） 2021/11/2（火）

第Ⅲ期日程 2021/11/１（月）～
2021/11/12（金）必着 2021/11/26（金） 2021/12/3（金）

第Ⅳ期日程 2021/11/15（月）～
2021/12/2（木）必着 2021/12/16（木） 2021/12/22（水）

第Ⅴ期日程 2022/3/14（月）～
2022/3/21（月）必着 2022/3/23（水） 2022/3/26（土） 2022/3/30（水）

※ 【第Ⅳ期・第Ⅴ期日程】募集定員に達した場合は受付を終了します（該当学部）。

６選抜会場

●青森会場 （本学）　　●むつ会場（下北文化会館）　　●東京会場（青森大学東京キャンパス）
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学校推薦型選抜要項
公募・指定校学校推薦型選抜第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程【専願】
１募集人員及び受験資格（全体の学習成績の状況）

総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部

第Ⅰ期日程
公募制

3.0以上

3.0以上 3.5以上

3.2以上
指定校制 3.2以上 3.2以上

第Ⅱ期日程
公募制 3.0以上 3.5以上
指定校制 3.2以上 3.2以上

募集人員 ５0 名 3 0 名 2 0 名 ３０ 名

２受験資格
⑴2021年3月高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び2022年3月卒業見込みの方。

の記上てしと則原が況状の績成習学の体全のでま時願出は又間年3の程課期後校学育教等中はくし若校学等高、れ優にもと物人・業学 ⑵
基準を満たしている方。

。）者願専（方るす願志をみの学本 ⑶
。）要必が書薦推の紙用定所学本（とこるあで物人るす薦推が長校学等高身出 ⑷

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●調査書（開封無効）
※出身高等学校若しくは中等教育学校の調査書で３ヶ月以内に作成したもの。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
社会学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）によって選考します。
薬学部

1.出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
2.薬学部志願者で薬学部特別学業特待制度を申請された方のみ、筆記試験（２科目合わせて60分）を実施します。
試験科目：数学（数学Ⅰ・数学Ⅱから出題）
　　　　：化学（化学基礎・化学から出題）

【 評価比率 】
総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部

推薦書
４０ ％ ２５ ％

２０ ％
３０ ％調査書 ２０ ％

大学入学志望理由・自己推薦書 ２０ ％
面接（口頭試験含む） ３０ ％ ７５％ １０ ％ ４０ ％
小論文 ３０ ％ ― ３０ ％ ３０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2021/11/1（月）～
2021/11/12（金）必着 2021/11/20（土） 2021/12/2（木）10：00 2021/12/13（月）必着

第Ⅱ期日程 2021/11/22（月）～
2021/12/7（火）必着 2021/12/11（土） 2021/12/21（火）10：00 2022/1/12（水）必着

■ 総合経営学部・薬学部は各試験会場に午前９：２０までに集合してください。試験は午前９：３０から開始します。
■ 社会学部・ソフトウェア情報学部は各試験会場に午後1：２０までに集合してください。試験は午後1：３０から開始します。

６選抜会場
　　　第Ⅰ期日程 　　第Ⅱ期日程　　

● 青森会場（本学）　 ● 青森会場（本学）
● むつ会場（むつ市役所） ● むつ会場（むつ市役所）
● 東京会場（青森大学東京キャンパス） ● 東京会場（青森大学東京キャンパス）
● 弘前会場
● 八戸会場
● 札幌会場
● 函館会場
● 盛岡会場
● 仙台会場
● 秋田会場
※青森・むつ・東京会場以外の会場は、決まり次第ホームページで告知します。

●推薦書（本学所定用紙）
※学校長名の推薦書
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一般選抜要項
一般選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期日程【総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部】
１募集人員
　　　一選抜 第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程・第Ⅲ期日程合わせて

　　　総合経営学部　経営学科 …………………………………………………………… 30名
　　　社会学部　社会学科 ………………………………………………………………… 20名

ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 ………………………………… 15名

２受験資格
次の①～③のいずれかに該当する方。
① 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び2022年3月卒業見込みの方。
② 通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び2022年3月修了見込みの方。
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方と同等以上の学力があると認められる方及び2022年3月まで
にこれに該当する見込みの方。

