
Tokyo Fuji University

経営学部

経営学科
イベントプロデュース学科

2022年度

入試ガイド

社 会 で 輝 く 人 に な る

経営学部
・自己の興味や関心のある事柄について、自ら新しい知識を得たり課題を発見したりしようと努力することができる人
・人間社会や企業経営の新しい動向や変化に興味を持ち、社会の発展のために積極的に貢献しようとする意欲を
　持っている人
・多様な価値観を尊重し、多くの人と協働して物ごとに取り組むことができる人

経営学科 経営やビジネス、さらには社会の組織や人間の心理など、いろいろなことに興味や関心を持ち、自己の特性や個
性を発揮しながら、課題の発見及びその解決に向けて努力することができる人

イベントプロデュース学科 様々な分野で展開されているイベントの企画や運営に興味や関心を持ち、将来、地域社会や産業の活性化、新し
い文化の創造などに積極的に関わろうとする意欲を持っている人

アドミッション・ポリシー
本学は、知識を詰め込む教育ではなく、社会やビジネスで生ずる様々な課題や問題を発見し、試行錯誤しながら自らそれを解決しようとする態度や能力を育成する教育を
行います。このため、いわゆる学力のみならず入学志願者の個性や意欲に着目するとともに、今後、社会において活躍できる将来性や潜在能力も考慮して、志願者を選抜
します。

願書（『学生募集要項』）などの資料を無料配布しています。資
料請求につきましては、いずれかの方法にてお申し込み下さい。

■ホームページ
「資料請求フォーム」ページ内にて必要事項をご入力の上、お申
  し込み下さい。https://www.fuji.ac.jp/ad/

■電話
入試広報課にお電話でお申し込み下さい。
03-3368-0351

■窓口
本館 2階総合事務室の入試広報課にてお申し出下さい。

資料請求方法

返還不要、4年間継続（継続条件あり）を特徴とする本学独自の奨学金制度です。
詳しくは『学生募集要項』をご覧下さい。

 

TFU スカラシップ制度

北海道、九州全県、沖縄県の高等学校（通信制除く）出身の受験者の検定料を全額
免除します。対象となる入学試験は特待生選抜、総合型選抜、推薦型選抜です。

遠隔地受験者検定料免除制度

〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場 3-8-1
Tel03-3368-0351　Fax03-5386-2451   
E-mail kouhou@fuji.ac.jp 
https://www.fuji.ac.jp

入試広報課



入学定員 総合型選抜特待生選抜 推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通テスト
利用選抜 外国人留学生選抜

　経営学科 若干名

若干名　イベントプロデュース学科

160 名

60 名

50 名

20 名

60 名

25 名

40 名

10 名

10 名

5名

若干名

若干名

募集人員

・社会人と帰国生を対象とした入試制度です。POINT特別選抜

出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

社会人・帰国生 2/2（水）～ 2/8（火） 2/17（木） 2/25（金） 3/7（月）

検定料：30,000 円

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

Ⅰ期

面接 ・ 小論文 ・ 書類審査*3

11/29（月）～ 12/3（金） 12/11（土） 12/17（金） 12/24（金）

Ⅱ期 2/2（水）～ 2/8（火） 2/17（木） 2/25（金） 3/7（月）

*5 本学の指定校になっている短期大学等から編入を希望する方や、東京富士大学短期大学部、富士短期大学の卒業生が編入を希望する場合は、小論文試験が免除されます。 
 

編入学選抜
検定料：30,000 円

・現所属校が「指定校」に指定されている場合は小論文試験を免除します。
・取得した単位によっては 2年次からの編入学となる場合があります。
　事前にご相談下さい。

POINT

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

学校推薦型
面接・課題・書類審査 11/1（月）～ 11/9（火） 11/20（土） 12/1（水） 12/9（木）

公募推薦型

推薦型選抜
検定料：30,000 円

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試 ・学校推薦型選抜と公募推薦型選抜があります。
・オープンキャンパス等にて個別相談を受ける必要があります。

