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【出願にあたっての注意事項】
　１．出願資格・受付期間・試験科目等について、事前に熟読してください。
　２．�身体機能の障がいや疾病等により、受験・就学に際して配慮を必要とする場合は、出願する30日前ま

でに必ず入学課（03－5466－0141）にご相談ください。

【提出書類の確認について】
　調査書・推薦書・証明書等については、記載内容の確認のため、大学から発行元の団体・機関等へ連絡をさ
せていただく場合があります。

【個人情報の取り扱いについて】
　國學院大學では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱いに努め、安全管理
のために必要な措置を講じています。出願書類等に記載された個人情報は、下記の利用目的の範囲内において
利用し、本人の同意の無い第三者への提供はいたしません。
　なお、取得した個人情報に係る業務を外部委託する場合は、学校法人國學院大學個人情報の保護に関する規
程、ならびに國學院大學個人情報の保護に関する規程に則って、適切に取り扱います。

※出身学校への個人情報提供について
　全商協会大学特別推薦の志願者については、入学試験制度の趣旨に基づき、入学試験および入学後在籍中の
教育関連個人情報（履修・成績・出席状況・進路）について、出身学校へ提供する場合があります。

國學院大學における個人情報の利用目的については下記の URL を参照してください。

https://www.kokugakuin.ac.jp/privacy/p2

利用目的 入学試験の実施に伴う各種通知・入学手続書類の送付、入学予定者への各種案内書類の送付、出願・
入学動向の分析

データ項目

⑴　入学志願票に記入された項目
　　 氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、国籍、出身学校（高等学校等）および卒業（見込）年月、

志願する入試制度・学科（専攻）、受験番号
⑵　 調査書、各種検定・試験の合格証明書・成績（スコア）証明書等に記載されている項目
　　氏名、住所、生年月日、性別、評定値、担任による評価、検定・試験の成績および受験年月日

保管期間 10年間
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１．アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れ方針）

※アドミッション・ポリシー（以下、「AP」）については、本学のホームページでもご確認ください。

　経済学部は、経済と経営、そして社会に関する教育を主軸に、主体的に人生を切り拓き、自ら選んだ分野で
将来の日本社会に貢献できる人材を育成します。このことを踏まえて本学部では、次の能力・資質・態度に優
れた者を受け入れます。
Ａ　知識・技能
　１　「総合英語」に対応する基礎的水準の英語を理解できる者。
　２　「政治・経済」「地理」「日本史」「世界史」の基本的な知識を習得できている者。
Ｂ　思考力・判断力・表現力
　１　適切な日本語を使って大人との対話ができる者。
　２　適切な日本語を使って交渉相手と友好的に交渉ができる者。
　３　日本語の文章を読んで理解できるとともに、自らの考えや主張を適切な文章で表現できる者。
Ｃ　主体的に学修に取り組む態度
　１　大学の内外の人びとと交流する意欲をもつ者。
　２　大学のカリキュラムを理解し、強い学修意欲をもつ者。
　３　新しい知識や経験に対して謙虚に学ぶ意欲をもつ者。
　入学までに身につけるべき教科・科目、資格など（学部共通）
　　「総合英語」「政治・経済」「地理」「日本史」「世界史」

（AP-A）　知識・技能
（AP-B）　思考力・判断力・表現力
（AP-C）　主体性・意欲・志向性

【経済ネットワーキング学科】
　経済学部のアドミッション・ポリシーを満たした上で、環境問題・開発問題・地域問題・少子高齢化問題・
情報メディア問題のいずれかに強い関心があり、問題解決に参加・貢献したいと希望する者。
　一般入学試験以外の推薦・特選系試験では、特に以下のような志向性における意欲、能力そして実績を有す
る者を受け入れます。
・ グローバルに進行する環境問題に強い関心があり、将来、企業や国際機関や NPO などで問題解決に参加し

たいと希望する者。
・ 都市と地方を問わず地域社会のありように深い関心があり、将来その問題解決に携わりたいと希望する者。
・ 少子高齢化と福祉の問題に深い関心があり、将来それらの問題解決に関わる仕事をしたいと希望する者。
・ アンケート調査や実地調査（フィールドワーク）の能力を高めて、将来、そうした能力を生かせる職業に就

