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　本学は、高度情報通信社会における個人情報保護の重要性を認識し、個人情報保護に関する法令を遵守するととも
に、適法かつ適正に個人情報を取り扱います。

　本学では、本入学試験要項に記載の手続に関しご提供いただいた個人情報は、本学における入学試験の実施、合否
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　個人情報の取り扱いに係るお問い合わせについては、以下の入試事務室までお願いいたします。
学　部 問い合わせ先
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／ホスピタリティ・ツーリズム学部
／保健医療学部

明海大学　浦安キャンパス　入試事務室

歯　学　部

明海大学　歯学部　入試事務室

個人情報の取り扱いについて
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明海大学　建学の精神

社会性・創造性・合理性を身につけ、
広く国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす

社会性
今や、人類共存の理念は、地球の資源問題、環境問題を抜きに考えられない時代を迎えました。地球規模で進行しつつ
ある高齢化社会に伴う労働社会問題、低迷を続ける国際経済問題、発展途上国における社会経済問題等々、解決すべき
問題は山積しています。これら全人類の課題と取り組み、人類の繁栄と幸福を推進するため、和を重んじ、心豊かな社
会性に富む人間を育成し、学際領域にも及ぶ総合的教育研究を行います。

創造性
今日、科学技術・学術研究の先端が次々に新しい展開をしており、大学としてその時代の最先端をどのようにリードし
ていくかという課題に直面しています。しかし、大切なことは、一方的な技術の振興を図ることではなく、技術の進歩
と人間性の調和を図りつつ世界への貢献を果たさなければなりません。人類の生き方について、未来からの挑戦を受け
ていると言われる今日において、学問の世界は、まさに自然科学はもとより人文・社会科学などの分野においても激動
の時代を迎え、学際的な領域から価値の見直しが迫られています。知の継承、創造の拠点である大学はより国際競争力
を強化し、大学の多様性を発揮して、このような時代において、総合的見地から、国際未来社会を切り拓く創造性豊か
な教育研究を行います。

合理性
高度情報化社会を迎え、情報量は増大し、情報なくして個々の人間は、自己の意思決定すら出来ない感を呈しています。
科学技術の発達は、人々の生活様式を変え、価値観にも大きな影響を及ぼすことから、科学技術の独り歩きは許される
ところではありません。従って、科学技術のコントロールの完全を期するとともに人間性の発揚に心がけ、未来社会を
切り拓く信念が重要となります。このため、合理性ある教育研究の場を醸成します。

本学では、「建学の精神」に基づき、「アドミッション・ポリシー（本学の求める学生像）」を
定めています。

■明海大学アドミッション・ポリシー

　明海大学は、建学の精神「社会性・創造性・合理性を身につけ、広く国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成」
をめざして、豊かな人間力を基盤とした高度専門職業人養成を含む幅広い職業人養成を教育の目的としている。そのた
め、入学予定者には、学業、技術・技能、文化、芸術、スポーツなどの分野で活躍した体験を活かし、入学後、本学で
の学修を通して、これからの国際社会で通用する実力を身につけ、将来、各分野で活躍したいという強い意志を持つ学
生を求めている。さらに、生涯学習社会の到来に対し、時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、改善していく資質
を有する人材の育成を目途として、生涯学習型学修に意欲的に取り組み、自己の更なる確立をめざす者を求めている。

アドミッション・ポリシー（本学の求める学生像）
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■学科アドミッション・ポリシー
≪外国語学部日本語学科（日本語専攻、グローバル・スタディーズ専攻）≫
　日本語学科では、日本語と日本文化、外国語と外国文化の深い造詣を求め、学ぼうとする意欲を持ち、さらに身につ
けた言語力、言語教育力、教養力を生かして国際社会で活躍することを志望する次のような人材を求めている。

≪外国語学部英米語学科（英米語専攻、グローバル・スタディーズ専攻）≫
　英米語学科では、英語コミュニケーション能力と、多言語・多文化・歴史・ビジネス等についての幅広い教養や資格
を武器に、社会のさまざまな分野で活躍することのできる力を育てることを目指している。そのため、英語を学ぶこと
に対して強い意欲を持つと同時に、次に示すような資質、興味・関心、目標を持つ人材を求めている。なお入学時に
CEFR-A2レベル以上と認められる英語運用能力を持つことが望ましい。

　なお、英米語学科では、主として英語と日本語の基礎学力をベースに入学者選抜を行っている。特に、英語について
は、高等学校の学習指導要領に基づく基本的な英語の知識とスキルを修得しておくことが必要である。また、一定の文
章力と口頭表現力が必要となるため、日本語の基礎学力も求められる。入学後には多分野にわたる科目の履修が要求さ
れるため、得意・不得意の違いはあれ、学校で提供される諸科目に真摯に取り組み、幅広く学んでいることが期待され
る。

日本語専攻では、学校教育における国語科教員、国内
外の機関での日本語教員、言語教育に関わる仕事、言
語や言語教育の研究を志望する人

グローバル・スタディーズ専攻では、日本語・英語・
中国語のコミュニケーション力、主体性、多文化に対
する柔軟な思考力を身につけ、国際社会で活躍しよう
とする人

日本語専攻では、学校教育における国語科教員、国内
外の機関で言語教育に関わる仕事を志望する人

グローバル・スタディーズ専攻では、日本語・英語・
中国語のコミュニケーション力、主体性、多文化に対
する柔軟な思考力を身につけ、国際社会で活躍する意
欲のある人
日本語専攻では、母国での日本語教員、日本語教育に
関わる仕事を志望する人で、基礎的な日本語運用能力
を有し、入学後の日本語運用能力と日本文化の知識を
高めようと努力する強い意志のある人
グローバル・スタディーズ専攻では、日本語・英語・
中国語のコミュニケーション力を身につけ、日本と母
国との発展に貢献する強い意志をもち、国際社会で活
躍する意欲のある人
日本語専攻では、国語科教員、日本語教員、その他言
語教育に関わる仕事、言語や言語教育の研究者、また
編集者など日本語についての見識を生かす職業を志望
する人
グローバル・スタディーズ専攻では、日本語・英語・
中国語のコミュニケーション力、主体性、異文化適応
力を身につけ、日本社会と国際社会に貢献する意欲を
持つ人
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● ● － － －

健全な倫理観と責任感を持ち、目標実現のために粘り
強く、自律的に努力することができる人

継続的な活動を通じて成果をあげた経験をもとに、英
語を学ぶことに対して不断の努力をする強い意欲を持
つ人

世界の言語・文化・社会・歴史・教育・経済・ビジネ
ス等について学び、深く理解することに意欲を持つと
ともに、学校で提供される諸科目に真摯に取り組み、
幅広く学んでいる人

豊かな教養と実社会で通用する知識・技能や資格を身
につけ、英語を通して持続可能な国際未来社会創造に
貢献する意欲を持つ人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● － － －

英
米
語

1

2

3

4

● － － －

－ ● － － ●

－ ● － －

●

● ●



4

≪外国語学部中国語学科（中国語専攻、グローバル・スタディーズ専攻）≫
　中国語学科では、いまや世界有数の経済大国となった中国の重要性を認識し、国際未来社会で活躍するひとつの方法
として、中国語を核とする言語運用能力、関連する歴史・文化・経済・社会などの教養を身につけ、実践的コミュニ
ケーション能力を涵養していくことに強い意欲のある次のような人材を求めている。

≪経済学部経済学科≫
　経済学科では、経済学及び経営学を学ぶことに対して主体的に取り組める強い意欲を持つ次のような人材を求めてい
る。

中国語習得に対して強い意欲を持ち、学修が一定の水
準に達するまで努力を重ねる力のある人

異文化コミュニケーションに主体的に関わる意志のあ
る人

高等学校における授業内容を十分に理解し、勉学にお
いて継続的かつ着実に努力する力のある人

中国語を身につけ、関連する歴史・文化・経済・社会
など幅広い教養を修得し、国際社会で自らの力を発揮
していくことに強い意欲のある人

外国語学習の基礎となる十分な国語力と、学習経験の
ある外国語について一定の達成が見られる人

中国語を身につけ、関連する歴史・文化・経済・社会
など幅広い教養の修得に向けて、不断の努力を続ける
力があり、広く国際未来社会で活躍しようとする意欲
のある人
日本で中国語を学んでいくための基礎となる十分な日
本語力を有し、中国語および関連する歴史・文化・経
済・社会など幅広い教養を修得して、広く国際未来社
会で活躍しようとする強い意欲のある人
少人数制で集中的に独自のカリキュラムを用いて中国
語を学修し、加えて 関連する歴史・文化・経済・社
会など幅広い教養をも修得して、国際未来社会を支え
る有為な人材となる強い意志のある人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● ● － － －

中
国
語

1

2

3

4

5

6

7

8

● ● －

●

－ －

－ ● － － ●

－ ● － － ●

－ － －

－ － －

●

● ●

－ － －

● ●

－ － －

幅広い教養と経済・経営・会計・税法などの専門知識
を体系的に学び、身につけたいという意欲を持つ人

将来、ビジネスパーソンとして活躍するために必要と
される経済学の基本知識と応用能力、外国語運用能力
を身につけ、その学修成果が社会的・客観的に評価さ
れることを希望する人

「簿記」「会計」に関する知識や技能を身につけ、そ
の学修成果が社会的・客観的に評価されることを希望
する人

公民科の科目に興味・関心がある人、あるいは高等学
校等で簿記の基礎を学んだことのある人

国際経済の動向に常に関心を持ち、積極的に国際社会
における体験を積み重ね、将来、グローバルな人材と
して、国際未来社会に貢献する気概を持つ人

身近な地域や国際社会の諸問題について、その解決の
ための知識を身につけ、ボランティア等として地域貢
献活動に参加する強い意志を持つ人（できれば、これ
までにボランティアを実際に体験あるいはボランティ
ア活動に志願した経験があることが望ましい）

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● ● － ● ● －

経
済

1

2

3

4

5

6

● ● － ●

●

●

● －

－ ● ● － ●

● ●

● ●

－ ● ● － ●

－ － ●

－ ●● － ●

● ●

● ●

● ●● ●

● ●● ●

● ●

●
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≪外国語学部中国語学科（中国語専攻、グローバル・スタディーズ専攻）≫
　中国語学科では、いまや世界有数の経済大国となった中国の重要性を認識し、国際未来社会で活躍するひとつの方法
として、中国語を核とする言語運用能力、関連する歴史・文化・経済・社会などの教養を身につけ、実践的コミュニ
ケーション能力を涵養していくことに強い意欲のある次のような人材を求めている。

≪経済学部経済学科≫
　経済学科では、経済学及び経営学を学ぶことに対して主体的に取り組める強い意欲を持つ次のような人材を求めてい
る。

中国語習得に対して強い意欲を持ち、学修が一定の水
準に達するまで努力を重ねる力のある人

異文化コミュニケーションに主体的に関わる意志のあ
る人

高等学校における授業内容を十分に理解し、勉学にお
いて継続的かつ着実に努力する力のある人

中国語を身につけ、関連する歴史・文化・経済・社会
など幅広い教養を修得し、国際社会で自らの力を発揮
していくことに強い意欲のある人

外国語学習の基礎となる十分な国語力と、学習経験の
ある外国語について一定の達成が見られる人

中国語を身につけ、関連する歴史・文化・経済・社会
など幅広い教養の修得に向けて、不断の努力を続ける
力があり、広く国際未来社会で活躍しようとする意欲
のある人
日本で中国語を学んでいくための基礎となる十分な日
本語力を有し、中国語および関連する歴史・文化・経
済・社会など幅広い教養を修得して、広く国際未来社
会で活躍しようとする強い意欲のある人
少人数制で集中的に独自のカリキュラムを用いて中国
語を学修し、加えて 関連する歴史・文化・経済・社
会など幅広い教養をも修得して、国際未来社会を支え
る有為な人材となる強い意志のある人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● ● － － －

中
国
語

1

2

3

4

5

6

7

8

● ● －

●

－ －

－ ● － － ●

－ ● － － ●

－ － －

－ － －

●

● ●

－ － －

● ●

－ － －

幅広い教養と経済・経営・会計・税法などの専門知識
を体系的に学び、身につけたいという意欲を持つ人

将来、ビジネスパーソンとして活躍するために必要と
される経済学の基本知識と応用能力、外国語運用能力
を身につけ、その学修成果が社会的・客観的に評価さ
れることを希望する人

「簿記」「会計」に関する知識や技能を身につけ、そ
の学修成果が社会的・客観的に評価されることを希望
する人

公民科の科目に興味・関心がある人、あるいは高等学
校等で簿記の基礎を学んだことのある人

国際経済の動向に常に関心を持ち、積極的に国際社会
における体験を積み重ね、将来、グローバルな人材と
して、国際未来社会に貢献する気概を持つ人

身近な地域や国際社会の諸問題について、その解決の
ための知識を身につけ、ボランティア等として地域貢
献活動に参加する強い意志を持つ人（できれば、これ
までにボランティアを実際に体験あるいはボランティ
ア活動に志願した経験があることが望ましい）

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● ● － ● ● －

経
済

1

2

3

4

5

6

● ● － ●

●

●

● －

－ ● ● － ●

● ●

● ●

－ ● ● － ●

－ － ●

－ ●● － ●

● ●

● ●

● ●● ●

● ●● ●

● ●

●

≪不動産学部不動産学科≫
　不動産学部では、土地と建物及びそれを取り巻く地域や環境などで構成される不動産が、国民の生活や企業の活動の
基盤として大切であることを認識し、不動産学を学修することを通じて、その適切な在り方を実現することに強い意欲
を持つ人であり、さらに、不動産学の学修成果を生かして国際未来社会で活躍するひとつの方法として、高度専門職業
家として社会貢献することに興味を持ち、その権能を保証される国家資格を取得することに強い意欲を持つ次のような
人材を求めている。

≪ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科≫
　ホスピタリティ・ツーリズム学科では、ホスピタリティ・ツーリズム学を学び、ホスピタリティ・マインドとコミュ
ニケーション能力を生かして社会に貢献することに強い意欲を持つ人材を、次の2つのメジャーに分けて求めている。

学際的な学問である不動産学の多様性と個別性に興味
を持ち、その可能性の大きさを自覚して不動産学の学
修に取り組み、土地や建物に関連するさまざまな分野
で活動することに強い意欲を持つ人
不動産に関わる開発・流通・金融・経営・管理などの
ビジネスに興味と理解があり、不動産学の学修を通じ
て、これらの不動産ビジネスを改善し、社会貢献する
ことに強い意欲を持つ人
グローバル社会で求められる相互理解と交流に関心をも
ち、日本の不動産学を学修することを通じて、世界各国
の不動産学、不動産業、不動産制度、不動産専門職業家
の発展や改善に貢献することに強い意欲を持つ人
不動産学の基礎となる文章表現のための国語、数理解析の
ための数学、国際貢献のための英語などの学力を有し、不
動産学の学修のために、継続的に努力する強い意欲を持つ
人（自然科学関連科目を履修していることが望ましい）

自らの意思に基づいた継続的な活動を通じて成果をあ
げた経験をもとに、不動産学の学修に対して不断の努
力をする強い意欲を持つ人
社会での活動を背景として不動産学の重要性を認識す
るとともに、不動産学の専門知識を生かして活動する
具体的な社会人のイメージを有し、そこに至る自己実
現のプロセスとして不動産学の学修を強く希求する人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● －

不
動
産

1

2

3

4

5

6

●

●

● －

－

● ●

－

－

●

－

●

● ●

何事にも主体的、積極的に取り組む意思のある人

旅行、ホテル、航空、エンターテイメント、ウエディン
グ、外食、化粧品販売を始めとするホスピタリティ・
ツーリズム産業、その他ホスピタリティ・マインドと語
学力を必要とする産業への就職を強く希望する人

基礎的な英語運用能力（CEFR-A2レベル以上）を有
し、入学後も引き続きその能力を高める努力をする意
思のある人

国際感覚を持ち、ホスピタリティ・マインドと高度のコ
ミュニケーション能力が要求される産業や国内外領域にお
いてリーダーとして活躍するための基本的能力を有し、論
理的思考や問題発見への習熟に取り組む意思のある人
ホスピタリティ・マインド、語学力と多文化理解力が
必要とされる産業分野を中心としたさまざまな社会領
域において、リーダーとして貢献していくことを強く
目指す人

基本的な英語運用能力（CEFR-B1レベル以上）を有
し、入学後にもその能力の応用と活用に向けて努力し
続ける向上心のある人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人 指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

● ● － －

Ｈ
Ｔ
Ｍ

Ｇ
Ｍ
Ｍ

1

2

3

1

2

3

● ● － －

－ ● － ●

● ●

● ●

－ ●

●

－ ●

●－ －

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ ● － ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●● ●

●

● ●

●● ●

● ●

●

※HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー



6

≪保健医療学部口腔保健学科≫
　口腔保健学を学ぶことに対して強い意欲を持つ次のような人材を求めている。

≪歯学部歯学科≫
　歯学科では、歯科医学を学ぶことに対して強い意欲を持つ次のような人材を求めている。

口腔保健学の学修に必要な基礎学力を有している人
（特に自然科学又は生命科学関連科目を履修している
ことが望ましい）

医療人として必要なホスピタリティマインドを有して
いる人

コミュニケーション能力を身につけている人

保健・医療・福祉の分野で自分の能力を発揮したいと
願っている人

口腔保健を通じて、国民の生活の質の向上を図る強い
意識を持っている人

国際社会で活躍する希望を持っている人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

● － －

● － －

● － －

● － －

●●● － －

口
腔
保
健

1

2

3

4

5

6

●

●

－

－

●

●

●

●

－

－

－

●

●

● ●

● ●

歯科医学学修に必要な基礎学力を有している。特に数
学・自然科学・生命科学関連科目を履修していること
が望ましい。

国際未来社会で活躍する歯科医師となるために必要な
基礎的英語学力（CEFR-A2レベル以上）を有する。

医療人として必要な高い倫理観を有し、探究心と広い
視野・深い分析的思考を持つことに意欲がある。

歯科医療・歯科医学ならびに医療・福祉に関して深く興
味・関心を持ち、歯科医師としてこの分野で貢献すること
に強い目的意識を有している。特に社会福祉など社会連携
ボランティア活動の経験を有していることが望ましい。

入学後も自己学修に励み人間性の涵養及び歯科医療・
歯科医学の学修と実践に努力することができる。

自分の考えを明確に説明でき、他人の考えを深く理解
する意欲と能力を有する。

幅広い人間性と協調性を有し周囲との良好な人間関係
を保つことができる。

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜
一般
選抜

総合型
選抜AO 指定校共通

プラス
共通ﾃｽﾄ
利用

●● ● ● ●

● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

知
識･

理
解
、
思
考･

判
断

興
味
・
関
心
・
意
欲
、
態
度

技
能
・
表
現

1

2

1

2

3

1

2

●

●

●

●

●

●



≪保健医療学部口腔保健学科≫
　口腔保健学を学ぶことに対して強い意欲を持つ次のような人材を求めている。

≪歯学部歯学科≫
　歯学科では、歯科医学を学ぶことに対して強い意欲を持つ次のような人材を求めている。

口腔保健学の学修に必要な基礎学力を有している人
（特に自然科学又は生命科学関連科目を履修している
ことが望ましい）

医療人として必要なホスピタリティマインドを有して
いる人

コミュニケーション能力を身につけている人

保健・医療・福祉の分野で自分の能力を発揮したいと
願っている人

口腔保健を通じて、国民の生活の質の向上を図る強い
意識を持っている人

国際社会で活躍する希望を持っている人

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人
留学生
入試

一般
選抜

ｽﾎﾟｰﾂ
･文化

企業
推薦

沖縄
特別AO 社会人指定校 全商 公募制共通ﾃｽﾄ

利用

－－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－ －

● － －

● － －

● － －

● － －

●●● － －

口
腔
保
健

1

2

3

4

5

6

●

●

－

－

●

●

●

●

－

－

－

●

●

● ●

● ●

歯科医学学修に必要な基礎学力を有している。特に数
学・自然科学・生命科学関連科目を履修していること
が望ましい。

国際未来社会で活躍する歯科医師となるために必要な
基礎的英語学力（CEFR-A2レベル以上）を有する。

医療人として必要な高い倫理観を有し、探究心と広い
視野・深い分析的思考を持つことに意欲がある。

歯科医療・歯科医学ならびに医療・福祉に関して深く興
味・関心を持ち、歯科医師としてこの分野で貢献すること
に強い目的意識を有している。特に社会福祉など社会連携
ボランティア活動の経験を有していることが望ましい。

入学後も自己学修に励み人間性の涵養及び歯科医療・
歯科医学の学修と実践に努力することができる。

自分の考えを明確に説明でき、他人の考えを深く理解
する意欲と能力を有する。

幅広い人間性と協調性を有し周囲との良好な人間関係
を保つことができる。

一般選抜 総合型選抜 学校推薦型選抜
一般
選抜

総合型
選抜AO 指定校共通

プラス
共通ﾃｽﾄ
利用

●● ● ● ●

● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

●● ● ● ●

知
識･

理
解
、
思
考･

判
断

興
味
・
関
心
・
意
欲
、
態
度

技
能
・
表
現

1

2

1

2

3

1

2

●

●

●

●

●

●

外国語学部

経済学部

不動産学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部

保健医療学部

歯学部

出願から入学手続まで（全学部共通）
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[出願から入学までの流れ]

本入試要項を読む ご不明な点は各キャンパスの入試事務室までお問い合わせくださ
い。

出願書類を準備する 出願する入学試験が決まったら、出願書類を準備します。作成に
時間がかかる書類もあるので、余裕を持って準備しましょう。

受験票を受け取る
受験票に記載された内容を確認し、試験日に忘れずに持参してく
ださい。受験票は合格発表まで大切に保管してください。

⇒14ページ「5．受験上の注意」参照

検定料を納入し、
出願書類を郵送する

志願票（紙）による出願

①志願票、受験票、写真票等
の記入、書類の準備
⇒9ページ、各試験ページ参照

インターネットによる出願

①インターネットによる出願
登録、書類の準備
⇒9～11ページ、該当入試ページ参照

②銀行窓口またはコンビニエ
ンスストアから検定料納入

⇒12、13ページ参照

②クレジットカードまたはコ
ンビニエンスストアから検定
料納入 ⇒10ページ参照

③必要書類の郵送
出願書類がすべて揃ったことを確認し、出願期間内に郵送してく
ださい。

受験する 試験当日は集合時間に遅れないようにしましょう。

合格発表
受験票記載の受験番号で合否を確かめてください。
合格通知は、合格発表日の翌日以降に合格者の手元に届きます。

⇒15ページ「6．合格発表について」参照

入学手続を行う 合格通知に同封された入学手続案内書に従い、所定の入学手続期
限までに入学手続を完了してください。

入学許可書を受け取る 入学手続完了後、入学許可書が届きます。

入学準備学習に取り組む 入学予定者を対象に学修指導を行います。
⇒18ページ「10．入学準備学習について」参照

入学式に出席する 明海生としてスタートします。

※外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療
学部 :総合型選抜（AO）・一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜対象
※歯学部：総合型選抜（AO）・総合型選抜・一般選抜・一般選抜（共
通テストプラス方式）・大学入学共通テスト利用選抜対象
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[出願から入学までの流れ]

本入試要項を読む ご不明な点は各キャンパスの入試事務室までお問い合わせくださ
い。

出願書類を準備する 出願する入学試験が決まったら、出願書類を準備します。作成に
時間がかかる書類もあるので、余裕を持って準備しましょう。

受験票を受け取る
受験票に記載された内容を確認し、試験日に忘れずに持参してく
ださい。受験票は合格発表まで大切に保管してください。

⇒14ページ「5．受験上の注意」参照

検定料を納入し、
出願書類を郵送する

志願票（紙）による出願

①志願票、受験票、写真票等
の記入、書類の準備
⇒9ページ、各試験ページ参照

インターネットによる出願

①インターネットによる出願
登録、書類の準備
⇒9～11ページ、該当入試ページ参照

②銀行窓口またはコンビニエ
ンスストアから検定料納入

⇒12、13ページ参照

②クレジットカードまたはコ
ンビニエンスストアから検定
料納入 ⇒10ページ参照

③必要書類の郵送
出願書類がすべて揃ったことを確認し、出願期間内に郵送してく
ださい。

受験する 試験当日は集合時間に遅れないようにしましょう。

合格発表
受験票記載の受験番号で合否を確かめてください。
合格通知は、合格発表日の翌日以降に合格者の手元に届きます。

⇒15ページ「6．合格発表について」参照

入学手続を行う 合格通知に同封された入学手続案内書に従い、所定の入学手続期
限までに入学手続を完了してください。

入学許可書を受け取る 入学手続完了後、入学許可書が届きます。

入学準備学習に取り組む 入学予定者を対象に学修指導を行います。
⇒18ページ「10．入学準備学習について」参照

入学式に出席する 明海生としてスタートします。

※外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療
学部 :総合型選抜（AO）・一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜対象
※歯学部：総合型選抜（AO）・総合型選抜・一般選抜・一般選抜（共
通テストプラス方式）・大学入学共通テスト利用選抜対象

■浦安キャンパス （単位：人）
入試区分

学部・学科 AO スポーツ・
文化

指定校
推薦

全商
推薦

公募制
推薦

沖縄
特別

企業
推薦 一般 共通テスト

利用 社会人 留学生 合計

外国語

日本語 － －

指定校
推薦募
集人員
に含む。

－
英米語 － － －
中国語 － － －

経済 経済 － －
不動産 不動産 －

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

－ － －

ホスピタリティ・
ツーリズム
（GMM）

5 － 5 － － －

保健医療 口腔保健 15

15

14 1

15 15 15
68

3 12
2

－ 5 － － － － 30 4 －

■坂戸キャンパス （単位：人）

■出願の前に■
　各入学試験の記載内容についてご不明な点は、出願前に各キャンパスの入試事務室にお問い合わせください。また、
身体機能に障害があり受験上および修学上特別な配慮を必要とする場合も、事前に相談してください。

■出願書類について■
出願する入学試験のページで指示された書類をすべて揃えてください。

調査書等の書類は、原則として各入学試験（各日程）の出願開始日から起算して3か月以内に発行されたものを提
出してください。発行から3か月を経過した書類は受理しません。
出願資格の確認等のため、指定されたもの以外の書類の提出を求めることがあります。
提出された書類について、後日、虚偽の事実が発覚した場合は受験・入学を取り消します。
出願書類について不明な点は、各キャンパスの入試事務室にお問い合わせください。

　　【例】 出身高等学校等の事情により調査書が発行されない場合
　　　　　身体機能の障害、不慮の事故等、志願者が出願書類を記入・作成することが困難な場合

　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

※　外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部の総合型選抜（AO）、一般選抜および
大学入学共通テスト利用選抜は、インターネットによる出願のみ受け付けます。
また、歯学部は総合型選抜（AO）、総合型選抜、一般選抜、一般選抜（共通テストプラス方式）、大学入学共通
テスト利用選抜で志願票（紙）による出願とインターネットによる出願の両方で出願を受け付けます。
インターネットによる出願の場合、書類をインターネットから印刷する必要があります。

入試区分
学部・学科

総合型選抜
（AO） 総合型選抜 指定校推薦 一般選抜 一般選抜

（共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ） 共通ﾃｽﾄ利用 合計

歯 歯 20 15 5 50 15 15 120
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■インターネット出願の流れ■

インターネット出願の際は、明海大学公式ホームページに掲載する「インターネット出願ガイド」を必ず事前に確
認してください。

（インターネット出願のサイトは2020年8月にオープン予定です。）

●一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の併願を考えている。

受験生の方へ インターネット出願（浦安）
インターネット出願（坂戸）

入試情報

明海大学公式ホームページにアクセス（https://www.meikai.ac.jp）

【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（AO）、一般選抜および大学入
学共通テスト利用選抜対象
【歯学部】総合型選抜（AO）、総合型選抜、一般選抜、一般選抜（共通テストプラス方式）、大学入学共通テスト利
用選抜対象

または
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■インターネット出願の流れ■

インターネット出願の際は、明海大学公式ホームページに掲載する「インターネット出願ガイド」を必ず事前に確
認してください。

（インターネット出願のサイトは2020年8月にオープン予定です。）

●一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の併願を考えている。

受験生の方へ インターネット出願（浦安）
インターネット出願（坂戸）

入試情報

明海大学公式ホームページにアクセス（https://www.meikai.ac.jp）

【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（AO）、一般選抜および大学入
学共通テスト利用選抜対象
【歯学部】総合型選抜（AO）、総合型選抜、一般選抜、一般選抜（共通テストプラス方式）、大学入学共通テスト利
用選抜対象