※ 他大学在籍経験のある方、あるいは現在在籍中の方は、編入学選抜の受験資格を満たしている場合があります。詳しくは入試課へ
お問い合わせください。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●調査書（開封無効）
※出身高等学校若しくは中等教育学校の調査書で３ヶ月以内に作成したもの。
※卒業後5年を経過した方は卒業証明書と単位修得証明書を提出してください（開封無効）。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・社会学部
　　　：出願書類と筆記試験で選考します。（4科目から2科目選択（1科目100点 合計200点満点））
ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と筆記試験で選考します。
　　　　「数学Ⅰ」を必須とし、その他3科目から1科目を選択（1科目100点 合計200点満点）
科目
・「国語」（近代以降の文章）　 ・「数学Ⅰ」（ソフトウェア情報学部 必須科目）

　　・「現代社会」　   ・「英語」（コミュニケーション英語Ⅰの範囲から出題）

【 評価比率 】
総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部

調査書 ２０ ％ １０ ％ ２０ ％
大学入学志望理由・自己推薦書 １０ ％
筆記試験 ８０ ％ ９０ ％ ７０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2022/1/6（木）～
2022/1/31（月）必着 2022/2/4（金） 2022/2/10（木）10：00 2022/2/22（火）必着

第Ⅱ期日程 2022/2/1（火）～
2022/2/13（日）必着 2022/2/17（木） 2022/2/24（木）10：00 2022/3/3（木）必着

第Ⅲ期日程 2022/2/14（月）～
2022/2/28（月）必着 2022/3/3（木） 2022/3/11（金）10：00 2022/3/22（火）必着

■ 各試験会場に午前９：２０までに集合してください。
■ 試験時間（筆記試験120分）午前９：３０～１１：３０

６選抜会場
　　　第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程　　

● 青森会場（本学） ● 函館会場
● 弘前会場 ● 盛岡会場
● むつ会場（下北文化会館） ● 仙台会場
● 八戸会場 ● 秋田会場
● 札幌会場 ● 東京会場（青森大学東京キャンパス）

　　　第Ⅲ期日程　　
● 青森会場（本学） ● 東京会場（青森大学東京キャンパス）
※青森・むつ・東京会場以外の会場は、決まり次第ホームページで告知します。

1919

一般選抜要項
一般選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期・第Ⅲ期日程【薬学部】
１募集人員
　　　第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程・第Ⅲ期日程合わせて

　　　薬学部　薬学科 ……………………………………………………………………… 20名

２受験資格
次の①～③のいずれかに該当する方。
　　① 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び2022年3月卒業見込みの方。
　　② 通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び2022年3月修了見込みの方。
　　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方と同等以上の学力があると認められる方及び2022年3月まで

にこれに該当する見込みの方。
　　※ 他大学在籍経験のある方、あるいは現在在籍中の方は、編入学選抜の受験資格を満たしている場合があります。詳しくは入試課へ

お問い合わせください。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
　　※インターネット出願者は不要
●写真２枚
　　※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。
●調査書（開封無効）
　　※出身高等学校若しくは中等教育学校の調査書で３ヶ月以内に作成したもの。
　　※卒業後5年を経過した方は卒業証明書と単位修得証明書を提出してください（開封無効）。
●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
薬学部
　　　：出願書類と筆記試験で選考します。（3科目（1科目100点 合計300点満点））
科目
　　・「数学」（数学Ⅰ、数学Ⅱから出題）
　　・「化学」（化学基礎、化学から出題）
　　・「英語」（コミュニケーション英語Ⅰ、英語表現Ⅰから出題）

【 評価比率 】
薬学部

調査書 ２５ ％大学入学志望理由・自己推薦書
筆記試験 ７５ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 第一段階手続締切日 最終手続締切日

第Ⅰ期日程 2022/1/6（木）～ 
2022/1/26（水）必着 2022/2/1（火） 2022/2/4（金） 2022/2/16（水） 2022/3/7（月）必着

第Ⅱ期日程 2022/2/1（火）～ 
2022/2/13（日）必着 2022/2/17（木） 2022/2/24（木） 2022/3/3（木） 2022/3/30（水）必着

第Ⅲ期日程 2022/2/14（月）～ 
2022/2/28（月）必着 2022/3/3（木） 2022/3/11（金） 2022/3/22（火） 2022/3/30（水）必着

■ 各試験会場に午前９：２０までに集合して下さい。
■ 試験時間（筆記試験１２０分）午前９：３０～１１：３０
■ 第一段階手続締切日までに、入学金（200,000円）のみを納入し、振込金受取書の写しを送付ください。

６選抜会場
　　　第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程　　　　　　　　　　　　　　　　　　第Ⅲ期日程　