きたいと希望する者。
・ 経済学部のある広域渋谷圏におけるさまざまな都市的現象に接して、都市的経験と都市的感性を磨き、時代

の一歩先を読む仕事に就きたいと希望する者。
・ インターネットを利用したさまざまなサービスに積極的に参加して、実名での発信実績がある者。
・ 経済ネットワーキング学科カリキュラム内の特定科目群に強い関心があり、その理由について明確な言葉で

表現できる者。

　経済学部

選考方法 AP-A AP-B AP-C 本入学制度のねらい

書類選考 ○ 本学部・学科の DP、CP、AP を理解し、AP に示された基礎学力を高
校在学中に習得し、本学・学科での学修後の自らの社会人像を明確に
持っている者を、全商協会からの推薦に基づき本学部が依頼する高等学
校の学校長の推薦に基づいて受け入れる。調査書 ◎
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⑴　募 集 人 員

⑵　出 願 資 格

⑶　選考方法

⑷　入学検定料

出願状況および試験結果等により、合格者が募集人員を下回る場合があります。

　全国商業高等学校協会（全商協会）会員校の生徒で、平成31年３月に高等
学校卒業見込であり、同協会から推薦を受け、本学経済ネットワーキング学
科を第１志望（単願）とする者で、以下［1］～［3］の要件をすべて満たす者。
　［1］ 國學院大學経済学部経済ネットワーキング学科の特徴（＊）を十分に理解

している者。
　［2］ ３年間の全科目評定平均値が4.0以上である者。
　［3］ 全商協会主催の各検定試験において、英語検定２級以上の合格かつ、

他の検定試験の１級２種目以上の合格者。
＊ １．アドミッション・ポリシーをよく理解していること。つまり、地域、

環境、情報等の分野に対する志向性を求めているので注意すること。

※ 出願に際し、資格等で不明な点がある場合は、必ず入学課（03－5466－
0141）までお問い合わせください。

　本学経済学部と全商協会の協定に基づく選考（書類選考）を行う。

35,000円
※ 一度納入された入学検定料については、いかなる理由があっても返還しま

せんので、ご注意ください。

学科 募集人員
経済ネットワーキング学科 6名

２．募集人員・出願資格等
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３．実施スケジュール

４．受験票について

出　願 　入学検定料を納入し、出願に必要な書類一式を大学
宛に提出してください（出願書類の詳細・提出につい
ては、Ｐ. 4 ～ ７ にてご確認ください）。

【出願期間】
　平成30年11月1日（木）～11月6日（火）

（消印有効）

選　考

　書類選考

合格発表 　出願者全員に対し、本人宛に選考結果を通知（郵送）
します。合格者には入学手続書類を同封しますので、
所定の手続を行ってください。なお、配達区域により
郵便到着に若干の時間差が生じる場合がありますので
ご了承ください。
※電話による合否の問い合わせには一切応じません。

　平成30年12月4日（火）

入学手続 　合格通知書とともに送付する振込用紙にて、大学指
定口座に学費等納付金を納入し、その振込受領書と入
学手続書類一式を、手続期間内に大学宛に郵送（速達・
簡易書留）することによって入学手続が完了します。
なお、手続書類配達時の不在および郵便事情による遅
配を理由とした入学手続の延期は一切認めません。
※窓口での受付は行いませんのでご注意ください。

【入学手続期間】
　平成30年12月6日（木）～12月13日（木）

（消印有効）

①　入学志願票（入学検定料　35,000円）
②　高等学校等調査書
③　志望理由書【様式１】
④　推薦書　　 【様式２】
⑤　合格証書（合格証明書）

※UCAROによる合格発表
　正式な発表は、本人宛に送付する通知としますが、補助的な手段としてUCAROにて合否通知を行い
ます。確認する際に、受験番号と生年月日が必要となります。
　発表日の12：00より、下記のアドレスにアクセスしてください。

合格発表専用UCAROホームページアドレス

https://www.ucaro.net/gouchi/304012A

　①　「受験票」（はがき）は入学志願票に基づいて登録された住所に送付します。
　②　 受験票は、合格発表時の受験番号確認の際に必要となりますので、大切に保管してください。住所・氏

