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Ⅰ－１　学校推薦型選抜
　　　　　　（文学部、環境共生学部環境共生学科居住環境学専攻・食健康環境学専攻、
　　　　　　総合管理学部）

　本学校推薦型選抜は、県民に広く高等教育機会を提供するという理念のもと、豊かな教養と高度な専
門性を有し、総合的な知識と実践力、創造力を備えた有為な人材を育成するために特に熊本県内から選
抜することを目的とします。

１　募集人員及び推薦人員

※�環境共生学部環境共生学科環境資源学専攻の学校推薦型選抜は「Ⅰ－２　学校推薦型選抜（環境共生
学部環境共生学科環境資源学専攻）」及び「Ⅰ－３　農業・林業・水産科学校推薦型選抜（環境共生
学部環境共生学科環境資源学専攻）」をご覧ください。

２　出願資格と推薦の条件
　�　熊本県内の高等学校を令和４年３月卒業見込みの者のうち、当該学校長が次の⑴〜⑶のすべてに該
当すると認め、責任を持って推薦できる者

　　⑴　調査書の全体の学習成績の状況が 4.0 以上の者
　　⑵　次のそれぞれに該当し、今後に期待できる者
　　　ア�　文学部を志望する場合、言語、文学等に深い関心を持つとともに創造的な思考力に優れ、積

極的な勉学意欲を持つ者
　　　イ�　環境共生学部を志望する場合、私たちの身の回りの環境に興味を持ち、人間活動と地域のさ

まざまな環境が持続的に共生するためのあり方について意欲を持って探究できる者
　　　ウ�　総合管理学部を志望する場合、社会の諸課題に興味を持ち、それを解決していこうとする意

欲と態度を備え、学校内外の活動において、自発的あるいは協調的な取り組みをした者
　　⑶　合格した場合は、必ず本学に入学する者

３　出願期間
　　令和３年 11 月８日（月）から 11 月 12 日（金）まで
　　郵送、持参を問わず、11 月 12 日（金）17 時までに本学教務入試課に必着とします。
　　郵送する場合は、�『速達・書留郵便』で発送してください。

　�　持参する場合の受付時間は、９時から 17 時まで（12 時 20 分から 13 時 20 分の間を除く）とします。

４　出願手続
　　次の書類を取りまとめ、本学教務入試課入試班あて提出してください。

学　　部 学科・専攻 募 集 人 員 推 薦 人 員

文 学 部
日 本 語 日 本 文 学 科 県内生　５名 １高等学校　２名以内
英 語 英 米 文 学 科 県内生　７名 １高等学校　２名以内

環境共生学部
環境共生学科居住環境学専攻 県内生　４名 １高等学校　３名以内
環境共生学科食健康環境学専攻 県内生　４名 １高等学校　２名以内

総合管理学部 総 合 管 理 学 科 県内生５０名 １高等学校　３名以内
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　注）①�　出願書類等に不備がある場合は受理しませんので、「記入もれ」、「誤記」等がないよう十分確認
してください。

　　　②�　いったん受理した出願書類及び入学者選抜手数料は、理由のいかんを問わずいっさい返還しま
せん。

　　　③�　身体上の機能の障がい等により受験及び修学に際して配慮を希望する者は、令和３年 11 月８日
（月）までに、本学教務入試課入試班に相談のうえ、指定する書類を提出してください。

　　　④　上記提出書類以外のもの（クリップ、クリアファイル等）を提出しないでください。
　　　⑤　出願にあたっては「11 合格者への学習指導について」を熟読してください。

５　受験票の交付
　　受験票は、出願書類の持参、郵送にかかわらず、後日郵送により交付し、即日交付は行いません。
　�　なお、令和３年 11 月 26 日（金）になっても受験票が届かないとき、あるいは受験票を紛失したと
きは、本学教務入試課入試班まで問い合わせてください。

６　選抜方法（合否判定基準）
　�　入学者の選抜は、大学入試センターが行う大学入学共通テストを免除し、提出された推薦書、調査
書、志願の理由書又は入学志願者調書及び本学が行う小論文もしくは総合問題試験並びに面接の結果
を総合して行います。