● 青森会場（本学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● 青森会場（本学）　　　　　　　　　　　 
● 弘前会場　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  ● 東京会場（青森大学東京キャンパス）
● むつ会場（下北文化会館）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
● 八戸会場　　　　　　　　　　　　 
● 札幌会場　　
● 函館会場
● 盛岡会場
● 仙台会場
● 秋田会場
● 東京会場（青森大学東京キャンパス）
※青森・むつ・東京会場以外の会場は、決まり次第ホームページで告知します。
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大学入学共通テスト利用選抜要項
大学入学共通テスト利用選抜前期・中期・後期日程
１募集人員

前期・中期・後期日程合わせて
　　　総合経営学部　経営学科 …………………………………………………………… 30名
　　　社会学部　社会学科 ………………………………………………………………… 20名

ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 ………………………………… 15名
　　　薬学部　薬学科 ……………………………………………………………………… 20名

２出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●調査書（開封無効）
※出身高等学校若しくは中等教育学校の調査書で３ヶ月以内に作成したもの。
※卒業後5年を経過した方は卒業証明書と単位修得証明書を提出してください（開封無効）。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）
３選考方法・科目　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》

１．大学入学共通テスト利用選抜出願者については、本学独自の筆記試験は課しません。
２．2020年度大学入試センター試験を受験した方、または2021年度大学入学共通テスト利用選抜を受験した方は、その成績をもって本
学を受験することができます。

●総合経営学部 経営学科・社会学部 社会学科
合計２００点満点とします。ただし「簿記・会計」は総合経営学部のみとします。

科　　目 必須・選択 配　点
「国語」（近代以降の文章）

２科目選択 各科目
100点

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」
「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「簿記・会計」
「英語（リーディング）」
●ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科
合計２００点満点とします。

科　　目 選　択 配　点
「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学Ａ」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学Ｂ」 1科目選択 100点
「国語」（近代以降の文章）

1科目選択 100点
理
　科

Ａ「物理基礎」・「化学基礎」　　　Ｄ「物理」
Ｂ「物理基礎」・「生物基礎」　　　Ｅ「化学」
Ｃ「化学基礎」・「生物基礎」　　　Ｆ「生物」
理科を選択する場合はＡ～Ｆのうちひとつ選択

「英語（リーディング）」
●薬学部 薬学科
合計５００点満点とします。

科　　目 必須・選択 配　点
Ａ「数学Ⅰ」・「数学Ⅱ」
Ｂ「数学Ⅰ」・「数学Ⅱ・数学Ｂ」
Ｃ「数学Ⅰ・数学Ａ」・「数学Ⅱ・数学Ｂ」
Ｄ「数学Ⅰ・数学Ａ」・「数学Ⅱ」

Ａ～Ｄのうちひとつ選択 200点

「化学」 必須 100点
Ａ「物理基礎」・「化学基礎」
Ｂ「物理基礎」・「生物基礎」
Ｃ「化学基礎」・「生物基礎」
Ｄ「物理」
Ｅ「生物」

Ａ～Ｅのうちひとつ選択 100点

「英語（リーディング）」 必須 100点
【 評価比率 】

総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部
調査書 ２０ ％ １０ ％ ２０ ％ ２０ ％大学入学志望理由・自己推薦書 １０ ％
大学入学共通テスト ８０ ％ ９０ ％ ７０ ％ ８０ ％

４選抜日程

選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日
（経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部）

第一段階手続締切日
（薬学部）

最終手続締切日
（薬学部）

前期日程 2022/1/6（木）～ 
2022/2/3（木）必着

大学入学共通
テスト

2022/2/10（木）
10：00 2022/2/22（火） 2022/2/22（火） 2022/3/7（月）

中期日程 2022/2/4（金）～ 
2022/2/17（木）必着

2022/2/24（木）
10：00 2022/3/3（木） 2022/3/3（木） 2022/3/30（水）

後期日程 2022/2/23（水）～ 
2022/3/13（日）必着

2022/3/18（金）
10：00 2022/3/24（木） 2022/3/24（木） 2022/3/30（水）

●【薬学部】２段階手続方式となります。第一段階手続切締日までに、入学金（200,000円）のみを納入し、振込金受取書の写しを送付ください。
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編入学選抜要項
編入学選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期日程
１募集人員
　　　受験を希望する場合は、事前に入試課にお問い合わせください。編入学年については選考結果及び認定単位数により判定します。

