
AO入学
4/2 4/15 5/7 5/21 6/10 6/25

7/22 8/1 9/3

AO入学って何？
　AO入学とは、学力試験では測れない「将来どんな
職業につきたいかの目的意識」、「入学後の学習への
意欲」、「目的をなしとげようとする熱意」、「適性」、
「個性」などを総合的に判断し、合否を決める入試制
度です。

こんな学生に向いています。

2024年度入学生 AO入学募集要項

お申込み・お問い合わせ

ホームページ https://www.saitama-cmcc.ac.jp

フリーダイヤル

0120-710108

〒330-0855 さいたま市大宮区上小町1450-3
TEL 048-642-0020 FAX 048-642-2747

〒330-0855 さいたま市大宮区上小町1450-3

エントリー
1. エントリー資格
（1) 2024年3月 高等学校・高等専修学校卒業見込者、または既卒者
（2) 2024年3月 大学・短大・専門学校卒業見込者、または既卒者、中退者（予定者含む）
（3)文科省主催高等学校卒業程度認定試験に合格した者
（4)高等学校卒業者と同程度の学力を有すると本校が認めた者　

2. 募集人員
各学科の定員の50%程度

3. エントリーの料金
無　料

アドミッションポリシー
アドミッションポリシー　　　　　　   とは

本校を第一志望とし、次の1～3のいずれかに
該当する者

1．希望する学科の内容に強い関心を持ち、
それを将来の職業として考えている者

2．将来の職業に向けて学ぶ意欲が旺盛で、
チャレンジ精神がある者

3．部活動・生徒会活動・資格取得・文化・芸術・
科学技術などで活躍した者、
またはボランティアや就業に積極的に
参加した者

AO入学者の受入方針

正式出願
1. 正式出願資格
エントリーして、｢AO入学合格内定通知書」を受け取った者

2. 出願書類
（1)入学願書

●写真2枚（1枚は入学願書貼付。もう1枚は募集要項はさみこみの郵送用封筒に同封のこと。本校学生証用です。）
（2) ｢AO入学合格内定通知書」
（3)高等学校調査書

ただし
●大学・短大・専門学校卒業見込者は、現在の在籍校の成績証明書
●高等学校既卒者ならびに大学・短大・専門学校中退者は、原則として最終卒業校(高等学校等)の
　成績証明書・卒業証明書
●高等学校卒業程度認定試験合格者は、合格証明書・合格成績証明書

3. 選考料
15,000円
※募集要項はさみこみの郵送用封筒に入っている入学選考料振込用紙を使用し、必ず入学志願者氏名により全国
の銀行等の金融機関（ゆうちょ銀行を除く）にてあらかじめお振り込みください。なお、振込手数料はご負担く
ださい。

時間／10：00～11：30　場所／本校

至浦和・赤羽

西口
大 宮 駅

ジャックアルシェ

武蔵野銀行
国 道 1 7 号

シーノ大宮（サウスウィング）

タクシー
乗り場

大宮ソニックシティ

かみこ小学校

丸井

ビックカメラ

そごう

〕〔
至熊谷・小山

旧

国

道
　

号

16

バス停「住宅前」

大宮駅西口より
無料送迎バス
あります！

AO入学説明会＋学校説明会

なんとしても本校に入学したい。

書類選考は不安だが、
やる気は十分ある。

早期に進路を決定し、
現在の学業に専念したい。

入学までの期間に、めざすコースに
役立つ基礎知識を身に付けたい。
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AO入学学費免除制度
新卒者　高等学校卒業見込み者で全体の学習成績の状況が3.5以上の者は、1年次納入金のうち25万円を免除します（AO出

願A）。また、3.0～3.4の者は20万円（AO出願B）、2.7～2.9の者は15万円を免除します（AO出願C）。
既卒者　高校新卒者以外の者（高等学校卒業程度認定試験合格者を含む）は1年次納入金のうち20万円を免除します。詳し

