
2023年度
学生募集概要
愛情教育 × 職業教育

名古屋産業大学
現代ビジネス学部
現代ビジネス学科／経営専門職学科

＊入試日程や内容、奨学金支給額や支給条件、学納金は変更になる可能性がございます。
　各試験の詳細は必ず「2023 年度学生募集ガイド」にてご確認ください。

お問い合わせ先
名古屋産業大学　　　入試広報室
℡0120−546−160
〒488−8711 　愛知県尾張旭市新居町山の田3255−5

本学独自の奨学金制度
本学では、大学の中核的なリーダーとなる優秀な学生の入学を促進し、大学の活性化を図ることを目的
に、独自の奨学金制度を実施します。

主な本学独自の奨学金制度

初年度経済支援制度 学業特待生制度 遠隔地入学生支援制度

指定校制

入学金

半額免除

一般選抜・大学入学共通テスト利用

授業料
1／2または1／4

免除

年間8万円
×3年間

※合わせて名古屋産業大学は国の高等教育の修学支援新制度の対象校です。

詳しくは
こちら

2022 年度入学者 3 人に 2 人が独自奨学金の対象



入学試験日程

試験区分 出願期間（必着） 試験日 試験会場 合格発表

学校推薦型選抜
指定校制

スポーツ制
課外／特別活動制

資格制
公募制

Ⅰ期 10月24日（月）～11月15日（火） 11月19日（土） 本学・東京・大阪
福井・飯田・高山 12月　1日（木）

Ⅱ期 11月22日（火）～12月　6日（火） 12月10日（土）
本学

12月14日（水）

Ⅲ期 　1月24日（火）～　2月　7日（火） 　2月11日（土・祝） 　2月15日（水）

総合型選抜
（旧 AO 入試）

Ⅰ期 　9月　1日（木）～　9月16日（金） 　9月23日（金・祝）

本学

11月　1日（火）

Ⅱ期 　9月20日（火）～10月　4日（火） 10月　9日（日） 11月　1日（火）

Ⅲ期 10月18日（火）～11月　1日（火） 11月　5日（土） 11月　9日（水）

Ⅳ期 11月22日（火）～12月　6日（火） 12月10日（土） 12月14日（水）

Ⅴ期 11月29日（火）～12月13日（火） 12月17日（土） 12月21日（水）

Ⅵ期 　1月　5日（木）～　1月17日（火） 　1月21日（土） 　1月25日（水）

Ⅶ期 　1月24日（火）～　2月　7日（火） 　2月11日（土・祝） 　2月15日（水）

Ⅷ期 　2月　9日（木）～　2月24日（金） 　3月　2日（木） 　3月　8日（水）

Ⅸ期 　2月28日（火）～　3月15日（水） 　3月21日（火・祝） 　3月23日（木）

一般選抜

前期Ａ
　1月11日（水）～　1月25日（水）

　2月　1日（水）

本学
　2月　8日（水）

前期Ｂ 　2月　4日（土）

後期 　2月　9日（木）～　2月24日（金） 　3月　2日（木） 　3月　8日（水）

大学入学
共通テスト利用

前期 　1月10日（火）～　2月　6日（月） 個別学力試験
は課さない −

　2月15日（水）

後期 　2月　8日（水）～　2月27日（月） 　3月　8日（水）

シニア・社会人・
帰国生徒入試

Ⅰ期 10月24日（月）～11月15日（火） 11月19日（土）

本学

12月　1日（木）

Ⅱ期 11月22日（火）～12月　6日（火） 12月10日（土） 12月14日（水）

Ⅲ期 　1月24日（火）～　2月　7日（火） 　2月11日（土・祝） 　2月15日（水）

外国人学生入試

Ⅰ期 10月18日（火）～10月27日（木） 11月　5日（土）

本学

11月　9日（水）

Ⅱ期 11月22日（火）～12月　1日（木） 12月10日（土） 12月14日（水）

Ⅲ期 　1月24日（火）～　2月　2日（木） 　2月11日（土・祝） 　2月15日（水）

Ⅳ期 　5月24日（水）～　6月　1日（木） 　6月10日（土） 　6月15日（木）

編入学

Ⅰ期 　6月15日（水）～　7月　4日（月） 　7月　9日（土）