または

総合型選抜（AO） 一般選抜 共通テスト利用選抜

共通テスト

一般選抜と共通テスト利用選抜の同一日
程を併願する場合は、1 通で構いません。

出願確認票と一緒に印刷されますので、
必要事項を記入し、写真票と同じ写真
を貼付して提出してください。

出願確認票の下部にある写真票の所定
の欄に貼付してください。

2021年度の成績請求票を出願確認票
所定の欄に貼付してください。
（過年度の成績は利用できません。）

❺2021年度
　大学入学共通テスト成績請求票
　（私立大学・公私立短期大学用）

❶出願確認票

❷写　　　真

❸出願申請書

❹調 査 書 等

  【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】

総合型選抜
（AO） 総合型選抜 一般選抜

共通テスト
利用選抜

一般選抜
（共通テストプラス方式）

一般選抜、一般選抜（共通テストプ
ラス方式）と共通テスト利用選抜を
併願する場合は、1 通で構いません。

出願確認票と一緒に印刷されま
すので、必要事項を記入し提出
してください。

出願確認票の下部にある写真票
の所定の欄に貼付してください。

2021年度の成績請求票を出願確認
票所定の欄に貼付してください。

（過年度の成績は利用できません。）

❻2021年度
　大学入学共通テスト成績請求票
　（私立大学・公私立短期大学用）

❶出願確認票

❷写　　　真

❸出願申請書および履歴書
　【様式2】【様式3】

❺調 査 書 等

❹出願申請書【様式4】

  【歯学部】

※一般選抜・一般選抜 ( 共通テストプラス方式 )・大学入学共通テスト利用選抜を併願で受験する場合は、一般選抜・一般選抜 ( 共通テ
ストプラス方式 )・大学入学共通テスト利用選抜のいずれかでユーザー登録し、残りの２つの選抜試験を登録したユーザーでログイン
後に出願をすれば、志願者情報等の入力項目が引き継がれるため、再度入力する必要はありません。

（浦安：047-355-5116
　坂戸：049-279-2852）

●出願書類は出願最終日の17時（出願最終日が土曜日の場合は13時）までに、本学に届くように郵送してください。出願最終日の17時（また
は13時）以降に届いた出願書類については受け付けません。また、窓口に持参する場合も、出願最終日の17時（または13時）までとします。
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　出願する方法によって入学検定料の納入方法が異なります。また、納入に係る手数料等は志願者の負担となります。
入学検定料を現金・為替等により各キャンパスへ持参、郵送しても受理しません。なお、納入された入学検定料は理由
のいかんにかかわらず返還しません。

■インターネット出願の場合■

　クレジットカードまたはコンビニエンスストア（ペイジーを含む。）から納入することができます。
　※ コンビニエンスストアからの納入方法は、志願票（紙）による出願の場合（次ページの手順）と異なります。詳し

くは「インターネット出願の流れ」（10ページ）または本学公式ホームページ（インターネット出願）をご覧くだ
さい。

　コンビニエンスストア（ペイジーを含む。）での支払いを選択した場合、出願登録後48時間以内に入学検定料を納入
してください。48時間を過ぎると登録内容が取り消されます。取り消された場合、再度出願登録からやり直してくだ
さい。
　また、出願最終日の支払期限は15時までとなりますので注意してください。（クレジットカードでの支払いは、出願
登録時に同時決済となります。）

■志願票（紙）による出願の場合■

【歯学部】全入学試験対象
　銀行窓口またはコンビニエンスストアから納入することができます。

1. 銀行窓口から振り込む場合
本学所定の振込依頼書（志願票の下半分）に、必要事項を記入の上、銀行の窓口から振り込んでください。記入方

法については、入学試験によって異なりますので、各入学試験の「振込依頼書記入例」（98ページまたは99ページ）
を参照してください。

2. コンビニエンスストアから納入する場合
次ページの手順に従って納入してください。振込依頼書は不要です。また、受験票および写真票の取扱い銀行印は

必要ありません。レジで受領した「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切取り、写
真票の裏面に貼付してください。

【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（AO）、一般選抜および大学入
学共通テスト利用選抜対象

【歯学部】総合型選抜（AO）、総合型選抜、一般選抜、一般選抜（共通テストプラス方式）、大学入学共通テスト利用
選抜対象

  【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（スポーツ・文化活動、企業推
薦、生涯学習型社会人）、学校推薦型選抜（指定校、全国商業高等学校長協会、公募制、沖縄特別奨学生）および外
国人留学生特別入学試験対象
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　出願する方法によって入学検定料の納入方法が異なります。また、納入に係る手数料等は志願者の負担となります。
入学検定料を現金・為替等により各キャンパスへ持参、郵送しても受理しません。なお、納入された入学検定料は理由
のいかんにかかわらず返還しません。

■インターネット出願の場合■

　クレジットカードまたはコンビニエンスストア（ペイジーを含む。）から納入することができます。
　※ コンビニエンスストアからの納入方法は、志願票（紙）による出願の場合（次ページの手順）と異なります。詳し

くは「インターネット出願の流れ」（10ページ）または本学公式ホームページ（インターネット出願）をご覧くだ
さい。

　コンビニエンスストア（ペイジーを含む。）での支払いを選択した場合、出願登録後48時間以内に入学検定料を納入
してください。48時間を過ぎると登録内容が取り消されます。取り消された場合、再度出願登録からやり直してくだ
さい。
　また、出願最終日の支払期限は15時までとなりますので注意してください。（クレジットカードでの支払いは、出願
登録時に同時決済となります。）

■志願票（紙）による出願の場合■

【歯学部】全入学試験対象
　銀行窓口またはコンビニエンスストアから納入することができます。

1. 銀行窓口から振り込む場合
本学所定の振込依頼書（志願票の下半分）に、必要事項を記入の上、銀行の窓口から振り込んでください。記入方

法については、入学試験によって異なりますので、各入学試験の「振込依頼書記入例」（98ページまたは99ページ）
を参照してください。

2. コンビニエンスストアから納入する場合
次ページの手順に従って納入してください。振込依頼書は不要です。また、受験票および写真票の取扱い銀行印は

必要ありません。レジで受領した「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切取り、写
真票の裏面に貼付してください。

【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（AO）、一般選抜および大学入
学共通テスト利用選抜対象

【歯学部】総合型選抜（AO）、総合型選抜、一般選抜、一般選抜（共通テストプラス方式）、大学入学共通テスト利用
選抜対象

  【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】総合型選抜（スポーツ・文化活動、企業推
薦、生涯学習型社会人）、学校推薦型選抜（指定校、全国商業高等学校長協会、公募制、沖縄特別奨学生）および外
国人留学生特別入学試験対象

※出願締切日は23：00までに完了してください。

み
込
申
お

い
払
支
お

願
出

2021年度  明海大学  入学検定料支払方法のご案内
下記のコンビニ端末にてお支払いください（インターネット不要）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の
「収納証明書」部分を切り取り、
写真票の裏面に貼付して郵送してください。

貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【操作などのお問合わせ先】　学び･教育サポートセンター  https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

▼
　　　　　　　　　 をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券」を発券ください。

http://www.sej.co.jp

明海大学

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の「学び・教育」よりお申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」にある「マルチコピー機」へ。

端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi）が出力されますので、
30分以内にレジにてお支払いください。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

払込手数料
（税別）

入学検定料が5万円未満 400円
入学検定料が5万円以上 600円

①コンビニのレジでお支払いください。

「取扱明細書」（マルチコピー機）または「取扱明細書兼領収書」（Loppi）。
②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。 レシート取扱明細書兼領収書

チケット形式

http://www.lawson.co.jp http://www.ministop.co.jp

TOP画面の「各種サービスメニュー」よりお申込みください。

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある「Loppi」へ。

学び･教育･各種検定試験

「各種申込（学び）」を含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

マルチコピー機
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.

出願書類の準備と入学検定料の納入が完了後、本学所定の封筒に必要事項を記入し、出願書類一式を封入してくだ
さい。出願に使用する封筒は、志願する学部によって異なります。（封筒に記載された宛先が異なっています。）
　・　外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部　⇒　ピンク色封筒（浦安キャンパス宛て）
　・　歯学部　⇒　クリーム色封筒（坂戸キャンパス宛て）
2. インターネット出願の場合は、印刷した送付先（各キャンパス宛て）を角2サイズの任意の封筒に貼付し、出願書
類一式を封入してください。
3. 出願は郵送（特定記録・速達）に限ります。なお、出願書類を郵送した際の引き受けの記録（受領証）は、受験票
が手元に届くまで大切に保管してください。
4. 出願書類に記入漏れや記入誤り等の不備や不足があった場合、発行日が指定された期間を超過した書類が提出され
た場合等については、出願書類は受理できません。
5. 出願書類受理後の志願学科・受験会場の追加および変更、試験日の追加等は認めません。
6. 出願された書類は原則として返却しません。海外の教育制度等により一度しか発行されない書類を提出する場合は、
事前に各キャンパス入試事務室にお問い合わせください。
7.

■受験票について■

元に届いたら、記載内容を確認してください。

■受験会場の下見について■
　自宅等から受験会場までの経路、所要時間等の確認は必要に応じて各自で行ってください。ただし、試験前日の受験
会場内の見学はできません。特に、本学施設以外の学外試験会場の下見は、交通経路および所要時間の確認のみとして
ください。

■試験日当日の注意事項■　※試験日までに必ずお読みください。

により遅刻する場合は、速やかに受験票に記載された電話番号に連絡してください。
　　また、自然災害・事故等の不測の事態により、入学試験日程の変更等の緊急措置をとる場合があります。入学試験
をはじめ大学の情報は、本学公式ホームページ（https://www.meikai.ac.jp）でお知らせしていますので、必ず確
認してください。

者等付添者も試験会場へ立ち入ることはできません。なお、本学駐車場および駐輪場は使用できません。

　出願学科および志願状況等により、出願処理にかかる日数が異なります。受験票は各入学試験の願書受付期間終了
後に順次発送します。試験日の2日前になっても受験票が手元に届かない場合、届いた受験票を汚損、破損、紛失し
た場合は、速やかに出願先の入試事務室に連絡してください。ただし、浦安キャンパスの大学入学共通テスト利用選
抜では、受験票は発送しません。本学公式ホームページから受験番号を確認してください。
　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

　出願書類は出願最終日の17時（出願最終日が土曜日の場合は13時）までに、本学に届くよう郵送してください。
出願最終日の17時（または13時）以降に届いた出願書類については受け付けません。また、窓口に持参する場合
も、出願最終日の17時（または13時）までとします。

　試験開始から30分以上遅刻した場合は、受験できません。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学部の総合型選抜
（AO）「英語」および「思考力・判断力テスト」については、20分以上遅刻した場合は、受験できません。
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.

出願書類の準備と入学検定料の納入が完了後、本学所定の封筒に必要事項を記入し、出願書類一式を封入してくだ
さい。出願に使用する封筒は、志願する学部によって異なります。（封筒に記載された宛先が異なっています。）
　・　外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部　⇒　ピンク色封筒（浦安キャンパス宛て）
　・　歯学部　⇒　クリーム色封筒（坂戸キャンパス宛て）
2. インターネット出願の場合は、印刷した送付先（各キャンパス宛て）を角2サイズの任意の封筒に貼付し、出願書
類一式を封入してください。
3. 出願は郵送（特定記録・速達）に限ります。なお、出願書類を郵送した際の引き受けの記録（受領証）は、受験票
が手元に届くまで大切に保管してください。
4. 出願書類に記入漏れや記入誤り等の不備や不足があった場合、発行日が指定された期間を超過した書類が提出され
た場合等については、出願書類は受理できません。
5. 出願書類受理後の志願学科・受験会場の追加および変更、試験日の追加等は認めません。
6. 出願された書類は原則として返却しません。海外の教育制度等により一度しか発行されない書類を提出する場合は、
事前に各キャンパス入試事務室にお問い合わせください。
7.

■受験票について■

元に届いたら、記載内容を確認してください。

■受験会場の下見について■
　自宅等から受験会場までの経路、所要時間等の確認は必要に応じて各自で行ってください。ただし、試験前日の受験
会場内の見学はできません。特に、本学施設以外の学外試験会場の下見は、交通経路および所要時間の確認のみとして
ください。

■試験日当日の注意事項■　※試験日までに必ずお読みください。

により遅刻する場合は、速やかに受験票に記載された電話番号に連絡してください。
　　また、自然災害・事故等の不測の事態により、入学試験日程の変更等の緊急措置をとる場合があります。入学試験
をはじめ大学の情報は、本学公式ホームページ（https://www.meikai.ac.jp）でお知らせしていますので、必ず確
認してください。

者等付添者も試験会場へ立ち入ることはできません。なお、本学駐車場および駐輪場は使用できません。

　出願学科および志願状況等により、出願処理にかかる日数が異なります。受験票は各入学試験の願書受付期間終了
後に順次発送します。試験日の2日前になっても受験票が手元に届かない場合、届いた受験票を汚損、破損、紛失し
た場合は、速やかに出願先の入試事務室に連絡してください。ただし、浦安キャンパスの大学入学共通テスト利用選
抜では、受験票は発送しません。本学公式ホームページから受験番号を確認してください。
　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

　出願書類は出願最終日の17時（出願最終日が土曜日の場合は13時）までに、本学に届くよう郵送してください。
出願最終日の17時（または13時）以降に届いた出願書類については受け付けません。また、窓口に持参する場合
も、出願最終日の17時（または13時）までとします。

　試験開始から30分以上遅刻した場合は、受験できません。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学部の総合型選抜
（AO）「英語」および「思考力・判断力テスト」については、20分以上遅刻した場合は、受験できません。

付時計、電算機に類する機能を備えた時計、携帯電話、スマートフォン等の電子機器類および音の出る機器を時計代
わりに使用することは認めません。

■入学手続上の注意■

の期限までに入学手続が完了しない場合は、入学の意思がないものとみなします。

確認してください。

しては保証人が必要となります。詳細については、入学手続案内書で確認してください。

 8 .  試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行いますので、各自、上着等を持参してください。
 9 .  試験（面接）が終了するまでは、特別な事情がない限り、試験室（面接室）から退出できません。
10.  面接は、受験番号順に実施されるとは限りません。面接順の疑義には、一切応じません。
11.  試験が午後まで実施される場合は、各自の判断により昼食を持参してください。学内および学外の飲食店や売店は

試験日や時間帯によっては利用できない場合があります。
12.  その他、試験会場内では監督者および係員の指示に従ってください。監督者および係員の指示に従わない場合は不

正行為とみなし、試験会場から退出させることがあります。
13.  試験終了後は速やかに試験会場から退出してください。同行者等との待ち合わせ等は、学外で行ってください。
14. 試験日当日に、試験会場や最寄り駅の周辺で物品の販売、チラシ・パンフレットの配布等を行う者がいても、本学

とは一切関係がありません。事故等が生じた場合、本学では一切の責任を負いませんので、注意してください。
15.  学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ、はしか、新型コロナウイルス等）にかかり、

治癒等による出席停止の期間が経過していない場合、他の受験生等への感染のおそれがありますので、試験を受験する
ことはできません。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りで
はありません。

　　なお、追試等の特別措置および入学検定料の返還については決定次第、本学公式ホームページで公表します。

①　受験票（持参できなかった場合は、係員に速やかに申し出てください。）
②　筆記用具

　筆記試験が実施される入学試験においては、解答方法がマークシートの場合がありますので、鉛筆（HBま
たはB）とプラスチック消しゴムを持参してください。マークシートの解答用紙にシャープペンで記入した場
合、解答を正しく読みとれない場合がありますので使用できません。なお、下敷き、色鉛筆、電卓付時計等の
電算機類、デジタルカメラ付時計、スマートフォン、携帯電話、ウェアラブル端末および辞書機能付の機器類
等の使用は一切認めません。

③　マスク
　発熱、咳等の症状の有無にかかわらず、試験場内では、昼食時を除きマスクを必ず着用してください。

④　その他、本学から携行を指示されたもの

1.　合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。合
格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、学校推薦型選抜の場合、推薦を受けた学校等へ合
否結果を通知します。詳細は、各入学試験のページを参照してください。

2.　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページにお
いても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してください。
20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
3.　合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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■学費等納付金（2021年度入学生）■
（単位：円）

納入時期
費目

外国語学部／経済学部／
不動産学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科
保健医療学部

ホスピタリティ・ツーリズムメジャー グローバル・マネジメントメジャー
入学手続時
（2年次以降は4月） 10月 入学手続時

（2年次以降は4月） 10月 入学手続時
（2年次以降は4月） 10月 入学手続時

（2年次以降は4月） 10月

金
付
納
度
年
初
費
学

入学金 ─ ─ ─ ─
授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸

教育後援会費 ─ ─ ─ ─
学友会費 ─ ─ ─ ─

同窓会入会金 ─ ─ ─ ─
学生教育研究
災害傷害保険料 ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

2

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

3

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

4

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─
計②

計（①＋②）
年 額 計
4年間総額

　（1）　上表は、入学年度から4年間について記したものです。
　（2）　同窓会入会金は、入学手続時に本学同窓会の準会員資格を得るために10,000円を納入、入学後4年目の10月

に終身会員になるための30,000円を納入していただきます。
　（3）　本学は、学生教育研究災害傷害保険の賛助会員となっており、学生は入学時に自動加入となります。詳細に

ついては、合格通知書に同封される資料をご確認ください。
　（4）　本学別科日本語研修課程を修了した者は、入学金（230,000円）を免除します。
　（5）　保健医療学部の教材および実験・実習のための指定器具材料費等は含まれておりません。
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■学費等納付金（2021年度入学生）■
（単位：円）

納入時期
費目

外国語学部／経済学部／
不動産学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科
保健医療学部

ホスピタリティ・ツーリズムメジャー グローバル・マネジメントメジャー
入学手続時
（2年次以降は4月） 10月 入学手続時

（2年次以降は4月） 10月 入学手続時
（2年次以降は4月） 10月 入学手続時

（2年次以降は4月） 10月

金
付
納
度
年
初
費
学

入学金 ─ ─ ─ ─
授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸

教育後援会費 ─ ─ ─ ─
学友会費 ─ ─ ─ ─

同窓会入会金 ─ ─ ─ ─
学生教育研究
災害傷害保険料 ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

2

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

3

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

計② ─ ─ ─ ─
計（①＋②）
年 額 計

4

次
年

費
学

授業料
施設維持費
教育充実費 ─ ─
計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─ ─ ─ ─

学友会費 ─ ─ ─ ─
同窓会入会金 ─ ─ ─ ─
計②

計（①＋②）
年 額 計
4年間総額

　（1）　上表は、入学年度から4年間について記したものです。
　（2）　同窓会入会金は、入学手続時に本学同窓会の準会員資格を得るために10,000円を納入、入学後4年目の10月

に終身会員になるための30,000円を納入していただきます。
　（3）　本学は、学生教育研究災害傷害保険の賛助会員となっており、学生は入学時に自動加入となります。詳細に

ついては、合格通知書に同封される資料をご確認ください。
　（4）　本学別科日本語研修課程を修了した者は、入学金（230,000円）を免除します。
　（5）　保健医療学部の教材および実験・実習のための指定器具材料費等は含まれておりません。

（単位：円）
納入時期

費目
入学手続時

（2年次以降は4月） 10月

金
付
納
度
年
初 費

学

入学金 ─
授業料

教育充実費
施設維持費

計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─

学生会入会金 ─
学生会費 ─

計② ─
計（①＋②）
年 額 計

2

6

）
年
各
（次
年

費
学

授業料
教育充実費
施設維持費

計①

等
費
会
諸 教育後援会費 ─

学生会費 ─
同窓会費 ─

計②
計（①＋②）
年 額 計
6年間総額

1．入学を許可された者が、2021年3月31日までに出願資格に係る高等学校等を卒業できない場合または高等学校卒業
程度認定試験に合格できない場合等、入学資格を満たすことができない場合は、入学許可を取り消します。

2．入学許可後、2021年3月31日までに、入学を許可された者が事件・事故の当事者となる等、本学学生としてふさわ
しくないと判断される場合、本学に提出した書類に虚偽の事実が発覚した場合は、入学許可を取り消します。

（3）     教材および実験・実習のための指定器具材料費（おおよそ6年間で180万円程度：2019年度実績）等は含まれ
ておりません。

　都合により入学を辞退する場合は、2021年3月25日（木）17時までに本学学長宛ての文書（受験番号、入試区分、
学部・学科、本人住所・氏名・押印、保証人住所・氏名・押印、返還先銀行・支店名・預金種目・口座番号・名義人
等および辞退理由を明記のこと）に入学許可書を添付し、各キャンパス入試事務室に申し出た場合は（郵送可）、納
入済みの「学費等納付金」のうち入学金以外を返還します。
　なお、返還には文書受付後3週間ほどの日数がかかります。
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　入学準備学習は、大学での学修がスムーズに行えるように、入学手続完了後から本学に入学するまでの期間に実施さ
れます。課題は、大学における学修に必要な基礎的な力を身につけるとともに、各学科のカリキュラムにより親しみが
持てるように、本学の教員が作成しています。

します。
　大学訪問日が実施される土曜日に在籍する高等学校等の授業や行事が実施される場合は、授業・行事を優先してく
ださい。その際は、事前に各学科の担当教員に連絡し、指示を仰いでください。
　なお、理由なく入学準備学習を怠った場合や担当教員の指導に従わなかった場合、合格を取り消すことがあります。

　課題は全学科とも、大学から無料で送付されます。ただし、学科により市販のテキストや書籍を課題として使用す

　また、大学訪問日に本学各キャンパスへ来学する際の、往復の交通費は自己負担となります。特に、大学訪問日の
来学に際して宿泊が伴う場合は、保護者と相談の上、大学訪問日の参加について判断してください。

　入学準備学習は以下の入学者選抜試験に合格し、入学手続を完了した者（入学手続期限までに学費等納付金を納付
し、入学手続書類を提出した者）が対象となります。
【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】
　・総合型選抜（AO）（Ⅵ期を除く。）
　・学校推薦型選抜（指定校）
　・学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）
　・学校推薦型選抜（公募制）
　・学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）
　・総合型選抜（企業推薦）（B日程を除く。）
　・総合型選抜（スポーツ・文化活動）（C日程を除く。）
　・外国人留学生特別入学試験（C方式を除く。）
　※上記以外の入学試験でも実施される場合があります。
【歯学部】
　・総合型選抜（AO）
　・学校推薦型選抜（指定校）
　・総合型選抜（Ⅰ期）

　課題は、各入学者選抜試験の入学手続期限日から、約1週間後に送付されます。封入物をよく読み、各自で課題に取
り組んでください。また、決められた期日までに取り組んだ課題は、各学科の定める方法により指導を行います。課
題の取り組みが有意義なものとなるよう、同封される要項で提出方法、期限等を確認してください。
　なお、合格通知書類とは別の宛先へ課題の送付を希望する場合は、入学手続後、速やかに連絡してください。（海外
の住所は原則として不可）

1.  入学準備学習を実施する入学者選抜試験について
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　入学準備学習は、大学での学修がスムーズに行えるように、入学手続完了後から本学に入学するまでの期間に実施さ
れます。課題は、大学における学修に必要な基礎的な力を身につけるとともに、各学科のカリキュラムにより親しみが
持てるように、本学の教員が作成しています。

します。
　大学訪問日が実施される土曜日に在籍する高等学校等の授業や行事が実施される場合は、授業・行事を優先してく
ださい。その際は、事前に各学科の担当教員に連絡し、指示を仰いでください。
　なお、理由なく入学準備学習を怠った場合や担当教員の指導に従わなかった場合、合格を取り消すことがあります。

　課題は全学科とも、大学から無料で送付されます。ただし、学科により市販のテキストや書籍を課題として使用す

　また、大学訪問日に本学各キャンパスへ来学する際の、往復の交通費は自己負担となります。特に、大学訪問日の
来学に際して宿泊が伴う場合は、保護者と相談の上、大学訪問日の参加について判断してください。

　入学準備学習は以下の入学者選抜試験に合格し、入学手続を完了した者（入学手続期限までに学費等納付金を納付
し、入学手続書類を提出した者）が対象となります。
【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部】
　・総合型選抜（AO）（Ⅵ期を除く。）
　・学校推薦型選抜（指定校）
　・学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）
　・学校推薦型選抜（公募制）
　・学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）
　・総合型選抜（企業推薦）（B日程を除く。）
　・総合型選抜（スポーツ・文化活動）（C日程を除く。）
　・外国人留学生特別入学試験（C方式を除く。）
　※上記以外の入学試験でも実施される場合があります。
【歯学部】
　・総合型選抜（AO）
　・学校推薦型選抜（指定校）
　・総合型選抜（Ⅰ期）

　課題は、各入学者選抜試験の入学手続期限日から、約1週間後に送付されます。封入物をよく読み、各自で課題に取
り組んでください。また、決められた期日までに取り組んだ課題は、各学科の定める方法により指導を行います。課
題の取り組みが有意義なものとなるよう、同封される要項で提出方法、期限等を確認してください。
　なお、合格通知書類とは別の宛先へ課題の送付を希望する場合は、入学手続後、速やかに連絡してください。（海外
の住所は原則として不可）

1.  入学準備学習を実施する入学者選抜試験について

■本学入学時の奨学支援■
　本学では、本学で学ぶ意思のあるすべての学生に対し、さまざまな面から経済的に支援する制度を設けています。

　 本学が指定する語学および簿記等の資格を入学前の３月末までに取得した者を対象に、入学年度の授業料を減免す
る奨学制度です。本奨学制度への申請は出願時から入学後の４月まで可能ですので、入学手続を完了した方にも受給
のチャンスが広がります。

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除 入学年度の授業料を半額免除

外国語学部日本語学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC®
L&R720点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、
GTEC 1260点以上、IELTS 5.5以上、日本
語検定2級以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC® L&R550点
以上、TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC
1050点以上、IELTS 4.0以上、日本語検定3
級または準2級のいずれかを取得した者

外国語学部英米語学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

保健医療学部口腔保健学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC® L&R720点
以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC 1260点以
上、IELTS 5.5以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC® L&R550点以上、
TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC 1050点以上、
IELTS 4.0以上のいずれかを取得した者

外国語学部中国語学科 中国語検定試験3級以上または漢語水
平考試（HSK）5級以上を取得した者

中国語検定試験4級または漢語水平考
試（HSK）4級を取得した者

経済学部経済学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC® L&R720
点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC 1260
点以上、IELTS 5.5以上、日商簿記検定試験1
級、経済学検定試験（EREミクロ・マクロ含む。）
A以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC® L&R550点以
上、TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC 1050点以
上、IELTS 4.0以上、日商簿記検定試験2級、
経済学検定試験（EREミクロ・マクロ含む。）B
またはB+のいずれかを取得した者

不動産学部不動産学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC® L&R720
点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC 1260
点以上、IELTS 5.5以上、日商簿記検定試験1
級、宅地建物取引士資格試験（旧宅地建物取引主
任者試験）のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC®
L&R550点以上、TOEFL（iBT）®57点
以上、GTEC 1050点以上、IELTS 4.0
以上、日商簿記検定試験2級のいずれ
かを取得した者

　　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

①　出願時に給付条件となる資格を取得済みの場合
　　出願書類送付の際に、当該資格の証明書類（原本）を同封してください。外国籍の方は、在留資格等が記載
された住民票を併せて提出してください。合格した場合、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　入学手続を完了した後に該当の資格を取得した場合
　　合格通知書に同封する書類で、入学手続後の申請方法等についてお知らせします。
③　各資格の証明書類は以下のとおりとします。証明書類は後日、返却します。

・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEIC® Official Score Certificate（公式認定証）
・TOEFL® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
・日本語検定 認定証または認定証明書
・中国語検定試験 合否通知または有効期限内の合格証明書

　以下の入学試験に合格した者、または入学手続を完了した者が対象となります。
　・総合型選抜（AO）（全日程）
　・総合型選抜（スポーツ・文化活動）（全日程）
　・学校推薦型選抜（指定校）
　・学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）
　・学校推薦型選抜（公募制）
　・学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）
　・総合型選抜（企業推薦）（全日程）
　・総合型選抜（生涯学習型社会人）（全日程）
　・一般選抜（全日程）
　・大学入学共通テスト利用選抜（全日程）
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・漢語水平考試（HSK） 成績表または成績証明書
・日商簿記検定試験 合格証書または合格証明書
・経済学検定試験（EREミクロ・マクロ含む。） 成績証明書
・宅地建物取引士資格試験（宅地建物取引主任者試験） 合格証書

①　本奨学制度は、在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。

．入学試験の成績上位者を対象とする奨学金

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除 入学年度の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部
ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM・GMM）
保健医療学部口腔保健学科

各選抜の各日程の成績が、当該学科の
合格者の上位10％に該当し、かつ、取
得点率が80％以上の者

各選抜の各日程の成績が、当該学科の
合格者の上位15％に該当し、かつ、取
得点率が70％以上の者

　　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

①　本奨学制度は、ホスピタリティ・ツーリズム学部を除く在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。

同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、本
奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。

本制度は、本学の建学の精神「国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす」に基づき、スポーツで顕著
な実績を有し、かつ相当の学業成績がある者を明海大学スポーツ奨励奨学生として受け入れ、授業料を減免する方法
で奨学金を給付して経済的な支援を行い、スポーツ活動を奨励することにより、有為な人材の育成を図ることを目的
として創設されました。

対象入試 4年間の授業料を全額免除 4年間の授業料を半額免除

総合型選抜（スポーツ・文化活動）

全国高等学校総合体育大会または国民
体育大会等の団体戦若しくは個人戦に
出場した者（全国大会に出場した者と
同等の能力があると体育会会長が認め
た者を含む。）で、体育会所属クラブご
とに定める基準を満たした者
※他にも諸条件あり

県大会または地域大会等の団体戦若し
くは個人戦に出場した者（県大会また
は地域大会等に出場した者と同等の能
力があると体育会会長が認めた者を含
む。）で、体育会所属クラブごとに定め
る基準を満たした者
※他にも諸条件あり

原則として、サッカー・ヨット・空手道・女子硬式庭球・陸上競技・女子バレーボールの６種目が対象となりま
す。

①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として４年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

　一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の成績上位者を対象とし、入学年度の授業料を減免する奨学制度です。

対象入試と給付条件（詳細は別冊「2021年度明海大学総合型選抜（スポーツ・文化活動）要項」でご確認ください。）
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・漢語水平考試（HSK） 成績表または成績証明書
・日商簿記検定試験 合格証書または合格証明書
・経済学検定試験（EREミクロ・マクロ含む。） 成績証明書
・宅地建物取引士資格試験（宅地建物取引主任者試験） 合格証書