　�　なお、日本語日本文学科については、出願締切後、志願者に課題文を郵送します。面接は、この課
題文に対する口頭試問を含みます。

提出書類等 摘　　　要

学校推薦型選抜　入学願書
　　　　　　　　　　※黄色

本学所定の用紙（本要項に添付の用紙を使用してください。）

写真票（学校推薦型）�※黄色
受験票（学校推薦型）�※黄色
推薦書（学校推薦型選抜用）
志願の理由書又は入学志願者
調書

本学所定の用紙（本要項に添付の用紙を使用してください。）
「志願の理由書」……文学部、環境共生学部の志願者
「入学志願者調書」…総合管理学部の志願者

あて名票 本学所定の用紙（本要項に添付の用紙を使用してください。）

調査書 文部科学省所定の様式により作成し厳封したもの。
※令和３年４月以降に発行されたものに限ります。

入学者選抜手数料 17,000 円
本要項に添付の払込取扱票により郵便局・ゆうちょ銀行で納付し
た際に受領する「振替払込受付証明書（お客さま用）」を入学願書
の所定の欄に貼付してください（ATMからは振り込めません）。

受験票返送用封筒又は切手 ① 文学部日本語日本文学科の志願者
　��460 円分の切手を同封してください（受験票と一緒に面接課題
文を送付するために使用します）。

　�※とじこみの封筒は不要です。
② ①以外の学科の志願者
　��とじこみの封筒（長形３号）に 374 円分の切手を貼付し、郵便
番号、住所、氏名を明記してください。
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７　採点・評価基準
　　小 論 文（文学部・環境共生学部）：
　　　考察力、論理的思考力、表現力、記述力をみます。
　　総合問題（総合管理学部）：
　　　基礎的な読解力、論理的思考力、表現力をみます。
　　面　　接（全学部）：
　　�　意欲、表現力、理解力をみます（日本語日本文学科については、面接において、課題文に対する

理解力をみることを含みます）。

８　選抜期日等
　⑴　日時、科目等及び配点・総点

　　※１　総合問題（総合管理学部）
　　　　　本学のアドミッション・ポリシーに基づき、次の内容により、基礎学力を測定します。
　　　①　現代の社会に関する知識
　　　　　現代の社会情勢、時事問題を読み取り、表現する力をみます。
　　　②　文章の読解力・漢字認識力・表現力
　　　　�　書籍、論文、新聞記事等の文章について、その一部の文意を理解し表現する力、漢字を読み書き

する力をみます。
　　　③　英文の読解力
　　　　�　英語の書籍、論文、新聞記事等の文章について、その一部の文意を理解し表現する力、単語を理

解する力をみます。
　　　④　統計等の資料の理解力
　　　　　社会問題に関する資料（表、グラフ等）を読み取る力をみます。
　⑵　入室時間
　　　小論文及び総合問題については、9:40 〜�9:50 の間とします。面接については当日、指示します。
　⑶　試験場
　　　熊本県立大学………熊本市東区月出３丁目１番 100 号
　　※　試験室は、試験当日に掲示します。
　　※　試験場の下見は、令和３年 12 月３日（金）の 13 時 30 分から 15 時 30 分までとします。

学　　部 学科・専攻 日　　時 科　目　等 配点 総点

文 学 部

日本語日本文学科

令和３年
12 月５日（日）

10:00 〜 11:40
13:00 〜

小論文
面接（課題文に対する口頭試問を含む）

150
�50

200

英語英米文学科
10:00 〜 11:40
13:00 〜

小論文（英文資料の読解を含む）
面接（英語による面接を含む）

200
100

300

環境共生学部

環
境
共
生
学
科

居 住 環 境 学
専 攻

10:00 〜 12:00
13:00 〜

小論文
面接

200
200

400

食健康環境学
専 攻

10:00 〜 12:00

13:00 〜

小論文（資料の一部として、基礎的
な英語を含むことがある）
面接

200

200
400

総合管理学部 総 合 管 理 学 科
10:00 〜 12:00
13:00 〜

総合問題　※１
面接

200
100

300
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９　他大学入試等に関する制限事項
　⑴　国公立大学の学校推薦型選抜への出願は、１つの大学・学部だけです。
　　�　したがって、本学校推薦型選抜に出願した者は、本学の他の学部及び他の国公立大学の学校推薦

型選抜に出願することはできません。
　　※本学の「学校推薦型選抜」で出願できるのは１学科・専攻に限ります。
　　　�また、「農業・林業・水産科学校推薦型選抜」及び「“くまもと夢実現”学校推薦型選抜」との併