本学

　7月14日（木）

Ⅱ期 11月22日（火）～12月　5日（月） 12月10日（土） 12月14日（水）

Ⅲ期 　1月24日（火）～　2月　6日（月） 　2月11日（土・祝） 　2月15日（水）



入試科目一覧

試験区分／方式 選考方法 出願資格／備考

学校推薦型
選抜
（専願）

指定校制

面接・小論文・調査書・願書

【専願・推薦書必要】
①2023 年 3 月卒業見込みの方
②本学が指定する高等学校等の学校長から推薦を受けた方

スポーツ制
※

【専願・推薦書必要】
①2023 年 3 月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方
③スポーツ活動に積極的に取り組み、高等学校等での部活動や地域

の団体に所属し、技術・能力に優れている方
④本学の硬式野球部、サッカー部、ウェイトリフティング部、ボク

シング部、ボウリング部に入部、活動する方

課外/特別
活動制

【専願・推薦書必要】
①2023 年 3 月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方
③高等学校等での上記スポーツ入試以外の部活動（運動部・文化部）

や地域の団体に所属し、技術・能力に優れている方

資格制

【専願・推薦書必要・評定平均 3.0 以上】
①2023 年 3 月卒業見込みの方
②出身校の学校長から推薦を受けた方
③下記の資格試験のいずれか（またはそれに準ずる資格試験）に合

格した方
　・日商簿記検定 2 級以上・全商簿記検定 1 級 ・全経簿記検定 1 級・

全商情報処理検定 1 級 ・全工情報技術検定 1 級・実用英検準 2 級
以上 ・情報処理技術者試験（基本情報技術者試験、IT パスポート）・
日本語検定 3 級以上・第二種電気工事士 ・電気主任技術者・土木
施行管理技士 2 級・危険物取扱者乙種

公募制
（併願可）

【併願可・推薦書必要・評定平均 3.0 以上】
2023 年 3 月卒業見込みの方
出身校の学校長から推薦を受けた方

総合型選抜
（旧AO入試）

共通
A方式（併願可）
B方式（専願）

エントリーシート・面接・小論文・
調査書・願書

①2023 年 3 月卒業見込み
②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方、及び 2023 年

3 月修了見込みの方
③名古屋産業大学への入学を強く希望し、本学の教育理念を具現化

するにふさわしい旺盛な学修意欲を持ち、創造力・行動力などの
能力と資質を有する方、また資格取得に熱意を持つ方

一般選抜
（併願可）

前期Ａ
1 教科型・2 教科型（国・数・外）・

調査書・願書
※経営専門職学科は、数学の受験が必須
※ 2 教科型は、高得点の 1 教科で判定

次のいずれかに該当する方 　
①2023 年 3 月卒業見込み及高等学校卒業者 　
②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方、及び 2023 年

3 月修了見込みの方
③高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められ 18 歳

に達する方、及び 2023 年 3 月 31 日まで にこれに該当する見込
みの方前期Ｂ 1 教科型（国 or 数）・調査書・願書

※経営専門職学科は、数学の受験が必須後期

大学入学
共通テスト

利用
（併願可）

前期

後期

シニア・
社会人・
帰国生徒

共通 面接・小論文・願書

【シニア・社会人】
2023 年 4 月 1 日現在で満 20 才以上の方で、次のいずれかに該当
する方 　
①高等学校等を卒業した方
②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した方
③高等学校を卒業した方と同等以上の学力 があると認められる方、