①　本奨学制度は、在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。

．入学試験の成績上位者を対象とする奨学金

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除 入学年度の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部
ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM・GMM）

保健医療学部口腔保健学科

各選抜の各日程の成績が、当該学科の
合格者の上位10％に該当し、かつ、取
得点率が80％以上の者

各選抜の各日程の成績が、当該学科の
合格者の上位15％に該当し、かつ、取
得点率が70％以上の者

　　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

①　本奨学制度は、ホスピタリティ・ツーリズム学部を除く在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。

同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、本
奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。

本制度は、本学の建学の精神「国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす」に基づき、スポーツで顕著
な実績を有し、かつ相当の学業成績がある者を明海大学スポーツ奨励奨学生として受け入れ、授業料を減免する方法
で奨学金を給付して経済的な支援を行い、スポーツ活動を奨励することにより、有為な人材の育成を図ることを目的
として創設されました。

対象入試 4年間の授業料を全額免除 4年間の授業料を半額免除

総合型選抜（スポーツ・文化活動）

全国高等学校総合体育大会または国民
体育大会等の団体戦若しくは個人戦に
出場した者（全国大会に出場した者と
同等の能力があると体育会会長が認め
た者を含む。）で、体育会所属クラブご
とに定める基準を満たした者
※他にも諸条件あり

県大会または地域大会等の団体戦若し
くは個人戦に出場した者（県大会また
は地域大会等に出場した者と同等の能
力があると体育会会長が認めた者を含
む。）で、体育会所属クラブごとに定め
る基準を満たした者
※他にも諸条件あり

原則として、サッカー・ヨット・空手道・女子硬式庭球・陸上競技・女子バレーボールの６種目が対象となりま
す。

①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として４年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

　一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の成績上位者を対象とし、入学年度の授業料を減免する奨学制度です。

対象入試と給付条件（詳細は別冊「2021年度明海大学総合型選抜（スポーツ・文化活動）要項」でご確認ください。）

4. 沖縄特別奨学金
　本制度は、外国語分野や観光分野で我が国の将来を担う意欲のある沖縄県の高校生を対象とし、4年間の授業料を
減免する奨学制度です。
（1）対象学部・学科と給付内容等

対象学部・学科 対象入試 給付内容
外国語学部　
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生） 4年間の授業料を半額免除

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー
（2）その他

①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　前記1の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」を出願時に申請した者で、本奨学制度の条件を
同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、本
奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

5. 社会人特別奨学金
　本制度は、高い学修意欲と問題意識を持つ社会人等の就学機会確保を目的とし、4年間の授業料を減免する奨学制
度です。
（1）対象学部・学科と給付内容等

対象学部・学科 対象入試 給付内容

総合型選抜（生涯学習型社会人） 4年間の授業料を半額免除

（2）その他
①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　前記1の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」を出願時に申請した者で、本奨学制度の条件を
同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、本
奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

6. 歯科衛生士育成特別奨学金
　本制度は、歯科衛生士として歯科医療または保健衛生を通じて地域社会の健康増進に貢献する人材育成を目的とし、
4年間の授業料を減免する奨学制度です。
（1）対象学部・学科と給付内容等

対象学部・学科 対象入試 給付内容

保健医療学部口腔保健学科

総合型選抜（AO）
学校推薦型選抜（指定校）
一般選抜（全日程）
大学入学共通テスト利用選抜（全日程）

4年間の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
保健医療学部口腔保健学科
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（2）対象者
次の条件をすべて満たす者が対象となります。
①　2021年3月卒業見込みの者
②　本学保健医療学部口腔保健学科を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概の
ある者
③　充実した高校生活を過ごしたと認められる者
④　本学が指定する高等学校に在籍し、学校長の推薦が得られる者
⑤　対象入学試験により合格した者

（3）その他
①　申請方法等の詳細については、合格通知書に同封する書類でお知らせします。
②　前記の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」または「入学試験の成績上位者を対象とする奨学
金」の対象者で、本奨学制度の条件を同時に満たす場合は、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象と
します。なお、減免額が同じ場合は、本奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

7. 外国人留学生対象　学修奨励奨学金
　本制度は、高い学修意欲を持つ外国人留学生の経済的支援を目的とし、入学年度の授業料を減免する奨学制度です。
本奨学制度への申請は出願時から入学後の4月まで可能ですので、入学手続を完了した方にも受給のチャンスが広が
ります。
（1）対象学部・学科と給付条件等

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

日本語能力試験N1を取得した者

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー
（2）対象入学試験
　　外国人留学生特別入学試験（全方式）
（3）申請方法と給付決定通知

①　出願時に日本語能力試験N1に合格している場合
　　出願書類送付の際に、日本語能力試験N1合格証明書（原本）を同封してください。合格した場合、合格通
知書に給付決定通知書を同封します。
②　入学手続を完了した後に、日本語能力試験N1に合格した場合
　　合格通知書に同封する書類で、入学手続後の申請方法等についてお知らせします。

（4）その他
　　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。



23

入
学
試
験

共
通
事
項

（2）対象者
次の条件をすべて満たす者が対象となります。
①　2021年3月卒業見込みの者
②　本学保健医療学部口腔保健学科を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概の
ある者
③　充実した高校生活を過ごしたと認められる者
④　本学が指定する高等学校に在籍し、学校長の推薦が得られる者
⑤　対象入学試験により合格した者

（3）その他
①　申請方法等の詳細については、合格通知書に同封する書類でお知らせします。
②　前記の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」または「入学試験の成績上位者を対象とする奨学
金」の対象者で、本奨学制度の条件を同時に満たす場合は、減免額の高い条件を満たす奨学制度の給付対象と
します。なお、減免額が同じ場合は、本奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止または取り消しを行います。

7. 外国人留学生対象　学修奨励奨学金
　本制度は、高い学修意欲を持つ外国人留学生の経済的支援を目的とし、入学年度の授業料を減免する奨学制度です。
本奨学制度への申請は出願時から入学後の4月まで可能ですので、入学手続を完了した方にも受給のチャンスが広が
ります。
（1）対象学部・学科と給付条件等

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

日本語能力試験N1を取得した者

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー
（2）対象入学試験
　　外国人留学生特別入学試験（全方式）
（3）申請方法と給付決定通知

①　出願時に日本語能力試験N1に合格している場合
　　出願書類送付の際に、日本語能力試験N1合格証明書（原本）を同封してください。合格した場合、合格通
知書に給付決定通知書を同封します。
②　入学手続を完了した後に、日本語能力試験N1に合格した場合
　　合格通知書に同封する書類で、入学手続後の申請方法等についてお知らせします。

（4）その他
　　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。

■本学入学後の奨学支援■
　本学では、入学後も皆さんの努力と成果を支援するため、入学後の学生を対象とした奨学制度を設けています。

は、前年度の学業成績により以下の授業料の減免を行います。対象学部・学科および給付条件等は、以下のとおりです。
対象学部・学科 当該年次の授業料を全額免除 当該年次の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部

ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM・GMM）
保健医療学部口腔保健学科

前年度の学業成績が一定の条件を満た
し、かつ、当該学科・年次の上位2％以内
の者

前年度の学業成績が一定の条件を満た
し、かつ、当該学科・年次の上位5％以内
の者

　※　その他、給付条件があります。詳細については、入学後にご確認ください。
　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

2．明海大学資格取得奨励奨学金（対象学部：外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部、保健医療学部）
在学中に本学オープンカレッジにおいて開講する講座のうち、本学が指定する資格試験対策講座を受講し、所定の

資格を取得した学生に対し、受講した指定講座の受講料相当額を給付する制度です。
【奨学金給付対象となる資格試験等】
　・日本語検定2級・3級 ・実用英語技能検定1級・準1級・2級
　・中国語検定3級・4級 ・経済学検定試験（ERE、EREミクロ・マクロ）B
　・日商簿記検定2級 ・宅地建物取引士
　・TOEIC® L&R800+・700+・600+・500+ ・総合旅行業務取扱管理者
　・秘書技能検定2級
※　日本語検定3級については、外国人留学生特別入学試験により入学した者を対象とします。
※　本学入学前に取得した資格試験は対象となりません。また、給付に際しては諸条件があります。
※　対象となる資格試験は変更になる場合があります。

設施、料業授、に合場たっ行をれ入借らか等関機融金にめたるす付納を金付納生学の生学学本、が者担負費学
維持費および教育充実費相当額の支払利息額をその額を限度として奨学金を給付する制度です。詳細については、
以下に問い合わせてください。

（1）歯学部教育後援会奨学金（2年次より申請可能）
　経済的理由により修学困難な者に対して無利子の奨学金を貸与します。詳細については、歯学部学事課（電話　
049-279-2711）に問い合わせてください。
　・貸与額：普通貸与：360,000円（月額30,000円）、継続貸与：①360,000円（月額30,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ②600,000円（月額50,000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※貸与2年次以降選択可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ①②のいずれかを選択する。
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■外国人留学生を対象とした奨学制度■

学業成績および人物がともに優秀であり、在留資格が「留学」である私費外国人留学生で、経済的諸事情により修

目的としています。

対象にはなりません。

■学外の奨学制度■
　日本学生支援機構奨学金や地方公共団体等による各種奨学金制度があります。学業成績および人物ともに優秀である
にもかかわらず、経済的理由により学業を継続することが困難で、各奨学制度の基準に当てはまる者に対して、奨学金
が貸与または給付されます。

ア　奨学金の種類と貸与月額

種別

第一種（無利息）
自宅通学者 自宅外通学者

円または 円､

第二種（利息付）

※　第一種奨学金申込時における家計支持者の年収が一定額以上の方は、各区分の最高月額を選択できません。
※　第一種奨学金と第二種奨学金を併用することもできます。（家計基準による）

イ　貸与期間
日本学生支援機構が認めた貸与始期から在学する学校の修業年限の終期まで

ウ　募集期間

応急採用等の制度もあります。
（2）給付奨学金・授業料等減免
　意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのないよう、返還義務のない奨学金を支給する制
度です。
　世帯の所得金額に基づく区分（第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分）に応じて支給金額が異なります。給付奨学金対
象者は、授業料等減免の手続を行うことで、授業料等減免を同時に受けることができます。
　制度の概要は独立行政法人日本学生支援機構ホームページを、申込み方法等の採用に関する詳細は、在籍する高
等学校へご確認ください。

区分
支援対象者

第Ⅰ区分
住民税非課税世帯の学生

38,300円
（42,500円）

25,600円
（28,400円）

12,800円
（14,200円）

75,800円

50,600円

25,300円

授業料減免上限額の70万円
入学金20万円（新入生）

第Ⅰ区分の減免額の2/3

第Ⅰ区分の減免額の1/3

第Ⅱ区分
住民税非課税世帯に準ずる
世帯の学生

第Ⅲ区分
住民税非課税世帯に準ずる
世帯の学生

自宅通学者 自宅外通学者

給付月額 給付月額
授業料等減免

（　）の金額は、生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人になります。

基本貸与額（月額）　〔2020年度〕（予定）
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■外国人留学生を対象とした奨学制度■

学業成績および人物がともに優秀であり、在留資格が「留学」である私費外国人留学生で、経済的諸事情により修

目的としています。

対象にはなりません。

■学外の奨学制度■
　日本学生支援機構奨学金や地方公共団体等による各種奨学金制度があります。学業成績および人物ともに優秀である
にもかかわらず、経済的理由により学業を継続することが困難で、各奨学制度の基準に当てはまる者に対して、奨学金
が貸与または給付されます。

ア　奨学金の種類と貸与月額

種別

第一種（無利息）
自宅通学者 自宅外通学者

円または 円､

第二種（利息付）

※　第一種奨学金申込時における家計支持者の年収が一定額以上の方は、各区分の最高月額を選択できません。
※　第一種奨学金と第二種奨学金を併用することもできます。（家計基準による）

イ　貸与期間
日本学生支援機構が認めた貸与始期から在学する学校の修業年限の終期まで

ウ　募集期間

応急採用等の制度もあります。
（2）給付奨学金・授業料等減免
　意欲と能力のある若者が経済的理由により進学を断念することのないよう、返還義務のない奨学金を支給する制
度です。
　世帯の所得金額に基づく区分（第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分）に応じて支給金額が異なります。給付奨学金対
象者は、授業料等減免の手続を行うことで、授業料等減免を同時に受けることができます。
　制度の概要は独立行政法人日本学生支援機構ホームページを、申込み方法等の採用に関する詳細は、在籍する高
等学校へご確認ください。

区分
支援対象者

第Ⅰ区分
住民税非課税世帯の学生

38,300円
（42,500円）

25,600円
（28,400円）

12,800円
（14,200円）

75,800円

50,600円

25,300円

授業料減免上限額の70万円
入学金20万円（新入生）

第Ⅰ区分の減免額の2/3

第Ⅰ区分の減免額の1/3

第Ⅱ区分
住民税非課税世帯に準ずる
世帯の学生

第Ⅲ区分
住民税非課税世帯に準ずる
世帯の学生

自宅通学者 自宅外通学者

給付月額 給付月額
授業料等減免

（　）の金額は、生活保護世帯で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人になります。

基本貸与額（月額）　〔2020年度〕（予定）

■その他
各奨学金の学力基準、家計基準等の詳細は、独立行政法人日本学生支援機構のホームページ（https://www.jasso.go.jp）

でご確認ください。
　※　詳細については、以下にお問い合わせください。

　地方公共団体・民間奨学団体ごとに募集時期、応募要件等が異なりますので、各自でご確認ください。

■明海大学・みずほ銀行提携奨学融資制度■
　本制度は、明海大学とみずほ銀行が特別に提携し、低金利で一般の教育ローンと比べてかなり有利な条件を設定した
融資制度です。
　明海大学で学ぶ意思がありながら、経済的理由により修学を断念することがないように、在学中の経済的な不安を解
消し、勉学に専念できるように配慮した本学独自の経済支援制度です。

・　入学金を除く、学費〔授業料、施設維持費、教育充実費〕の合計金額を上限とする融資です。
まきでがとこるえ抑に限小最を払支の息利、でのすまれさ行実てし割分が資融、てせわあに期時払支の費学・

す。
・　元本の返済は* ** * **
・　明海大学学資借入支援奨学金を併給した場合、利息負担がさらに軽減されます。
* : 外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部および保健医療学部（浦安キャンパス）
** : 歯学部（坂戸キャンパス）
※　詳しくは本学公式ホームページの各キャンパス奨学融資制度をご覧ください。

　本学では、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し経済的に修学継続が困難な学生を対象に、授業料
の一部を減免（半額または1/3）することで修学の継続を支援する「修学継続支援特別授業料減免」制度を制定してい
ます。詳細は、本学公式ホームページでご確認ください。

13.  修学継続支援特別授業料減免のご案内
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外国語学部
経済学部
不動産学部
ホスピタリティ・ツーリズム学部
保健医療学部

浦 安 キ ャ ン パ ス

2021年度　入学試験等日程一覧【浦安キャンパス】
■入学試験日程

オープンキャンパスの日程は本学公式ホームページをご覧ください。　ホームページURL　 https://www.meikai.ac.jp

※　ＧＭＭ：ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバルマネジメント メジャー
※　試験科目および出願方法等の詳細については、各入学試験のページをご覧ください。
※　総合型選抜（ＡＯ）Ⅱ期は保健医療学部口腔保健学科のみ実施します。
※　保健医療学部口腔保健学科の大学入学共通テスト利用選抜は、別途面接があります。（面接日：Ａ日程 2月3日（水）、Ｂ日程 3月2日（火）、Ｃ日程 3月18日（木））
※　新型コロナウイルス感染症等に罹患した場合の追試等の特別措置および入学検定料の返還については決定次第、本学公式ホームページで公表します。

試験日 合格発表日 入学手続期限

第1次（GMM以外） 10 月 4 日（日）

第1次（GMM） 10 月 3 日（土）

第2次 書類審査 11 月 1 日（日） 11 月 19 日（木）

第1次（保健医療学部のみ） 9 月 28 日（月） ～ 10 月 9 日（金） 10 月 17 日（土） 10 月 22 日（木） -

第2次（保健医療学部のみ） 書類審査 11 月 5 日（木） 11 月 26 日（木）

第1次 10 月 5 日（月） ～ 10 月 16 日（金） 10 月 25 日（日） 10 月 29 日（木） -

第2次 書類審査 11 月 12 日（木） 12 月 3 日（木）

第1次(GMM以外) 11 月 15 日（日）

第1次(GMM) 11 月 14 日（土）

第2次 書類審査 12 月 3 日（木） 12 月 24 日（木）

第1次 11 月 16 日（月） ～ 11 月 27 日（金） 12 月 6 日（日） 12 月 10 日（木） -

第2次 書類審査 12 月 24 日（木） 1 月 14 日（木）

第1次 2 月 22 日（月） ～ 3 月 9 日（火） 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） -

第2次 書類審査 3 月 21 日（日） 3 月 25 日（木）

10 月 5 日（月） ～ 10 月 9 日（金） 10 月 25 日（日） 11 月 1 日（日） 11 月 19 日（木）

11 月 30 日（月） ～ 12 月 4 日（金） 12 月 19 日（土） 12 月 24 日（木） 1 月 14 日（木）

2 月 22 日（月） ～ 2 月 26 日（金） 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

10 月 29 日（木） ～ 11 月 11 日（水） 11 月 29 日（日） 12 月 3 日（木） 12 月 24 日（木）

2 月 22 日（月） ～ 3 月 3 日（水） 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

10 月 19 日（月） ～ 10 月 30 日（金） 11 月 7 日（土） 11 月 12 日（木） 12 月 3 日（木）

2 月 22 日（月） ～ 3 月 5 日（金） 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

全国商業高等学校長協会

2 月 1 日（月）

2 月 2 日（火）

2 月 3 日（水）

GMM第2次 2 月 15 日（月） 2 月 18 日（木）

3 月 1 日（月）

3 月 2 日（火）

GMM第2次 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

1 月 6 日（水） ～ 1 月 19 日（火） 2 月 12 日（金） 2 月 26 日（金）

2 月 8 日（月） ～ 2 月 19 日（金） 3 月 10 日（水） 3 月 22 日（月）

2 月 22 日（月） ～ 3 月 5 日（金） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

第 1 次 1 月 6 日（水） ～ 1 月 19 日（火）
1月16日（土）・17日（日）
1月30日（土）・31日（日）
（大学入学共通テスト）

1月16日（土）・17日（日）
1月30日（土）・31日（日）
（大学入学共通テスト）

1月16日（土）・17日（日）
1月30日（土）・31日（日）
（大学入学共通テスト）

2 月 12 日（金） -

第 2 次 2 月 15 日（月） 2 月 18 日（木） 2 月 26 日（金）

第 1 次 2 月 8 日（月） ～ 2 月 19 日（金） 3 月 10 日（水） -

第 2 次 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

第 1 次 2 月 22 日（月） ～ 3 月 5 日（金） 3 月 15 日（月） -

第 2 次 3 月 18 日（木） 3 月 19 日（金） 3 月 25 日（木）

GMM以外 11 月 12 日（木）

GMM第1次 -

GMM第2次 11 月 7 日（土） 11 月 12 日（木） 12 月 3 日（木）

GMM以外 1 月 14 日（木）

GMM第1次 -

GMM第2次 12 月 19 日（土） 12 月 24 日（木） 1 月 14 日（木）

GMM以外 3 月 4 日（木）

GMM第1次 -

GMM第2次 2 月 24 日（水） 2 月 26 日（金） 3 月 11 日（木）

C日程

-

外国人留学生特別入学試験

A方式
9 月 23 日（水） ～ 10 月 2 日（金） 10 月 17 日（土） 10 月 22 日（木）

-

C方式
～1 月 18 日（月） 1 月 29 日（金） 2 月 15 日（月）

12 月 10 日（木）
B方式

-

-

-

-

-

-

-

12 月 3 日（木）

2 月 12 日（金）

2 月 18 日（木）

11 月 9 日（月） ～ 11 月 20 日（金） 12 月 5 日（土）

3 月 10 日（水）

-

-

入試区分名 出願期間

総合型選抜（AO）

Ⅰ期
10 月 8 日（木）9 月 15 日（火） ～ 9 月 25 日（金）

-

10 月 26 日（月） ～ 11 月 19 日（木）

Ⅵ期

Ⅴ期

Ⅲ期

Ⅳ期
11 月 6 日（金）

Ⅱ期

-

大学入学共通テスト利用選抜
（GMM）

総合型選抜（社会人）

学校推薦型選抜

指定校

公募制

沖縄特別奨学生

A日程

B日程

C日程

B日程

A日程

A日程

-

B日程

-

全学科 2 月 19 日（金）～2 月 8 日（月）

総合型選抜
（スポーツ･文化）

A日程

B日程

C日程

3 月 22 日（月）

1月16日（土）・17日（日）※
1月30日（土）・31日（日）　
（大学入学共通テスト）

大学入学共通テスト利用選抜
（GMM以外）

一般選抜

A日程

B日程

総合型選抜（企業推薦）

12 月 24 日（木）

統一

1 月 6 日（水） 1 月 19 日（火）～
2 月 26 日（金）

-

全学科

11 月 2 日（月） 11 月 13 日（金）～ 11 月 29 日（日）

A日程

B日程
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総合型選抜（AO）

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは31ページをご覧ください。

【出願資格】

【出願条件】

日程 願書受付期間
一次選抜 二次選抜

入学手続期限試験日・試験会場 合格発表日時 小論文提出期限 合格発表日時

Ⅰ期

9月15日（火）

～

9月25日（金）
郵送必着

10月4日（日）
本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

10月 8日（木）
13：00

10月16日（金）
郵送必着

11月 1日（日）
13：00 11月19日（木）

Ⅱ期

9 月 28 日（月）

～

10 月 9 日（金）
郵送必着

10月 17日（土） 10月 22日（木）
13：00

10月30日（金）
郵送必着

11月 5 日（木）
13：00 11月 26日（木）

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

Ⅲ期

10月 5日（月）

～

10月 16日（金）
郵送必着

10月 25日（日） 10月 29日（木）
13：00

11月 6日（金）
郵送必着

11月 12日（木）
13：00 12月 3日（木）

Ⅳ期

10月 26日（月）

～

11月 6日（金）
郵送必着

11月 15日（日） 11月 19日（木）
13：00

11月 27日（金）
郵送必着

12月 3日（木）
13：00 12月 24日（木）

Ⅴ期

11月 16日（月）

～

11月 27日（金）
郵送必着

12月 6日（日） 12月 10日（木）
13：00

12月 18日（金）
郵送必着

12月 24日（木）
13：00 1月 14日（木）

Ⅵ期

2月 22日（月）

～

3月 9日（火）
郵送必着

3月 18日（木） 3月 19日（金）
13：00 出願書類に同封 3月 21日（日）

13：00 3月 25日（木）

　本入学試験は、本学のアドミッション・ポリシーに沿った多様な能力および資質を有する者を対象に、画一的な学
力による評価ではなく、多面的かつ総合的な視点により評価、選考を行う制度です。
　※　総合型選抜（AO）はインターネットでの出願のみ可能です。
　　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

※　Ⅱ期は保健医療学部口腔保健学科のみ実施します。
※　二次選抜は郵送にて実施しますので、来学の必要はありません。

（1） 高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）
見込みの者

（2） 日本国籍を有し、学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められる者および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

（ｱ） 各学科のアドミッション・ポリシー（3 ～ 6 ページを参照）を十分に理解し、本学での勉学を強く希望し、
第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者

（ｲ） 出願時に高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生から出願の承認を得た者（Ⅵ期を除く。）
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総合型選抜（AO）

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは31ページをご覧ください。

【出願資格】

【出願条件】

日程 願書受付期間
一次選抜 二次選抜

入学手続期限試験日・試験会場 合格発表日時 小論文提出期限 合格発表日時

Ⅰ期

9月15日（火）

～

9月25日（金）
郵送必着

10月4日（日）
本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

10月 8日（木）
13：00

10月16日（金）
郵送必着

11月 1日（日）
13：00 11月19日（木）

Ⅱ期

9 月 28 日（月）

～

10 月 9 日（金）
郵送必着

10月 17日（土） 10月 22日（木）
13：00

10月30日（金）
郵送必着

11月 5 日（木）
13：00 11月 26日（木）

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

本学浦安キャンパス

Ⅲ期

10月 5日（月）

～

10月 16日（金）
郵送必着

10月 25日（日） 10月 29日（木）
13：00

11月 6日（金）
郵送必着

11月 12日（木）
13：00 12月 3日（木）

Ⅳ期

10月 26日（月）

～

11月 6日（金）
郵送必着

11月 15日（日） 11月 19日（木）
13：00

11月 27日（金）
郵送必着

12月 3日（木）
13：00 12月 24日（木）

Ⅴ期

11月 16日（月）

～

11月 27日（金）
郵送必着

12月 6日（日） 12月 10日（木）
13：00

12月 18日（金）
郵送必着

12月 24日（木）
13：00 1月 14日（木）

Ⅵ期

2月 22日（月）

～

3月 9日（火）
郵送必着

3月 18日（木） 3月 19日（金）
13：00 出願書類に同封 3月 21日（日）

13：00 3月 25日（木）

　本入学試験は、本学のアドミッション・ポリシーに沿った多様な能力および資質を有する者を対象に、画一的な学
力による評価ではなく、多面的かつ総合的な視点により評価、選考を行う制度です。
　※　総合型選抜（AO）はインターネットでの出願のみ可能です。
　　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

※　Ⅱ期は保健医療学部口腔保健学科のみ実施します。
※　二次選抜は郵送にて実施しますので、来学の必要はありません。

（1） 高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）
見込みの者

（2） 日本国籍を有し、学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められる者および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

（ｱ） 各学科のアドミッション・ポリシー（3 ～ 6 ページを参照）を十分に理解し、本学での勉学を強く希望し、
第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者

（ｲ） 出願時に高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生から出願の承認を得た者（Ⅵ期を除く。）

学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点

外国語

日本語

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

保健医療 口腔保健

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

※　各学科の募集人員はⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ期の合計人数です。
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
※　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得している者は、ホスピタリ

ティ・ツーリズム メジャーにおける英語の試験を免除します。（CEFR対照表P.112参照）

（1）基礎学力確認テスト（日本語学科、英米語学科、中国語学科、経済学科、不動産学科および口腔保健学科）
　図表や小論文の資料を読み、理解し考えたことを記述する問題が出題されます。

（2）英語（ホスピタリティ・ツーリズム学科）
　英文のみで構成されており、マークシート方式で解答します。

（3）英語力診断テスト（英米語学科）
　面接に引き続き英語短文を音読し、その文章の内容について質疑応答を行います。なお、英語力診断テストの
質疑応答は英語で行う場合があります。

（4）小論文（全学科）
　出願学科のアドミッションポリシーに関連した事柄について出題され、400字以内で記述するものです。
※　二次選抜の小論文については、一次選抜合格者に論題を送付しますので郵送にて提出してください。ただし、

Ⅵ期の小論文については、選抜日程の関係上、出願書類に同封し、提出してください。

一次選抜：基礎学力確認テスト（日本語学科、英米語学科、中国語学科、経済学科、不動産学科および口腔保健学科）
または英語（ホスピタリティ・ツーリズム学科）、面接、英語力診断テスト（英米語学科）、提出書類等
の評価を総合的に判定し、一次選抜の合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科への適
性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

二次選抜：小論文（全学科）は、内容（学科への適正、主体性・協働して学ぶ態度）、構成等を段階評価し、二次選抜
の合否を判定します。また、提出期限に到着しない場合は不合格となります。

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

3．各学科募集人員および試験科目・時間割（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ期共通）

〈一次選抜〉
　 9：30～10：30　 基礎学力確認テスト（記述式、100点）

　10：30～11：00　休憩

　11：00～　　　 　 面接
 ※経済学科は志願者数に応じてグルー
 　プ面接とする場合がある。
　　　　　　　　 英語力診断テスト（英米語学科のみ実
 施、20点）

〈二次選抜〉　　 小論文　※郵送にて実施

〈一次選抜〉
　 9：30～10：05　 英語（マークシート方式、100点）
　10：05～10：30　 休憩
　10：30～　　　　 面接
〈二次選抜〉　　 小論文　※郵送にて実施

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校または専修学校
高等課程の卒業・修了（見込）者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の
修了（見込）者

調査書

内に作成・厳封したものを提出してください。
・卒業（修了）した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない

場合は、卒業証明書および成績証明書を提出してください。
日本国籍を有し外国において学校教育に
おける12年の課程（これに準ずる者を含
む。）の修了（見込）者

修了(見込)証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高

等学校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者
または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証

明書を併せて提出してください。
上記以外の者 大学入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

￥30,000

本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（Ⅵ期を除く。）実施方法等の詳

　インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に
写真を貼付してください。

　巻末様式1またはホームページからダウンロードして使用してください。
　出願申請書は志願者本人が黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に
使用した写真と同じ写真を貼付してください。高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生が出願
承認欄に記名・押印の上、提出してください。ただし、Ⅵ期を受験する者は、出願承認欄は記入不要です。

（4）英語試験免除に係る書類（ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャー該当者のみ）
　英語検定試験の証明書（原本）を提出してください。証明書の原本は後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表
・ケンブリッジ英語検定　 試験結果表
　なお、英語試験免除者には、別途、免除通知を送付します。英語試験免除者の集合時間は、10：15となりま
すので、免除通知を確認してください。