●2、3年次編入　総合経営学部　経営学科 …………………………… 若干名
社会学部　社会学科 ………………………………… 若干名
ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 … 若干名
薬学部　薬学科 ……………………………………… 若干名

●4年次編入 　薬学部　薬学科 ……………………………………… 若干名

２受験資格
〈総合経営学部､社会学部､ソフトウェア情報学部:2年次､3年次編入〉
１.大学、短期大学を卒業した方又は2022年3月卒業見込みの方。
２.高等専門学校を卒業した方又は2022年3月卒業見込みの方。
３.専修学校専門課程（修業年限2年、総授業時間1700時間以上）を卒業した方又は2022年3月卒業見込みの方。
４.大学に1年以上在籍した方又は2022年3月までに1年間以上在学を見込める方。
〈薬学部：他大学薬学部からの編入〉
５.他大学薬学部に1年以上在籍した方又は2022年3月までに1年以上在学を見込める方。
編入学年は修得科目により判定します。

〈薬学部：薬学部以外の他学部からの編入〉
６.原則として認めていません。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）
●「卒業（修了）証明書」又は「卒業（修了）見込み証明書」
※受験資格の1.2.3 .に該当する方及び薬学部出身者

●「在学証明書」又は「在籍期間証明書」
　　※受験資格の4.5.に該当する方
●「成績証明書」又は「単位修得証明書」
※編入年次を確認するために卒業又は在籍時のシラバスが必要となります。
※履修中の科目は履修中と明記

●プレゼンテーション資料（薬学部のみ）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
社会学部
　　　：出願書類と面接、小論文（60分600字程度）によって選考します。
薬学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、プレゼンテーション、小論文（40分400字程度）によって選考します。

プレゼンテーションは「医療」をテーマとし、持ち時間は8分程度です。
プレゼンテーションの「要旨、資料」等は出願の際に出願資料と同封し、事前提出してください。また、大学側で準備が必要な機
材（ＰＣ（Ｗｉｎ、Ｍａｃ）、接続端子等）があれば、同様に事前に提示してください。

【 評価比率 】
総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部

出願書類 ２０ ％ １５ ％ ２０ ％ １０ ％大学入学志望理由・自己推薦書
５０ ％

２０ ％
面接（口頭試験含む） ― ３０ ％ ３０ ％
面接 ― ５０ ％ ― ―
小論文 ３０ ％ ３５ ％ ３０ ％ ３０ ％
プレゼンテーション ― ― ― ３０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2021/11/22（月）～
2021/12/7（火）必着 2021/12/11（土） 2021/12/21（火）10：00 2022/1/12（水）必着

第Ⅱ期日程 2022/2/14（月）～
2022/2/28（月）必着 2022/3/3（木） 2022/3/11（金）10：00 2022/3/22（火）必着

編入学選抜第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程
■ 各試験会場に午前９：２０までに集合してください。
■ 試験は午前９：３０から開始します。

６選抜会場
● 青森会場（本学）　
● 東京会場（青森大学東京キャンパス）



2222

社会人特別選抜要項
社会人特別選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期日程
１募集人員　　　

　　　総合経営学部　経営学科 ･････････････････････････････････････････若干名
　　　社会学部　社会学科 ･････････････････････････････････････････････若干名

ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 ･････････････････････若干名
薬学部　薬学科 ･････････････････････････････････････････････････若干名
※受験を希望する場合は、事前に入試課にお問い合わせください。

２受験資格
2022年4月1日までに２５歳以上に達し、下記のいずれかに該当する方。
１．高等学校又は中等教育学校を卒業した方。
２．通常の課程による12年の学校教育を修了した方。
３．学校教育法施行規則150条の規定により、高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）
●最終学歴の「卒業（修了）証明書」又は「成績証明書」もしくは「単位修得証明書」
※受験資格の1.2.3 .に該当する方及び薬学部出身者

●プレゼンテーション資料（薬学部のみ）

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
社会学部
　　　：出願書類と面接、小論文（60分600字程度）によって選考します。
薬学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、プレゼンテーション、小論文（40分400字程度）によって選考します。

プレゼンテーションは「医療」をテーマとし、持ち時間は8分程度です。
プレゼンテーションの「要旨、資料」等は出願の際に出願資料と同封し、事前提出してください。また、大学側で準備が必要な機
材（ＰＣ（Ｗｉｎ、Ｍａｃ）、接続端子等）があれば、同様に事前に提示してください。