願はできません。
　⑵�　出身高等学校長から学校推薦型選抜に推薦された志願者は、不合格となった場合に備えて、通常

の個別学力検査等について、分離分割の前期日程・後期日程または公立大学中期日程の併願につい
て、それぞれ１つずつ、合計３つまでの大学・学部を選んで出願することができます。

10　合格発表
　⑴　日　　時
　　　令和３年 12 月 13 日（月）�13 時 30 分
　⑵　方　　法
　　�　本学本部棟前に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者に合格通知書を、推薦を行った学
校長に合否結果を送付します。なお、電話、メール等による問い合わせには応じません。

　　�　また、合格者の受験番号については、本学本部棟前に掲示した後、参考までに本学のホームペー
ジに掲載します。

　　◎入学手続等については、「Ⅵ�入学手続」に記載しています。

11　合格者への学習指導について
　�　本選抜に合格し入学手続を完了した者については、令和４年４月の入学までの間に、本学学部教員
による学習指導を行います。
　�　出身高等学校と連携しながら入学後のカリキュラムを考慮した指導を行いますので、指導教員の指
示に従い、着実に取り組んでください。
　　なお、学習指導の方法・内容については、入学手続完了後、合格者各人に対し連絡します。
　　学習指導の内容によっては、教材費が必要なこともありますので、あらかじめご了承ください。

12　口頭による成績開示について
　⑴　開示内容
　　　得　点　　各試験科目等の総得点
　　　順　位　　不合格者のみの開示で、不合格者が 10 名以上の場合に限りランク表示をします。
　　　　　　　�　ランクは、不合格者を成績順に３ランク（上位 1/3 がＡ、中位 1/3 がＢ、下位 1/3 が

Ｃ）に区分して表示します。
　⑵　請求期間及び時間
　　�　令和３年 12 月 16 日（木）から令和４年１月 17 日（月）の９時から 17 時まで（12 時 20 分から
13 時 20 分の間を除く）とし、請求期間中の土曜日、日曜日、年末年始の休日（令和３年 12 月 29
日〜令和４年１月３日）及び祝日は、受付を行いません。また、大学入学共通テストの実施に伴い、
１月 14 日（金）についても受付を行いません。

　⑶　請求方法及び場所
　　�　入学試験を受験した本人が、熊本県立大学に来学の上、教務入試課窓口で口頭により請求してく
ださい（代理人による請求及び代理人への開示はできません）。

　　�　なお、本人確認のため、学校推薦型選抜の受験票を持参してください。受験票を紛失等した場合
は問い合わせてください。

ホームページアドレス https://www.pu-kumamoto.ac.jp/
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13　個人情報の取り扱いについて
　�　入学出願書類や入学手続に関して本学が知り得た個人情報及び入学試験の成績や結果に関する個人
情報につきましては、熊本県個人情報保護条例に基づき、適正な管理を行っています。
　�　これらの個人情報は、国公立大学の一般選抜における合格者決定業務を円滑に行うため、学校推薦
型選抜の合格及び入学手続等に関する氏名等の個人情報が、独立行政法人大学入試センター及び併願
先の国公立大学に送達されます。この他、本学における入学者選抜業務、入学手続、入学後の学籍・
学生生活関係業務及び統計資料作成のためにも利用しますが、他の目的への利用や本学以外の者への
提供は一切行いません（「10�合格発表」に記載する、推薦を行った学校長への合否結果を送付する場
合を除きます）。
　�　なお、受験者本人から入学試験成績等の開示請求があったときは、熊本県個人情報保護条例等に基
づき開示することになります。
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Ⅰ－２　学校推薦型選抜（環境共生学部環境共生学科環境資源学専攻）

　本学校推薦型選抜は、県民に広く高等教育機会を提供するという理念のもと、豊かな教養と高度な専
門性を有し、総合的な知識と実践力、創造力を備えた有為な人材を育成するために熊本県内外から選抜
することを目的とします。

１　募集人員及び推薦人員

　　※本学校推薦型選抜は、熊本県内及び熊本県外の高等学校又は中等教育学校から出願できます。
　　　ただし、募集人員の３名のうち２名以上は熊本県内高等学校枠です。
　　　詳細は、「６　選抜方法（合否判定基準）」をご覧ください。

２　出願資格と推薦の条件
　�　高等学校又は中等教育学校を令和４年３月卒業見込みの者のうち、当該学校長が次の⑴〜⑶のすべ
てに該当すると認め、責任を持って推薦できる者

