平成30年度生

エントリー期間：平成30年3月22日(木)15:00まで
A日程

年内に進路を決める！

※併願制度の活用で受験

の機会を広げる

平成29年12月16日（土）までの
エントリーで、12月25日（月）
まで
に結果発送

『こんな方におススメ！』C日程
B日程
※併願制度を活用し、

余裕を持って他校の
受験をする

平成30年1月24日（水）までの
エントリーで、2月5日（月）まで
に結果発送

Point.1 ※併願制度

※エントリー、進路面談、出願、結果発送の
日程は裏面をご覧下さい。

卒業式までに進路を決める！

D日程

※併願制度の活用で受験

どうしても3月中に
進路を決めたい！

平成30年2月16日（金）までの
エントリーで、2月28日（水）
まで
に結果発送

平成30年3月22日（木）までに
エントリーで、3月30日（金）
まで
に結果発送

の機会を広げる

Point.2 本学独自の奨学金制度

本学と他の大学等と進路を迷っている方。出願書類に
併願先を記入することで『合格』後の入学金の納付を
3月16日（金）
まで待つ制度です。

AO入学選考とは…

人物評価、面談、適性検査など多方面から総合評価し、入学を許可する
選考です。
■対象■
①高校卒業及び平成30年3月卒業見込み者
（または高校卒業同等以上の学力を有する者）
②本学のオープンキャンパスで、体験入学（日程：裏面）に1回以上参加し、
『アドミッション・ポリシー』
にある〈本学が求める学生像〉の方
■選考科目■
面談、書類審査、適性検査

＜全て給付型＞
①遠隔地生活支援奨学金
②修学奨励特別奨学金
③親子兄弟姉妹特別奨学金
④特待生制度
⑤文部科学省・静岡県・本学共同修学奨励特別奨学生制度
※公的奨学金
（給付・貸与型もあり）
詳細につきましては別紙奨学金チラシをご参照ください。

！
後期AO特典！

①エントリー料と受験料は免除
②他校との併願ができます。
③「ステップアップレッスン」の実施

入学許可者に専門職業教育入門の入学前課題ガイダンスを受け、入学後の
4月からスムーズに受講できるよう指導します。

④「他の入学選考と同時出願」ができます。

この後期AO入学選考と平成29年12月16日
（土）
～平成30年3月30日
（金）
に実施
される他の入学選考方法と同時出願ができます。
（例：AO入学選考と特待生選考の同時出願 等）
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映像・音響デザイン学科
音響デザインコース
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産学連携教育プログラムで
ICT業界を支えるプロフェッショナルを育成
映像・音響デザイン学科
映像デザインコース

2年制

ゲーム応用学科
2年制

中村学園専門学校総合インフォメーション
〒422-8061 静岡市駿河区森下町4-25
TEL054-280-0173
Mail:info@can.ac.jp

ロボット創造学科
2年制

ICT南町キャンパス

後期

AO入学選考と入学までの流れ※（
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後期AO入学選考については、
募集要項には記載がありません。

3/22（木）15：00

D日程

1.エントリー

～

3月22日（木）15時

2.進路面談 12月11日（月）～12月19日（火）

2.進路面談 1月22日（月）～1月26日（金）

3.出願期間 12月12日（火）～12月21日（木）

3.出願期間 1月23日（火）～1月30日（火） 3.出願期間 2月14日（水）～2月23日（金） 3.出願期間 3月15日（木）～3月27日（火）

4.結果発送 12月13日（水）～12月25日（月）

4.結果発送 1月24日（水）～2月 5 日（月）

平成30年

2.進路面談 2月13日（火）～2月21日（水） 2.進路面談 3月14日（水）～3月23日（金）
4.結果発送 2月15日（木）～2月28日（水） 4.結果発送 3月16日（金）～3月30日（金）

★本学のオープンキャンパス（体験入学）に1回以上参加してください。
また、AO入学選考説明会に必ずご参加し、
事前準備の指導を受けて下さい。なお、エントリー、出願は最終日の15時までです。
1. AO入学選考エントリー
【受験票(C)】
【調査書(成績証明書)】
【AO入学選考出願資
【エントリーシート】
【 82円切手3枚】
を本学入学選考事務局
格認定書】
【 82円切手3枚】
を本学まで郵送もしくは持参し
まで郵送もしくは持参してください。
てください。(高卒認定者は「合格証書」のコピー・高等学校
〈エントリーシート記入上の注意〉
既卒者は最終卒業機関の「卒業証明書・成績証明書」も添付)
・「進路面談」希望日時は、
平日10：00～17：00の間で第
・入学願書(A面の)健康状態で「あり」に記された方は、
指
一、
第二希望を記入して下さい。
示に従って「健康診断書」を添付してください。
・他の入学選考へ同時出願を希望される場合は希望入学
入学選考方法：書類審査、
適性検査、
進路面談結果
選考日程と選考方法に印を付けて下さい。
4. 結果発送
・高等学校在籍中の方は、
クラス担任の先生にご承認いた
出願から5日以内に、
書類選考の上、
出願者本人および高
だき記名、
捺印を必ずご依頼下さい。
等学校(既卒者除く)へ選考結果通知を発送します。
2. 進路面談
5. 入学手続き
適性検査及び30分程度の面談を行います。
「あなたの将来 「合格通知」とともに「入学手続き案内」が送付されたら、
像」
「志望動機」などをお話しいただきます。また「本学のア
案内に従い入学手続きを行ってください。手続きが完了し
ドミッション・ポリシー」等についても質問しますので準備を ますと「入学許可書」が発送されます。
お願いします。
6. ステップアップレッスン
※日程は原則エントリー者の希望を優先して決定します。 本学入学許可者に専門職業教育入門の入学前課題ガイダ
3. 出願
ンスを実施、
入学直後の4月からスムーズに受講できるよう
■出願資格：
「進路面談」の結果、
「AO入学選考出願資格認
指導します。
定書」を受理した方
7. 新入生オリエンテーション
■出願方法：出願期間中に【入学願書(A)】
【 受験台帳(B)】 3/22(木)と4月上旬に行います。必ず出席してください。

【あなたの学校生活を経済的にバックアップする奨学金制度があります。
（別紙参照）。お気軽にお問い合わせ下さい。】

オープンキャンパス予定

12月 2日（土）13:15～15:15
1月20日（土）13:15～15：15
2月 3日（土）13:15～15：15

3月 3日（土）13:15～15：15
春SP
3月23日（火）13:15～15：15

●学校学科説明会 ●体験入学 ●入学選考説明会
●保護者対象説明会 ●何でも相談会 ●キャンパスツアー
※上記日程以外でも個別対応をしております。ご連絡ください。

学校・学科説明会

11月28日（火）17:00～18:30
12月 6日（水）17:00～18:30
1月12日（金）17:00～18:30
1月26日（金）17:00～18:30

2月13日（火）17:00～18:30
2月22日（木）17:00～18:30
3月 7日（水）17:00～18:30
3月16日（金）13:30～15:00

※上記日程以外でも個別対応をしております。ご連絡ください。

※詳細は本学HPをご参照下さい。