【 評価比率 】
総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部 薬学部

出願書類 ２０ ％ １５ ％ ２０ ％ １０ ％大学入学志望理由・自己推薦書
５０ ％

２０ ％
面接（口頭試験含む） ― ３０ ％ ３０ ％
面接 ― ５０ ％ ― ―
小論文 ３０ ％ ３５ ％ ３０ ％ ３０ ％
プレゼンテーション ― ― ― ３０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2021/11/22（月）～
2021/12/7（火）必着 2021/12/11（土） 2021/12/21（火）10：00 2022/1/12（水）必着

第Ⅱ期日程 2022/2/14（月）～
2022/2/28（月）必着 2022/3/3（木） 2022/3/11（金）10：00 2022/3/22（火）必着

社会人特別選抜第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程
■ 各試験会場に午前９：２０までに集合してください。
■ 試験は午前９：３０から開始します。

６選抜会場
● 青森会場（本学）　
● 東京会場（青森大学東京キャンパス）

７社会人特別選抜について
１．総合型選抜、編入学選抜等の受験資格を満たしている場合、それらの試験への出願もできます。
２．大学等を卒業している方については、2年次、3年次等への編入学を認める場合があります。
３．薬学部への編入学については、原則、薬学部以外の他学部からの編入学は認めていません。
４. 特定地域内学部社会人特別選抜の受験資格を満たしている方は、青森大学東京キャンパスで４年間学ぶことができます。
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特定地域内学部社会人特別選抜要項
社会人の方で、４年間東京（青森大学東京キャンパス）で学びたい方の入学者選抜です。青森大学東京キャンパスにおいて東京キャンパス独自の試験を実施します

特定地域内学部社会人特別選抜第Ⅰ期・第Ⅱ期日程
１募集人員　　　

　　　総合経営学部　経営学科 ･････････････････････････････････････････若干名
　　　社会学部　社会学科 ･････････････････････････････････････････････若干名

ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科 ･････････････････････若干名
※受験を希望する場合は、事前に入試課にお問い合わせください。

２受験資格　下記 1. ～3.のいずれかに該当する方で、下記 ①～④のいずれかの要件に該当する方。
１．高等学校又は中等教育学校を卒業した方。
2. 通常の課程による12年の学校教育を修了した方。
3. 学校教育法施行規則150条の規定により、高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方。

① 就業者である方
１） 入学試験の日の6ヶ月前～3ヶ月前までに特定地域、その他東京キャンパスに通常通学できる地域に住所を有すること。
２） 就業者であり、１年を通じて一週間の所定労働時間が20時間以上の方。または、１年間における所得税法第27条第2項に規定す
る事業所得金額が57万円を超える方。

② 満30歳以上になる方
入学する年の3月31日までに満30歳以上になる方。
③ 退職者・休職者である方
１） 入学試験の日の6ヶ月前～3ヶ月前までに特定地域や、その他の東京キャンパスに通常通学できる地域に住所を有すること。
２） 入学年の前年以前の年において、一週間の所定労働時間が20時間以上、もしくは１年間における所得税法第27条第2項に規定す
る事業所得金額が57万円を超えていた方で退職・休職している方。

④ 主婦・主夫である方
１） 入学試験の日の6ヶ月前～3ヶ月前までに特定地域や、その他の東京キャンパスに通常通学できる地域に住所を有すること。
２）入学試験の1年前から配偶者（事実婚も可）及び子又はそのいずれかと同居している方。
※ 上記①～④のいずれかについて、受験資格が確認できる書類を提出していただき、受験資格を満たす方のみ東京キャンパスを受
験できます。なお、薬学部に関しては、東京キャンパスで修学することはできません。

３出願書類　※各書類の様式は本学ホームページよりダウンロードしてください。
●入学者選抜志願票（本学所定用紙）
※インターネット出願者は不要

●写真２枚
※正面、上半身脱帽、３ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm）裏に受験番号・氏名を記入して志願票に貼付してください。

●大学入学志望理由・自己推薦書（本学所定用紙）
●最終学歴の「卒業（修了）証明書」又は「成績証明書」もしくは「単位修得証明書」
●受験資格の①～④のいずれかの要件に該当する受験資格が確認できる書類

４選考方法　《本学の「入学者受入れの方針」に基づき、評価・選考します》
総合経営学部・ソフトウェア情報学部
　　　：出願書類と面接（口頭試験含む）、小論文（60分600字程度）によって選考します。
社会学部
　　　：出願書類と面接、小論文（60分600字程度）によって選考します。
【 評価比率 】

