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幼稚園  2016年度募集

大学 ・ 大学院入試

TOPICS

大学  2016年度入試 ※詳しくは大学ホームページをご覧ください。

中学校  2016年度入試
出願期間 入試日 試験会場 合格発表日

1月23日（土） 1月26日（火）
郵送（速達）

1月６日（水）
～1月1４日（木）必着

中学校試験場
高等学校試験場

学校説明会

お問い合わせ先：中学校事務室
TEL052-931-0821（代表）／受付時間9:00～17:00

 6月２0日（土）10:00～12:30　場所／金城学院中学校
入試説明会   11月7日（土）10:00～12:30　場所／金城学院中学校

幼稚園体験及び入園説明会
5月の連休明けから幼稚園体験 ・ 入園説明会の予約
を受け付けています。（随時受付）

入園希望者が募集人員を上回る場合は抽選にな
ります。なお、入園希望者が募集人員に満たない
場合は、募集期間を延長致します。

願書配付は幼稚園体験・入園説明
会に参加された方を対象にしていま
す。ぜひ、幼稚園体験のご予約をく
ださい。

願書配付  9月１日（火）9:00～ 願書受付  10月1日（木）9:00～

◆「金城サポート奨学金」年間の学費が全学科一律５０万円！
        2年次以降も各学科での成績が上位40%以内であれば、継続して給付されるので安心です。返還の義務もありません。
                    一般入試（前期）試験 成績上位者100名、センター試験利用入試（前期） 成績上位者50名！

◆社会人の方へ 奨学金20万円給付!
　　社会人（大学）、社会人編入（大学）、社会人（大学院）の入学者全員に奨学金20万円を給付。

◆ネット出願で、入学検定料の負担を軽減！
　　インターネットで出願すると、簡単に手続きができ、入学検定料も軽減されます。
　　　　　　　一般入試（前・後）、センター試験利用入試、センタープラス方式入試

2016年度の学生・生徒・園児の募集につきましてご案内いたします。
入試に先立ち、オープンキャンパスや説明会なども開催いたしますので、ぜひご参加ください。
また大学・大学院で学び直したい方、新たな資格や学位の取得をお考えの方、お子様の進路など
お知り合いの方にもぜひご案内ください。
下記の内容は2015年7月現在の情報となっております。変更される場合もございますので必ず各入試の「募集要項」をご確認ください。

2016年度 金城学院　学生・生徒・園児募集

入試種別 出願期間 入試日 試験会場 合格発表日
在学生特別入試（前期課程①）※終了しました。

秋期試験
在学生特別（前期課程② ・ 後期課程）
卒業生特別秋期

春期試験
卒業生特別春期

5月16日（土）

2月13日（土）

10月 17 日（土）

5月２1日（木）

2月18日（木）

10月22日（木）

4月24日（金）～ ５月 7 日（木）必着

9月29日（火） ～10月6日（火）必着

1月  26日（火）～ 2月2日（火）必着

大学院  2016年度入試

金城学院大学

金城学院大学

金城学院大学

入試種別 出願期間 入試日 試験会場 合格発表日

2月13日(土)一般入試（前期）［２科目型・３科目型］

１月30日(土)・
2月1日(月)・2日(火)

※薬学部は1月30日(土)・
2月2日(火)のみ実施

1月  6日（水）～ １月21日（木）消印
1月22日（金）のみ         窓口受付
1月22日（金）              ネット締切

金城学院大学
（地方試験会場あり）※3

2月13日(土)センター試験利用入試（前期） 個別試験なし1月  6日（水）～1月１8日（月） 消印
1月18日（月）のみ 窓口・ネット締切

2月18日(木)センタープラス方式試験 2月10日(水)1月  6日（水）～1月26日（火）消印
1月27日（水）のみ 窓口・ネット締切※４

3月 8日(火)一般入試（後期）
3月 3日(水)

※食環境栄養学科は
実施しません

2月13日（土）～2月24日（水）消印
2月25日（木）のみ 窓口・ネット締切

金城学院大学

金城学院大学

3月18日(金)センター試験利用入試（後期） 個別試験なし2月22日（月）～3月９日（水）消印
3月1０日（木）のみ窓口・ネット締切

※1  窓口受付時間は9:00～17:00です。　※2  一般公募制推薦入試（適性検査型）（小論文型）は地方試験会場を設けています。地方試験は豊橋・岐阜・四日市で実施します。
※3  一般入試（前期）1月30日（土）・2月2日（火）は地方試験会場を設けています。地方試験は浜松・岐阜・四日市・米原・金沢で実施します。
※４　センター試験を受験していることが出願条件となります。

7月10日(金)一般編入学試験※出願受付終了しました。 7月 4日(土)6月17日（水）～6月24日（水）必着 金城学院大学
12月11日(金)社会人・外国人・海外帰国子女入試 編入学試験（社会人②） 12月 5日(土)11月17日（火）～11月24日（火）必着 金城学院大学
3月18日(金)薬学部一般編入学（4年次） 3月10日(木)2月19日（金）～2月26日（金）必着 金城学院大学