（5）その他

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の論題を郵送しま
す。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してく
ださい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校または専修学校
高等課程の卒業・修了（見込）者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の
修了（見込）者

調査書

内に作成・厳封したものを提出してください。
・卒業（修了）した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない

場合は、卒業証明書および成績証明書を提出してください。
日本国籍を有し外国において学校教育に
おける12年の課程（これに準ずる者を含
む。）の修了（見込）者

修了(見込)証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高

等学校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者
または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証

明書を併せて提出してください。
上記以外の者 大学入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

￥30,000

本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（Ⅵ期を除く。）実施方法等の詳

　インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に
写真を貼付してください。

　巻末様式1またはホームページからダウンロードして使用してください。
　出願申請書は志願者本人が黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に
使用した写真と同じ写真を貼付してください。高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生が出願
承認欄に記名・押印の上、提出してください。ただし、Ⅵ期を受験する者は、出願承認欄は記入不要です。

（4）英語試験免除に係る書類（ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャー該当者のみ）
　英語検定試験の証明書（原本）を提出してください。証明書の原本は後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表
・ケンブリッジ英語検定　 試験結果表
　なお、英語試験免除者には、別途、免除通知を送付します。英語試験免除者の集合時間は、10：15となりま
すので、免除通知を確認してください。

（5）その他

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の論題を郵送しま
す。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してく
ださい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

【出願資格】

【出願条件】

日程 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点

総合型選抜（AO）
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

　本入学試験は、本学のアドミッション・ポリシーに沿った多様な能力および資質を有する者を対象に、画一的な学
力による評価ではなく、多面的かつ総合的な視点により評価、選考を行う制度です。
※　総合型選抜（AO）はインターネットでの出願のみ可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

4．試験実施方法
（1）思考力・判断力テスト

　30分の英語の動画（字幕なし）を視聴した後で、小論文を含めた複数の問題に記述式で解答します。
（2）英文エッセイ

　出願学科のアドミッションポリシーに関連した事柄について出題され、400～500ワードで記述するもので
す。二次選抜の英文エッセイについては、一次選抜合格者に論題を送付しますので郵送にて提出してください。

※　募集人員はⅠ期およびⅣ期の合計です。
※　国際バカロレア資格（ディプロマ・プログラム）の取得に当たり、所定のカリキュラムをすべて英語で履修して

いる場合は、思考力・判断力テストを免除します。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）日本国籍を有し、学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
る者と認められる者および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

（3）日本国籍を有し、スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資
格を有する者および2021年3月31日までに取得見込みの者で、2021年3月31日までに満年齢18歳以上に達する者

（ｱ） 学科のアドミッション・ポリシー（5ページ参照）を十分に理解し、本学での勉学を強く希望し、第一志望
として入学を志し、合格後の入学を確約できる者

（ｲ） 出願時に高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生から出願の承認を得た者
（ｳ） 2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B1以上を取得していること（CEFR

対照表P.112参照）

　出願資格（1）～（3）のいずれかに該当し、かつ、出願条件（ｱ）および（ｳ）を満たす者

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

日程 願書受付期間
一次選抜 二次選抜

入学手続期限
試験日・試験会場 合格発表日時 エッセイ提出期限 合格発表日時

Ⅰ期
9 月 15 日（火）

～

9 月 25 日（金）
郵送必着

10 月 26 日（月）

～

11 月 6 日（金）
郵送必着

10 月 3 日（土）
本学浦安キャンパス

11 月 14 日（土）
本学浦安キャンパス

10 月 16 日（金）
郵送必着

11 月 27 日（金）
郵送必着

11 月 1 日（日）
13：00

12 月 3 日（木）
13：00

10 月 8 日（木）
13：00

11 月 19 日（木）
13：00

11 月 19 日（木）

12 月 24 日（木）Ⅳ期

Ⅰ期
9:10

<一次選抜>
  9:30～11:00　思考力・判断力テスト（記述式、100点）
11:30～　　　   面接
<二次選抜>　　英文エッセイ　※郵送にて実施Ⅳ期

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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￥30,000

（1）出願確認票
インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に

写真を貼付してください。
（2）出願申請書［本学所定様式］

巻末様式1またはホームページからダウンロードして使用してください。
出願申請書は志願者本人が黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に

使用した写真と同じ写真を貼付してください。高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生が出願
承認欄に記名・押印の上、提出してください。

（3）調査書等
前ページの出願資格に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は各実施期の出願受付開

始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校または専修学校高等
課程の卒業・修了（見込）者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の修了

（見込）者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校

長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。
・卒業（修了）した学校における記録保存年限経過のために調査書が発

行されない場合は、卒業証明書および成績証明書を提出してください。

日本国籍を有し外国において学校教育におけ
る12年の課程（これに準ずる者を含む。）の修
了（見込）者

修了(見込)証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳
（在籍する高等学校長印または大使館等の内容証明印が押印されたも
の）を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者また
は大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書ま

たは成績証明書を併せて提出してください。

国際バカロレア資格（International 
Baccalaureate Diploma）を有する者

最終試験6科目の成績証明書およびDiploma（Transcript of 
Results）を提出してください。

国際バカロレア資格（International 
Baccalaureate Diploma）を取得見込みの者

在籍する学校長が作成した「IB Diploma取得見込み証明書」を提出し
てください。

上記以外の者 大学入学資格を証明する証明書類

（5）その他
外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

9．入学準備学習について
　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、
18ページをご覧ください。

（4）出願条件に係る英語検定試験の証明書類
　ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、英語検定試験の証明書
（原本）を提出してください。証明書の原本は後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の論題を郵送しま
す。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してく
ださい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

一次選抜：思考力・判断力テスト、提出書類等の評価および面接を総合的に判定し、一次選抜の合否を決定します。また、調査
書（成績証明書等）は学科への適正、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

二次選抜：英文エッセイは、内容（学科への適正、主体性・協働して学ぶ態度）、構成等を段階評価し、二次選抜の
合否を決定します。また、提出期限に到着しない場合は不合格となります。

5．選考方法

6．出願書類

7．入学検定料

8．合格発表
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（1）出願確認票
インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に

写真を貼付してください。
（2）出願申請書［本学所定様式］

巻末様式1またはホームページからダウンロードして使用してください。
出願申請書は志願者本人が黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に

使用した写真と同じ写真を貼付してください。高等学校等に在学中の者は、担任または進路指導部の先生が出願
承認欄に記名・押印の上、提出してください。

（3）調査書等
前ページの出願資格に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は各実施期の出願受付開

始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校または専修学校高等
課程の卒業・修了（見込）者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の修了

（見込）者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校

長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。
・卒業（修了）した学校における記録保存年限経過のために調査書が発

行されない場合は、卒業証明書および成績証明書を提出してください。

日本国籍を有し外国において学校教育におけ
る12年の課程（これに準ずる者を含む。）の修
了（見込）者

修了(見込)証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳
（在籍する高等学校長印または大使館等の内容証明印が押印されたも
の）を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者また
は大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書ま

たは成績証明書を併せて提出してください。

国際バカロレア資格（International 
Baccalaureate Diploma）を有する者

最終試験6科目の成績証明書およびDiploma（Transcript of 
Results）を提出してください。

国際バカロレア資格（International 
Baccalaureate Diploma）を取得見込みの者

在籍する学校長が作成した「IB Diploma取得見込み証明書」を提出し
てください。

上記以外の者 大学入学資格を証明する証明書類

（5）その他
外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

9．入学準備学習について
　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、
18ページをご覧ください。

（4）出願条件に係る英語検定試験の証明書類
　ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、英語検定試験の証明書
（原本）を提出してください。証明書の原本は後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の論題を郵送しま
す。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してく
ださい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

一次選抜：思考力・判断力テスト、提出書類等の評価および面接を総合的に判定し、一次選抜の合否を決定します。また、調査
書（成績証明書等）は学科への適正、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

二次選抜：英文エッセイは、内容（学科への適正、主体性・協働して学ぶ態度）、構成等を段階評価し、二次選抜の
合否を決定します。また、提出期限に到着しない場合は不合格となります。

5．選考方法

6．出願書類

7．入学検定料

8．合格発表

　本入学試験は、本学のアドミッション・ポリシーに基づきスポーツ・文化活動分野における人材の育成をめざし、
多様な能力および資質を有する者を対象に、画一的な学力による評価ではなく、多面的かつ総合的な視点により評価、
選考を行う制度です。
※　総合型選抜（スポーツ・文化活動）の出願を希望する者は、別冊要項が必要です。

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程

B日程

C日程

サッカー（男子）、空手道（男子・女子）、ヨット（男子・女子）、陸上競技（男子・女子）、硬式庭球（男子・女子）、
バレーボール（女子）、ジャズオーケストラ（男子・女子）
※　ジャズオーケストラについては活動経歴がない者も出願できますが、楽器経験者（楽器の種類は問わない）が望

ましいです。

総合型選抜（スポーツ・文化活動）

次の（1）～（5）のすべてを満たす者
（1）高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込みの者
（2）本学での勉強を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者
（3）学業、課外活動および学生生活全般に主体的かつ積極的に取り組む意思のある者
（4）出願に際し、当該競技の指導者等の推薦を得ることができ、かつ、高等学校等に在学中の場合は担任または

進路指導部の先生の承認を得ることができる者
（5）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A1以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

10月5日（月）～

10月9日（金）
郵送必着

10月25日（日）
本学浦安キャンパス

11月1日（日）
13:00 11月19日（木）

12月19日（土）
本学浦安キャンパス

12月24日（木）
13:00 1月14日（木）

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

11月30日（月）～

12月4日（金）
郵送必着

2月22日（月）～

2月26日（金）
郵送必着

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語

日本語

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　各学科の募集人員はA、B、C日程の合計人数です。
※　これまでの活動経歴等により、実技審査を免除する場合があります。　
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（C日程を除く。）実施方法等の詳

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接
　　　　　　　  実技審査

9:10

　小論文、面接、実技審査、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）
は、学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

　本入学試験の出願方法等の詳細は、別冊「2021年度明海大学総合型選抜（スポーツ・文化活動）要項」に記載して
います。出願を希望する者は、浦安キャンパス入試事務室に別途請求してください。
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学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語

日本語

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　各学科の募集人員はA、B、C日程の合計人数です。
※　これまでの活動経歴等により、実技審査を免除する場合があります。　
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（C日程を除く。）実施方法等の詳

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接
　　　　　　　  実技審査

9:10

　小論文、面接、実技審査、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）
は、学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

　本入学試験の出願方法等の詳細は、別冊「2021年度明海大学総合型選抜（スポーツ・文化活動）要項」に記載して
います。出願を希望する者は、浦安キャンパス入試事務室に別途請求してください。

　本入学試験は、高等学校長の推薦を尊重し、能力・適性等に関する書類、小論文および面接によって選考を行う制
度です。
　本学指定の有無、出願書類の提出方法等の出願に関することは各自在籍する高等学校で確認してください。

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語

日本語

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

保健医療 口腔保健

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

ホスピタリティ・
ツーリズム（GMM）

※　募集人員には学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）の募集人員を含みます。
※　経済学科および不動産学科の募集人員には、学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）の募集人員を含みます。
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

学校推薦型選抜（指定校）

次の（1）～（7）のすべてを満たす者
（1）高等学校または中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者
（2）本学を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概のある者
（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの成績が本学学部指定以上の者。ただし、学校開始時期の遅れ等

により最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの成績が本学学部指定以上の者
（4）充実した高校生活を過ごしたと認められる者
（5）本学校推薦型選抜（指定校）以前の本学の入学者選抜試験に出願していないこと
（6）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）
（7）ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

出願申請書（100点）※書類審査

   9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

9:10

11月2日（月）～

11月13日（金）
郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

各高等学校において志願者全員の出願書類を取りまとめの上、任意の封筒を使用し、表面に「指定校推薦出願書類
在中」と朱書きし、特定記録・速達で郵送してください。

ページをご覧ください。

（1）志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
 　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め

ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。
（2）出願申請書［本学所定様式］
 　本学指定校に別途送付している出願申請書を使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に

使用した写真と同じ写真を貼付してください。
（3）学校推薦型選抜（指定校）推薦書［本学所定様式］
 　本学指定校に別途送付している推薦書を使用し、在籍高等学校長が作成・厳封したものを提出してください。
（4）調査書
 　文部科学省の定めた様式により、在籍高等学校長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。
（5）出願条件に係る英語検定試験の証明書類（該当者のみ）
 　ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーおよびグローバル・マネジメント メジ

ャーに出願する者は、英語検定試験の証明書（原本）を提出してください。証明書の原本は、後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表
・ケンブリッジ英語検定　 試験結果表

（6）その他

　出願申請書、小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書は、学科への
適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とします。

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を在籍高等学校長宛
てに通知します。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してくだ
さい。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
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　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

各高等学校において志願者全員の出願書類を取りまとめの上、任意の封筒を使用し、表面に「指定校推薦出願書類
在中」と朱書きし、特定記録・速達で郵送してください。

ページをご覧ください。

（1）志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
 　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め

ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。
（2）出願申請書［本学所定様式］
 　本学指定校に別途送付している出願申請書を使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に

使用した写真と同じ写真を貼付してください。
（3）学校推薦型選抜（指定校）推薦書［本学所定様式］
 　本学指定校に別途送付している推薦書を使用し、在籍高等学校長が作成・厳封したものを提出してください。
（4）調査書
 　文部科学省の定めた様式により、在籍高等学校長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。
（5）出願条件に係る英語検定試験の証明書類（該当者のみ）
 　ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーおよびグローバル・マネジメント メジ

ャーに出願する者は、英語検定試験の証明書（原本）を提出してください。証明書の原本は、後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表
・ケンブリッジ英語検定　 試験結果表

（6）その他

　出願申請書、小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書は、学科への
適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とします。

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を在籍高等学校長宛
てに通知します。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してくだ
さい。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

経済 経済 指定校推薦募集人員に含む。

不動産 不動産 指定校推薦募集人員に含む。

学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）

　本入学試験は、会員高等学校等から全国商業高等学校長協会（以下「全商協会」という。）に推薦された者について、
全商協会の推薦を尊重し、能力・適性等に関する書類、小論文および面接によって選考を行う制度です。
※　学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会）の出願を希望する者は、別冊要項が必要です。

協会加盟の有無、出願書類の提出方法等、出願に関することは各自在籍する高等学校で確認してください。協会加
盟高等学校には、別途、全商協会から入学試験要項を送付します。

　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、

次の（1）～（4）のすべてを満たす者
（1）全商協会の会員高等学校を2021年3月卒業見込みの者で、卒業までに商業に関する科目を20単位以上修得見込

みの者
（2）本学を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概のある者
（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの全体の評定平均値が3.0以上で、公益財団法人全国商業高等学校

協会が主催する以下のいずれかの検定試験の3級以上に合格している者。ただし、学校開始時期の遅れ等により
最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの全体の評定平均値が3.0以上の者

　  ①　簿記実務検定試験
　  ②　ビジネス文書実務検定試験
　  ③　情報処理検定試験ビジネス情報部門またはプログラミング部門
　  ④　英語検定試験
（4）充実した高校生活を過ごしたと認められる者

出願申請書（100点）※書類審査

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

　出願申請書、小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書は、学科への
適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とします。

11月2日（月）～

11月13日（金）
郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

9:10

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を全商協会および在
籍高等学校長宛てに通知します。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）
を参照してください。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
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本入学試験は、高等学校長が学力、リーダーシップ、課外活動等において特に優れていると認めた者を対象に評価、
選考を行う制度です。

次の出願資格（1）～（3）のすべてを満たし、出願条件（ｱ）または（ｲ）を満たす者
【出願資格】

高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を2021年3月卒業（修了）見込みの者
高等学校長が学力、リーダーシップ、課外活動等において優れた者として推薦した者

【出願条件】

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM） 10人

12：40
出願申請書（100点）※書類審査

13:00～　課題プレゼンテーション、面接ホスピタリティ・
ツーリズム（GMM） 3人

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　　　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

学校推薦型選抜（公募制）

（ｱ）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020
年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

（ｲ）ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、2018年度から2020
年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの全体の評定平均値が3.0以上の者。ただし、学校開始時期の遅れ
等により最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの全体の評定平均値が3.0以上の者

　出願申請書、課題プレゼンテーション（10分）、面接（20分）、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定
します。また、調査書は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とし
ます。
　課題プレゼンテーションでは、出願時に提出したレポートについて説明が求められます。パソコンやプロジェクター
を使用することはできませんので、口頭での説明を中心に行うこととなる点に留意してください。
　また、写真やパソコンで作成した資料等を使用する場合は、コピーしたもの3部（A4サイズ）を試験当日持参して
ください。

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

11月2日（月）～

11月13日（金）
郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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本入学試験は、高等学校長が学力、リーダーシップ、課外活動等において特に優れていると認めた者を対象に評価、
選考を行う制度です。

次の出願資格（1）～（3）のすべてを満たし、出願条件（ｱ）または（ｲ）を満たす者
【出願資格】

高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を2021年3月卒業（修了）見込みの者
高等学校長が学力、リーダーシップ、課外活動等において優れた者として推薦した者

【出願条件】

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM） 10人

12：40
出願申請書（100点）※書類審査

13:00～　課題プレゼンテーション、面接ホスピタリティ・
ツーリズム（GMM） 3人

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　　　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

学校推薦型選抜（公募制）

（ｱ）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020
年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

（ｲ）ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、2018年度から2020
年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの全体の評定平均値が3.0以上の者。ただし、学校開始時期の遅れ
等により最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの全体の評定平均値が3.0以上の者

　出願申請書、課題プレゼンテーション（10分）、面接（20分）、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定
します。また、調査書は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とし
ます。
　課題プレゼンテーションでは、出願時に提出したレポートについて説明が求められます。パソコンやプロジェクター
を使用することはできませんので、口頭での説明を中心に行うこととなる点に留意してください。
　また、写真やパソコンで作成した資料等を使用する場合は、コピーしたもの3部（A4サイズ）を試験当日持参して
ください。

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

11月2日（月）～

11月13日（金）
郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール

（1）志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め
ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。

（2）出願申請書［本学所定様式］
　志願者本人が巻末様式5に黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に
使用した写真と同じ写真を貼付してください。

（3）学校推薦型選抜（公募制）推薦書［本学所定様式］
　巻末様式6を使用し、在籍高等学校長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。

（4）調査書
　文部科学省の定めた様式により、在籍高等学校長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。

（5）出願条件に係る英語検定試験の証明書類
　出願条件に該当する以下の2018年度から2020年度に取得した英語検定試験の証明書（原本）を提出してくだ
さい。証明書の原本は、後日返却します。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

（6）課題レポート
　以下の課題について、A4用紙1枚にまとめたものを提出してください。ワープロ、手書きは問いませんが、鉛
筆書きは不可とします。
＜課題＞

HTM 「2020年東京オリンピック・パラリンピック」の後、観光産業が果たすべき役割について考え、自分の意見
を述べてください。（1,000 字程度）

GMM

（7）その他
　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

￥30,000　　※　納入方法については12ページを参照してください。

（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

8.入学準備学習について
　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、
18ページをご覧ください。

｢ ｣（英語で400語程度）

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を在籍高等学校長宛てに
通知します。（個人情報の取り扱いについては、「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してください。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してく
ださい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
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　本入学試験は、沖縄県における外国語分野および観光分野等での人材育成を目的に、高等学校長の推薦を尊重し、
能力・適性等に関する書類および面接によって選考を行う制度です。

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語

日本語

各学科の指定校
推薦募集人員に
含む。

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM・GMM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）

次の（1）～（6）のすべてを満たす者
（1）高等学校または中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者
（2）沖縄県に生活の基盤（父母と生活をともにする等）がある者
（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの全体の評定平均値が3.5以上の者。ただし、学校開始時期の遅れ

等により最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの全体の評定平均値が3.5以上の者
（4）本学を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概のある者
（5）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）
（6）ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

11月2日（月）～
11月13日（金）

郵送必着

11月29日（日）
ホテルロイヤル

オリオン
（沖縄県那覇市）

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

出願申請書（100点）※書類審査

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

9:10

　出願申請書、小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書は学科への適
性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とします。

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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　本入学試験は、沖縄県における外国語分野および観光分野等での人材育成を目的に、高等学校長の推薦を尊重し、
能力・適性等に関する書類および面接によって選考を行う制度です。

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語

日本語

各学科の指定校
推薦募集人員に
含む。

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM・GMM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）

次の（1）～（6）のすべてを満たす者
（1）高等学校または中等教育学校を2021年3月卒業見込みの者
（2）沖縄県に生活の基盤（父母と生活をともにする等）がある者
（3）高等学校最終学年第1学期または前期までの全体の評定平均値が3.5以上の者。ただし、学校開始時期の遅れ

等により最終学年の成績評価が出願に間に合わない場合は、前年度までの全体の評定平均値が3.5以上の者
（4）本学を第一志望として入学を強く希望し、かつ、積極的に勉学に取り組む気概のある者
（5）ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR A2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）
（6）ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーに出願する者は、2018年度から2020

年度に次に掲げる英語検定試験において、CEFR B2以上を取得していること。（CEFR対照表P.112参照）

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。

11月2日（月）～

11月13日（金）
郵送必着

11月29日（日）
ホテルロイヤル

オリオン
（沖縄県那覇市）

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

出願申請書（100点）※書類審査

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

9:10

　出願申請書、小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書は学科への適
性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および出願申請書の評価の参考とします。

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール

　志願者本人が巻末様式7に黒のボールペンを使用し、横書きで記入してください。写真貼付欄には、写真票に

　巻末の本学所定様式8を使用し、在籍高等学校長が作成・厳封したものを提出してください。

使用した写真と同じ写真を貼付してください。

（6）その他
　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、

施設名　ホテルロイヤルオリオン
所在地　沖縄県那覇市安里1-2-21
電　話　098-866-5533
経　路　①モノレール「牧志駅」下車　徒歩約3分
　　　　②那覇空港から車で約20分
ＵＲＬ　http://www.royal-orion.co.jp

学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）推薦書［本学所定様式］

（5）出願条件に係る英語検定試験の証明書類
 　ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーおよびグローバル・マネジメント メジャー

に出願する者は、出願条件に該当する以下の英語検定試験の証明書（原本）を提出してください。証明書の原本
は、後日返却します。
・実用英語技能検定　 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT®　 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・IELTS　 成績証明書（Test Report Form）
・GTEC　 OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP　 成績表
・ケンブリッジ英語検定　 試験結果表

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を在籍高等学校長宛てに
通知します。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏面）を参照してください。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

（1）志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
 　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め

ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。
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　本入学試験は、本学がめざす「社会に開かれた大学」の趣旨により、社会の要請に応じて総合的かつ学際的な教育
の機会を与える制度です。
※　総合型選抜（企業推薦）の出願を希望する者は、別冊要項が必要です。

【出願資格】

【出願条件】
（ｱ）本学不動産学部不動産学科での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる
者

※　本学と委託協定を結ぶ団体については次ページを参照してください。

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程

A日程

B日程

B日程

学部 学科 募集人員 日程 集合時間 試験科目・時間割

不動産 不動産

※　募集人員はA、B日程の合計人数です。

総合型選抜（企業推薦）

　小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科へ
の適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

10月29日（木）～
11月11日（水）
本学協定団体

郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

2月22日（月）～

3月3日（水）
本学協定団体

郵送必着

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接
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　本入学試験は、本学がめざす「社会に開かれた大学」の趣旨により、社会の要請に応じて総合的かつ学際的な教育
の機会を与える制度です。
※　総合型選抜（企業推薦）の出願を希望する者は、別冊要項が必要です。

【出願資格】

【出願条件】
（ｱ）本学不動産学部不動産学科での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる
者

※　本学と委託協定を結ぶ団体については次ページを参照してください。

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程

A日程

B日程

B日程

学部 学科 募集人員 日程 集合時間 試験科目・時間割

不動産 不動産

※　募集人員はA、B日程の合計人数です。

総合型選抜（企業推薦）

　小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科へ
の適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

10月29日（木）～

11月11日（水）
本学協定団体

郵送必着

11月29日（日）
本学浦安キャンパス

12月3日（木）
13:00 12月24日（木）

2月22日（月）～

3月3日（水）
本学協定団体

郵送必着

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

協定団体名 郵送先 電話番号

公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
〔全宅連〕　　　　　　　　　　　　　　　　 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会

日本土地家屋調査士会連合会〔日調連〕　
日本土地家屋調査士会連合会事務局

公益社団法人全日本不動産協会〔全日〕　　　
公益社団法人全日本不動産協会

公益財団法人日本賃貸住宅管理協会〔日管協〕
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会

一般社団法人全国住宅産業協会〔全住協〕　　
一般社団法人全国住宅産業協会

株式会社LIXILイーアールエージャパン〔LIXIL〕東京都中央区日本橋大伝馬町14-15マツモトビル5F
株式会社LIXILイーアールエージャパン

【各協定団体が提示する条件】
全宅連：全宅連傘下の都道府県宅地建物取引業協会に所属する企業に勤務している者、または本学卒業後に会員企業

等への就職を希望する者
日調連：土地家屋調査士を志望し、本学卒業後に土地家屋調査士業務に従事することを希望する者
全　日：全日に所属する企業に勤務している者、または本学卒業後に会員企業等への就職を希望する者
日管協：日管協に所属する企業に勤務している者、または本学卒業後に会員企業等への就職を希望する者
全住協：全住協に所属する企業に勤務している者、または本学卒業後に会員企業等への就職を希望する者
LIXIL：LIXIL ERA ネットワーク（ERA加盟店）に所属する企業に勤務している者、またはその家族で、高等学校

の全体の評定平均値が3.5以上の者。ただし、高等学校在籍中の者は、最終学年第1学期または前期までの
全体の評定平均値が3.5以上の者。

本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（B日程を除く。）実施方法等の詳

　本入学試験の出願方法等の詳細は、別冊「2021年度明海大学総合型選抜（企業推薦）要項」に記載しています。出
願を希望する者は、浦安キャンパス入試事務室または以下の協定団体に別途請求してください。

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を推薦を受けた協定団体
に通知します。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してください。）

　  　なお、入学手続時に各協定団体が指定する誓約書（所定様式）を提出していただきます。
（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ

においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp



44

総合型選抜（生涯学習型社会人）

　本入学試験は、十分な勉学意欲と問題意識を持った社会人に対し、生涯学習型学修の場として、大学を積極的に開放
する制度です。

～
【出願資格】

程を修了した者

検定に合格した者を含む。）
【出願条件】

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程

B日程

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

経済

外国語

経済
不動産 不動産
保健医療 口腔保健

日本語
英米語
中国語

3人
10人
4人

3人
2人
1人

※　各学科の募集人員はA、B日程の合計人数です。

出願資格に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は出願受付開始日から起算して３か
月以内に発行されたものに限ります。

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

（ｱ）2021年4月1日に満年齢23歳以上の者
（ｲ）各学科のアドミッション・ポリシー（3～6ページを参照）を十分に理解し、本学での勉学を強く希望する者

　小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科へ
の適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め
ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。

　志願者本人が巻末様式11に黒のボールペンを使用し、記入してください。

10月19日（月）～

10月30日（金）
郵送必着

11月7日（土）
本学浦安キャンパス

11月12日（木）
13:00 12月3日（木）

2月22日（月）～
3月5日（金）
郵送必着

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）
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総合型選抜（生涯学習型社会人）

　本入学試験は、十分な勉学意欲と問題意識を持った社会人に対し、生涯学習型学修の場として、大学を積極的に開放
する制度です。

～
【出願資格】

程を修了した者

検定に合格した者を含む。）
【出願条件】

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程

B日程

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

経済

外国語

経済
不動産 不動産
保健医療 口腔保健

日本語
英米語
中国語

3人
10人
4人

3人
2人
1人

※　各学科の募集人員はA、B日程の合計人数です。

出願資格に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は出願受付開始日から起算して３か
月以内に発行されたものに限ります。

  9:30～10:15　小論文（100点）
10:15～10:45　休憩
10:45～　　　   面接

（ｱ）2021年4月1日に満年齢23歳以上の者
（ｲ）各学科のアドミッション・ポリシー（3～6ページを参照）を十分に理解し、本学での勉学を強く希望する者

　小論文、面接、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科へ
の適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考とします。

　志願者本人が、95～98ページの記入例に基づき作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め
ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。

　志願者本人が巻末様式11に黒のボールペンを使用し、記入してください。

10月19日（月）～

10月30日（金）
郵送必着

11月7日（土）
本学浦安キャンパス

11月12日（木）
13:00 12月3日（木）

2月22日（月）～

3月5日（金）
郵送必着

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校または専修学校高等課
程の卒業・修了者
文部科学大臣が認定した在外教育施設の修了者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校
長が3か月以内に作成・厳封したものを提出してください。

・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行され
ない場合は、卒業証明書および成績証明書を提出してください。

日本国籍を有し外国において学校教育における 修了証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳
（大使館等の内容証明印が押印されたもの）を併せて提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格者または大学入
学資格検定合格者 合格証明書および合格成績証明書

外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp



46

一般選抜

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは50ページをご覧ください。

※　一般選抜は、インターネットでの出願のみ可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

統一試験

A日程

B日程

【統一試験について】
　本学の統一試験では、1回の試験で複数の学科に出願することが可能となっており、全学科共通の試験問題で試験
を実施します。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーでは、統一試験は実
施しません。また、統一試験とA日程の両方に出願することも可能です。
【試験日自由選択制について（A日程またはB日程）】