総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部
出願書類 ２０ ％ １５ ％ ２０ ％
大学入学志望理由・自己推薦書

５０ ％
２０ ％

面接（口頭試験含む） ― ３０ ％
面接 ― ５０ ％ ―
小論文 ３０ ％ ３５ ％ ３０ ％

５選抜日程
選抜区分 出願期間 選考日 合格発表 手続締切日

第Ⅰ期日程 2021/11/22（月）～
2021/12/7（火）必着 2021/12/11（土） 2021/12/21（火）10：00 2022/1/12（水）必着

第Ⅱ期日程 2022/2/14（月）～
2022/2/28（月）必着 2022/3/3（木） 2022/3/11（金）10：00 2022/3/22（火）必着

特定地域内学部社会人特別第Ⅰ期日程・第Ⅱ期日程
■ 各試験会場に午前９：２０までに集合してください。
■ 試験は午前９：３０から開始します。

６選抜会場
● 東京会場（青森大学東京キャンパス）



2424

Ⅳ．願書記入上の注意事項

■記入例

受験生本人の氏名を
記入してください。

領収書は受験生本人が
保管してください。

合否通知の送付先を
記入してください。
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必ず３７４円分の切手を
貼付してください。 受験票の送付先となる

住所を記入してください。

提出書類により
郵便料金が異な
りますので、お
近くの郵便局へ
お持ちになりご
確認ください。

志願者の住所、氏名、電話番
号を記入してください。

■出願方法

く
だ
さ
い
。

同
封
し
て
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Ⅴ．インターネット出願の流れ

１インターネット出願トップページへアクセス
インターネット出願のページには、青森大学のホームページからアクセスできます。
※詳しい出願手順については、実際のインターネット出願の画面でご確認ください。

２志望情報を入力
志望する選抜区分、学部、学科等を選択してください。
受験料も確認できます。

３個人情報を入力
画面の案内にそって、入力してください。

４出願内容の確認
入力した志望情報と個人情報について、確認してください。

５必要書類の確認
必要書類について、確認してください。

６決済情報を入力
受験料の支払方法として、コンビニエンスストア・金融機関ATM【Pay-easy】・ネットバンキング、またはクレジッ
トカードのいずれかを選択します。　※受験料の他に手数料が必要となります。

パソコン動作環境について
推奨ブラウザは以下のとおりです。（メーカーがサポートするバージョン）
〔Windows〕Internet Explorer ・Chrome・Firefox
〔Mac OS〕Safar i
※スマートフォン、タブレットからの出願は、正常に登録できない可能性があります。
できるだけ、パソコンを利用して出願してください。詳細は出願画面でご確認ください。

●青森大学トップページ
https ://www.aomor i -u .ac . jp/

氏名や住所など入力は慎重に行ってください。
間違うと受験票が届かない場合があります。
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７出願登録の完了
出願番号（受験番号ではありません）が発行されるので、メモするか、画面を印刷してください。
出願番号は、後で出願情報を確認する場合と、出願書類を郵送する際に必要です。
また、受験料の支払いには決済番号も必要ですので、メモしてください。

また、出願の内容に応じた必要書類が表示されるので、
確認し、準備してください。

８出願書類の郵送
登録完了画面から宛名ラベルを開き、印刷し、市販の封筒に貼付してください。
その封筒に、出願書類を封入し、以下の送付先に簡易書留速達で郵送してください。

９受験料の支払い
「６　決済情報を入力」で選択した方法で、受験料を支払ってください。
詳しい支払い方法については、インターネット出願サイトの「受験料の支払方法について」ページを確認してください。

【注意事項】
・出願登録した後に、必ず期間内に受験料のお支払いを行ってください。
・ 携帯電話、スマートフォン、パソコンのメール受信の設定で PCメール拒否を設定している場合や、迷惑メール防止機能の設定によっては、
「出願登録完了のお知らせ」メールが届かない場合があります。数時間たって届かない場合は、「出願内容の確認・変更」画面にログインし、
出願登録内容をご確認ください。
・留学生の入学試験は、インターネット出願できません。指定の志願票をお取寄せください。

「プリンタを所有していない」「スマートフォン・タブレットから操作する」
「印刷できない」のいずれかに該当する方は、封筒に宛名ラベルの内容を転
記してください。

一旦支払われた受験料は返金致しません。ご注意ください。

〒030-0943
　青森市幸畑2-3-1
　　　　青森大学　入試課
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Ⅵ．合格発表から入学手続完了まで

