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星城大学の基本理念 
天然資源に恵まれず狭い国土に多くの人口をかかえ経済的に貧しかった日本は、今日、物質的に豊かで自由な社会を築きあ

げた。これは、わずか50年ほど前の日本や、現在でも貧しく発展途上の国に住む多くの人々からみると夢のようなことで

あるが、この成功は、わが国の人々が勤勉に学び能力を高め、科学技術と文化の向上に精励努力し、優れた製品・サービス

を生み出してきた結果である。本石田学園も建学の精神を掲げて、開学以来約7万名の人材を社会に送り出し、文化的で豊

かな日本の発展に貢献してきた。 

しかし、こうした豊かな社会が実現して人々が本当に幸せになったかというと必ずしもそうではなく、新たに深刻な問題が

生まれてきた。かつての、貧しいがゆえに人々が力を合わせなければ生きられなかった時代から、物資が豊富で協力や助け

合いが切実でなくなり、自己中心でも生きていけるようになって、他者との距離をとれない人が増えた。中学校でも高校で

も、また大学でも不登校、勉強から逃避する生徒や脱落する学生が増えており、また学校には来ても授業崩壊をもたらすよ

うな例も増えている。このような教育現場の事態は、健全で豊かな文化的社会の維持発展にとってゆゆしいことであり、社

会の危機というべき状況である。 

わが国における大学の使命の第1は、このような現代社会の状況を正しく認識し、この認識を基礎にしてあらゆる分野で社

会の健全な発展に貢献する人材を育成することである。星城大学は、石田学園建学の精神を現代の高等教育に生かし、以下

の3つを基本理念として、日本社会の、ひいては人類社会の発展に貢献しようとするものである。 

 

 

星城大学経営学部の3つの方針 
 

アドミッションポリシー 
経営学部は、次のような学生を求めて、多面的・総合的な評価制度を入学選抜の基本的方針とします。 

 

【求める学生像】 

1) 前向き・積極的で、チャレンジ精神を持った人 

2) 向上心があり、主体的に学修を取り組む人 

3) 異文化や現代社会のさまざまな事象に関心を持つ人 

【入学までに身につけておくべき知識・能力等】 

1) クラブ活動やボランティア活動など課外活動への参加体験を通じて身につけた、多様な人々との協働活動に 

前向き・積極的に参加する意欲とチャレンジ精神 

2) 主体的な授業参加や適切な課題提出を通じて身につけた基礎的な知識と技術 

3) 探求的な学びとその成果発表を通じて身につけた思考力・判断力・表現力 

4) 国内外の出来事に関心を持ち、市場動向や国際社会の変化に注意深く観察する姿勢 

【入学後に求められる態度等】 

1) 講義のみならず、クラブ活動やボランティアなどの社会活動など、正課外の多様な活動に主体性を持って参 

加し、多様な人々との協働を通して人間性を磨く 

2) 入学後も講義や課題に真剣に取り組むことで、知識と技能のみならず、知識・技能の使い方を修得する 

3) 生涯を通して学び続けるために、思考力・判断力・表現力を伸ばし、学び方を学ぶ 

4) 留学プログラムやインターンシップなど、異文化や現代社会の事象に触れる学修機会を通して価値観と視野 

を広げる 

5) 本学の建学の精神に共感し、1)から4)を通して「自分づくり」を確立していく 

 

 



カリキュラムポリシー 
経営学部がディプロマポリシーに掲げる人材を育成するため、次のような教育内容、教育方法、学修成果の評価

の方針に沿ったカリキュラム編成と教育を行います。 

 