　本学の一般選抜では、受験生が同一日程（A日程またはB日程）の中で試験日を自由に選択することができます。
各日程のすべての試験日に出願することも可能です。
　また、選択したすべての試験日に同じ学部・学科を受験することも、試験日ごとに異なる学部・学科を受験するこ
とも可能です。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーを併願することはで
きません。
【A日程の試験会場について（外国語学部、経済学部、不動産学部およびホスピタリティ・ツーリズム学部）】

試験会場とも同日の試験は、同一の問題、同一の時間割で実施されます。
　A日程は、本学浦安キャンパス（浦安会場）と学外3会場（地方会場）の合計4会場で試験を実施します。すべての

・本学浦安キャンパス以外の3会場（地方会場）
会場 施設名 所在地 電話番号
郡山 郡山ワシントンホテル 郡山市大町1－3－3

新潟 ホテルグローバルビュー新潟 － －

静岡 ホテルニューシズオカ －

※　各会場への案内図は、本要項の裏表紙を参照してください。

※　保健医療学部は、本学浦安キャンパスのみで試験を実施します。学外3会場（地方会場）では試験は行いません
ので、ご注意ください。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月1日（月）
本学浦安キャンパス

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月2日（火）、3日（水）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

郡山、新潟、静岡（地方会場）

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

2月8日（月）～
2月19日（金）
郵送必着

3月1日（月）、2日（火）
本学浦安キャンパス

3月10日（水）
13:00 3月22日（月）
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一般選抜

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは50ページをご覧ください。

※　一般選抜は、インターネットでの出願のみ可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

統一試験

A日程

B日程

【統一試験について】
　本学の統一試験では、1回の試験で複数の学科に出願することが可能となっており、全学科共通の試験問題で試験
を実施します。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーでは、統一試験は実
施しません。また、統一試験とA日程の両方に出願することも可能です。
【試験日自由選択制について（A日程またはB日程）】

　本学の一般選抜では、受験生が同一日程（A日程またはB日程）の中で試験日を自由に選択することができます。
各日程のすべての試験日に出願することも可能です。
　また、選択したすべての試験日に同じ学部・学科を受験することも、試験日ごとに異なる学部・学科を受験するこ
とも可能です。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーを併願することはで
きません。
【A日程の試験会場について（外国語学部、経済学部、不動産学部およびホスピタリティ・ツーリズム学部）】

試験会場とも同日の試験は、同一の問題、同一の時間割で実施されます。
　A日程は、本学浦安キャンパス（浦安会場）と学外3会場（地方会場）の合計4会場で試験を実施します。すべての

・本学浦安キャンパス以外の3会場（地方会場）
会場 施設名 所在地 電話番号
郡山 郡山ワシントンホテル 郡山市大町1－3－3

新潟 ホテルグローバルビュー新潟 － －

静岡 ホテルニューシズオカ －

※　各会場への案内図は、本要項の裏表紙を参照してください。

※　保健医療学部は、本学浦安キャンパスのみで試験を実施します。学外3会場（地方会場）では試験は行いません
ので、ご注意ください。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月1日（月）
本学浦安キャンパス

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月2日（火）、3日（水）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

郡山、新潟、静岡（地方会場）

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

2月8日（月）～

2月19日（金）
郵送必着

3月1日（月）、2日（火）
本学浦安キャンパス

3月10日（水）
13:00 3月22日（月）

学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語
日本語

各学科の
一般選抜
Ａ日程募
集人員に
含む。

10:00～11:00 国語（100点）
11:00～11:30 休憩
11:30～12:30 数学（100点）
12:30～13:30 休憩
13:30～14:45 英語（100点）
　　　合計　300点

※以下､保健医療学部のみ
14:45～15:15 休憩
15:15～　　  面接

・国語（国語総合）古文・漢文を除
く。

・数学〔数学Ⅰ（データの分析を
除く。）・数学A（図形の性質を除
く。）〕

・英語（コミュニケーション英語
Ⅰ・コミュニケーション英語
Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。

英米語
中国語

経済 経済
不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

保健医療 口腔保健

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
※　解答はすべてマークシート方式となります。
※　各教科とも教科書において「発展的な学習内容」として記載されている内容からは出題しません。

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において所定の基準を満たしている者に対し、本学英語試験の
満点を上限に以下のとおり得点を加算します。
　＜対象となる英語検定試験＞

英語試験の加点について（統一試験、A日程、B日程共通）

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール

　　＜加算点＞

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。
※　各英語検定試験の基準となるスコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。

試験区分等

統一試験
Ａ日程・B 日程

学科

日本語学科
英米語学科
中国語学科
経済学科

不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM）

口腔保健学科

CEFR A2

10 点 15 点 25 点

CEFR B1 CEFR B2以上
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（2）A日程［2月2日、2月3日］、B日程［3月1日、3月2日］
学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語

日本語

中国語

英米語

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

保健医療 口腔保健

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
①　学力試験時間中の時間配分は受験生の任意となります。学力試験開始後、終了まで休憩はありません。
②　経済学科、不動産学科および口腔保健学科の選択科目は、学力試験開始後に解答する科目を選択してください。
③　解答はすべてマークシート方式となります。
④　各教科とも教科書において「発展的な学習内容」として記載されている内容からは出題しません。

6．出願書類

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。
・選択科目（いずれか1科目選択）
　・化学（化学基礎・化学）
　・生物（生物基礎・生物）
　・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除
　  く。）・数学A（図形の性質を除く。）〕

10:00～12:15
英語（100点）
国語（100点）
合計　200点

10:00～12:15
英語（200点）
国語（100点）
合計　300点

経済 経済

不動産 不動産

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・選択科目（どちらかを選択）
　・国語（国語総合）古文・漢文を除く。
　・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除
　  く。）・数学A（図形の性質を除く。）〕

10:00～12:15
英語（100点）

選択科目（100点）
合計　200点

10:00～11:15
英語（100点）

11:15～12:15 休憩
12:15～14:15
国語（100点）

選択科目（100点）
14:15～14:45 休憩
14:45～　　   面接

合計　300点

　入学者の選抜は学力試験の結果、提出された書類および面接（口腔保健学科のみ）を基に総合的に判定し、合格者
を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否
判定の参考とします。

（1） 統一試験では、全学科共通の問題で試験を実施し、3科目の合計得点で出願したすべての学科の合否判定を
行います。ただし、口腔保健学科は面接の評価も考慮されます。

（2） 試験日自由選択制により、同一日程（A日程またはB日程）内で、同一学科を複数回受験した場合は、最高
得点の試験日の結果で合否判定を行います。また、面接（口腔保健学科のみ）についても、評価の高い試験日
の結果で合否判定を行います。なお、試験日、選択教科によって著しく平均点に差が生じた場合、得点調整を
行うことがあります。

（3） 同一日程（A日程またはB日程）内で、経済学部経済学科および不動産学部不動産学科の両方を受験した場
合、どちらか高得点の学科の試験結果により、両学科の合否判定を行います。

（1） 出願確認票
 インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に

写真を貼付してください。
（2） 調査書等
 「1.出願資格」（46ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の

出願受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
 また、統一試験とA日程の両方に出願する場合、調査書等は1部で構いません。

A日程 10人

B日程   5人

A日程   8人

B日程   3人

A日程 50人

B日程 18人

A日程 50人

B日程   9人

A日程 50人

B日程 25人

A日程 30人

B日程 10人

A日程 25人

B日程   5人
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（2）A日程［2月2日、2月3日］、B日程［3月1日、3月2日］
学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語

日本語

中国語

英米語

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

保健医療 口腔保健

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
①　学力試験時間中の時間配分は受験生の任意となります。学力試験開始後、終了まで休憩はありません。
②　経済学科、不動産学科および口腔保健学科の選択科目は、学力試験開始後に解答する科目を選択してください。
③　解答はすべてマークシート方式となります。
④　各教科とも教科書において「発展的な学習内容」として記載されている内容からは出題しません。

6．出願書類

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・国語（国語総合）古文・漢文を除く。
・選択科目（いずれか1科目選択）
　・化学（化学基礎・化学）
　・生物（生物基礎・生物）
　・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除
　  く。）・数学A（図形の性質を除く。）〕

10:00～12:15
英語（100点）
国語（100点）
合計　200点

10:00～12:15
英語（200点）
国語（100点）
合計　300点

経済 経済

不動産 不動産

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・選択科目（どちらかを選択）
　・国語（国語総合）古文・漢文を除く。
　・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除
　  く。）・数学A（図形の性質を除く。）〕

10:00～12:15
英語（100点）

選択科目（100点）
合計　200点

10:00～11:15
英語（100点）

11:15～12:15 休憩
12:15～14:15
国語（100点）

選択科目（100点）
14:15～14:45 休憩
14:45～　　   面接

合計　300点

　入学者の選抜は学力試験の結果、提出された書類および面接（口腔保健学科のみ）を基に総合的に判定し、合格者
を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否
判定の参考とします。

（1） 統一試験では、全学科共通の問題で試験を実施し、3科目の合計得点で出願したすべての学科の合否判定を
行います。ただし、口腔保健学科は面接の評価も考慮されます。

（2） 試験日自由選択制により、同一日程（A日程またはB日程）内で、同一学科を複数回受験した場合は、最高
得点の試験日の結果で合否判定を行います。また、面接（口腔保健学科のみ）についても、評価の高い試験日
の結果で合否判定を行います。なお、試験日、選択教科によって著しく平均点に差が生じた場合、得点調整を
行うことがあります。

（3） 同一日程（A日程またはB日程）内で、経済学部経済学科および不動産学部不動産学科の両方を受験した場
合、どちらか高得点の学科の試験結果により、両学科の合否判定を行います。

（1） 出願確認票
 インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に

写真を貼付してください。
（2） 調査書等
 「1.出願資格」（46ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の

出願受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
 また、統一試験とA日程の両方に出願する場合、調査書等は1部で構いません。

A日程 10人

B日程   5人

A日程   8人

B日程   3人

A日程 50人

B日程 18人

A日程 50人

B日程   9人

A日程 50人

B日程 25人

A日程 30人

B日程 10人

A日程 25人

B日程   5人

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学校高
等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封

したものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業

証明書および成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格(見
込)者または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書

を併せて提出してください。

の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等

学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

ア　本学の「大学入学共通テスト利用選抜」の同一日程を併願する場合、両方の出願書類を同封して郵送してく
ださい。ただし、調査書等は1部で構いません。

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）

日程 受験日 入学検定料 備考
統一試験 ￥30,000

￥30,000
￥35,000
￥40,000
￥30,000
￥35,000

・統一試験については、出願学科数にかかわらず、1回分となります。
・入学検定料納入後の受験回数の追加および変更はできません。

統一試験
・A日程

～
～
～

B日程

（3） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

 なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。
（4） その他

（1）合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送し
ます。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp



50

一般選抜
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

　※　一般選抜は、インターネットでの出願のみ可能です。
　　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日程 願書受付期間 入学手続期限
試験日・試験会場

一次選抜 二次選抜

合格発表日時 試験日・試験会場 合格発表日時

A日程

B日程

【試験日自由選択制について】
本学の一般選抜では、受験生が同一日程（A日程またはB日程）の中で試験日を自由に選択することができます。

各日程のすべての試験日に出願することも可能です。
【併願について】

他学科およびホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーへの併願は認めません。
ただし、大学入学共通テスト利用選抜において、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メ
ジャーとの併願は可能です。

【A日程の一次選抜会場について】
A日程の一次選抜は、本学浦安キャンパス（浦安会場）と学外3会場（地方会場）の合計4会場で試験を実施しま

す。すべての試験会場とも同日の試験は、同一の問題、同一の時間割で実施されます。

・本学浦安キャンパス以外の3会場（地方会場）
会場 施設名 所在地 電話番号
郡山 郡山ワシントンホテル
新潟 ホテルグローバルビュー新潟
静岡 ホテルニューシズオカ

※　各会場への案内図は、本要項の裏表紙を参照してください。

（1） 高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見
込みの者

（2） 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

2月15日（月）
本学浦安キャンパス

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月2日（火）、3日（水）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

郡山、新潟、静岡（地方会場）

2月12日（金）
13:00

2月18日（木）
13:00 2月26日（金）

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

2月8日（月）～

2月19日（金）
郵送必着

3月1日（月）、2日（火）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

3月10日（水）
13:00

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）
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一般選抜
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

　※　一般選抜は、インターネットでの出願のみ可能です。
　　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日程 願書受付期間 入学手続期限
試験日・試験会場

一次選抜 二次選抜

合格発表日時 試験日・試験会場 合格発表日時

A日程

B日程

【試験日自由選択制について】
本学の一般選抜では、受験生が同一日程（A日程またはB日程）の中で試験日を自由に選択することができます。

各日程のすべての試験日に出願することも可能です。
【併願について】

他学科およびホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーへの併願は認めません。
ただし、大学入学共通テスト利用選抜において、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メ
ジャーとの併願は可能です。

【A日程の一次選抜会場について】
A日程の一次選抜は、本学浦安キャンパス（浦安会場）と学外3会場（地方会場）の合計4会場で試験を実施しま

す。すべての試験会場とも同日の試験は、同一の問題、同一の時間割で実施されます。

・本学浦安キャンパス以外の3会場（地方会場）
会場 施設名 所在地 電話番号
郡山 郡山ワシントンホテル
新潟 ホテルグローバルビュー新潟
静岡 ホテルニューシズオカ

※　各会場への案内図は、本要項の裏表紙を参照してください。

（1） 高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見
込みの者

（2） 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

2月15日（月）
本学浦安キャンパス

1月6日（水）～

1月19日（火）
郵送必着

2月2日（火）、3日（水）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

郡山、新潟、静岡（地方会場）

2月12日（金）
13:00

2月18日（木）
13:00 2月26日（金）

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

2月8日（月）～

2月19日（金）
郵送必着

3月1日（月）、2日（火）
本学浦安キャンパス（浦安会場）

3月10日（水）
13:00

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

．英語試験の加点について（A日程、B日程共通）

A日程：2人　B日程：1人

日程 試験

一次選抜

二次選抜

集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

A日程
B日程

（共通）

・英語（コミュニケーション英語Ⅰ・
コミュニケーション英語Ⅱ・英語表
現Ⅰ）リスニングを含む。

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。
・総合教養（数学、地理、歴史を含む高

等学校レベルの一般教養）

～　面接
～　面接

10:00～12:15
　英語（100点）
　国語（100点）
12:15～13:00　休憩
13:00～14:00
　総合教養（200点）
　合計　400点

　一次選抜：学力試験の結果および提出された書類を基に総合的に判定し、合格者を決定します。また、調査書（成
績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参考としま
す。

・試験日自由選択制により、同一日程（A日程またはB日程）内で、複数回受験した場合は、最高得点の試験日の
結果で合否判定を行います。なお、試験日によって著しく平均点に差が生じた場合、得点調整を行うことがあり
ます。

　二次選抜：面接および提出書類等の評価を総合的に判定し、合格者を決定します。

（1） 出願確認票
 インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄

に写真を貼付してください。

　＜加算点＞

　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において所定の基準を満たしている者に対し、本学英語試験
の満点を上限に以下のとおり得点を加算します。
　＜対象となる英語検定試験＞

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。
※　各英語検定試験の基準となるスコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。

CEFR A2

10 点 15 点 25 点

CEFR B1 CEFR B2 以上

※　英語および国語の試験時間中の時間配分は受験生の任意となります。
※　解答は、英語および国語についてはマークシート方式、総合教養については記述式となります。
※　二次選抜は対象者数により、午前（第1組）または午後（第2組）に分けて実施します。詳細は、一次選抜合格通

知書で確認してください。
※　大学入学共通テスト利用選抜の同一日程を併願し、一般入学選抜と大学入学共通テスト利用選抜の両方の一次選

抜に合格した場合、面接試験は1回のみの受験となります。
※　各教科とも教科書において「発展的な学習内容」として記載されている内容からは出題しません。
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出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学校高
等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業

証明書および成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格(見
込)者または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書

を併せて提出してください。

の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等

学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

　なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。

ア　本学の「大学入学共通テスト利用選抜」の同一日程を併願する場合、両方の出願書類を同封して郵送し

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）
てください。ただし、調査書等は1部で構いません。

日程 受験日 入学検定料 備考

A日程
・入学検定料納入後の受験回数の追加および変更はできません。

B日程

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）

・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

￥30,000
￥35,000
￥30,000
￥35,000

（2） 調査書等
　「1.出願資格」（50ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の出　

（3） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

（4） その他

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の集合時間等を
郵送します。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を
郵送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームペー
ジにおいても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認して
ください。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学校高
等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業

証明書および成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格(見
込)者または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書

を併せて提出してください。

の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等

学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

　なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。

ア　本学の「大学入学共通テスト利用選抜」の同一日程を併願する場合、両方の出願書類を同封して郵送し

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）
てください。ただし、調査書等は1部で構いません。

日程 受験日 入学検定料 備考

A日程
・入学検定料納入後の受験回数の追加および変更はできません。

B日程

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）

・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

￥30,000
￥35,000
￥30,000
￥35,000

（2） 調査書等
　「1.出願資格」（50ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の出　

（3） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

（4） その他

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の集合時間等を
郵送します。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を
郵送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームペー
ジにおいても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認して
ください。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

大学入学共通テスト利用選抜

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは57ページをご覧ください。

　大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績を利用して合否を判定します。本学での個別の学力
審査を受験せずに合否判定を受けることができます。また、本学の「一般選抜」との併願も可能です。

※　大学入学共通テスト利用選抜はインターネットでの出願のみ可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日本語学科、英米語学科、中国語学科、経済学科、不動産学科およびホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM）
学部・学科 日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

外国語学部
　日本語学科
　英米語学科
　中国語学科
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部

ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM）

A日程

B日程

C日程

学部・学科 日程 願書受付期間 試験日・試験会場 面接日・面接会場 合格発表日時 入学手続期限

保健医療学部
口腔保健学科

A日程

B日程

C日程

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

1月6日（水）～

1月19日（火）

郵送必着
2月8日（月）～

2月19日（金）

郵送必着
2月22日（月）～

3月5日（金）

郵送必着

1月6日（水）～

1月19日（火）

郵送必着
2月8日（月）～

2月19日（金）

郵送必着
2月22日（月）～

3月5日（金）

郵送必着

大学入学共通テスト
1月16日（土）
1月17日（日）
1月30日（土）
1月31日（日）

大学入試センターが
指定する試験会場

大学入学共通テスト
1月16日（土）
1月17日（日）
1月30日（土）
1月31日（日）

大学入試センターが
指定する試験会場

2月3日（水）
本学浦安キャンパス

3月2日（火）
本学浦安キャンパス

3月18日（木）
本学浦安キャンパス

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

3月10日（水）
13:00 3月22日（月）

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

3月10日（水）
13:00 3月22日（月）

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）
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【大学入学共通テストの成績利用および必要書類等について】

必要書類等 注意事項

【併願について】
　複数の学部・学科を受験することが可能です。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメ
ント メジャーを併願することはできません。

A日程、B日程およびC日程とも本学での個別の学力審査は課しません。

学部 学科 募集人員

※　各学科の募集人員は、全日程の合計人数です。

外国語
日本語
英米語
中国語

経済 経済
不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

保健医療 口腔保健

次ページに続く

　本入学試験では2021年度の大学入学共通テストの成績を利用することができます。（過年度の成績は利用でき
ません。）

大学入試センターが受験票とともに発行
する2021年度大学入学共通テストの
「成績請求票（私立大学・公私立短期大
学用）」

1月16日、17日および1月30日、31日に実施される
大学入学共通テストを受験してください。出願期間
および方法については大学入試センターの指示に
従ってください。

学科等 試験科目・配点等

●英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100点
※200 点を 100 点に換算

●国語（近代以降の文章）　100 点
合計 200点

●英語（リーディング 100 点、リスニング 100 点）　計 200点
●国語（近代以降の文章）　100 点
合計 300点

●国語（近代以降の文章）　100 点
●選択科目（以下の 1 教科 2 科目の中から 1 科目選択）　100 点

英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100 点
※200 点を 100 点に換算
中国語　100 点　※200 点を 100 点に換算
合計 200点

●英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100点
※200 点を 100 点に換算

●選択科目（以下の 4 教科 12 科目の中から 1 科目選択）　100 点
国語（近代以降の文章）
地理歴史（世界史 B、日本史 B、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、簿記・会計、情報関係基礎）
合計 200点

●Ａ日程・Ｂ日程・C日程共通

日本語

英米語

中国語

経  済
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【大学入学共通テストの成績利用および必要書類等について】

必要書類等 注意事項

【併願について】
　複数の学部・学科を受験することが可能です。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメ
ント メジャーを併願することはできません。

A日程、B日程およびC日程とも本学での個別の学力審査は課しません。

学部 学科 募集人員

※　各学科の募集人員は、全日程の合計人数です。

外国語
日本語
英米語
中国語

経済 経済
不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

保健医療 口腔保健

次ページに続く

　本入学試験では2021年度の大学入学共通テストの成績を利用することができます。（過年度の成績は利用でき
ません。）

大学入試センターが受験票とともに発行
する2021年度大学入学共通テストの
「成績請求票（私立大学・公私立短期大
学用）」

1月16日、17日および1月30日、31日に実施される
大学入学共通テストを受験してください。出願期間
および方法については大学入試センターの指示に
従ってください。

学科等 試験科目・配点等

●英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100点
※200 点を 100 点に換算

●国語（近代以降の文章）　100 点
合計 200点

●英語（リーディング 100 点、リスニング 100 点）　計 200点
●国語（近代以降の文章）　100 点
合計 300点

●国語（近代以降の文章）　100 点
●選択科目（以下の 1 教科 2 科目の中から 1 科目選択）　100 点

英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100 点
※200 点を 100 点に換算
中国語　100 点　※200 点を 100 点に換算
合計 200点

●英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100点
※200 点を 100 点に換算

●選択科目（以下の 4 教科 12 科目の中から 1 科目選択）　100 点
国語（近代以降の文章）
地理歴史（世界史 B、日本史 B、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、簿記・会計、情報関係基礎）
合計 200点

●Ａ日程・Ｂ日程・C日程共通

日本語

英米語

中国語

経  済

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
 （4）選択科目について

　大学入学共通テストにおいて2教科・科目以上受験している場合、「選択科目」（各日程：経済学科、不動産学
科および口腔保健学科）については、高得点の科目で合否判定を行います。ただし、地理歴史および公民の試験
時間において2科目を受験した場合は、第1解答科目の得点で合否判定を行います。
　また、大学入学共通テストの『国語』において『古典（古文、漢文）』も含めて解答した場合は、『近代以降の
文章』の解答部分の得点のみで合否判定を行います。

 （5）面接について（口腔保健学科のみ）
　一般選抜の同一日程を併願している者の面接評価については、一般選抜の面接評価をもって本入学試験の面接
評価に代えます。なお、一般選抜の同一日程を複数日受験した場合は、面接評価の高い試験日の結果を採用します。

 （3）英語試験の加点について（A・B・C日程共通）
　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において所定の基準を満たしている者に対し、各学科の
英語試験の配点（満点）を上限に以下のとおり得点を加算します。

 　＜対象となる英語検定試験＞

　入学者の選抜は、大学入学共通テストの結果、提出された書類および面接（口腔保健学科のみ）を基に総合的に
判定し、合格者を決定します。また、調査書（成績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、
面接および合否判定の参考とします。

学科等 試験科目・配点等

●英語（リーディング 100 点、リスニング 100 点）　計 200点
●国語（近代以降の文章）　100 点
合計 300点

●英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100点
　※200 点を 100 点に換算
●国語（近代以降の文章）　100 点
●選択科目（以下の 2 教科から 1 教科選択）　100 点

理科（物理基礎、化学基礎、生物基礎から 2 科目選択または物理、化学、生物から 1 科目選択）
数学（数学Ⅰ、数学Ⅰ・数学 A、数学Ⅱ、数学Ⅱ・数学 B から 1 科目選択）
合計 300点

●面接

●国語（近代以降の文章）　100 点
●選択科目（以下の 4 教科 12 科目の中から 1 科目選択）　100 点

英語（リーディング 50 点、リスニング 50 点）　計 100 点
※200 点を 100 点に換算
地理歴史（世界史 B、日本史 B、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、簿記・会計、情報関係基礎）
合計 200点

不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

口腔保健

　　＜加算点＞

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。
※　各英語検定試験の基準となるスコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。

学科
日本語
英米語
中国語
経  済
不動産

ホスピタリティ・ツーリズム（HTM）
口腔保健

CEFR A2

10 点 15 点 25 点

CEFR B1 CEFR B2 以上

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に
写真を貼付してください。

）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の出

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学
校高等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証

明書および成績証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格
(見込)者または大学入学資格検定
合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書を

併せて提出してください。

外国において学校教育における
12年の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等学

校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

ア　本学の「一般選抜」の同一日程または統一試験と本入学試験のA日程を併願する場合、両方の出願書類を同
封して郵送してください。ただし、調査書等は1部で構いません。

日程 出願学科数 入学検定料 備考
A日程
B日程
C日程
共通

・入学検定料納入後の出願学科の追加および変更はできません。
・同一日程内で同一学科に2回出願することはできません。￥15,000

￥20,000

（2） 調査書等

（3） 大学入学共通テスト成績請求票
 2021年度の成績請求票を写真票の所定の位置に貼付してください。

（5） その他
　なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

（4） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

（1）合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送し
ます。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんのであらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
　  なお、合否の確認に必要となる受験番号は本学が発行した5桁の番号です。
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）
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インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に
写真を貼付してください。

）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の出

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学
校高等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証

明書および成績証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格
(見込)者または大学入学資格検定
合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書を

併せて提出してください。

外国において学校教育における
12年の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等学

校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

ア　本学の「一般選抜」の同一日程または統一試験と本入学試験のA日程を併願する場合、両方の出願書類を同
封して郵送してください。ただし、調査書等は1部で構いません。

日程 出願学科数 入学検定料 備考
A日程
B日程
C日程
共通

・入学検定料納入後の出願学科の追加および変更はできません。
・同一日程内で同一学科に2回出願することはできません。￥15,000

￥20,000

（2） 調査書等

（3） 大学入学共通テスト成績請求票
 2021年度の成績請求票を写真票の所定の位置に貼付してください。

（5） その他
　なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

（4） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

（1）合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送し
ます。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんのであらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
　  なお、合否の確認に必要となる受験番号は本学が発行した5桁の番号です。
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）

大学入学共通テスト利用選抜
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

　大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績を利用して合否を判定します。また、本学の「一般
選抜」との併願も可能です。

　※　大学入学共通テスト利用選抜は、インターネットでの出願のみ可能です。

　　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

日程 願書受付期間 一次選抜 二次選抜 入学手続期限試験日・試験会場 合格発表日時 試験日・試験会場 合格発表日時

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

【大学入学共通テストの成績利用および必要書類について】

必要書類等 注意事項

【併願について】
　他学科およびホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーへの併願は認めません。
ただし、一般入学試験において、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーとの併願
は可能です。

（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2021年3月卒業（修了）見込
みの者

（2）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お
よび2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者

1月6日（水）～

1月19日（火）

郵送必着

2月8日（月）～
2月19日（金）

郵送必着

2月22日（月）～

3月5日（金）

郵送必着

大学入学共通テスト
1月16日（土）
1月17日（日）
1月30日（土）
1月31日（日）

大学入試センターが
指定する試験会場

2月12日（金）
13:00 2月26日（金）

3月10日（水）
13:00 3月25日（木）

3月15日（月）
13:00

2月15日（月）
本学浦安

キャンパス

3月18日（木）
本学浦安

キャンパス

3月18日（木）
本学浦安

キャンパス

2月18日（木）
13:00

3月19日（金）
13:00

3月19日（金）
13:00 3月25日（木）

　本入学試験では2021年度の大学入学共通テストの成績を利用することができます。（過年度の成績は利用でき
ません。）

大学入試センターが受験票とともに発行する2021年度大学
入学共通テストの「成績請求票（私立大学・公私立短期大学
用）」

1月16日、17日および1月30日、31日に実施される大学入
学共通テストを受験してください。出願期間および方法につ
いては大学入試センターの指示に従ってください。

3人（大学入学共通テスト利用選抜A・B・C日程の合計人数）



58

①　一次選抜
日程 試験科目・配点

A日程
B日程
C日程

（共通）

③　二次選抜
日程 集合時間 試験時間割

A日程
B日程
C日程

（共通）

～　面接
～　面接

．出願書類

●英語（リーディング100点、リスニング100点）　計200点
●国語（近代以降の文章）　100点
●数学（いずれか1科目を選択）
　数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B、簿記・会計、情報関係基礎　100点
●地理歴史・公民（いずれか1科目を選択）
　世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理‚ 政治・経済　100点
　合計500点

※　二次選抜は対象者数により、午前（第1組）または午後（第2組）に分けて実施します。詳細は、一次選抜合格
　通知書で確認してください。
※　一般選抜の同一日程を併願し、大学入学共通テスト利用選抜と一般選抜の両方の一次選抜に合格した場合、面
　接試験は1回のみの受験となります。

　一次選抜：大学入学共通テストの結果および提出された書類を基に総合的に判定し、合格者を決定します。また、
調査書（成績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参
考とします。

　二次選抜：面接および提出書類等の評価を総合的に判定し、合格者を決定します。

②　英語試験の加点について（A・B・C日程共通）
　　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において所定の基準を満たしている者に対し、本学英語試験

の配点（満点）を上限に以下のとおり得点を加算します。
　　＜対象となる英語検定試験＞

　　＜加算点＞

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。
※　各英語検定試験の基準となるスコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。

CEFR A2

10 点 15 点 25 点

CEFR B1 CEFR B2 以上

（1） 出願確認票
 インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄

に写真を貼付してください。

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール
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①　一次選抜
日程 試験科目・配点