合格発表
合格発表日の午前10時に本学ホームページ上で発表いたします。
なお発表期間は、発表日の10時から翌日の10時までとします。
青森大学ホームページ（https ://www.aomor i -u .ac . jp/）の「最新情報」をご覧ください。
ホームページでの発表は、情報提供の一環としておこなうものであり、
正式な合格発表は合格通知書をご確認ください。
合否に関するお問い合わせには一切応じられません。

対象入試：総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜（薬学部以外）、大学入学共通テ
スト利用選抜（薬学部以外）、編入学選抜、社会人特別選抜、特定地域内学部社会
人特別選抜
入学手続方法
合格者には、合格通知書及び入学手続き書類を発送いたします。
入学手続締切日は選抜区分によって異なりますので、ご確認の上お手続きをお願いします。

合格発表日

本学より合格通知書及び入学手続書類を送付

手続完了について

入学手続書類を手続締切日までに大学に送付

提出書類
１．誓約書（本学所定の用紙）
２．住民票１通
　　（本人のみ記載したもの）
３．写真２枚
　　（上半身カラー４cm×３cm、写真の裏に受験番号・氏名を記入して下さい）
４．振込金受領書の写し
　　（本学所定用紙に金融機関の受領印を押印したもののコピー）

提出書類は手続締切日までに送付してください。
手続完了後、３月中旬頃に入学案内を送付いたします。
総合型選抜・学校推薦型選抜での入学予定者は、各学部から求められている
入学前教育に積極的に取り組んでください。（必須）
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対象入試：一般選抜（薬学部）、大学入学共通テスト利用選抜（薬学部）
入学手続方法（２段階）
合格者には、合格通知書及び入学手続き書類を発送いたします。
入学手続締切日は選抜区分によって異なりますので、ご確認の上お手続きをお願いします。

受験料の返還について
一旦納入された受験料は返還いたしません。ただし、受験料を誤って二重もしくは過剰に納入した場合は返還することがあります。

入学辞退について
　 入学手続期間内に学費の納入を終えていない場合には、入学を辞退したものとみなします。ただし、入学を希望しているが、事情により手
続期日内に終えられない場合には、手続締切日までに入試課にご相談ください。納入金を納入後に辞退する場合は、入試課までご連絡くだ
さい。一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜の合格者に限り辞退の手続きのための用紙を送付します。辞退手続きの用紙に記入後、本
学へ送付することによって辞退の手続きが完了します。

辞退に伴う納入金の返還について
　 総合型選抜、学校推薦型選抜の入学を辞退した場合、納入金は返還いたしません。大学入学共通テスト利用選抜、一般選抜の入学を辞退す
る旨の連絡が2022年3月31日正午まであった場合、入学金を除く全ての納入金（ただし、振込手数料を差し引いた額）を返還致します。返
還には３～４週間かかる場合がございますのでご了承願います。

合格発表日

本学より合格通知書及び入学手続書類を送付

本学より第一段階手続き完了通知

第一段階手続日までに、「入学金」の振込と提出書類を送付
提出書類
１．誓約書（本学所定の用紙）
２．住民票１通
　　（本人のみ記載したもの）
３．写真２枚
　　（上半身カラー４cm×３cm、写真の裏に受験番号・氏名を記入して下さい）
４．振込金受領書の写し
　　（本学所定用紙に金融機関の受領印を押印したもののコピー）

第
一
段
階
手
続
期
間
内
に
最
終
手
続
ま
で
完
了
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

入学手続締切日までに、「入学金以外の納入金」の振込と提出書類を送付
提出書類
１．振込金受領書の写し
　　（本学所定用紙に金融機関の受領印を押印したもののコピー）

手続完了について
手続完了後、３月中旬頃に入学案内を送付いたします。
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初年度 次年度以降 2年次編入 3年次編入

一括
分納

一括
分納

一括
分納

一括
分納

入学手続時 9月時 4月時 9月時 入学手続時 9月時 入学手続時 9月時

学　費

入学金 200,000 200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000

授業料 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000

教育充実費 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000

実験実習費 （脚注参照） （脚注参照）

委　託
徴収費

学友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

文化会体育会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

学術研究会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

後援会費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

学生教育研究
災害傷害保険料 4,660 4,660 ※3,720 ※3,720 ※2,430 ※2,430

合　計 1,196,660 725,660 471,000 992,000 521,000 471,000 1,195,720 724,720 471,000 1,194,430 723,430 471,000