　　⑴　調査書の全体の学習成績の状況が 4.0 以上の者
　　⑵�　私たちの身の回りの環境に興味を持ち、人間活動と地域のさまざまな環境が持続的に共生する

ためのあり方について意欲を持って探究できる者
　　⑶　合格した場合は、必ず本学に入学する者

３　出願期間
　　令和３年 11 月８日（月）から 11 月 12 日（金）まで
　　持参、郵送を問わず、11 月 12 日（金）17 時までに本学教務入試課に必着とします。
　　郵送する場合は、 『速達・書留郵便』で発送してください。
　�　持参する場合の受付時間は、９時から 17 時まで（12 時 20 分から 13 時 20 分の間を除く）とします。

４　出願手続
　　次の書類を取りまとめ、本学教務入試課入試班あて提出してください。

学　　部 学科・専攻 募 集 人 員 推 薦 人 員

環境共生学部 環境共生学科環境資源学専攻 ３名 １校　　２名以内

提出書類等 摘　　　要
学校推薦型選抜　入学願書
　　　　　　　　　　※黄色

本学所定の用紙（本要項に添付の用紙を使用してください。）

写真票（学校推薦型）�※黄色
受験票（学校推薦型）�※黄色
推薦書（学校推薦型選抜用）
志願の理由書（学校推薦型選抜用）
あて名票

調査書 文部科学省所定の様式により作成し厳封したもの。
※令和３年４月以降に発行されたものに限ります。

入学者選抜手数料 17,000 円
本要項に添付の払込取扱票により郵便局・ゆうちょ銀行で納付した
際に受領する「振替払込受付証明書（お客さま用）」を入学願書の所
定の欄に貼付してください（ATMからは振り込めません）。
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注）①�　出願書類等に不備がある場合は受理しませんので、「記入もれ」、「誤記」等がないよう十分確認し
てください。

　　②　いったん受理した出願書類及び入学者選抜手数料は、理由のいかんを問わずいっさい返還しません。
　　③�　身体上の機能の障がい等により受験及び修学に際して配慮を希望する者は、令和３年 11 月８日

（月）までに、本学教務入試課入試班に相談のうえ、指定する書類を提出してください。
　　④　上記提出書類以外のもの（クリップ、クリアファイル等）を提出しないでください。
　　⑤　出願にあたっては「11 合格者への学習指導について」を熟読してください。

５　受験票の交付
　　受験票は、出願書類の持参、郵送にかかわらず、後日郵送により交付し、即日交付は行いません。
　�　なお、令和３年 11 月 26 日（金）になっても受験票が届かないとき、あるいは受験票を紛失したと
きは、本学教務入試課入試班まで問い合わせてください。

６　選抜方法（合否判定基準）
　�　入学者の選抜は、大学入試センターが行う大学入学共通テストを免除し、提出された推薦書、調査
書、志願の理由書及び本学が行う小論文並びに面接の結果を総合して行います。

　　なお、本選抜の合格者については、次のとおり取り扱います。
　　①　県内生※１について、成績上位者から順に、２名を合格者とします（熊本県内高等学校枠）。
　　　　ただし、成績上位者（２位まで）に同点者がいる場合、３名以上を合格とすることがあります。
　　②　①の該当者を除いた成績上位者１名を合格とします（県内生・県外生※２を問いません）。
　　　�　ただし、①の該当者を除いた成績上位者（１位）に同点者がいる場合は、２名以上を合格とす

ることがあります。
　　※１�県内生：熊本県内の高等学校を卒業見込みの者
　　※２�県外生：熊本県外の高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者

７　採点・評価基準
　　小論文：考察力、論理的思考力、表現力、記述力をみます。
　　面　接：意欲、表現力、理解力をみます。

８　選抜期日等
　⑴　日時、科目等及び配点・総点

　　　（注）入室時間：小論文については、9:40 〜�9:50 の間とします。面接については当日、指示します。
　⑵　試験場
　　　熊本県立大学………熊本市東区月出３丁目１番 100 号
　　　※　試験室は、試験当日に掲示します。
　　　※　試験場の下見は、令和３年 12 月３日（金）の 13 時 30 分から 15 時 30 分までとします。