A日程
B日程
C日程

（共通）

③　二次選抜
日程 集合時間 試験時間割

A日程
B日程
C日程

（共通）

～　面接
～　面接

．出願書類

●英語（リーディング100点、リスニング100点）　計200点
●国語（近代以降の文章）　100点
●数学（いずれか1科目を選択）
　数学Ⅰ・数学A、数学Ⅱ・数学B、簿記・会計、情報関係基礎　100点
●地理歴史・公民（いずれか1科目を選択）
　世界史B、日本史B、地理B、現代社会、倫理、政治・経済、倫理‚ 政治・経済　100点
　合計500点

※　二次選抜は対象者数により、午前（第1組）または午後（第2組）に分けて実施します。詳細は、一次選抜合格
　通知書で確認してください。
※　一般選抜の同一日程を併願し、大学入学共通テスト利用選抜と一般選抜の両方の一次選抜に合格した場合、面
　接試験は1回のみの受験となります。

　一次選抜：大学入学共通テストの結果および提出された書類を基に総合的に判定し、合格者を決定します。また、
調査書（成績証明書等）は学科への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点から、面接および合否判定の参
考とします。

　二次選抜：面接および提出書類等の評価を総合的に判定し、合格者を決定します。

②　英語試験の加点について（A・B・C日程共通）
　　2018年度から2020年度に次に掲げる英語検定試験において所定の基準を満たしている者に対し、本学英語試験

の配点（満点）を上限に以下のとおり得点を加算します。
　　＜対象となる英語検定試験＞

　　＜加算点＞

※　実用英語技能検定（従来型）については、2018年4月1日以降に受験した二次試験のスコアを有効とします。
※　各英語検定試験の基準となるスコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。

CEFR A2

10 点 15 点 25 点

CEFR B1 CEFR B2 以上

（1） 出願確認票
 インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄

に写真を貼付してください。

ケンブリッジ英語検定
実用英語技能検定
　従来型、英検CBT：準1級-3級、英検
　2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検
　2020 2days S-Interview：1級-3級

TEAP
TEAP CBT

GTEC Advanced、Basic、Core、CBT TOEFL iBT®

IELTS
アカデミック・モジュール、ジェネラル
トレーニング・モジュール

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学校
高等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証

明書および成績証明書を提出してください。
高等学校卒業程度認定試験合格
(見込)者または大学入学資格検定
合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書を

併せて提出してください。

外国において学校教育における
12年の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等学

校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。

ア　本学の「一般選抜」の同一日程を併願する場合、両方の出願書類を同封して郵送してください。ただし、
調査書等は1部で構いません。

イ　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1部で構いません。）

日程 入学検定料 備考
A日程
B日程
C日程

（共通）

・入学検定料納入後の出願学科の変更はできません。

（3） 大学入学共通テスト成績請求票
 2021年度の成績請求票を写真票の所定の位置に貼付してください。

（5） その他

（1）一次選抜合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の集合時間等を
郵送します。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を
郵送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームペー
ジにおいても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認して
ください。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

　なお、提出された証明書の原本は、後日返却します。

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、2018年度
から2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・実用英語技能検定 2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
・TOEFL iBT® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
・TEAP 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）

・ケンブリッジ英語検定 試験結果表

（4） 英語試験加点に係る書類（該当者のみ）

・同一日程内で同一学科に2回出願することはできません。
￥15,000

（2） 調査書等
 「1.出願資格」（57ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各日程の出

願受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
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（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは66ページをご覧ください。

　本入学試験は、本学のめざす「国際的に開かれた大学」の趣旨により、日本に留学する外国籍を有する外国人に勉
学の機会を提供する制度です。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ

ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・

オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ

※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。

【出願条件】

（ｲ）在籍する別科、日本語学校または専門学校等の在籍期間中の出席率が、本学が指定する期間内で ％以上の者。
ただし、出願の時点で日本語学校または専門学校を卒業（または中退）している者は、その最終出身学校の在籍
期間中の出席率が ％以上であること。

【出席率算出方法】
出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）

・出席率算出の指定範囲

・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

（注）　英語または中国語を母語、母国語とする者はそれぞれ外国語学部英米語学科または中国語学科を志願すること
はできません。

出願資格（1）および（2）に該当し、かつ、出願条件（ｱ）～（ｳ）を満たす者

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

（ｱ）公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験」N2以上を取得していること、またはこれ
に準ずる日本語能力を有していること。

（ｳ）日本国外在住者（渡日前入学試験）で外国語学部英米語学科およびホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタ
リティ・ツーリズム学科を志願する者は、上記条件の他、以下の条件も満たしていること。

　　　　　　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　　　　　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　　　　　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで

出願条件志望先学科等

HT 学科（HTM）

試験日から起算して3年以内にTOEFL iBT®52点以上またはTOEIC®L&R 500点以上を取
得していること
試験日から起算して3年以内に次の英語能力検定試験のスコアを取得している者
 ・ ケンブリッジ英語検定　134点以上
 ・ 実用英語技能検定（従来型、英検CBT：準1級-3級、英検2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検

2020 2days S-Interview：1級-3級）　1,880点以上
 ・ GTEC Advanced、Basic、Core、CBT　900点以上
 ・ IELTSアカデミック・モジュール　4.0以上
 ・ TEAP　199点以上
 ・ TEAP CBT　360点以上
 ・ TOEFL iBT®42点以上
 ・ TOEIC®L&R+S&W（S&Wはスコアを2.5倍して合算）　900点以上

英米語学科
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（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは66ページをご覧ください。

　本入学試験は、本学のめざす「国際的に開かれた大学」の趣旨により、日本に留学する外国籍を有する外国人に勉
学の機会を提供する制度です。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ

ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・

オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ

※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。

【出願条件】

（ｲ）在籍する別科、日本語学校または専門学校等の在籍期間中の出席率が、本学が指定する期間内で ％以上の者。
ただし、出願の時点で日本語学校または専門学校を卒業（または中退）している者は、その最終出身学校の在籍
期間中の出席率が ％以上であること。

【出席率算出方法】
出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）

・出席率算出の指定範囲

・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

（注）　英語または中国語を母語、母国語とする者はそれぞれ外国語学部英米語学科または中国語学科を志願すること
はできません。

出願資格（1）および（2）に該当し、かつ、出願条件（ｱ）～（ｳ）を満たす者

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

（ｱ）公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験」N2以上を取得していること、またはこれ
に準ずる日本語能力を有していること。

（ｳ）日本国外在住者（渡日前入学試験）で外国語学部英米語学科およびホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタ
リティ・ツーリズム学科を志願する者は、上記条件の他、以下の条件も満たしていること。

　　　　　　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　　　　　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　　　　　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで

出願条件志望先学科等

HT 学科（HTM）

試験日から起算して3年以内にTOEFL iBT®52点以上またはTOEIC®L&R 500点以上を取
得していること
試験日から起算して3年以内に次の英語能力検定試験のスコアを取得している者
 ・ ケンブリッジ英語検定　134点以上
 ・ 実用英語技能検定（従来型、英検CBT：準1級-3級、英検2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検

2020 2days S-Interview：1級-3級）　1,880点以上
 ・ GTEC Advanced、Basic、Core、CBT　900点以上
 ・ IELTSアカデミック・モジュール　4.0以上
 ・ TEAP　199点以上
 ・ TEAP CBT　360点以上
 ・ TOEFL iBT®42点以上
 ・ TOEIC®L&R+S&W（S&Wはスコアを2.5倍して合算）　900点以上

英米語学科

方式 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ方式

Ｂ方式

Ｃ方式

※　渡日前入学試験（B方式のみ）の受験を希望する者は、本学での個別の学力審査、面接等を受けるために試験
日に来日する必要はありませんが、願書受付期間、合格発表日時および入学手続期限は上記日程に準じます。

学部 学科 募集人員

外国語

日本語 12人

3人

2人

57人

20人

10人

英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・ツーリズム ホスピタリティ・ツーリズム（HTM）

※　各学科の募集人員はＡ・Ｂ・Ｃ方式の合計人数です。また、推薦の募集人員も含みます。
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

　　［Ａ方式］

学部 学科 集合時間 試験時間割・科目・配点

日本語

日本語

面接
日本語短文朗読または英語短文朗読

・日本語学科、中国語学科、経済学科および不動産学科は、面接
に引き続き日本語短文朗読、英米語学科およびホスピタリ
ティ・ツーリズム学科は、面接に引き続き英語短文朗読を
行い、その文章の内容について質疑応答を行います。なお、
英語短文朗読の質疑応答は英語で行う場合があります。

外国語 英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

9月23日（水）～

10月2日（金）
郵送必着

11月12日（木）10月17日（土）
本学浦安キャンパス

10月22日（木）
13:00

11月9日（月）～

11月20日（金）
郵送必着

1月14日（木）12月5日（土）
本学浦安キャンパス

12月10日（木）
13:00

1月18日（月）～

1月29日（金）
郵送必着

3月4日（木）2月15日（月）
本学浦安キャンパス

2月18日（木）
13:00
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　　［Ｂ・Ｃ方式］

学部 学科 集合時間 試験時間割・科目・配点

日本語

①試験日に
｢日本語｣の
筆記試験を
受験する者

日本語
・出願時に以下のいずれかを選択してください。
　①本学で試験日に「日本語」の筆記試験を受験する。
　② は日験試（。るす用利を績成の」語本日「の験試学留本日

面接のみ受験）

面接
日本語短文朗読または英語短文朗読

・日本語学科、中国語学科、経済学科および不動産学科は、面接
に引き続き日本語短文朗読、英米語学科およびホスピタリ
ティ・ツーリズム学科は、面接に引き続き英語短文朗読を
行い、その文章の内容について質疑応答を行います。なお、
英語短文朗読の質疑応答は英語で行う場合があります。

外国語 英米語

中国語

経済 経済 ②日本留学
試験の ｢日
本語｣ の成
績を利用す
る者

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　本学での日本語筆記試験の受験有無により、集合時間が異なります。
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

Ｂ方式のみ）

学部 学科 試験科目・配点

日本語
・「日本留学試験」の成績を利用

　　両科目を受験した場合は、高得点の科目で合否判定を行う。

・面接にかえて志望理由書等、出願書類の審査を行う。

※　本学の個別の学力検査、面接等のために来日する必要はありません。

外国語 英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

　独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の成績は、方式により成績を利用できる範囲が異なり

は総合判定資料として利用します。
日本留学試験

実施日程
本学
入試方式

Ｂ方式 ○ ○ ○ ×

Ｃ方式 × ○ ○ ○

　筆記試験（または「日本留学試験」の成績）、面接（渡日前受験者を除く。）、日本語短文朗読（日本語学科、中国語
学科、経済学科および不動産学科。渡日前受験者を除く。）または英語短文朗読（英米語学科およびホスピタリティ・
ツーリズム学科。渡日前受験者を除く。）、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

2018年11月 2019年6月 2019年11月 2020年11月

ます。各方式で成績を利用できるのは下表の○印のついた3回の試験のうちの1回分です。
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　　［Ｂ・Ｃ方式］

学部 学科 集合時間 試験時間割・科目・配点

日本語

①試験日に
｢日本語｣の
筆記試験を
受験する者

日本語
・出願時に以下のいずれかを選択してください。
　①本学で試験日に「日本語」の筆記試験を受験する。
　② は日験試（。るす用利を績成の」語本日「の験試学留本日

面接のみ受験）

面接
日本語短文朗読または英語短文朗読

・日本語学科、中国語学科、経済学科および不動産学科は、面接
に引き続き日本語短文朗読、英米語学科およびホスピタリ
ティ・ツーリズム学科は、面接に引き続き英語短文朗読を
行い、その文章の内容について質疑応答を行います。なお、
英語短文朗読の質疑応答は英語で行う場合があります。

外国語 英米語

中国語

経済 経済 ②日本留学
試験の ｢日
本語｣ の成
績を利用す
る者

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　本学での日本語筆記試験の受験有無により、集合時間が異なります。
※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

Ｂ方式のみ）

学部 学科 試験科目・配点

日本語
・「日本留学試験」の成績を利用

　　両科目を受験した場合は、高得点の科目で合否判定を行う。

・面接にかえて志望理由書等、出願書類の審査を行う。

※　本学の個別の学力検査、面接等のために来日する必要はありません。

外国語 英米語

中国語

経済 経済

不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

　独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験の成績は、方式により成績を利用できる範囲が異なり

は総合判定資料として利用します。
日本留学試験

実施日程
本学
入試方式

Ｂ方式 ○ ○ ○ ×

Ｃ方式 × ○ ○ ○

　筆記試験（または「日本留学試験」の成績）、面接（渡日前受験者を除く。）、日本語短文朗読（日本語学科、中国語
学科、経済学科および不動産学科。渡日前受験者を除く。）または英語短文朗読（英米語学科およびホスピタリティ・
ツーリズム学科。渡日前受験者を除く。）、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

2018年11月 2019年6月 2019年11月 2020年11月

ます。各方式で成績を利用できるのは下表の○印のついた3回の試験のうちの1回分です。

大文字・算用数字を用いて正確に記入してください。

類については、試験日の面接終了後に受験者本人に返却します。
出願資格を満たさない場合、本学が指定した書類が出願期間内に揃わない場合は、出願を取り消します。

ア　志願者全員が提出する書類（日本国内在住者、渡日前入学試験受験者共通）

書類 内容・注意事項

①志願票
　［本学所定様式］
②受験票
　［本学所定様式］

志願者本人が確実に受け取ることができる住所を宛先として記入してください。志願票に記入した現
住所と異なる住所でも構いません。

③写真票
　［本学所定様式］

　［巻末様式9］

　［巻末様式10］

り付けしてください。

④出願申請書
学歴表（裏面）には、小学校入学から現在に至るまでの学歴および職歴を正式名称で記入してください。

を詳細に記入してください。塾や予備校等成績証明書等の正規の書類が発行されない学校に在籍した
期間も記入してください。

⑤経費支弁計画書
入学試験に合格した場合、入学手続時および入学後の授業料・生活費等の支弁方法について記入してく
ださい。

欄」者担負るた主「、は合場るい数複が者担負 か所に○を付してください。入学手続時にこの書類に書
かれた主たる経費支弁者に関する書類の提出を求めます。

⑥高等学校の卒業を
証明する書類

⑦高等学校の
　成績証明書

⑧出願時に在籍する
学校（または最終
出身学校）の成績
証明書

(1) 出願時において在籍する別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学で作成した、提出可能な
直近の学期までの成績が記載された成績証明書を提出してください。

(2) 出願時において、別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学を卒業（または中退）した者は、
在籍した学校が出願開始日から起算して3か月以内に作成した成績証明書を提出してください。

次ページに続く

英語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。
卒業証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア．出願時において高等学校に在籍中の者は、英語で作成された卒業見込証明書の原本を提出
してください。英語で作成された卒業見込証明書が提出できない場合は、母国語で作成され
た卒業見込証明書を提出してください。卒業見込証明書が英語または中国語以外の言語で作
成されている場合は、日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内
容証明印を押してあること）を一緒に提出してください。

　　 イ． 英語で作成された卒業証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された卒業証書
の原本または母国語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。卒業証書または卒
業証明書の原本が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳または英
語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒に提
出してください。

　　 ウ． 提出された卒業証書の原本は試験当日に志願者に返却します。
英語で作成された成績証明書の原本を提出してください。
成績証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 教育制度上、成績証明書が卒業時にしか発行されない者はその原本を提出してください。
成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳また
は英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒
に提出してください。提出された原本は試験当日に志願者に返却します。

　　 イ． 出願時において高等学校に在籍中の者は、在籍する学年の提出可能な直近の学期までの成
績が記載された成績証明書を提出してください。

　　 ウ． 英語で作成された成績証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された原本を提
出してください。成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、
日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してある
こと）を一緒に提出してください。

　　 エ． 高等学校在学中に留学した期間がある者は、留学先の学校から発行された成績証明書を提
出してください。ただし、卒業した高等学校で留学先の学校での成績が認定され、各学年、
各科目の成績が記載されている場合は、留学先の成績証明書は提出不要です。

95～98ページの記入方法を参照し、記入してください。
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書類 内容・注意事項

⑨出願時に在籍する
学校（または最終
出身学校）の出席
率証明書

(1) 出願時において別科、日本語学校および専修学校に在籍する者および卒業または中退した者は、以
下の算出方法により作成した出席率証明書を提出してください。

　ア．出願時において在籍する者

　イ．出願時において卒業または中退している者
　　　　　　　 全方式：在籍期間中すべて
(2) 出願時において短期大学および大学に在籍する者は在学証明書、中退した者は在籍期間証明書、

ください。

⑪住民票

(1
生年月日、現住所、国籍等、住民基本台帳法第30条の45規定区分、在留資格、在留期間満了の日、在留
カードの番号が記載されていること）を提出してください。

(2) 短期滞在（受験目的）で受験する者および渡日前入学試験受験者は、パスポート（氏名、国籍、パスポー

【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑫日本留学試験成績
通知書（コピー）

該当者
のみ提出

Ｂ方式およびＣ方式に出願する者で、日本留学試験の成績を利用する者並びにＢ方式の渡日

出してください。指定された期間内に複数回受験した者は、成績利用を希望する1回分のみ
提出してください。

⑬大学入学資格証明
書等

該当者
のみ提出

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（または高等
学校を卒業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本を提出してくだ

）。すまし却返に者願志に日験試は本原たれさ出提（。いさ
【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室へ問い合わせてくだ
さい。

⑭その他 該当者
のみ提出

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求めること
があります。

イ　渡日前入学試験受験者が提出する書類

出願書類 注意事項等

⑮志望理由書

⑯各資格に関する
　証明書

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

日本語能力試験N2以上を取得していることを証明する書類の原本を提出してください。提出された
原本は試験当日に志願者に返却します。
なお、N2以上を取得していない場合は、在籍している別科、日本語学校および専修学校の学校長名
でN2に準ずる日本語能力を有している旨の文書（書式自由）を公印押印の上、提出してください。

⑩日本語能力を示す
　証明書

英米語学科
試験日から起算して3年以内にTOEFL iBT®52点以上またはTOEIC®L&R 500点以上を取得して
いる証明書の原本を提出してください。

以下の指示に従って、作成してください。
（1）任意の用紙（A4縦向き・横書きで使用のこと）に、1行目に「志望理由書」、2行目に出願学部・学

科、氏名（フリガナ）を必ず記入してください。
（2）3行目から、本学学部・学科を志望した理由、入学後の希望、卒業後の展望等について、日本語

（800字以内）で書いてください。
（3）記入は志願者本人の自筆とし、ワープロソフト等の使用は認めません。また、記入の際は黒の

ボールペンを使用し、訂正箇所は修正液等を使用してください。

ホスピタリティ・ツーリズム学科
試験日から起算して3年以内に次の英語能力検定試験のスコアを取得している証明書の原本を提
出してください。
 ・ ケンブリッジ英語検定　134点以上
 ・ 実用英語技能検定（従来型、英検CBT：準1級-3級、英検2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検

2020 2days S-Interview：1級-3級）　1,880点以上
 ・ GTEC Advanced、Basic、Core、CBT　900点以上
 ・ IELTSアカデミック・モジュール　4.0以上
 ・ TEAP　199点以上
 ・ TEAP CBT　360点以上
 ・ TOEFL iBT®42点以上
 ・ TOEIC®L&R+S&W（S&Wはスコアを2.5倍して合算）　900点以上
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書類 内容・注意事項

⑨出願時に在籍する
学校（または最終
出身学校）の出席
率証明書

(1) 出願時において別科、日本語学校および専修学校に在籍する者および卒業または中退した者は、以
下の算出方法により作成した出席率証明書を提出してください。

　ア．出願時において在籍する者

　イ．出願時において卒業または中退している者
　　　　　　　 全方式：在籍期間中すべて
(2) 出願時において短期大学および大学に在籍する者は在学証明書、中退した者は在籍期間証明書、

ください。

⑪住民票

(1
生年月日、現住所、国籍等、住民基本台帳法第30条の45規定区分、在留資格、在留期間満了の日、在留
カードの番号が記載されていること）を提出してください。

(2) 短期滞在（受験目的）で受験する者および渡日前入学試験受験者は、パスポート（氏名、国籍、パスポー

【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑫日本留学試験成績
通知書（コピー）

該当者
のみ提出

Ｂ方式およびＣ方式に出願する者で、日本留学試験の成績を利用する者並びにＢ方式の渡日

出してください。指定された期間内に複数回受験した者は、成績利用を希望する1回分のみ
提出してください。

⑬大学入学資格証明
書等

該当者
のみ提出

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（または高等
学校を卒業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本を提出してくだ

）。すまし却返に者願志に日験試は本原たれさ出提（。いさ
【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室へ問い合わせてくだ
さい。

⑭その他 該当者
のみ提出

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求めること
があります。

イ　渡日前入学試験受験者が提出する書類

出願書類 注意事項等

⑮志望理由書

⑯各資格に関する
　証明書

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

日本語能力試験N2以上を取得していることを証明する書類の原本を提出してください。提出された
原本は試験当日に志願者に返却します。
なお、N2以上を取得していない場合は、在籍している別科、日本語学校および専修学校の学校長名
でN2に準ずる日本語能力を有している旨の文書（書式自由）を公印押印の上、提出してください。

⑩日本語能力を示す
　証明書

英米語学科
試験日から起算して3年以内にTOEFL iBT®52点以上またはTOEIC®L&R 500点以上を取得して
いる証明書の原本を提出してください。

以下の指示に従って、作成してください。
（1）任意の用紙（A4縦向き・横書きで使用のこと）に、1行目に「志望理由書」、2行目に出願学部・学

科、氏名（フリガナ）を必ず記入してください。
（2）3行目から、本学学部・学科を志望した理由、入学後の希望、卒業後の展望等について、日本語

（800字以内）で書いてください。
（3）記入は志願者本人の自筆とし、ワープロソフト等の使用は認めません。また、記入の際は黒の

ボールペンを使用し、訂正箇所は修正液等を使用してください。

ホスピタリティ・ツーリズム学科
試験日から起算して3年以内に次の英語能力検定試験のスコアを取得している証明書の原本を提
出してください。
 ・ ケンブリッジ英語検定　134点以上
 ・ 実用英語技能検定（従来型、英検CBT：準1級-3級、英検2020 1day S-CBT：準1級-3級、英検

2020 2days S-Interview：1級-3級）　1,880点以上
 ・ GTEC Advanced、Basic、Core、CBT　900点以上
 ・ IELTSアカデミック・モジュール　4.0以上
 ・ TEAP　199点以上
 ・ TEAP CBT　360点以上
 ・ TOEFL iBT®42点以上
 ・ TOEIC®L&R+S&W（S&Wはスコアを2.5倍して合算）　900点以上

　日本国外の銀行から願書受付期間内に以下の口座に送金してください。送金手数料は、受験者負担となります。
国・地域によって送金手数料が異なりますので、過不足のないように送金してください。
　入学検定料が不足した場合等、受験できないことがあります。

銀行名：　Mizuho Bank Ltd 口座名：　　　 Meikai University
支店名：　Nishi-Kasai Branch 口座種目：　　 Savings Account
支店番号：No.561 口座番号Ａ/Ｃ：No.1315529
銀行住所：5-6-2 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo  163-0088, Japan
SWIFT CODE：MHCBJPJT

ん。いかなる理由があっても本学では入学手続の代行はしません。また、代理人等が入学手続を行った場合の事
故等についても本学では責任を負いません。なお、渡日前入学試験の合格者で、所定の期限までに入学手続が完
了しない場合は、あらかじめ、本学浦安キャンパス入試事務室に連絡してください。

る者とします。保証人を定められない場合は、入学許可書を発行しない場合があります。
（3）入学者は2021年4月以降、原則として「留学」の在留資格で本学に在籍することになりますが、在留資格が

「家族滞在」「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等の者は、大学入学のために在留資格を変更する必要
はありません。ただし、在留資格が「留学」以外の場合は、外国人留学生対象の授業料減免制度（外国語学部、
経済学部および不動産学部のみ）や奨学金は対象外となります。

　本入学試験に合格し入学手続が完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。（C方式を除く。）実施方法等の
詳細については、18ページをご覧ください。

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。なお、渡日前入学試験の合格者については、合格
発表後、数日を要します。

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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外国人留学生特別入学試験（一般／渡日前入学試験）
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

本入学試験は、本学のめざす「国際的に開かれた大学」の趣旨により、日本に留学する外国籍を有する外国人に勉
学の機会を提供する制度です。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ
ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・
オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ
ル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者
※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。

【出願条件】
　在籍する別科、日本語学校または専門学校等の在籍期間中の出席率が、本学が指定する期間内で ％以上の者。
ただし、出願の時点で日本語学校または専門学校を卒業（または中退）している者は、その最終出身学校の在籍
期間中の出席率が ％以上であること。
【出席率算出方法】
出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）
　・出席率算出の指定範囲

　・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

方式 願書受付期間 一次選抜 二次選抜 入学手続期限試験日・試験会場 合格発表日時 試験日・試験会場 合格発表日時

Ｂ方式

A方式

Ｃ方式

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで

11月9日（月）～

11月20日（金）
郵送必着
1月18日（月）～

1月29日（金）
郵送必着

1月14日（木）

3月11日（木）

12月5日（土）
本学浦安
キャンパス

2月15日（月）
本学浦安
キャンパス

12月10日（木）
13:00

2月18日（木）
13:00

12月19日（土）
本学浦安
キャンパス

2月24日（水）
本学浦安
キャンパス

12月24日（木）
13:00

9月23日（水）～

10月2日（金）
郵送必着

12月3日（木）
10月17日（土）
本学浦安
キャンパス

10月22日（木）
13:00

11月7日（土）
本学浦安
キャンパス

11月12日（木）
13:00

2月26日（金）
13:00
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外国人留学生特別入学試験（一般／渡日前入学試験）
ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャー

本入学試験は、本学のめざす「国際的に開かれた大学」の趣旨により、日本に留学する外国籍を有する外国人に勉
学の機会を提供する制度です。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ
ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・
オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ
ル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者
※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。

【出願条件】
　在籍する別科、日本語学校または専門学校等の在籍期間中の出席率が、本学が指定する期間内で ％以上の者。
ただし、出願の時点で日本語学校または専門学校を卒業（または中退）している者は、その最終出身学校の在籍
期間中の出席率が ％以上であること。
【出席率算出方法】
出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）
　・出席率算出の指定範囲

　・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

方式 願書受付期間 一次選抜 二次選抜 入学手続期限試験日・試験会場 合格発表日時 試験日・試験会場 合格発表日時

Ｂ方式

A方式

Ｃ方式

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで

11月9日（月）～

11月20日（金）
郵送必着
1月18日（月）～

1月29日（金）
郵送必着

1月14日（木）

3月11日（木）

12月5日（土）
本学浦安
キャンパス

2月15日（月）
本学浦安
キャンパス

12月10日（木）
13:00

2月18日（木）
13:00

12月19日（土）
本学浦安
キャンパス

2月24日（水）
本学浦安
キャンパス

12月24日（木）
13:00

9月23日（水）～

10月2日（金）
郵送必着

12月3日（木）
10月17日（土）
本学浦安
キャンパス

10月22日（木）
13:00

11月7日（土）
本学浦安
キャンパス

11月12日（木）
13:00

2月26日（金）
13:00

募集人員 試験

一次選抜

二次選抜

集合時間 試験時間割・科目・配点

（A・B・C方式の
合計人数）

～ 講義理解力判定テスト　　　　　　

～　面接
～　面接

※　二次選抜は対象者数により、午前（第1組）または午後（第2組）に分けて実施します。詳細は、一次選抜合
格通知書で確認してください。

　一次選抜：学力試験の結果および提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。
　二次選抜：面接および提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

書類 内容・注意事項
①志願票
　［本学所定様式］
②受験票
　［本学所定様式］

志願者本人が確実に受け取ることができる住所を宛先として記入してください。志願票に記入し
た現住所と異なる住所でも構いません。

③写真票
　［本学所定様式］ しっかりとのり付けしてください。

④出願申請書

学歴表（裏面）には、小学校入学から現在に至るまでの学歴および職歴を正式名称で記入してくだ
さい。

容を詳細に記入してください。塾や予備校等成績証明書等の正規の書類が発行されない学校に在
籍した期間も記入してください。

⑤経費支弁計画書
入学試験に合格した場合、入学手続時および入学後の授業料・生活費等の支弁方法について記入
してください。

。いさだくてし付を○に所か1欄」者担負るた主「、は合場るい数複が者担負 入学手続時にこの書類
に書かれた主たる経費支弁者に関する書類の提出を求めます。

⑥高等学校の卒業を証明す
る書類

⑦高等学校の成績証明書

次ページに続く

英語で作成された成績証明書の原本を提出してください。
成績証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 教育制度上、成績証明書が卒業時にしか発行されない者はその原本を提出してくだ
さい。成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、
日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押し
てあること）を一緒に提出してください。提出された原本は試験当日に志願者に返却
します。

　　 イ． 出願時において高等学校に在籍中の者は、在籍する学年の提出可能な直近の学期ま
での成績が記載された成績証明書を提出してください。

　　 ウ． 英語で作成された成績証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された原
本を提出してください。成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成さ
れている場合は、日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の
内容証明印を押してあること）を一緒に提出してください。

　　 エ． 高等学校在学中に留学した期間がある者は、留学先の学校から発行された成績証明
書を提出してください。ただし、卒業した高等学校で留学先の学校での成績が認定され、
各学年、各科目の成績が記載されている場合は、留学先の成績証明書は提出不要です。