POINT

*4 推薦型選抜に出願する方は、原則としてオープンキャンパスや放課後キャンパスにご来校の上教職員と面談する事が必要です。（オンライン個別相談会での面談でも可）

選抜方法 出願期間 1次：試験日 1次：結果通知 2次：試験日 合格発表日 入学手続期限

1次試験：小論文試験・書類審査
2次試験：面接

9/16（木）～ 9/24（金） 10/8（金）10/2（土） 10/30（土） 11/2（火） 11/10（水）

*1 特待生選抜の不合格者の再受験は、総合型選抜（A日程、B日程）、推薦型選抜（学校推薦型選抜、公募推薦型選抜）に限り検定料不要です（いずれか 1回限り）。

特待生選抜
検定料：30,000 円

・特待生を選抜する入試です。
・学力、課外活動の実績など、総合的に評価します。
・総合型・推薦型の前にチャレンジできます

POINTTFU スカラシップ制度対象入試

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試

出願期間（必着）選抜方法

面接
課題などの提出書類
書類審査
ポートフォリオ（任意）

試験日 合格発表日 入学手続期限

A日程 10/11（月）～ 10/15（金） 10/30（土） 11/10（水） 11/18（木）

B日程 11/29（月）～ 12/3（金） 12/11（土） 12/17（金） 12/24（金）

C日程 1/24（月）～ 1/28（金） 2/18（金）

D日程 2/21（月）～ 2 /28（月）

2/10（木）

3/16（水） 3 /18（金）

随時型 *3 10/11（月）～ 2 /28（月） 個別指定 個別指定 個別指定

*2 総合型選抜の再受験は、1度に限り検定料が不要となります。他の入試種別には適用できません。
*3 総合型選抜の随時型は、学校行事などやむを得ない事由として大学が認めた場合に日程を個別指定して実施します。

総合型選抜
検定料：30,000 円 *2

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試 選べる！（自分の長所が活かせる入試をお選びいただけます。）
挑める！（不合格の場合、総合型選抜の2度目の受験は検定料が不要です。）

POINT

2/3（木）

3/8（火）

専願

専願

専願

*1

*4

*5

各選抜の詳細は学生募集要項でご確認下さい



選抜方法 出願期間 1次：試験日 1次：結果通知 2次：試験日 合格発表日 入学手続期限

1次試験：作文試験・書類審査
2次試験：面接 11/29（月）～ 12/3（金） 12/17（金）12/11（土） 1/8（土） 1/14（金） 1/24（月）

*9  日本語の検定試験は過去 2年以内に受験したものに限ります。

検定料：30,000 円

POINT

A・B方式の選抜方法について C方式の選抜方法について

・科目　（配点：各科目 100 点満点）
  【国語】    国語総合（近代以降の文章）
  【英語】    コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ（リスニング除く）      *7

・受験方式（2科目を受験）
  【A方式】2科目合計 200 点満点で判定
  【B 方式】得点上位 1科目の 100 点満点で判定

・判定方法
  【英・国】学力考査及び書類審査により合否判定

・科目　（配点：各科目 100 点満点）
  【英語】　コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ（リスニング除く）
  【面接】　英語および日本語による面接

*7

・判定方法
　学力考査、面接、書類審査により合否判定

*6 スカラシップの適用希望者は、A 方式またはC方式で受験する必要があります。特待生の条件等については、『学生募集要項』を参照して下さい。
*7 英語の外部試験での得点に応じて、英語の「みなし得点」を付与します。みなし得点については『学生募集要項』を参照して下さい。（A方式に限る）

一般選抜 *6

検定料：30,000 円

・同じ期の大学入学共通テスト利用選抜を受験する場合、検定料の割引制度があります。
・C方式（英語特化型）は筆記試験（英語）と英語での面接があります。

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

Ⅰ期
A 方式（英・国）：2 科目判定
B 方式（英・国）：1 科目判定

C 方式（英語特化型）：英語・面接（英語および日本語）
1/24（月）～ 1/28（金） 2/4（金）

3/8（火）

2/18（金）

Ⅱ期
英・国

A方式：2科目判定
B方式：1科目判定

2/21（月）～ 2 /28（月） 3/16（水）

2/10（木）

3/18（金）

TFU スカラシップ制度対象入試

大学入学共通テスト
利用選抜

 （一般選抜と同じ期の大学入学共通テスト利用選抜を同時出願した場合に限り、追加の検定料なしで大学入学共通テスト利用選抜を受験できます。）
 （例：「一般選抜Ⅰ期＆大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期」同時出願　→　検定料：一般選抜 30,000 円＋大学入学共通テスト利用選抜 0円＝合計 30,000 円）