【教育内容】 

1) 経済社会の多様なニーズに対応するため、多様化する経営分野の学びにより専門性を深め、ビジネス社会に 

おける実践力を高める 

2) 報謝の至誠・感謝の真心、幅広い教養と経営専門能力を育成するため、カリキュラムに共通科目群、専門科 

目群を設定するとともに、経営学の学び分野ごとに推奨する科目群も設定する 

3) 自分の世界観を確立し、また、グローバル社会に対応するため、語学力を重視するとともに、積極的に異文 

  化交流を推進する 

【教育方法】 

1) 1年生からゼミナールなどの演習による学生への個別指導を行い、また面談などを通じて、学生との質疑応 

答形式などにより個々の学生に応じた教育を推進し、学生の思考力やコミュニケーション能力、プレゼンテ 

ーション能力などを高める 

2) 企業や地域社会、国際社会などの仕組みを理解できるセミナーやインターンシップ、演習、キャリア教育に 

より実践力や社会的基礎力を高める 

3) 卒業論文の作成により主体的な学習や研究を促進し、思考力、創造性、ITの活用能力を開発するとともに、 

発表や優秀論文の顕彰を通じて、その水準の向上を図る 

【学修成果の評価】 

1) シラバスに単位取得の条件を記載し、出席や授業態度を含む厳格な成績評価を行う。 

2) GPA、卒業論文審査(主査と副査による)等により厳格に立つ制度を評価する。 

3) 進級規程を設けて、到達度を評価する。 

 

ディプロマポリシー 
経営学部は、星城大学の建学の精神「彼我一体(報謝の至誠・文化の創造・世界観の確立)」に基づき、報謝の至

誠・感謝の真心を持ち、真摯に他者と自己と向き合い、力を尽くして目標に向って行動する、信頼できる人格と

ビジネス社会で活躍できる生きた知識と能力を備えた即戦力のある人材の育成を教育の目標としています。 

このような人材とは、絶えず変化していく社会の要請に対応できる広い視野と企業経営の専門知識、豊かな人間

性と実践力、高いIT技能、語学力、教養、現代社会に通用する実践力、異文化に対する強い包容力をもって、国

際社会で活躍するとともに、カリキュラムで学修することによって、以下の能力・資質を身につけることができ

ます。経営学部で所定の卒業要件を満たした学生には、学士の学位が授与されます。 

 

【知識・技能】 

1) 修得した経営学の知識と管理の技能により、文章力や課題を解決する能力を身につけている 

【思考力・判断力・表現力】 

1) 卒業論文の作成を通じて身につけた、論理的な思考力や創造性を発揮できる 

2) 組織社会において協調性や表現力、コミュニケーション能力を発揮できる 

【主体性・多様性・協働性】 

1) 多文化社会に適応し、他者に対する思いやり、報謝の至誠と感謝の真心を持ち、企業や社会のルールやマナ

ーを理解し、行動できる 

 

 

 

 

 

 

 



１．募集学部・学科・学年・人員（欠員募集） 

経営学部経営学科   ２年次：若干名  ３年次：若干名  ４年次：若干名 

 

２．入学資格 

（1）編入学は下記に該当する者を対象とする。 

①他の大学を卒業または退学した者 

②短期大学または高等専門学校を卒業した者 

③学校教育法第132 条の 10 に該当する専修学校専門課程を修了した者 

④相互交流協定を締結している大学に在籍または在籍していた者で、当該大学が推薦する者 

 

（2）入学する学年及び学期の適否、既修得単位、在学期間の通算については教務委員会で審議する。 

入学選考については、入試委員会が審査する。 

既修得単位、在学期間の通算について審査しますので、出願を予定している者は、出願資格審査期間に以下の

書類を提出すること。審査後編入の可否について通知する。 

①卒業証明書又は卒業見込証明書 

②成績証明書 

③取得単位のシラバス 

 

（3）年次入学条件 

①２年次への入学条件は、本学または他の大学に１年以上在学し、本学認定単位数が３０単位以上あり、 

２年次への進級規定を満たしている者 

②３年次への入学条件は、本学または他の大学に 2 年以上在学し、本学認定単位数が６０単位以上あり、 

３年次への進級規定を満たしている者 

③４年次への入学条件は、本学に３年以上在学し、取得単位が９０単位以上あり、４年次への進級規定を 

満たしている者 

 