　［巻末様式9］

　［巻末様式10］

英語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。
卒業証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア．出願時において高等学校に在籍中の者は、英語で作成された卒業見込証明書の原本
を提出してください。英語で作成された卒業見込証明書が提出できない場合は、母国
語で作成された卒業見込証明書を提出してください。卒業見込証明書が英語または中
国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳
者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒に提出してください。

　　 イ． 英語で作成された卒業証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された卒
業証書の原本または母国語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。卒業
証書または卒業証明書の原本が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、
日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押し
てあること）を一緒に提出してください。

　　 ウ． 提出された卒業証書の原本は試験当日に志願者に返却します。

95～98ページの記入方法を参照し、記入してください。
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書類 内容・注意事項

⑧出願時に在籍する学校（ま
たは最終出身学校）の成績証
明書

　出願時において在籍する別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学で作成した、提出
可能な直近の学期までの成績が記載された成績証明書を提出してください。
　出願時において、別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学を卒業（または中退）した

ださい。

⑨出願時に在籍する学校（ま
たは最終出身学校）の出席率
証明書

　出願時において別科、日本語学校および専修学校に在籍する者および卒業または中退した
者は、以下の算出方法により作成した出席率証明書を提出してください。

　 ア．出願時において在籍する者

　 イ．出願時において卒業または中退している者
　 　　　　　　 全方式：在籍期間中すべて

　出願時において短期大学および大学に在籍する者は在学証明書、中退した者は在籍期間証

を提出してください。

⑩住民票 れていること）を提出してください。
　短期滞在（受験目的）で受験する者および渡日前入学試験受験者は、パスポート（氏名、国籍、

【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑪大学入学資格証明書等 該当者
のみ提出

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（ま
たは高等学校を卒業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本

）。すまし却返に者願志に日験試は本原たれさ出提（。いさだくてし出提を
【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室へ問い合わせて
ください。

⑫その他 該当者
のみ提出

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求め
ることがあります。

ページを参照してください。

．合格発表

．合格後の手続等について
（1）本入学試験に合格し、本学に入学する意思がある者は、所定の期限までに入学手続を完了しなければなりませ

ん。いかなる理由があっても本学では入学手続の代行はしません。また、代理人等が入学手続を行った場合の事
故等についても本学では責任を負いません。

（2）入学手続時には、保証人が必要となります。保証人は原則として日本国内に在住し独立して生計を立てている
者とし、特に、外国籍の者を保証人とする場合は、上記の条件に加え、日本に5年以上在住し日本語が堪能であ
る者とします。保証人を定められない場合は、入学許可書を発行しない場合があります。

（3）入学者は2021年4月以降、原則として「留学」の在留資格で本学に在籍することになりますが、在留資格が
「家族滞在」「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等の者は、大学入学のために在留資格を変更する必要はあ
りません。ただし、在留資格が「留学」以外の場合は、外国人留学生対象の奨学金は対象外となります。

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

①　一次選抜合格者には、志願票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の集合時間等を郵送し
ます。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

②　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページに
おいても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくださ
い。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
③　合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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書類 内容・注意事項

⑧出願時に在籍する学校（ま
たは最終出身学校）の成績証
明書

　出願時において在籍する別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学で作成した、提出
可能な直近の学期までの成績が記載された成績証明書を提出してください。
　出願時において、別科、日本語学校、専修学校、短期大学および大学を卒業（または中退）した

ださい。

⑨出願時に在籍する学校（ま
たは最終出身学校）の出席率
証明書

　出願時において別科、日本語学校および専修学校に在籍する者および卒業または中退した
者は、以下の算出方法により作成した出席率証明書を提出してください。

　 ア．出願時において在籍する者

　 イ．出願時において卒業または中退している者
　 　　　　　　 全方式：在籍期間中すべて

　出願時において短期大学および大学に在籍する者は在学証明書、中退した者は在籍期間証

を提出してください。

⑩住民票 れていること）を提出してください。
　短期滞在（受験目的）で受験する者および渡日前入学試験受験者は、パスポート（氏名、国籍、

【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑪大学入学資格証明書等 該当者
のみ提出

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（ま
たは高等学校を卒業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本

）。すまし却返に者願志に日験試は本原たれさ出提（。いさだくてし出提を
【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室へ問い合わせて
ください。

⑫その他 該当者
のみ提出

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求め
ることがあります。

ページを参照してください。

．合格発表

．合格後の手続等について
（1）本入学試験に合格し、本学に入学する意思がある者は、所定の期限までに入学手続を完了しなければなりませ

ん。いかなる理由があっても本学では入学手続の代行はしません。また、代理人等が入学手続を行った場合の事
故等についても本学では責任を負いません。

（2）入学手続時には、保証人が必要となります。保証人は原則として日本国内に在住し独立して生計を立てている
者とし、特に、外国籍の者を保証人とする場合は、上記の条件に加え、日本に5年以上在住し日本語が堪能であ
る者とします。保証人を定められない場合は、入学許可書を発行しない場合があります。

（3）入学者は2021年4月以降、原則として「留学」の在留資格で本学に在籍することになりますが、在留資格が
「家族滞在」「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等の者は、大学入学のために在留資格を変更する必要はあ
りません。ただし、在留資格が「留学」以外の場合は、外国人留学生対象の奨学金は対象外となります。

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

①　一次選抜合格者には、志願票に記載された住所宛てに一次選抜合格通知および二次選抜の集合時間等を郵送し
ます。二次選抜合格者には、同様の住所へ二次選抜合格通知および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送しま
す。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

②　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページに
おいても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくださ
い。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
③　合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

　渡日前入学試験受験希望者は、出願条件・出願書類等が異なりますので、別冊の要項をご確認ください。
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外国人留学生特別入学試験（推薦）

　外国人留学生特別入学試験で実施される「推薦」は、本学が指定する国内の日本語学校等の学校長の推薦に基づき、
日本での学修を希望し本学を第一志望とする留学生を選考する入学試験です。

※海外指定校、政府派遣に関することは別途、浦安キャンパス入試事務室に問い合わせてください。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ

ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・

オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ
ル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者

※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。
【出願条件】
（ｱ）本学での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者
（ｲ）公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験」N2以上を取得していること。
（ｳ）本学指定日本語学校等に正規の学生として在籍し、その在籍期間中の出席率が本学が指定する期間内で90％

以上の者
　【出席率算出方法】

出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）
　　　　・出席率算出の指定範囲

　　　　・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

（注）①　英語または中国語を母語、母国語とする者はそれぞれ外国語学部英米語学科または中国語学科を志願す
ることはできません。

　　　②　推薦ではホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーの募集はありません。

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

　　　　　　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　　　　　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　　　　　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで
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外国人留学生特別入学試験（推薦）

　外国人留学生特別入学試験で実施される「推薦」は、本学が指定する国内の日本語学校等の学校長の推薦に基づき、
日本での学修を希望し本学を第一志望とする留学生を選考する入学試験です。

※海外指定校、政府派遣に関することは別途、浦安キャンパス入試事務室に問い合わせてください。

【出願資格】

～⑥のいずれかに該当する者

たはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者
③　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者
④　フランス共和国において大学入学資格と認められているバカロレア資格を有する者
⑤　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェネラ

ル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格を有する者
⑥　アメリカ合衆国カリフォルニア州に主たる事務所が所在する団体であるウェスタン・アソシエーション・

オブ・スクールズ・アンド・カレッジズ、同国コロラド州に主たる事務所が所在する団体であるアソシエー
ション・オブ・クリスチャン・スクールズ・インターナショナル又はグレート・ブリテン及び北部アイルラ
ンド連合王国ハンプシャー市に主たる事務所が所在する団体であるカウンセル・オブ・インターナショナ
ル・スクールズから教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる12年の課程を修了した者

※②～⑥により出願する者は、あらかじめ浦安キャンパス入試事務室へお問い合わせください。
【出願条件】
（ｱ）本学での勉学を強く希望し、第一志望として入学を志し、合格後の入学を確約できる者
（ｲ）公益財団法人日本国際教育支援協会が主催する「日本語能力試験」N2以上を取得していること。
（ｳ）本学指定日本語学校等に正規の学生として在籍し、その在籍期間中の出席率が本学が指定する期間内で90％

以上の者
　【出席率算出方法】

出席時間数÷総授業時間数× ＝ ％以上（小数点以下切捨て）
　　　　・出席率算出の指定範囲

　　　　・出席率の算出は時間数またはコマ数に限ります。日数による出席率は認めません。

（注）①　英語または中国語を母語、母国語とする者はそれぞれ外国語学部英米語学科または中国語学科を志願す
ることはできません。

　　　②　推薦ではホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーの募集はありません。

①　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込みの者、ま

　　　　　　　A方式　⇒　入学から2020年8月末日まで
　　　　　　　B方式　⇒　入学から2020年10月末日まで
　　　　　　　C方式　⇒　入学から2020年12月末日まで

方式 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ方式

Ｂ方式

Ｃ方式

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割

外国語
日本語

各学科とも、外国人留学生
特別入学試験（一般／渡日
前入学試験）の募集人員に
含む。

9:30～　面接
　　　　 日本語短文朗読

英米語
中国語

経済 経済
不動産 不動産

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム（HTM）

※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

　各指定校の推薦依頼人数等に関することは、本学から各指定校に通知しています。出願を希望する者は各自で在籍
する日本語学校等に確認してください。

大文字・算用数字を用いて正確に記入してください。

書類については、試験日の面接終了後に受験者本人に返却します。
出願資格を満たさない場合、本学が指定した書類が出願期間内に揃わない場合は、出願を取り消します。

書類 内容・注意事項

①志願票
　［本学所定様式］
②受験票
　［本学所定様式］

志願者本人が確実に受け取ることができる住所を宛先として記入してください。志願票に記入した現

95～98ページの記入方法を参照し、記入してください。

住所と異なる住所でも構いません。

③写真票
　［本学所定様式］ り付けしてください。

④出願申請書

(1) 学歴表（裏面）には、小学校入学から現在に至るまでの学歴および職歴を正式名称で記入してくだ
さい。

(2
内容を詳細に記入してください。塾や予備校等成績証明書等の正規の書類が発行されない学校に在
籍した期間も記入してください。

⑤経費支弁計画書
入学試験に合格した場合、入学手続時および入学後の授業料・生活費等の支弁方法について記入してく
ださい。

欄」者担負るた主「、は合場るい数複が者担負 か所に○を付してください。入学手続時にこの書類に書
かれた主たる経費支弁者に関する書類の提出を求めます。

次ページに続く

9月23日（水）～

10月2日（金）
郵送必着

11月12日（木）10月17日（土）
本学浦安キャンパス

10月22日（木）
13:00

11月9日（月）～

11月20日（金）
郵送必着

1月14日（木）12月5日（土）
本学浦安キャンパス

12月10日（木）
13:00

1月18日（月）～

1月29日（金）
郵送必着

3月4日（木）2月15日（月）
本学浦安キャンパス

2月18日（木）
13:00

　［巻末様式9］

　［巻末様式10］
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書類 内容・注意事項

⑥高等学校の卒業を
証明する書類

⑦高等学校の
　成績証明書

⑧出願時に在籍する
学校の成績証明書

在籍する別科、日本語学校等で作成した、提出可能な直近の学期までの成績が記載された成績証明書を
提出してください。

⑨出願時に在籍する
学校の出席率証明
書

別科、日本語学校および専修学校に在籍する者は、以下の算出方法により作成した出席率証明書を提
出してください。

　【注意事項】日数で算出した出席率証明書は受理しません。
⑩日本語能力を示す

証明書 日本語能力試験N2以上を取得していることを証明する書類の原本を提出してください。

⑪住民票 こと）を提出してください。
【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑫推薦書
　［本学所定様式］

本学指定校の校長が本学所定様式で作成し厳封したものを提出してください。なお、本学所定様式以外
で作成された推薦書は受理しません。
※推薦書（本学所定様式）は、各指定校宛てに事前に送付されていますので、各自学校でご確認ください。

⑬大学入学資格証明
書等

　【該当者のみ提出】

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（または高等学校を卒
業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本を提出してください（提出された
原本は試験日に志願者に返却します。）

【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室に問い合わせてください。
⑭その他
　【該当者のみ提出】

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求めることがありま
す。

面接、日本語短文朗読、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

英語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。
卒業証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 英語で作成された卒業証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された卒業証書
の原本または母国語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。卒業証書または卒
業証明書の原本が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳または英
語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒に提
出してください。

　　 イ． 提出された卒業証書の原本は試験当日に志願者に返却します。
英語で作成された成績証明書の原本を提出してください。
成績証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 教育制度上、成績証明書が卒業時にしか発行されない者はその原本を提出してください。
成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳また
は英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒
に提出してください。提出された原本は試験当日に志願者に返却します。

　　 イ． 英語で作成された成績証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された原本を提
出してください。成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、
日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してある
こと）を一緒に提出してください。

　　 ウ． 高等学校在学中に留学した期間がある者は、留学先の学校から発行された成績証明書を提
出してください。ただし、卒業した高等学校で留学先の学校での成績が認定され、各学年、
各科目の成績が記載されている場合は、留学先の成績証明書は提出不要です。

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を各指定学校長宛てに通
知いたします。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してください。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。
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書類 内容・注意事項

⑥高等学校の卒業を
証明する書類

⑦高等学校の
　成績証明書

⑧出願時に在籍する
学校の成績証明書

在籍する別科、日本語学校等で作成した、提出可能な直近の学期までの成績が記載された成績証明書を
提出してください。

⑨出願時に在籍する
学校の出席率証明
書

別科、日本語学校および専修学校に在籍する者は、以下の算出方法により作成した出席率証明書を提
出してください。

　【注意事項】日数で算出した出席率証明書は受理しません。
⑩日本語能力を示す

証明書 日本語能力試験N2以上を取得していることを証明する書類の原本を提出してください。

⑪住民票 こと）を提出してください。
【注】在留期限の過ぎた住民票および在留カード（外国人登録証明書）のコピーは受理しません。

⑫推薦書
　［本学所定様式］

本学指定校の校長が本学所定様式で作成し厳封したものを提出してください。なお、本学所定様式以外
で作成された推薦書は受理しません。
※推薦書（本学所定様式）は、各指定校宛てに事前に送付されていますので、各自学校でご確認ください。

⑬大学入学資格証明
書等

　【該当者のみ提出】

国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格等を有する者および出身国（または高等学校を卒
業した国）において大学入学資格を有する者は、その証明書の原本を提出してください（提出された
原本は試験日に志願者に返却します。）

【注】当該証明書を提出する場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室に問い合わせてください。
⑭その他
　【該当者のみ提出】

出願資格等の確認のため本学が必要と判断した場合は、上記以外の書類の提出を求めることがありま
す。

面接、日本語短文朗読、提出書類等の評価を総合的に判定し、合否を決定します。

英語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。
卒業証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 英語で作成された卒業証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された卒業証書
の原本または母国語で作成された卒業証明書の原本を提出してください。卒業証書または卒
業証明書の原本が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳または英
語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒に提
出してください。

　　 イ． 提出された卒業証書の原本は試験当日に志願者に返却します。
英語で作成された成績証明書の原本を提出してください。
成績証明書は各方式の出願開始日から起算して6か月以内に発行されたもののみ受け付けます。

【注】 ア． 教育制度上、成績証明書が卒業時にしか発行されない者はその原本を提出してください。
成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、日本語訳また
は英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してあること）を一緒
に提出してください。提出された原本は試験当日に志願者に返却します。

　　 イ． 英語で作成された成績証明書の原本が提出できない場合は、母国語で作成された原本を提
出してください。成績証明書（原本）が英語または中国語以外の言語で作成されている場合は、
日本語訳または英語訳（翻訳の日付、翻訳者を記載し、公的機関の内容証明印を押してある
こと）を一緒に提出してください。

　　 ウ． 高等学校在学中に留学した期間がある者は、留学先の学校から発行された成績証明書を提
出してください。ただし、卒業した高等学校で留学先の学校での成績が認定され、各学年、
各科目の成績が記載されている場合は、留学先の成績証明書は提出不要です。

A方式：入学から2020年8月末日まで
B方式：入学から2020年10月末日まで
C方式：入学から2020年12月末日まで

（1）合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を郵送します。
合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、志願者の合否結果を各指定学校長宛てに通
知いたします。（個人情報の取り扱いについては「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してください。）

（2）正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から20時までの間に確認してくだ
さい。20時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。

　　　　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

ん。いかなる理由があっても本学では入学手続の代行はしません。また、代理人等が入学手続を行った場合の事
故等についても本学では責任を負いません。

者とし、特に外国籍の者を保証人とする場合は、上記の条件に加え、日本に5年以上在住し日本語が堪能である
者とします。保証人を定められない場合は、入学許可書を発行しない場合があります。

在」「定住者」「永住者」「日本人の配偶者等」等の者は、大学入学のために在留資格を変更する必要はありませ
ん。ただし、在留資格が「留学」以外の場合は、外国人留学生対象の授業料減免制度（外国語学部、経済学部お
よび不動産学部のみ）や奨学金は対象外となります。

本入学試験に合格し入学手続を完了した者は、「入学準備学習」が実施されます。実施方法等の詳細については、

（3）入学者は2021年4月以降、原則として「留学」の在留資格で在籍することになりますが、在留資格が「家族滞
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大学入学資格認定審査について

を実施します。出願資格を有していると認定された場合、本学が対象とする入試区分に出願手続を行うことができま
す。 

む。）に基づいて高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとの認定を受けようとする者 

2021

対象入試区分 大学入学資格認定審査受付期間 

8月24日（月）～8月28日（金） 9月18日（金）頃

12月11日（金）頃

1月29日（金）頃

11月24日（火）～11月30日（月）

1月12日（火）～1月18日（月）

認定審査結果通知

大学入学共通テスト
A日程・B日程・C日程

一般選抜A日程

一般選抜B日程

合わせてください。

2021



大学入学資格認定審査について

を実施します。出願資格を有していると認定された場合、本学が対象とする入試区分に出願手続を行うことができま
す。 

む。）に基づいて高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとの認定を受けようとする者 

2021

対象入試区分 大学入学資格認定審査受付期間 

8月24日（月）～8月28日（金） 9月18日（金）頃

12月11日（金）頃

1月29日（金）頃

11月24日（火）～11月30日（月）

1月12日（火）～1月18日（月）

認定審査結果通知

大学入学共通テスト
A日程・B日程・C日程

一般選抜A日程

一般選抜B日程

合わせてください。

2021 歯学部

坂 戸 キ ャ ン パ ス
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2021年度　入学者選抜試験等日程一覧【坂戸キャンパス】

■2021年度　入学者選抜試験等日程一覧【坂戸キャンパス】
入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

総合型選抜（AO） 10月1日（木）～10月17日（土）10月24日（土） 11月2日（月） 11月16日（月）

総合型選抜Ⅰ期 12月1日（火）～12月14日（月）　12月19日（土） 12月24日（木）1月8日（金）

総合型選抜Ⅱ期 3月1日（月）～3月11日（木） 3月17日（水） 3月24日（水） 3月29日（月）

学校推薦型選抜（指定校） 11月16日（月）～11月25日（水）11月28日（土） 12月1日（火） 12月11日（金）

一般選抜A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

一般選抜B日程

一般選抜（共通テストプラス方式）A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

一般選抜（共通テストプラス方式）B日程

大学入学共通テスト利用選抜A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

大学入学共通テスト利用選抜B日程

大学入学共通テスト利用選抜C日程 3月1日（月）～3月11日（木） 3月17日（水）3月24日（水） 3月29日（月）

■オープンキャンパス日程
日程 特別プログラム

7月19日（日）
テーマ「大学を知ろう！」
模擬授業、キャンパスライフガイダンス、入試ガイダンス　等

8月23日（日） テーマ「歯学部1日体験」
模擬授業、体験学習、キャンパスツアー、総合型選抜（AO）対策講座　等9月27日（日）

10月10日（土）・11日（日）けやき祭期間中

12月6日（日） 一般選抜対策講座

。すまりあが合場るなと更変はムラグロプびよお程日のトンベイ学進びよおスパンャキンプーオ※
詳しくは、本学公式ホームページをご覧ください。
　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

1月
16日（土）、17日（日）
30日（土）、31日（日）
大学入学共通テスト
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2021年度　入学者選抜試験等日程一覧【坂戸キャンパス】

■2021年度　入学者選抜試験等日程一覧【坂戸キャンパス】
入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期限

総合型選抜（AO） 10月1日（木）～10月17日（土）10月24日（土） 11月2日（月） 11月16日（月）

総合型選抜Ⅰ期 12月1日（火）～12月14日（月）　12月19日（土） 12月24日（木）1月8日（金）

総合型選抜Ⅱ期 3月1日（月）～3月11日（木） 3月17日（水） 3月24日（水） 3月29日（月）

学校推薦型選抜（指定校） 11月16日（月）～11月25日（水）11月28日（土） 12月1日（火） 12月11日（金）

一般選抜A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

一般選抜B日程

一般選抜（共通テストプラス方式）A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

一般選抜（共通テストプラス方式）B日程

大学入学共通テスト利用選抜A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

大学入学共通テスト利用選抜B日程

大学入学共通テスト利用選抜C日程 3月1日（月）～3月11日（木） 3月17日（水）3月24日（水） 3月29日（月）

■オープンキャンパス日程
日程 特別プログラム

7月19日（日）
テーマ「大学を知ろう！」
模擬授業、キャンパスライフガイダンス、入試ガイダンス　等

8月23日（日） テーマ「歯学部1日体験」
模擬授業、体験学習、キャンパスツアー、総合型選抜（AO）対策講座　等9月27日（日）

10月10日（土）・11日（日）けやき祭期間中

12月6日（日） 一般選抜対策講座

。すまりあが合場るなと更変はムラグロプびよお程日のトンベイ学進びよおスパンャキンプーオ※
詳しくは、本学公式ホームページをご覧ください。

　ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp

1月
16日（土）、17日（日）
30日（土）、31日（日）
大学入学共通テスト

総合型選抜（ＡＯ）

て入学を志し、合格後の入学を確約できる者
既卒者（者た得を認承らか生先の部導指路進はたま任担、は合場るいてし籍在に等校学等高、し際に願出②

は不要）

（1） 次の①から⑧のいずれかに該当する資格を有し、かつ、（2）の要件を満たす者
①　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
③　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者
④　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者および2021年3月修了見込の者
⑤　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者

⑥　文部科学大臣の指定した者
⑦　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格

検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者
⑧　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

18歳に達した者

　総合型選抜（ＡＯ）は、本学歯学部を第一志望として入学を志す者で自己の目標や構想を実現する十分な意欲と能力
を有する者に教育の機会を与える制度です。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

2.  入学試験日程等

3.  募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

出願期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

10月1日（木）～ 10月17日（土）
［郵送必着］

10月24日（土）
坂戸キャンパス

11月2日（月）
13:00 ～ 17:00

本学公式ホームページ
11月16日（月）

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯 20 9:30
10:00～12:00  理解力テスト
12:00～13:00  休憩
13:00～　 　　  面接

理解力テスト
・映像理解テスト（200点）

約30分間の映像を見た後、その内容に関する設
問に対して記述解答。

・分析力理解テスト（200点）
グラフ、図表などから推論し、記述解答。

面接（段階評価）
　出願申請書（様式2）等の資料と、面接において
の質疑応答を通しての表現力や課題理解力、他者と
の対話力や協調性等を評価します。

調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢とい
う観点から、面接の評価の参考にします。
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出願書類 作成方法・手続等

①出願申請書

指定箇所以外は、すべて志願者自身が記入してください。

別添の本学所定様式［差し込み書類］を使用し、次の要領で作成・手続きを行ってください。
（ ）志願票・写真票・受験票・振込金受領書・振込依頼書の5票が1枚の用紙になってい

ますので、5票すべてに必要事項を記入してください。
（ ）入学検定料の納入が完了するまでは、すべて切り離さないでください。
（ ）各票の所定の欄への記入は、必ず志願者自身が記入してください。
（ ）写真票に出願前 か月以内に撮影した写真（カラー・正面上半身脱帽・背景無地、

縦4cm×横3cm）を貼付してください。
（ ）入学検定料を銀行で振り込む場合
ア　入学検定料を銀行で振り込んだ後、写真票・受験票・振込依頼書および振込金受領
書に取扱銀行収納印が押印されているか確認してください。

イ　取扱銀行が振込依頼書を切り離し、残りの4票は切り離さずに返却されますので、
振込金受領書のみ切り離し本人が保管してください。

ウ　入学検定料の納付が終わり、すべての書類に押印された後、すべて書類を切り離し、
志願票・写真票および受験票は出願申請書とともに提出してください。

（ ）入学検定料をコンビニエンスストアで入金する場合
ア　本要項 ページに記載の方法でコンビニエンスストアから入学検定料を納入する場
合、振込依頼書は不要です。また、写真票、受験票、振込金受領書の「取扱銀行印」
への押印も不要です。

イ　コンビニエンスストアで納入した際に受領する「検定料収納証明書」を切り取り、
写真票の裏面に貼付してください。

（ ）受験票は、すべての出願書類の内容を確認し、不備が無いと判断された後に発送します。

③調査書

（ ）出身高等学校長が文部科学省の定めた様式により作成し、厳封したものを提出してく
ださい。なお、卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されな
い場合は、卒業証明書と単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付
けません。）

（ ）高等学校卒業程度認定試験合格者および大学入学資格検定合格者は、その合格証明書
と合格成績証明書を提出してください。

（ ）外国において学校教育における 年の課程修了（見込）者は、修了（見込）証明書および
成績証明書が日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在
籍する高等学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

（ ）原則として出願受付開始日から起算して か月以内のものを提出してください。
④出願書類提出用
　封筒

本要項添付の明海大学歯学部入試事務室行返信用封筒に上記書類を封入し、特定記録郵
便・速達にて送付してください。

用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

4.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

5.  出願書類について、その他注意事項

6.  入学検定料

②・志願票
　・写真票
　・受験票
　・振込金受領書
　・振込依頼書
【本学所定様式】

参照してください。
99～102ページも

（6）　婚姻等により、調査書等と志願票の氏名が異なる場合は必ず当該事実を証明できる公的機関の証明書を提出し
てください。

※外国人留学生または外国の学校を修了した者等は、願書受付期間前に歯学部入試事務室（電話　049-279-2852）
に連絡してください。
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出願書類 作成方法・手続等

①出願申請書

指定箇所以外は、すべて志願者自身が記入してください。

別添の本学所定様式［差し込み書類］を使用し、次の要領で作成・手続きを行ってください。
（ ）志願票・写真票・受験票・振込金受領書・振込依頼書の5票が1枚の用紙になってい

ますので、5票すべてに必要事項を記入してください。
（ ）入学検定料の納入が完了するまでは、すべて切り離さないでください。
（ ）各票の所定の欄への記入は、必ず志願者自身が記入してください。
（ ）写真票に出願前 か月以内に撮影した写真（カラー・正面上半身脱帽・背景無地、

縦4cm×横3cm）を貼付してください。
（ ）入学検定料を銀行で振り込む場合
ア　入学検定料を銀行で振り込んだ後、写真票・受験票・振込依頼書および振込金受領
書に取扱銀行収納印が押印されているか確認してください。

イ　取扱銀行が振込依頼書を切り離し、残りの4票は切り離さずに返却されますので、
振込金受領書のみ切り離し本人が保管してください。

ウ　入学検定料の納付が終わり、すべての書類に押印された後、すべて書類を切り離し、
志願票・写真票および受験票は出願申請書とともに提出してください。

（ ）入学検定料をコンビニエンスストアで入金する場合
ア　本要項 ページに記載の方法でコンビニエンスストアから入学検定料を納入する場
合、振込依頼書は不要です。また、写真票、受験票、振込金受領書の「取扱銀行印」
への押印も不要です。

イ　コンビニエンスストアで納入した際に受領する「検定料収納証明書」を切り取り、
写真票の裏面に貼付してください。

（ ）受験票は、すべての出願書類の内容を確認し、不備が無いと判断された後に発送します。

③調査書

（ ）出身高等学校長が文部科学省の定めた様式により作成し、厳封したものを提出してく
ださい。なお、卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されな
い場合は、卒業証明書と単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付
けません。）

（ ）高等学校卒業程度認定試験合格者および大学入学資格検定合格者は、その合格証明書
と合格成績証明書を提出してください。

（ ）外国において学校教育における 年の課程修了（見込）者は、修了（見込）証明書および
成績証明書が日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在
籍する高等学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

（ ）原則として出願受付開始日から起算して か月以内のものを提出してください。
④出願書類提出用
　封筒

本要項添付の明海大学歯学部入試事務室行返信用封筒に上記書類を封入し、特定記録郵
便・速達にて送付してください。

用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

4.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

5.  出願書類について、その他注意事項

6.  入学検定料

②・志願票
　・写真票
　・受験票
　・振込金受領書
　・振込依頼書
【本学所定様式】

参照してください。
99～102ページも

（6）　婚姻等により、調査書等と志願票の氏名が異なる場合は必ず当該事実を証明できる公的機関の証明書を提出し
てください。

※外国人留学生または外国の学校を修了した者等は、願書受付期間前に歯学部入試事務室（電話　049-279-2852）
に連絡してください。

7.  合格発表

8.  入学準備学習について

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。

　本入学者選抜試験に合格し入学手続が完了した者は、本学入学までの期間、「入学準備学習」として学習課題が課さ
れます。
　また、すべての課題に取り組んだ後、大学訪問日に来学して学習指導等を受けていただきます。
　なお、入学準備学習に関しての詳細は18ページを参照してください。
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総合型選抜