くは本校学費等免除の諸制度（募集要項 P3）をご覧ください。　※AO入学以外の出願でも20万円を免除します。

「体験入学」「個別学校見学」のイベントでも同様の「AO入学説明会」を実施します。

オープン
キャンパスに
参加して、
AO入学のことを
よく知ろう！

2024年度入学生用



①AO入学に関する説明会を行います。また、エ
ントリーシートの書き方を説明します。

②本校の特長や教育内容を説明します。この機
会に本校をよく理解してください。

③「体験入学」、「個別学校見学」のイベントでも
同様の「AO入学説明会」を実施します。

④「AO入学説明会＋学校説明会」や他のイベ
ントに参加した方はエントリーシートを郵送するだけでエントリーできます。

エントリーシートは、「募集要項はさみこみの郵送用封筒」
のなかにあります。

エントリー方法2024年度AO入学
エントリーシート表 記入例（本人自筆）（本人自筆）エントリーシート裏 記入例

面接の準備をしよう！

「結論」→「理由」の順で話しましょう。
「理由」→「結論」の順だと何が言いたいのか分かりません。

①質問に対して、答えを始めに言いましょう

話がだらだら長いと、人は聞いてくれません。 内容にメリハリが出て、説得力が増します。

②1分以内で簡潔に話そう

伏し目がちだと自信がないと思われます。

③面接官の目を見て話しましょう

好印象をもたれるため笑顔が大事です。

④笑顔で話しましょう

⑤抑揚をつけて話しましょう

AO入学にエントリーしよう！

募集要項を
見てしっかり
記入しよう！

1
AO入学
説明会

「合格通知書」を受け取ってから、
右記期間内に手続きをしてください。

入学手続き 期間内に入学手続きをしてください。6 2023年9月11日（月）～2023年12月20日（水）
合格通知書受取日～2023年12月20日（水）

高校新卒者
既 卒 者入学手続き

2
エントリー
と面接

エントリーしよう！
①「AO入学説明会＋学校説明会」や他のイ
ベントに参加していない方はエントリー
シートを直接、本校まで持参してくださ
い。その際、15分程度の面接を行いま
す。事前に電話等で連絡してください。

②「体験入学」、「個別学校見学」に参加した時も、エントリーシートの提出を受付けます。
③「AO入学説明会＋学校説明会」や他のイベントに参加した方は、エントリーシート提出の際の面接は免除します。
　募集要項はさみこみの郵送用封筒にエントリーシートを入れて郵便局より簡易書留で本校に郵送してください。
※なお、「AO入学説明会」に参加しなくてもエントリーはできます。

「AO入学説明会＋学校説明会」に参加しよう！

午後、一部のコースでは体験入学を実施している日があります。実施するコースの詳細はホームページにて確認してください。

るだけでエントリ できます

時間／10：00～11：30　場所／本校

4月15日（土） 第2回 5月7日（日） 第3回4月2日（日） 第1回

7月22日（土） 第8回 8月1日（火） 第9回7月1日（土） 第7回

6月10日（土） 第5回 6月25日（日） 第6回5月21日（日） 第4回

9月3日（日） 第11回 9月16日（土） 第12回8月19日（土） 第10回

10月21日（土） 第14回10月1日（日） 第13回

※必ず事前にお申し込みください。

面接の結果（面接を実施した方）と「エントリーシート」の内容により選考します。エントリーシート受付後、
合格内定者には約10日で「AO入学合格内定通知書」と「正式出願書類一式」を発送します。

AO入学選考

期間内にエントリーシートを提出してください！

2023年6月1日（木）～2023年10月31日（火）（当日消印有効）
2023年4月3日（月）～2023年10月31日（火）（当日消印有効）

高校新卒者
既 卒 者

「AO入学説明会＋学校説明会」など本校イベント参加から入学手続きまでの流れ

出願スタート！

高校新卒者 2023年9月1日（金）～2023年11月30日（木）（当日消印有効）
既 卒 者 2023年4月12日（水）～2023年11月30日（木）（当日消印有効）

正式出願
入学願書に必要事項を記入し、「高校調査書」、
「AO入学合格内定通知書」（●❸で本校から郵送
したもの）を合わせて、郵便局より簡易書留で
本校に郵送してください。

「正式出願書類」受付後、その内容を選考しま
す。合格者に対しては、約10日で「合格通知書」
と「入学手続書類一式」を発送します。

合格発表！
結果は郵送で通知します。

3
入学選考

4
出願

5
合格発表

いよいよ
正式出願！

いよ
願！

ってから

必ず期間内に
手続きをしよう！

参加者はエントリー時の面接免除

※夏期休業期間は、発送が遅れることがあります。ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。
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既卒者　高校新卒者以外の者（高等学校卒業程度認定試験合格者を含む）は1年次納入金のうち20万円を免除します。詳し

くは本校学費等免除の諸制度（募集要項 P3）をご覧ください。　※AO入学以外の出願でも20万円を免除します。

「体験入学」「個別学校見学」のイベントでも同様の「AO入学説明会」を実施します。

オープン
キャンパスに
参加して、
AO入学のことを
よく知ろう！

2024年度入学生用