及び 2023 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの方

【帰国生徒】
日本国籍を有し、保護者の海外在留のため 2 年以上海外で学校教
育を受け、次のいずれか に該当する方
①外国で学校教育 12 年の課程を修了して 1 年以内の方、及び 2023

年 3 月修了見込みの方
②日本の高等学校に在籍し、2022 年 3 月に卒業した方、及び 2023

年 3 月卒業見込 みの方で、中学校・高等学校を通じて 2 年以上
継続して外国で教育を受け、帰国後の 在籍期間が 2 年以内の方

利用教科・科目
国語 「国語（近代以降の文章）」
外国語 「英語※ 1（リーディングとリスニング）」
地理歴史 「世界史 A」「世界史 B」「日本史 A」「日本史 B」「地理 A」「地理 B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」
数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」
理科※ 2 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」

※ 1　「英語」では、リーディング（100 点）とリスニング（100 点）の配点を「4：1」の比率とし、100 点満点に換算します。
※ 2　基礎を付した科目は 2 科目で 1 科目として扱います。

※印の試験方式は、現代ビジネス学科のみの募集となります。

＊ 3 教科型 …　現代ビジネス学科は国語・外国語の中から 1 教科 1 科目を、　最高得点 3 教科 3 科目（配点：各 100 点）
＊ 2 教科型 …　経営専門職学科は数Ⅰまたは数Ⅰ・数 A を含む　　　　　　  最高得点 2 教科 2 科目（配点：各 100 点）｝｛



試験区分／方式 選考方法 出願資格／備考

外国人学生 共通 面接・小論文・出願書類 「2023 年度学生募集ガイド」をご確認ください。

編入学 共通 面接・小論文・出願書類 「2023 年度学生募集ガイド」をご確認ください。

総合型選抜（旧AO入試）の流れ
総合型選抜は、学力のみによる入学試験ではなく、人物重視の入学試験です。

STEP １ エントリーシートを含む出願書類を期間内に提出する。

特別奨学金制度（本学独自）
本学では、大学の中核的なリーダーとなる優秀な学生の入学を促進し、大学の活性化を図ることを
目的に、独自の奨学金制度を実施します。

区分 奨学金 条件

初年度経済支援制度 入学金半額免除 学校推薦型選抜（指定校制）で出願し、学習成績の状況（評定平均
値）が 3.0 以上の方

学業特待生制度 授業料1／2あるいは1／4免除 一般選抜・大学入学共通テスト利用で出願し、一定以上の試験成績
を収めた方

遠隔地入学生支援制度 年間 8 万円× 3 年間
自宅から本学まで、公共交通機関を使っての通学時間が、片道 2 時
間以上要する方（下宿生含む）
※詳細は、本学規程によります。

沖縄・離島経済支援奨学生制度 入学金や授業料の優遇制度

学校推薦型選抜または総合型選抜受験者対象
沖縄・離島に居住する高等学校等の生徒、または、卒業後 1 年の
高等学校等既卒者で本学への入学を強く希望し、一定の要件を満た
す方
※沖縄・離島とは、離島振興法、沖縄振興特別措置法、奄美群島振

興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発特別措置法で定める地域
をいいます。

学納金（2023 年度入学者予定）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円）

学納金支払い時期 合計 入学金 授業料 教育充実費 委託徴収金

入学時納入金（合格後） 825,500 300,000 325,000 175,000 25,500

1 年次　秋学期（10 月） 515,500 − 325,000 175,000 15,500

1 年次　年額合計 1,341,000 300,000 650,000 350,000 41,000

2・3 年次　春学期（4 月） 515,500

−

325,000 175,000 15,500

2・3 年次　秋学期（10 月） 515,500 325,000 175,000 15,500

2・3 年次　年額合計 1,031,000 650,000 350,000 31,000

4 年次　春学期（4 月） 540,500 325,000 175,000 40,500

4 年次　秋学期（10 月） 515,500 325,000 175,000 15,500

4 年次　年額合計 1,056,000 650,000 350,000 56,000