・地元の試験会場で受験することができます。
・検定料の割引制度があります。複数出願で合格のチャンスが広がります。

POINTTFU スカラシップ制度対象入試

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

Ⅰ期 ベスト 2科目型：次の 6教科中ベスト２科目　・書類審査*8

［外国語］（「英語」〔リスニングを含む〕）
［国語］（「国語」〔近代以降の文章〕）
［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］（①「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」）
（②「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」「簿記・会計」「情報関係基礎」）
［理科］（①「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」）
（②「物理」「化学」「生物」「地学」）

*8  上記 6教科の最も点数の高い科目から、試験結果に基づいて自動選択されます。ただし以下 の制約条件があります。

 
 

1)［外国語（英語）］［国語］のいずれか１科目は必須とします。
2)［外国語（英語）］［国語］がベスト 2科目になることもありえます。
3）一教科の複数科目を受験した場合（例：日本史 A＆地理 A、数学 I ＆数学Ⅱなど）は、点数の高い一科目のみが自動的に選択されます。
4)［理科①］は、2科目必須とし、2科目合計 100 点で換算します。
5）「英語」は 75点換算、「リスニング」は 25点換算とします。

 

1/24（月）～ 1/28（金）

個別試験は
課さない

 

2/28（月）

Ⅱ期 2/21（月）～ 2/28（月） 3/16（水）

2/18（金）

3/18（金）

TFU スカラシップ制度対象入試外国人
留学生選抜

・外国籍を有し、留学ビザをお持ちの方を対象とした入学試験です。
・EJUの受験またはJLPTにてN2以上の合格資格が必要です。

POINT
*9

検定料：15,000 円

入学定員 総合型選抜特待生選抜 推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通テスト
利用選抜 外国人留学生選抜

　経営学科 若干名

若干名　イベントプロデュース学科

160 名

60 名

50 名

20 名

60 名

25 名

40 名

10 名

10 名

5名

若干名

若干名

募集人員

・社会人と帰国生を対象とした入試制度です。POINT特別選抜

出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

社会人・帰国生 2/2（水）～ 2/8（火） 2/17（木） 2/25（金） 3/7（月）

検定料：30,000 円

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

Ⅰ期

面接 ・ 小論文 ・ 書類審査*3

11/29（月）～ 12/3（金） 12/11（土） 12/17（金） 12/24（金）

Ⅱ期 2/2（水）～ 2/8（火） 2/17（木） 2/25（金） 3/7（月）

*5 本学の指定校になっている短期大学等から編入を希望する方や、東京富士大学短期大学部、富士短期大学の卒業生が編入を希望する場合は、小論文試験が免除されます。 
 

編入学選抜
検定料：30,000 円

・現所属校が「指定校」に指定されている場合は小論文試験を免除します。
・取得した単位によっては 2年次からの編入学となる場合があります。
　事前にご相談下さい。

POINT

選抜方法 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 入学手続期限

学校推薦型
面接・課題・書類審査 11/1（月）～ 11/9（火） 11/20（土） 12/1（水） 12/9（木）

公募推薦型

推薦型選抜
検定料：30,000 円

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試 ・学校推薦型選抜と公募推薦型選抜があります。
・オープンキャンパス等にて個別相談を受ける必要があります。