３．出願書類及び検定料 

（1）大学から編入可否の連絡があり、編入学試験受験可能となった方は、下記書類を期限までに提出すること。 
①編入学願書 

②顔写真1 枚 

3 ヶ月以内に撮影したもの。帽子等なしで、正面から撮影したもの。裏面に必ず氏名を記入してください。 

サイズは縦4ｃｍ、横3ｃｍ 

③入学検定料振替払込受付証明書（入学検定料35,000 円の払込受付証明書 お客様用 写し） 

④編入学志願書 

⑤健康診断書（様式任意。視力、聴力、結核及びその他の疾病、異常等について出願前３ヶ月以内に作成され 

たものに限る） 

 

（2）入学検定料  ３５，０００円 

検定料支払い先 

検定料振込先：学校法人 名古屋石田学園 星城大学 
金融機関名：ゆうちょ銀行 

口座記号番号：00810-4-52239 
※ご住所・受験者氏名・電話番号・受験学部学科・入試区分もご記入下さい。 

 



４．出願資格審査期間    2022 年11 月１4 日（月）～11 月25 日（金） 

５．出願期間及び試験日・合格発表日等 

 入試区分 出願期間 試験日 合否発表日 入学手続締切日 

編入試験 
2023 年2 月1 日(水) 

   ～ 2 月17 日(金) 
2023 年2 月25 日(土) 2023 年3 月6 日(月) 2023 年3 月13 日(月) 

 

６．試験内容・試験会場 

経営学に関する小論文及び面接 

試験会場は、星城大学 本部東海キャンパス 

 

<受付開始時間>   <小論文 60 分> + <面接 小論文試験終了後> 

    8:30～            9:15～                  ※試験開始後20 分を経過した場合、試験室への入室は認めません。 

 

７．入学手続き 

(1)入学手続きに必要な書類（学納金振込用紙等）は、合格通知と共に郵送します。 

(2)納入金を指定先に振り込んでください。 

 

入学手続時納入金  入学後必要な納入金 

入 学 金 250,000 円  前期納入金 後期納入金 年間合計 

授 業 料 300,000 円  300,000 円 300,000 円 600,000 円 

維 持 費 105,000 円  105,000 円 105,000 円 210,000 円 

教育充実費 110,000 円  110,000 円 ― 110,000 円 

合   計 765,000 円  515,000 円 405,000 円 920,000 円 

※注．上記の他に次の費用が必要です。 

①入学時にはこの費用のほか、ノートパソコン代金等別途費用が必要です。 

②毎年、学生会費・後援会費・保険・諸費用等が必要です。 

③授業にかかわる諸用品・教材・教科書等の費用については、個人負担となります。 

 

【参考※昨年度実施費用】 

学生会費、後援会費、ゼミ運営費などの諸費用 約32,500 円（入学後、毎年度） 

ノートパソコンのみ 約124,000 円。入学後、任意に寄付をお願いしております。 

 

8.単位認定および在学期間 

(1)単位認定 

今回入学するまでに取得した単位を、星城大学経営学部入学時のカリキュラム表に合わせて判定し、適当と認められた 

科目・単位について認定します。認定単位数は、2 の(3)の審議の結果によっては、希望学年に入学できない場合があり 

ます。 

 

(2)在学期間 

編入学前の大学・短期大学・高等専門学校・専修学校専門課程の在学期間を星城大学在学期間に含めます。 

 



２０２３年度 星城大学 経営学部 編入学願書 

※受付   月  日 ※受験番号 
 入試 

区分 編入学試験 

フリガナ 

氏名 
 

（性別） 

 
 
                印    
            （男・女） 

生年 

月日 

(西暦)              年 
 

月   日 生 

国籍  年齢    歳 

教職希望 □有   □無 
教職 
区分 

□保健体育 □公民 □情報 

 
 
出願資格 

※現在他大学等学

校に在籍している

場合 

 
 

 
 

(西暦)        年    月       入学 
 

大学           

 

学部            学科 

                                 
 
 

住所 

〒 
 
 
 
 

 
電話番号 

 
 

 
 
 
 
出身高校 

 

 

都道府県： 

 

 

高校名： 

 

 

出身科： 

 

 

卒業年月： 

 

 
 
最終学歴 

 

 

□短大卒（見込） □大学卒（見込） □外国の学校卒（見込） □ その他 

 