名等記載内容に誤りのある場合、また紛失をした場合には、ただちに入学課（03-5466-0141）までお
問い合わせください。

　　　 なお、電算処理の関係上、受験票・合格通知等に表記できるのは、JIS第１水準およびJIS第２水準まで
の漢字です。表記できない漢字については、字体の異なる同字で置き換えられるか、カタカナで表記さ
れますのでご了承ください。
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出願に必要な①～⑤の書類を全てそろえ、入学検定料振込後、本学所定の出願封筒を使用し、速達・簡
易書留で入学課宛に送付してください。

出 願 期 間 平成30年11月1日（木）～11月6日（火）　消印有効

５．出願書類について

① 入学志願票
「５．入学志願票記入例」（P.５～６）を参考に記入してください。
入学検定料（35,000円）を振込み、写真（縦４cm×横３cm）・62円切手を必ず
貼付してください。

②
高等学校等
調査書

出願前３ヶ月以内に発行された、第３学年１学期までの調査書を提出してくだ
さい（出身学校所定用紙、開封無効）。

③
志望理由書
【様式１】

推薦を受ける生徒本人が、「現在どんな問題に関心を持ち、本学科で何を学び
たいか」について1,500字以内で具体的に記入してください。

④
推薦書

【様式２】

推薦を受ける生徒がどのような内容において被推薦者に該当するのかを具体的
に記入してください。また、その事実を証明する書類（⑤以外の書類）がある
際には、コピーを添付してください。
　※詳細については、P. ７ をご参照ください。

⑤
合格証書

（合格証明書）
合格した全商協会主催の検定試験（英語検定２級以上および他の検定１級２種
以上）の合格証書または合格証明書を提出してください（コピー可）。
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　ペンまたはボールペンを使用して各票の太枠内を漏れなく記入してください（網かけされている欄は未記入
のままで結構です）。
　★入学志願票を全て記入のうえ、入学検定料（35，000円）を振込み、出願してください。
　★写真票には写真（縦４cm×横３cm）・受験票には62円切手を必ず貼付してください。
　★�記入を間違えた場合は修正液（ホワイト）を使用しても構いません。但し、入学検定料（振込金額）を
訂正する場合は、二重線で消し、その上に銀行等の窓口で訂正印を押してもらい、欄外に正しい金額を
記入してください。

６．入学志願票記入例　※写真票・受験票もこれにならって記入してください。

【年号対照表】
西暦 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
和暦 平成

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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（1）記入上の注意
　①　志願先の入試コード「Ｃ１３Ｂ」を記入してください。コース欄は記入不要です（他の入試制度使用欄のため）。
　②　氏名は常用漢字を使用し、楷書で記入してください。
　③　カナ氏名は、濁点・半濁点も１文字として記入してください。
　④　選択項目（入試制度・学部・学科・性別等）は該当するものに○を付けてください。
　⑤ 　生年月日・卒業年月は必ず西暦で記入し、月日が１桁の場合は、その数字の前に「０」を入れ、２桁で記入し

てください。
　⑥ 　住所は結果通知等の送付先となるので、アパート・マンション名まで正確に記入してください（丁目・番地・号

は「－」で記入してください）。
　⑦　電話番号は市外局番・局番・加入番号それぞれの間を「－」で区切って記入してください。

（2）各種コード一覧

高等学校等コード

高等学校等の進路指導部へお問い合わせくだ
さい。
※大学入試センター試験のコードと同様です。

課程コード
課　程 全日制 定時制 通信制 その他

コード １ ２ ３ ９

学科コード
学科 普通 商業 工業 農業 英語 総合 その他

コード １ ２ ３ ４ ５ ６ ９

入試コード
経済ネットワーキング学科 Ｃ１３Ｂ
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　推薦書【様式２】は下記の事項に留意し作成してください。なお、記載内容に関する事実を証明する書
類がある際には、そのコピーを添付してください。

７．推薦書記載要領

推薦理由

被推薦者を推薦する理由を記入してください。例えば、
（１）人物・性格の所見
（２）課外活動・校外活動
（３）生活態度・特技等
（４）P.２の２－⑵出願資格および上記（１）～（３）を踏まえた特記事項
などです。各種検定試験を受験し合格しているものがあれば、その名称も
記入してください。

　入学検定料の振込について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※出願開始日よりお振り込みください。