Ⅶ．納入金一覧

初年度 次年度以降 2年次編入 3年次編入

一括
分納

一括
分納

一括
分納

一括
分納

入学手続時 9月時 4月時 9月時 入学手続時 9月時 入学手続時 9月時

学　費

入学金 200,000 200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000

授業料 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000 642,000 321,000 321,000

教育充実費 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000

実験実習費

委　託
徴収費

学友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

文化会体育会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

学術研究会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

後援会費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

学生教育研究
災害傷害保険料 4,660 4,660 ※3,720 ※3,720 ※2,430 ※2,430

合　計 1,196,660 725,660 471,000 992,000 521,000 471,000 1,195,720 724,720 471,000 1,194,430 723,430 471,000

学年別

学年別

納入金額

納入金額

学費内訳

学費内訳

※印は編入年度のみ

○携帯電話により履修登録、出席確認等を行いますので、学費等納入金のほか年間2,700円程度の通信費が必要になります。
○学費等の納入金は一括納入が原則ですが、分納することもできます。

※印は編入年度のみ
○社会学部で社会調査士の資格を希望する方は、３年次に別途、実習費が必要です。
○社会福祉士又は精神保健福祉士の受験資格取得を希望する方は２年次に25,000円程度、３年次に55,000円程度の実験実習費が別途必要と
なります。また、両方の受験資格を希望する場合には２年次に25,000円程度、３年次に55,000円程度、４年次に55,000円程度の実験実習
費が別途必要となります。なお、実験実習費の納付時期に関しましては、それぞれ実習を行う年度ごとに納付していただくことになります。

○携帯電話により履修登録、出席確認等を行いますので、学費等納入金のほか年間2,700円程度の通信費が必要になります。
○学費等の納入金は一括納入が原則ですが、分納することもできます。

■総合経営学部

■社会学部

3131

学年別

納入金額
学費内訳

※印は編入年度のみ

〇病院・薬局における実務実習が5ヶ月間実施されますので、このための費用（12万円×6年間）を年次計画で別途徴収します。
※１　編入年次により金額が異なります。

■ソフトウェア情報学部

■薬学部

初年度 次年度以降 2年次編入 3年次編入

一括
分納

一括
分納

一括
分納

一括
分納

入学手続時 9月時 4月時 9月時 入学手続時 9月時 入学手続時 9月時

学　費

入学金 200,000 200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000 ※200,000

授業料 980,000 490,000 490,000 980,000 490,000 490,000 980,000 490,000 490,000 980,000 490,000 490,000

教育充実費 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000

実験実習費 30,000 30,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

委　託
徴収費

学友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

文化会体育会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

学術研究会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

後援会費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

学生教育研究
災害傷害保険料 4,660 4,660 ※3,720 ※3,720 ※2,430 ※2,430

合　計 1,464,660 874,660 590,000 1,310,000 720,000 590,000 1,513,720 923,720 590,000 1,512,430 922,430 590,000

○携帯電話により履修登録、出席確認等を行いますので、学費等納入金のほか年間2,700円程度の通信費が必要になります。
○学費等の納入金は一括納入が原則ですが、分納することもできます。

○携帯電話により履修登録、出席確認等を行いますので、学費等納入金のほか年間2,700円程度の通信費が必要になります。
○学費等の納入金は一括納入が原則ですが、分納することもできます。

初年度 次年度以降 編入時

一括
分納

一括
分納

一括
分納

入学手続時 9月時 4月時 9月時 入学手続時 9月時

学　費

入学金 200,000 200,000 300,000 300,000

授業料 1,300,000 650,000 650,000 1,300,000 650,000 650,000 1,300,000 650,000 650,000

教育充実費 300,000 150,000 150,000 300,000 150,000 150,000 465,000 232,500 232,500

実験実習費 120,000 60,000 60,000 120,000 60,000 60,000 120,000 60,000 60,000

委　託
徴収費

学友会費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

文化会体育会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

学術研究会費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

後援会費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

学生教育研究
災害傷害保険料 6,840 6,840 ※１5,830 ※１5,830

合　計 1,976,840 1,116,840 860,000 1,770,000 910,000 860,000 2,240,830 1,298,330 942,500

学生教育研究
災害傷害保険料※１

編入年次 納入金額

２年次編入 5,830

３年次編入 4,730

４年次編入 3,670