受験票返送用封筒 とじこみの封筒（長形３号）に 374 円分の切手を貼付し、郵便番号、
住所、氏名を明記してください。

学　　部 学科・専攻 日　　時 科　目　等 配点 総点

環境共生学部
環境共生学科
環境資源学
専攻

令和３年
12月５日（日）

10:00 〜 12:00
小論文
（資料の一部として、基礎的な英語を含
むことがある）

200
400

13:00 〜 面接 200
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９　他大学入試等に関する制限事項
　⑴　国公立大学の学校推薦型選抜への出願は、１つの大学・学部だけです。
　　�　したがって、本学校推薦型選抜に出願した者は、本学の他の学部及び他の国公立大学の学校推薦

型選抜に出願することはできません。
　　※本学の「学校推薦型選抜」で出願できるのは１学科・専攻に限ります。
　　　�また、「農業・林業・水産科学校推薦型選抜」及び「“くまもと夢実現”学校推薦型選抜」との併

願はできません。
　⑵�　出身学校長から学校推薦型選抜に推薦された志願者は、不合格となった場合に備えて、通常の個

別学力検査等について、分離分割の前期日程・後期日程または公立大学中期日程の併願について、
それぞれ１つずつ、合計３つまでの大学・学部を選んで出願することができます。

10　合格発表
　⑴　日　　時
　　　令和３年 12 月 13 日（月）�13 時 30 分
　⑵　方　　法
　　�　本学本部棟前に合格者の受験番号を掲示するとともに、合格者に合格通知書を、推薦を行った学
校長に合否結果を送付します。なお、電話、メール等による問い合わせには応じません。

　　�　また、合格者の受験番号については、本学本部棟前に掲示した後、参考までに本学のホームペー
ジに掲載します。

　　◎入学手続等については、「Ⅵ�入学手続」に記載しています。

11　合格者への学習指導について
　�　本選抜に合格し入学手続を完了した者については、令和４年４月の入学までの間に、本学学部教員
による学習指導を行います。
　�　出身学校と連携しながら入学後のカリキュラムを考慮した指導を行いますので、指導教員の指示に
従い、着実に取り組んでください。
　　なお、学習指導の方法・内容については、入学手続完了後、合格者各人に対し連絡します。
　　学習指導の内容によっては、教材費が必要なこともありますので、あらかじめご了承ください。

12　口頭による成績開示について
　⑴　開示内容
　　　得　点　　各試験科目等の総得点
　　　順　位　　不合格者のみの開示で、不合格者が 10 名以上の場合に限りランク表示をします。
　　　　　　　�　ランクは、不合格者を成績順に３ランク（上位 1/3 がＡ、中位 1/3 がＢ、下位 1/3 が

Ｃ）に区分して表示します。
　⑵　請求期間及び時間
　　�　令和３年 12 月 16 日（木）から令和４年１月 17 日（月）の９時から 17 時まで（12 時 20 分から
13 時 20 分の間を除く）とし、請求期間中の土曜日、日曜日、年末年始の休日（令和３年 12 月 29
日〜令和４年１月３日）及び祝日は、受付を行いません。また、大学入学共通テストに伴い、１月
14 日（金）についても受付を行いません。

ホームページアドレス https://www.pu-kumamoto.ac.jp/
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　⑶　請求方法及び場所
　　�　入学試験を受験した本人が、熊本県立大学に来学の上、教務入試課窓口で口頭により請求してく
ださい（代理人による請求及び代理人への開示はできません）。

　　�　なお、本人確認のため、学校推薦型選抜の受験票を持参してください。受験票を紛失等した場合
は問い合わせてください。

13　個人情報の取り扱いについて
　�　入学出願書類や入学手続に関して本学が知り得た個人情報及び入学試験の成績や結果に関する個人
情報につきましては、熊本県個人情報保護条例に基づき、適正な管理を行っています。
　�　これらの個人情報は、国公立大学の一般選抜における合格者決定業務を円滑に行うため、学校推薦
型選抜の合格及び入学手続等に関する氏名等の個人情報が、独立行政法人大学入試センター及び併願
先の国公立大学に送達されます。この他、本学における入学者選抜業務、入学手続、入学後の学籍・
学生生活関係業務及び統計資料作成のためにも利用しますが、他の目的への利用や本学以外の者への
提供は一切行いません（「10�合格発表」に記載する、推薦を行った学校長への合否結果を送付する場
合を除きます）。
　�　なお、受験者本人から入学試験成績等の開示請求があったときは、熊本県個人情報保護条例等に基
づき開示することになります。