11月27日(金)一般公募制推薦入試 11月14日(土)11月  2日（月）～11月  6日（金）必着 金城学院大学
（地方試験会場あり）※2

お問い合わせ先：幼稚園事務室　
TEL052-798-0053（代表）／受付時間14:00～17:00

※詳しくは大学ホームページをご覧ください。

※詳しくは中学校ホームページをご覧ください。

※詳しくは幼稚園ホームページをご覧ください。

試験会場

給付対象

対象入試



金城学院大学

■日時／７月１2日（日）　 
　　　　８月  8日（土）　 
　　　 １０月２4日（土）  
　※10月24日（土）は金城祭同時開催。
　※イベント内容についてはHPをご覧ください。
■お問い合わせ／大学入試広報部
　TEL.0120-331791（入試相談フリーダイヤル）
　http://www.kinjo-gakuin.net （PC用）
　http://www.kinjo-u.ac.jp/m （携帯用）

9：30～15：30
9：30～15：30
10：00～15：00

『OPEN CAMPUS 2015』
きっと、あなたを夢中にさせる。

金城学院

■日時／11月21日（土）　16:30～
■場所／愛知県芸術劇場コンサートホール
■入場券／自由席  1,500円
■お問い合わせ／中学校事務室
　TEL. 052-931-0821

第64回メサイア演奏会

金城学院中学校 ・ 高等学校

■日時／9月25日（金）　８：５０～（予定）
　※入場にはチケットが必要です。
■場所／愛知県体育館
■お問い合わせ／高等学校事務室
　TEL. 052-931-6236

2015年度
中高合同体育祭

金城学院高等学校

■日時／9月17日（木）オープニング（在校生のみ）
　　　　9月18日（金）一般公開日
　　　　9:15～14:30（予定）
　※入場にはチケットが必要です。
■場所／高等学校
■お問い合わせ／高等学校事務室
　TEL. 052-931-6236

「しらゆり祭」開催
『Now is the chance!

～そして、自分カラーに染めよう～』

金城学院中学校

■日時／9月１８日（金）在校生のみ
　　　　9月19日（土）一般公開日
　　　　※入場にはチケットが必要です。
　　　　10:00～14:30
■場所／中学校
■お問い合わせ／中学校事務室
　TEL. 052-931-0821

「恵愛祭」開催
『For the Next Generation 

～今、できることを～』

　父母の会の手作り・献品コーナー、卒園生・
在園児によるお店屋さんなどがあります。

金城学院幼稚園

■日時／10月31日（土）　10：00～14：00　　
　※雨天決行。警報発令時は11月3日（火）
　　に変更となります。
■場所／幼稚園
■お問い合わせ／幼稚園事務室
　TEL. 052-798-0053

父母の会バザー

Kinjo Gakuin
Information
金城学院インフォメーション

■日時／10月８日（木） 13:00～14:30（予定）
■場所／中学校講堂
■お問い合わせ／中学校事務室
　TEL. 052-931-0821

2015年度 PTA講演会
佐藤陽子氏

『生と死の狭間で』

■日時／７月１６日(木)
　　　　11：00～12：30（10：30 開場）
　※入場整理券が必要です。
■場所／高等学校栄光館講堂
■お問い合わせ／高等学校事務室
　TEL. 052-931-6236

2015年度 PTA講演会
渡部陽一氏

「戦場の現場から祈りを捧ぐ」
～命の大切さ お互いを愛し、敬いあうこと～

寄付金ご芳名録

　この度は、金城学院へのご寄付、心より感
謝申し上げます。今号では、2014年11月
から2015年5月末日までにご寄付いただ
いた方々のご芳名を掲載し、深く感謝の意を
表します。
　今、日本の教育現場そして金城の生徒・学
生たちが卒業して活躍する社会環境は、
日々変化しています。移り変わる時代に対応
するために、金城学院では、諸設備及び教育

研究環境の充実を図り、教育効果の向上を
期するための取り組みを行っております。
　2012年度より10年かけて中高大の教育
施設の大規模リニューアル（KMP21）を進
めています。また、金城サポート奨学金をはじ
めとして14種もの独自奨学金制度を用意
し、約1600人の学生・生徒が利用していま
す。内外の教育環境の充実を図り、学生・生徒
たちが安心して学び、過ごせる学院づくりを

推進しています。
　これらの取り組みを推進またはサポート
するためには多大な経費が必要です。福音
主義キリスト教に基づく女性教育、全人教
育、国際理解の教育の想いを堅持してきた
先人たちの想いを確実に次につなげるた
め、教職員一同より一層努めてまいりますの
で、今後とも温かいご支援を賜りますよう心
からお願い申し上げます。

～金城学院目的指定寄付金～

（2014年11月～2015年5月末日までにいただいたご寄付をご報告させていただきます）

　金城学院維持協力会は、「金城学院の教
育活動に対する支援と、さまざまな社会環
境の変化に対する適切な助言を行うことに

よって、金城学院の維持・発展に寄与する
こと」を設立の趣旨とし、２０１１年度に発
足されました。現在、東海地区を代表する

有力企業など法人会員７  社、個人会員８
名にご賛同いただき、ご入会いただいてお
ります。

～金城学院維持協力会～
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