　　①　 入学志願票に必要事項を全て記入した後、出願期限に間に合うように最寄りの銀行または信用金庫等
の窓口（銀行等のＡＴＭ・ゆうちょ銀行は利用できません）から本学が指定する銀行口座へ振込んでく
ださい。

　　　　　• 振込依頼書は入学志願票と一連になっていますので、必要事項を記入のうえ、切り離さずに銀行
等取扱店へお持ちください。

　　　　　• 本学が指定する銀行（下記⑥参照）の各本支店から振込む際の手数料は不要ですが、その他の金
融機関から振込む場合には本人負担となります。

　　②　 振込終了後、「振込依頼書」は取扱店によって切り取られます。それ以外の収納印欄全てに取扱店の
収納印が押されていることを必ず確認してください。

　　③　「本人保存」は領収書となりますので、各自切り取って保管してください。
　　④　 出願の際には「入学志願票・写真票・受験票」を切り離さずに、その他の出願書類とともに入学課宛

に送付してください。
　　⑤　 一度納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しませんので、ご注意ください。
　　⑥　本学が指定する銀行口座は下記のとおりです。

　　※　ご不明な点は、入学検定料を振込む前に、入学課（03－5466－0141）までお問い合わせください。

入学検定料 35，000円

みずほ銀行 渋谷中央支店 普通 No.1391131 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店 普通 No.0128169
三井住友銀行 渋 谷 支 店 普通 No.81956７4 りそな銀行 渋 谷 支 店 普通 No.0093868

８．入学検定料



―　　―8

９．学費等納付金

平成31年度予定。なお金額については変更となる場合があります。 （単位：円）　

納　期
費　目 入学手続時 入学後（後期分） 初年度合計

学費

入　　学　　金 260,000 260,000

授　　業　　料 350,000 350,000 700,000

施 設 設 備 費 100,500 100,500 201,000

維 持 運 営 費 10,000 10,000

小　　　　計 720,500 450,500 1,171,000

諸費

若木育成会費 29,000 29,000

若木学友会入会金 1,000 1,000

若木学友会費 5,300 5,300

院友会（同窓会）入会金 10,000 10,000

経 済 学 会 費 2,000 2,000

小　　　　計 47,300 47,300

合　　　　計 767,800 450,500 1,218,300

備考１．教員免許等各種資格の取得を希望する場合は、上記以外に別途費用が必要となります。
　　２．後期分以降の学費の納付については、口座振替となります。詳細はご入学後に案内します。

【國學院大學教育充実資金（維持費）についてのお願い】
　本学教学内容の維持・充実をはかるため、新入生の保証人（ご父母）各位に國學院大學教育充実資金（１口20万円）
のご寄付をお願いしております。入学後の４月にご案内いたしますので、ぜひ１口以上のご協力をお願い申しあ
げます。
※本学では入学前（３月まで）の募金活動は行っておりません。

10．入学前学習講座

　國學院大學では、推薦・特別選考入学試験による入学者を対象に、合格発表から入学までの期間で「入学前
学習講座」を実施しております。
　この講座では、早期に実施される推薦・特別選考入学試験から入学までの期間において、学修機会を設ける
ことで、入学後の学修がスムーズなものとなるよう実施しております。受講される場合は受講料を別途ご納入
いただくこととはなりますが、本講座の趣旨をご理解いただき、積極的な受講をいただくようにお願い申し上
げます。
　なお、申し込み方法等の詳細については、合格発表時に送付する入学手続き書類にてご案内いたします。
　１・実施期間：平成30年12月下旬～平成31年３月
　２・内容：国語・英語（予定）