POINT

*4 推薦型選抜に出願する方は、原則としてオープンキャンパスや放課後キャンパスにご来校の上教職員と面談する事が必要です。（オンライン個別相談会での面談でも可）

選抜方法 出願期間 1次：試験日 1次：結果通知 2次：試験日 合格発表日 入学手続期限

1次試験：小論文試験・書類審査
2次試験：面接

9/16（木）～ 9/24（金） 10/8（金）10/2（土） 10/30（土） 11/2（火） 11/10（水）

*1 特待生選抜の不合格者の再受験は、総合型選抜（A日程、B日程）、推薦型選抜（学校推薦型選抜、公募推薦型選抜）に限り検定料不要です（いずれか 1回限り）。

特待生選抜
検定料：30,000 円

・特待生を選抜する入試です。
・学力、課外活動の実績など、総合的に評価します。
・総合型・推薦型の前にチャレンジできます

POINTTFU スカラシップ制度対象入試

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試

出願期間（必着）選抜方法

面接
課題などの提出書類
書類審査
ポートフォリオ（任意）

試験日 合格発表日 入学手続期限

A日程 10/11（月）～ 10/15（金） 10/30（土） 11/10（水） 11/18（木）

B日程 11/29（月）～ 12/3（金） 12/11（土） 12/17（金） 12/24（金）

C日程 1/24（月）～ 1/28（金） 2/18（金）

D日程 2/21（月）～ 2 /28（月）

2/10（木）

3/16（水） 3 /18（金）

随時型 *3 10/11（月）～ 2 /28（月） 個別指定 個別指定 個別指定

*2 総合型選抜の再受験は、1度に限り検定料が不要となります。他の入試種別には適用できません。
*3 総合型選抜の随時型は、学校行事などやむを得ない事由として大学が認めた場合に日程を個別指定して実施します。

総合型選抜
検定料：30,000 円 *2

遠隔地受験者検定料免除制度対象入試 選べる！（自分の長所が活かせる入試をお選びいただけます。）
挑める！（不合格の場合、総合型選抜の2度目の受験は検定料が不要です。）

POINT

2/3（木）

3/8（火）

専願

専願

専願

*1

*4

*5

各選抜の詳細は学生募集要項でご確認下さい



経営学部
・自己の興味や関心のある事柄について、自ら新しい知識を得たり課題を発見したりしようと努力することができる人
・人間社会や企業経営の新しい動向や変化に興味を持ち、社会の発展のために積極的に貢献しようとする意欲を
　持っている人
・多様な価値観を尊重し、多くの人と協働して物ごとに取り組むことができる人

経営学科 経営やビジネス、さらには社会の組織や人間の心理など、いろいろなことに興味や関心を持ち、自己の特性や個
性を発揮しながら、課題の発見及びその解決に向けて努力することができる人

イベントプロデュース学科 様々な分野で展開されているイベントの企画や運営に興味や関心を持ち、将来、地域社会や産業の活性化、新し
い文化の創造などに積極的に関わろうとする意欲を持っている人

アドミッション・ポリシー
本学は、知識を詰め込む教育ではなく、社会やビジネスで生ずる様々な課題や問題を発見し、試行錯誤しながら自らそれを解決しようとする態度や能力を育成する教育を
行います。このため、いわゆる学力のみならず入学志願者の個性や意欲に着目するとともに、今後、社会において活躍できる将来性や潜在能力も考慮して、志願者を選抜
します。

願書（『学生募集要項』）などの資料を無料配布しています。資
料請求につきましては、いずれかの方法にてお申し込み下さい。

■ホームページ
「資料請求フォーム」ページ内にて必要事項をご入力の上、お申
  し込み下さい。https://www.fuji.ac.jp/ad/

■電話
入試広報課にお電話でお申し込み下さい。
03-3368-0351

■窓口
本館 2階総合事務室の入試広報課にてお申し出下さい。

資料請求方法

返還不要、4年間継続（継続条件あり）を特徴とする本学独自の奨学金制度です。
詳しくは『学生募集要項』をご覧下さい。

 

TFU スカラシップ制度

北海道、九州全県、沖縄県の高等学校（通信制除く）出身の受験者の検定料を全額
免除します。対象となる入学試験は特待生選抜、総合型選抜、推薦型選抜です。

遠隔地受験者検定料免除制度

〒 169-0075　東京都新宿区高田馬場 3-8-1
Tel03-3368-0351　Fax03-5386-2451   
E-mail kouhou@fuji.ac.jp 
https://www.fuji.ac.jp

入試広報課