提出書類【様式１】

志願者本人が自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

キ

リ

ト

リ

経済ネットワーキング学科
フリガナ

氏　名

志 望 理 由 書
入　試
コード C １ ３ B

200▲

400▲

600▲

700▲



キ

リ

ト

リ

提出書類【様式１】

▲800

▲1000

志願者本人が自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

▲1200

▲1400

▲1500



提出書類【様式２】

推　薦　書
入　試
コード Ｃ １ ３ B

記

フリガナ 生
年
月
日

平成　　　年　　　　月　　　　日
氏　名

平成　　　 年　　　 月 　　　日

國學院大學 学長 殿
高等学校　　

　　　　　　　　　　 立 　　　　　　　　　　　　　　　 中等教育学校

学校長　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

　下記の生徒は、貴学の実施される経済学部経済ネットワーキング学科の全商協会大学特別推薦入学試験

の条項に該当する者と認め、責任をもって推薦いたします。

推薦理由（具体的にご記入ください）

記載者職名・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞





國學院大學
渋谷キャンパス

都営バス
「国学院大学前」
停留所

都営バス（54番のりば）
「〈学03〉日赤医療
センター前」行停留所

交番

ファミリー
マート

青山学院大学

実践女子学園

住友不動産
渋谷ファーストタワー

常磐松小

セブンイレブン

金王神社

ファミリー
マート ライフ

氷川神社 広尾小

広尾中

広尾高

青山学院
初等部

地下鉄
表参道駅

東交番

渋谷駅

恵比寿駅山手線・埼京線
湘南新宿ライン

至 目黒→
井
の
頭
線

高
速
３
号
線
渋
谷
線

セブンイレブンセブンイレブン

クロスタワー

ローソン

三基商事 商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

セブンイレブンセブンイレブン

クロスタワー

渋谷
ヒカリエ

ローソン

三基商事 商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

住友不動産
渋谷ファーストタワー

渋谷東二郵便局渋谷東二郵便局

國學院大學

たまプラーザ
テラスサウスプラザ
たまプラーザ
テラスサウスプラザ ローソンローソン

たまプラーザ
もみじ保育園

正門正門

野球場

グラウンド

野球場

グラウンド

若木21

横浜銀行 ファミリー
マート

三菱UFJ銀行 東急SC

たまプラーザ駅
至 渋谷→←至 中央林間←至 中央林間

横浜たまプラーザ
キャンパス

たまプラーザ
もみじ保育園

＜所 在 地＞〒150‒8440
　　　　　　東京都渋谷区東四丁目10－28

＜交通機関＞ 渋谷駅（JR山手線・地下鉄・京王井の
頭線・東急各線）から徒歩約13分、

　　　　　　または、
　　　　　　渋谷駅東口バスターミナル（54番のりば）
　　　　　　より
　　　　　　 都営バス〈学03系統〉「日赤医療センター

前」行き（運賃　現金180円・IC175円）
「国学院大学前」下車

＜所 在 地＞〒225‒0003
　　　　　　神奈川県横浜市青葉区新石川三丁目22－1

＜交通機関＞ 渋谷駅より東急田園都市線（長津田・中
央林間方面行き）にて約25分

　　　　　　（東京メトロ半蔵門線相互乗り入れ）
　　　　　　たまプラーザ駅下車南口より徒歩約５分

渋谷キャンパス試験会場　〈文学部・神道文化学部・法学部・経済学部のメインキャンパス〉

横浜たまプラーザキャンパス試験会場　〈人間開発学部のメインキャンパス〉

交通案内図

渋谷

三軒茶屋二子玉川

溝の口

武蔵溝ノ口

八王子

橋本

町田 登戸
明大前
豪徳寺

下高井戸

下北沢
山下

自由が丘

多摩川 田園調布 大岡山

代々木

新宿

池袋

大宮

表参道

恵比寿

目黒

品川

浜松町

羽田空港

新橋
東京 銀座

神田

秋葉原

水天宮前

押上
上野

浅草
日暮里

北千住

赤坂見附

永田町 お茶ノ水

横浜 東神奈川 川崎 蒲田 大井町

立川 吉祥寺

武蔵小杉
新横浜

菊名

長津田

た
ま
プ
ラ
ー
ザ

あ
ざ
み
野

東急田園都市線

東急東横線

東急世田谷線

小田急小田原線

京王線
京王井の頭線

東急目黒線

東急大井町線

東急空港線 東京モノレール

東急多摩川線JR南武線

JR中央線
JR山手線

JR埼京線

JR京浜東北線

JR総武線

JR常磐線

東武伊勢崎線

つくば
エクスプレス

地下鉄銀座線

地下鉄副都心線

地下鉄半蔵門線

JR横浜線

横浜市営
地下鉄線

◎東急田園都市線は、渋谷駅より東京メトロ半蔵門線と相互乗り入れをしております。