　総合型選抜は本学歯学部が学力、顕著な課外活動、継続的なボランティア活動等において、特に優れていると認めた
者を対象に、本学独自の選考を行う制度です。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

1．出願資格および出願条件
　 （1）　次の①から⑧のいずれかに該当する資格を有し、かつ（2）の要件のいずれかのうち1つ以上を満たす者

 ①　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒業見込の者
 ②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年3月修了見込の者
 ③　外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び2021年3月修了見込の者、又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者
 ④　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了

した者及び2021年3月修了見込の者
 ⑤　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2021年3月修
了見込の者

 ⑥　文部科学大臣の指定した者
 ⑦　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資

格検定に合格した者を含む。）及び2021年3月までに合格見込の者
 ⑧　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、18歳に達した者
　 （2）  ①　調査書の全体の学習成績の状況が3.0以上の者

 ②　数学または理科（地学・地学基礎以外）のいずれかの教科の学習成績の状況が4.0以上の者
 ③　CEFR A2以上の者
 ④　顕著な課外活動実績がある者
 ⑤　継続的なボランティア活動をしている者

2.  入学試験日程等

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法（全実施期共通）

願書受付期間日程

Ⅰ期

Ⅱ期

試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

12月1日（火）～ 12月14日（月）
［郵送必着］

12月19日（土）
坂戸キャンパス

12月24日（木）
14:00 ～ 17:00

本学公式ホームページ
1月8日（金）

3月1日（月）～ 3月11日（木）
［郵送必着］

3月17日（水）
坂戸キャンパス

3月24日（水）
14:00 ～ 17:00

本学公式ホームページ
3月29日（月）

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯 15 9:15
  9:30～11:00  小論文・数理問題
11:00～11:20  休憩
11:20～　 　　  面接

小論文（100点）
　医療・健康の時事問題に対して400字以上600字
以内で論じる。

数理問題（100点）
　数値、グラフ、図表などから推論し、記述解答。

面接（段階評価）
　出願申請書等の資料と、面接においての質疑応答
を通しての表現力や課題理解力、他者との対話力や
協調性等を評価します。

調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢とい
う観点から、面接の評価の参考にします。
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総合型選抜

　総合型選抜は本学歯学部が学力、顕著な課外活動、継続的なボランティア活動等において、特に優れていると認めた
者を対象に、本学独自の選考を行う制度です。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

1．出願資格および出願条件
　 （1）　次の①から⑧のいずれかに該当する資格を有し、かつ（2）の要件のいずれかのうち1つ以上を満たす者

 ①　高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び2021年3月卒業見込の者
 ②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021年3月修了見込の者
 ③　外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び2021年3月修了見込の者、又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定した者
 ④　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了

した者及び2021年3月修了見込の者
 ⑤　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び2021年3月修
了見込の者

 ⑥　文部科学大臣の指定した者
 ⑦　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資

格検定に合格した者を含む。）及び2021年3月までに合格見込の者
 ⑧　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

で、18歳に達した者
　 （2）  ①　調査書の全体の学習成績の状況が3.0以上の者

 ②　数学または理科（地学・地学基礎以外）のいずれかの教科の学習成績の状況が4.0以上の者
 ③　CEFR A2以上の者
 ④　顕著な課外活動実績がある者
 ⑤　継続的なボランティア活動をしている者

2.  入学試験日程等

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法（全実施期共通）

願書受付期間日程

Ⅰ期

Ⅱ期

試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

12月1日（火）～ 12月14日（月）
［郵送必着］

12月19日（土）
坂戸キャンパス

12月24日（木）
14:00 ～ 17:00

本学公式ホームページ
1月8日（金）

3月1日（月）～ 3月11日（木）
［郵送必着］

3月17日（水）
坂戸キャンパス

3月24日（水）
14:00 ～ 17:00

本学公式ホームページ
3月29日（月）

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯 15 9:15
  9:30～11:00  小論文・数理問題
11:00～11:20  休憩
11:20～　 　　  面接

小論文（100点）
　医療・健康の時事問題に対して400字以上600字
以内で論じる。

数理問題（100点）
　数値、グラフ、図表などから推論し、記述解答。

面接（段階評価）
　出願申請書等の資料と、面接においての質疑応答
を通しての表現力や課題理解力、他者との対話力や
協調性等を評価します。

調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢とい
う観点から、面接の評価の参考にします。

出願書類 作成方法・手続等

①出願申請書
　【様式4】

巻末の【様式4】を使用してください。
指定箇所以外は、すべて志願者自身が記入して下さい。

別添の本学所定様式［差し込み書類］を使用し、次の要領で作成・手続きを行ってください。
（ ）志願票・写真票・受験票・振込金受領書・振込依頼書の5票が1枚の用紙になってい

ますので、5票すべてに必要事項を記入してください。
（ ）入学検定料の納入が完了するまでは、すべて切り離さないでください。
（ ）各票の所定の欄への記入は、必ず志願者自身が記入してください。
（ ）写真票に出願前 か月以内に撮影した写真（カラー・正面上半身脱帽・背景無地、

縦4cm×横3cm）を貼付してください。
（ ）入学検定料を銀行で振り込む場合
ア　入学検定料を銀行で振り込んだ後、写真票・受験票・振込依頼書および振込金受領
書に取扱銀行収納印が押印されているか確認してください。

イ　取扱銀行が振込依頼書を切り離し、残りの4票は切り離さずに返却されますので、
振込金受領書のみ切り離し本人が保管してください。

ウ　入学検定料の納付が終わり、すべての書類に押印された後、すべて書類を切り離し、
志願票・写真票および受験票は出願申請書とともに提出してください。

（ ）入学検定料をコンビニエンスストアで入金する場合
ア　本要項 ページに記載の方法でコンビニエンスストアから入学検定料を納入する場
合、振込依頼書は不要です。また、写真票、受験票、振込金受領書の「取扱銀行印」
への押印も不要です。

イ　コンビニエンスストアで納入した際に受領する「検定料収納証明書」を切り取り、
写真票の裏面に貼付してください。

（ ）受験票は、すべての出願書類の内容を確認し、不備が無いと判断された後に発送します。

③調査書

（ ）出身高等学校長が文部科学省の定めた様式により作成し、厳封したものを提出してく
ださい。なお、卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されな
い場合は、卒業証明書と単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付
けません。）

（ ）高等学校卒業程度認定試験合格者および大学入学資格検定合格者は、その合格証明書
と合格成績証明書を提出してください。

（ ）外国において学校教育における 年の課程修了（見込）者は、修了（見込）証明書および
成績証明書が日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在
籍する高等学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

（ ）原則として出願受付開始日から起算して か月以内のものを提出してください。
④出願書類提出用
　封筒

本要項添付の明海大学歯学部入試事務室行返信用封筒に上記書類を封入し、特定記録郵
便・速達にて送付してください。

※外国人留学生または外国の学校を修了した者等は、各日程の願書受付期間前に歯学部入試事務室

用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

4.  出願書類

5.  出願書類について、その他注意事項

6.  入学検定料

②・志願票
　・写真票
　・受験票
　・振込金受領書
　・振込依頼書
【本学所定様式】

参照してください。
99～102ページも

（6）　総合型選抜（Ⅱ期）と大学入学共通テスト利用選抜（C日程）を併願する場合、1枚の志願票を使用し、それぞ
れの入試区分にチェックを入れてください。調査書は1通で構いません。また、入学検定料については￥ 45,000
を振り込んでください。

（7）　婚姻等により、調査書等と志願票の氏名が異なる場合は必ず当該事実を証明できる公的機関の証明書を提出し
てください。
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7.  合格発表

8.  入学準備学習について

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。

　本入学者選抜試験（Ⅱ期を除く）に合格し入学手続が完了した者は、本学入学までの期間、「入学準備学習」として
学習課題が課されます。
　また、すべての課題に取り組んだ後、大学訪問日に来学して学習指導等を受けていただきます。
　なお、入学準備学習に関しての詳細は18ページを参照してください。
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7.  合格発表

8.  入学準備学習について

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。

　本入学者選抜試験（Ⅱ期を除く）に合格し入学手続が完了した者は、本学入学までの期間、「入学準備学習」として
学習課題が課されます。
　また、すべての課題に取り組んだ後、大学訪問日に来学して学習指導等を受けていただきます。
　なお、入学準備学習に関しての詳細は18ページを参照してください。

学校推薦型選抜（指定校）

～

　　※本学が指定する成績については、高等学校長に文書にて通知します。

願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日 入学手続期限

本学指定の有無、出願書類の提出方法等、出願に関することは、本学から各指定高等学校に通知しています。出願
を希望する者は、各自が在籍する高等学校で確認してください。

発表日に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。
　 また、志願者の合否結果については、各指定高等学校長宛てに通知いたします（個人情報の取り扱いについては

「個人情報の取り扱いについて」（表紙裏）を参照してください）。

　学校推薦型選抜（指定校）は、高等学校長の推薦を尊重し、能力・適性等に関する書類、筆記試験および面接によっ
て選考を行い、次の出願資格を満たしていると判断される者について入学を許可する制度です。

11月16日（月）～

11月25日（水）
［郵送必着］

11月28日（土）
坂戸キャンパス

12月1日（火）
※高等学校長および本人に

通知する。　　　　　  
12月11日（金）

（1）  高等学校、中等教育学校を2021年3月卒業見込の者

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯 5 9:30
10:00～10:40  小論文
10:40～10:50  休憩
10:50～　 　　  面接

小論文（100点）
　アドミッションポリシーに関連した課題に対して
400字以内で論じる。

面接（段階評価）
　出願申請書等の資料と、面接においての質疑応答
を通しての表現力や課題理解力、他者との対話力や
協調性等を評価します。

調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢とい
う観点から、面接の評価の参考にします。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

（2） 本学公式ホームページでの発表は行いませんので注意してください。合否について電話での問い合わせには、
一切応じません。

　本入学者選抜試験に合格し入学手続が完了した者は、本学入学までの期間、「入学準備学習」として学習課題が課
されます。
　また、すべての課題に取り組んだ後、大学訪問日に来学して学習指導等を受けていただきます。
　なお、入学準備学習に関しての詳細は18ページを参照してください。
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一般選抜

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

Ｂ日程

全日程共通

※　同一日程の一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜を併願する場合、面接試験は一回のみの
受験となります。

　次の（1）から（8）のいずれかに該当する資格を有する者
（1）　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
（2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
（3）　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者
（4）　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者および2021年3月修了見込の者
（5）　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者

（6）　文部科学大臣の指定した者
（7）　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格

検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者
（8）　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

18歳に達した者

　一般選抜は、本学での個別学力審査により、合否を判定します。また、「一般選抜（共通テストプラス方式）」および
「大学入学共通テスト利用選抜」との併願も可能です。併願については、「6. 一般選抜（共通テストプラス方式）（90
ページ）」を参照してください。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯

A日程

B日程

50 9:15

  9:30～10:30  英語
10:30～11:00  休憩
11:00～12:00  選択科目
12:00～13:00  休憩
13:00～　 　　  面接

●英語（100点）
（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語
Ⅱ・英語表現Ⅰ）
※リスニングを除く

●選択科目（100点）
（次の4教科中、1教科を選択）

・物理（物理基礎・物理）
・化学（化学基礎・化学）
・生物（生物基礎・生物）
・数学（数学Ⅰ・数学A）

●面接（段階評価）
　面接においての質疑応答を通しての表現力や課題理解力、
他者との対話力や協調性等を評価します。

●調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢という観
点から、面接の評価の参考にします。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法
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一般選抜

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

Ｂ日程

全日程共通

※　同一日程の一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜を併願する場合、面接試験は一回のみの
受験となります。

　次の（1）から（8）のいずれかに該当する資格を有する者
（1）　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
（2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
（3）　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者
（4）　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者および2021年3月修了見込の者
（5）　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者

（6）　文部科学大臣の指定した者
（7）　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格

検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者
（8）　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

18歳に達した者

　一般選抜は、本学での個別学力審査により、合否を判定します。また、「一般選抜（共通テストプラス方式）」および
「大学入学共通テスト利用選抜」との併願も可能です。併願については、「6. 一般選抜（共通テストプラス方式）（90
ページ）」を参照してください。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

学部 学科 募集人員 集合時間 試験科目・時間割 配点・選考方法

歯 歯

A日程

B日程

50 9:15

  9:30～10:30  英語
10:30～11:00  休憩
11:00～12:00  選択科目
12:00～13:00  休憩
13:00～　 　　  面接

●英語（100点）
（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語
Ⅱ・英語表現Ⅰ）
※リスニングを除く

●選択科目（100点）
（次の4教科中、1教科を選択）

・物理（物理基礎・物理）
・化学（化学基礎・化学）
・生物（生物基礎・生物）
・数学（数学Ⅰ・数学A）

●面接（段階評価）
　面接においての質疑応答を通しての表現力や課題理解力、
他者との対話力や協調性等を評価します。

●調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢という観
点から、面接の評価の参考にします。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

※各英語検定試験の基準スコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。
【本学の英語試験への得点換算】

　 入学者の選抜は学力試験および面接の結果ならびに提出された書類をもとに総合判定し、合格者を決定します。

出願書類 作成方法・手続等

①調査書

なお、卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証
明書と単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付けません。）

績証明書を提出してください。

証明書が日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等
学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

②・志願票
　・写真票
　・受験票
　・振込金受領書
　・振込依頼書
【本学所定様式】

参照してください。

別添の本学所定様式を使用し、次の要領で作成・手続きを行ってください。
志願票・写真票・受験票・振込金受領書・振込依頼書の 票が 枚の用紙になっておりますので、
票すべてに必要事項を記入してください。

入学検定料の納入が完了するまでは、すべて切り離さないでください。

ア　入学検定料を銀行で振り込んだ後、写真票・受験票・振込依頼書および振込金受領書に取扱
銀行収納印が押印されているか確認してください。

振込金受
領書のみ切り離し本人が保管してください。

ウ　入学検定料の納付が終わり、すべての書類に押印された後、すべて書類を切り離し、志願
票・写真票および受験票を提出してください。

依頼書は不要です。また、写真票、受験票、振込金受領書の「取扱銀行印」への押印も不要
です。

イ　コンビニエンスストアで納入した際に受領する「検定料収納証明書」の収納証明書部分を切
り取り、写真票の裏面に貼付してください。

③英語免除に係る書類
　（該当者のみ）

④出願書類提出用
　封筒

本要項添付の明海大学歯学部入試事務室行返信用封筒に上記書類を封入し、特定記録郵便・速達にて
送付してください。

室務事試入部学歯に前間期付受書願の程日各、は等者たし了修を校学の国外はたま生学留人国外※
に連絡してください。

　2019年度または2020年度に下表の基準を取得した者で、所定の手続を行った者は、試験当日の英語試験が免除され、資
格等の得点（または級）を本学の英語試験の得点として、下表のとおり換算します。免除を希望する者は、出願前に歯学部
入試事務室（電話　049-279-2852）へご連絡ください。

　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、
実用英語技能検定を除いては、2019年度または2020年度に対象スコアを取得した者に限ります。
 ・実用英語技能検定  2次試験に合格したことが分かる合否通知または合格証明書
 ・TOEFL iBT®  有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
 ・GTEC  OFFICIAL SCORE CERTIFICATE
 ・TEAP  成績表
 ・IELTS  成績証明書（Test Report Form）
 ・ケンブリッジ英語検定  試験結果表
　なお、提出された証明書類は、後日返却します。

（4）写真票に出願前3か月以内に撮影した写真（カラー・正面上半身脱帽・背景無地、縦4cm×横
3cm）を貼付してください。

（5）入学検定料を銀行で振り込む場合

基準
換算点 CEFR

B2以上
C1以上

満点の80％
満点の90％

6.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

99～102ページも
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用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

てください。

　［参考］ 一般選抜のみの受験の場合
大学入学共通テスト利用選抜のみの受験の場合
一般選抜（共通テストプラス方式）受験の場合

【一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜＋一般選抜（共通テストプラス
方式）】

（6）　本学の一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜の同一日程を併願する場合、1枚
の志願票を使用し、それぞれの入試区分にチェックを入れてください。調査書は1通で構いません。

※一般選抜（共通テストプラス方式）の出願については90ページを参照してください。

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。
（4）　A日程で不合格になった場合、B日程を再度受験することができます。ただし、その場合、出願書類は再度す

べての書類を提出していただきます。
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用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

てください。

　［参考］ 一般選抜のみの受験の場合
大学入学共通テスト利用選抜のみの受験の場合
一般選抜（共通テストプラス方式）受験の場合

【一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜＋一般選抜（共通テストプラス
方式）】

（6）　本学の一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜の同一日程を併願する場合、1枚
の志願票を使用し、それぞれの入試区分にチェックを入れてください。調査書は1通で構いません。

※一般選抜（共通テストプラス方式）の出願については90ページを参照してください。

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。
（4）　A日程で不合格になった場合、B日程を再度受験することができます。ただし、その場合、出願書類は再度す

べての書類を提出していただきます。

大学入学共通テスト利用選抜

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 面接日・面接会場 合格発表日時 入学手続期限

A日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

B日程

C日程

【大学入学共通テストの成績利用範囲について】

成績利用年度 必要書類等 注意事項

　次の（1）～（8）のいずれかに該当する者
（1）　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
（2）　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
（3）　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ずる

者で文部科学大臣の指定した者
（4）　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し

た者および2021年3月修了見込の者
（5）　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者

（6）　文部科学大臣の指定した者
（7）　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格

検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者
（8）　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

18歳に達した者

　大学入学共通テスト利用選抜では、大学入学共通テストの成績を利用して合否を判定します。本学での個別の学力
審査を受験せずに合否判定を受けることができます。また、本学の「一般選抜」および「一般選抜（共通テストプラ
ス方式）」との併願も可能です。併願については「6. 一般選抜（共通テストプラス方式）（90ページ）」を参照してく
ださい。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

　本入学者選抜試験では2021年度の大学入学共通テストの成績を利用することができます。

3月1日（月）～

3月11日（木）
［郵送必着］

3月17日（水）
坂戸キャンパス

3月24日（水）
14：00～17：00

本学公式ホームページ

大学入学共通テスト
1月16日（土）、17日（日）
1月30日（土）、31日（日）

大学入試センターが
指定する試験会場

3月29日（月）

大学入試センターが受験票とともに発行
する2021年度大学入学共通テストの「成
績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」

1月16日、17日および30日、31日に実施される大学
入学共通テストを受験してください。出願期間およ
び方法については大学入試センターの指示に従って
ください。

2021年度



88

【Ａ日程の試験会場について】
　Ａ日程は、東京と福岡で試験を実施します（注1）。すべての試験会場とも同日の試験は、同一の時間割で実施さ
れます。試験会場の詳細については、決定次第本学公式ホームページにて公表します。

（注1）本学の一般選抜等との併願について
　一般選抜等の同一日程を併願する場合、試験会場は坂戸キャンパスで受験となります。

●全日程共通

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校を卒業
(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証

明書および単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付けません。）
高等学校卒業程度認定試験合格
(見込)者または大学入学資格検定
合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・高等学校で取得した科目がある場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書を

併せて提出してください。

外国において学校教育における
12年の課程を修了(見込)者

修了（見込）証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等学

校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

（1）　志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
 　志願者本人が、99～102ページの記入例をもとに作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は、

認めません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。
（2）　調査書等
 　「1.出願資格」（87ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各方式の出

願受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。

※　英語は200点満点を100点満点に換算します。
※　選択科目について
　　大学入学共通テストにおいて2教科・科目以上受験している場合、「選択科目」については、高得点の科目で合否

判定を行います。
※　大学入学共通テスト利用選抜（C日程）と総合型選抜（Ⅱ期）を併願する場合、面接試験は、一回のみの受験と

なります。

　入学者の選抜は大学入学共通テストの結果、面接の結果および提出された書類をもとに総合判定し、合格者を決定
します。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

学部 学科 募集人員
大学入学共通テスト 本学個別選抜

試験科目・配点等 出題範囲 集合時間 試験科目・時間割・選考方法

歯 歯

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

15 12:40

●英語　リスニングを除く
●選択科目（以下の2教科から

1教科を選択）
・理科（「物理基礎」、「化学基

礎」、「生物基礎」から2科目
選択、または「物理」、「化
学」、「生物」から1科目選択）

・数 学（「数 学Ⅰ」、「数 学Ⅰ・
数学A」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・
数学B」から1科目選択）

面接　13:00 ～

●面接（段階評価）
　面接においての質疑応答
を通しての表現力や課題理
解力、他者との対話力や協
調性等を評価します。

●調査書
　調査書は歯学部への適性、
主体的に学ぶ姿勢という観
点から、面接の評価の参考
にします。

英語（100点）
選択科目（100点）
合計　200点

5.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、各日程の願書受付期間前に歯学部入試事務室（電話　049-279- 
2852）に連絡してください。
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【Ａ日程の試験会場について】
　Ａ日程は、東京と福岡で試験を実施します（注1）。すべての試験会場とも同日の試験は、同一の時間割で実施さ
れます。試験会場の詳細については、決定次第本学公式ホームページにて公表します。

（注1）本学の一般選抜等との併願について
　一般選抜等の同一日程を併願する場合、試験会場は坂戸キャンパスで受験となります。

●全日程共通

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校を卒業
(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封し

たものを提出してください。
・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業証

明書および単位取得証明書を提出してください。（成績証明書は受け付けません。）
高等学校卒業程度認定試験合格
(見込)者または大学入学資格検定
合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・高等学校で取得した科目がある場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書を

併せて提出してください。

外国において学校教育における
12年の課程を修了(見込)者

修了（見込）証明書および成績証明書
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等学

校長印または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。
上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

（1）　志願票・受験票・写真票［本学所定様式］
 　志願者本人が、99～102ページの記入例をもとに作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は、

認めません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。
（2）　調査書等
 　「1.出願資格」（87ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各方式の出

願受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。

※　英語は200点満点を100点満点に換算します。
※　選択科目について
　　大学入学共通テストにおいて2教科・科目以上受験している場合、「選択科目」については、高得点の科目で合否

判定を行います。
※　大学入学共通テスト利用選抜（C日程）と総合型選抜（Ⅱ期）を併願する場合、面接試験は、一回のみの受験と

なります。

　入学者の選抜は大学入学共通テストの結果、面接の結果および提出された書類をもとに総合判定し、合格者を決定
します。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

学部 学科 募集人員
大学入学共通テスト 本学個別選抜

試験科目・配点等 出題範囲 集合時間 試験科目・時間割・選考方法

歯 歯

Ａ日程

Ｂ日程

Ｃ日程

15 12:40

●英語　リスニングを除く
●選択科目（以下の2教科から

1教科を選択）
・理科（「物理基礎」、「化学基

礎」、「生物基礎」から2科目
選択、または「物理」、「化
学」、「生物」から1科目選択）

・数 学（「数 学Ⅰ」、「数 学Ⅰ・
数学A」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・
数学B」から1科目選択）

面接　13:00 ～

●面接（段階評価）
　面接においての質疑応答
を通しての表現力や課題理
解力、他者との対話力や協
調性等を評価します。

●調査書
　調査書は歯学部への適性、
主体的に学ぶ姿勢という観
点から、面接の評価の参考
にします。

英語（100点）
選択科目（100点）
合計　200点

5.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、各日程の願書受付期間前に歯学部入試事務室（電話　049-279- 
2852）に連絡してください。

　［参考］ 一般選抜のみの受験の場合
大学入学共通テスト利用選抜のみの受験の場合
一般選抜（共通テストプラス方式）受験の場合

【一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜＋一般選抜（共通テストプラス
方式）】
大学入学共通テスト利用選抜（C日程）と総合型選抜（Ⅱ期）を併願して
受験の場合

（3）　大学入学共通テスト成績請求票
　  　2021年度大学入学共通テスト成績請求票を写真票の所定の位置に貼付してください。

（4）　その他
 　大学入学共通テスト利用選抜（C日程）と総合型選抜（Ⅱ期）を併願する場合、1枚の志願票を使用し、それ

ぞれの入試区分にチェックを入れてください。調査書は1通で構いません。

※一般選抜（共通テストプラス方式）の出願については90ページを参照してください。

（1）　合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。
（4）　A日程で不合格になった場合、B日程またはC日程を再度受験することができます。ただし、その場合、出願

書類は再度すべての書類を提出していただきます。
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一般選抜（共通テストプラス方式）

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

Ｂ日程

（1）　次の①から⑧のいずれかに該当する資格を有し、かつ（2）の要件を満たす者
①　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
③　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ず
る者で文部科学大臣の指定した者
④　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し
た者および2021年3月修了見込の者

⑤　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者
⑥　文部科学大臣の指定した者
⑦　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格
検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者

⑧　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
18歳に達した者

（2）　本学歯学部一般選抜に出願することおよび「2021年度大学入学共通テスト」において本学が指定する教科・
科目を受験し、本学歯学部大学入学共通テスト利用選抜に出願している者（過年度の大学入試センター試験の成績は
利用しない）

　一般選抜（共通テストプラス方式）は、本学の「一般選抜」と「大学入学共通テスト利用選抜」の成績を併用して合
否を判定します。「一般選抜」と「大学入学共通テスト利用選抜」を併願することが条件です。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。
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一般選抜（共通テストプラス方式）

日程 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

Ａ日程
決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。

Ｂ日程

（1）　次の①から⑧のいずれかに該当する資格を有し、かつ（2）の要件を満たす者
①　高等学校または中等教育学校を卒業した者および2021年3月卒業見込の者
②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2021年3月修了見込の者
③　外国において学校教育における12年の課程を修了した者および2021年3月修了見込の者、またはこれに準ず
る者で文部科学大臣の指定した者
④　文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了し
た者および2021年3月修了見込の者

⑤　専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2021年3月修了見
込の者
⑥　文部科学大臣の指定した者
⑦　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格
検定に合格した者を含む。）および2021年3月までに合格見込の者

⑧　本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、
18歳に達した者

（2）　本学歯学部一般選抜に出願することおよび「2021年度大学入学共通テスト」において本学が指定する教科・
科目を受験し、本学歯学部大学入学共通テスト利用選抜に出願している者（過年度の大学入試センター試験の成績は
利用しない）

　一般選抜（共通テストプラス方式）は、本学の「一般選抜」と「大学入学共通テスト利用選抜」の成績を併用して合
否を判定します。「一般選抜」と「大学入学共通テスト利用選抜」を併願することが条件です。
※　本入学者選抜試験は志願票（紙）による出願のほか、インターネットでの出願も可能です。
　　インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

●全日程共通

【本学の英語試験への得点換算】

　 入学者の選抜は学力試験および面接の結果ならびに提出された書類をもとに総合判定し、合格者を決定します。

※　大学入学共通テストにおいて2教科・2科目以上受験している場合、「選択科目」については、高得点の科目で合否判定を行い
ます。
※　一般選抜（共通テストプラス方式）独自の試験は実施しません。
※　同一日程内の一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜の併願となりますが、面接試験は、1回のみの受験となります。

　2019年度または2020年度に下表の基準を取得した者で、所定の手続を行った者は、試験当日の英語試験が免除され、資
格等の得点（または級）を本学の英語試験の得点として、下表のとおり換算します。免除を希望する者は、出願前に歯学部
入試事務室（電話　049-279-2852）へご連絡ください。

（1）　一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜を受験することが必須なため、一般選抜（共通テストプラス方式）
で用意していただく書類はありません。志願票入試区分のマーク漏れに注意してください。

（3）　志願者本人が99～102ページの記入例をもとに作成してください。出願書類受付後の内容の訂正・変更は認め
ません。記入間違い、記入漏れ等に注意してください。

（4）　2021年度大学入学共通テスト成績請求票を写真票の所定の位置に貼付してください。

3.  各学科募集人員および試験科目・時間割・配点・選考方法

基準
換算点 CEFR

B2以上
C1以上

満点の80％
満点の90％

学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割 試験科目・配点・選考方法

歯 歯

A日程

本
学
の
試
験

共
通
テ
ス
ト
の
試
験

B日程

15 9:15

●英語（100点）
　コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ
・英語表現Ⅰ
※リスニングを除く
●面接（段階評価）
　面接においての質疑応答を通しての表現力や課題理解力、
他者との対話力や協調性等を評価します。
●調査書
　調査書は歯学部への適性、主体的に学ぶ姿勢という観点
から、面接の評価の参考にします。
●選択科目（100点）
（以下の2教科から1教科を選択）
・理科（「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」から
2科目選択、または「物理」、「化学」、「生物」から
1科目選択）
・数学（「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ」、
「数学Ⅱ・数学B」から1科目選択）

※一般選抜を受験する
ことが必須のため、
一般選抜時間割84
ページを参照。

6.  出願書類　※インターネット出願については、10、11ページをご覧ください。

※各英語検定試験の基準スコアについては、CEFR対照表（112ページ）を参照してください。
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用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

てください。

　［参考］ 一般選抜のみの受験の場合
大学入学共通テスト利用選抜のみの受験の場合
一般選抜（共通テストプラス方式）受験の場合

【一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜＋一般選抜（共通テストプラス
方式）】

（6）　本学の一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜と必ず併願になりますが、志願票は1枚でそれぞれの入試
区分をチェックしてください。なお、調査書は1通で構いません。

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。
（4）　A日程で不合格になった場合、B日程を再度受験することができます。ただし、その場合、出願書類は再度す

べての書類を提出していただきます。
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用し、楷書で明瞭に記入してください。

場合には、必ず歯学部入試事務室に届け出てください。

てください。

　［参考］ 一般選抜のみの受験の場合
大学入学共通テスト利用選抜のみの受験の場合
一般選抜（共通テストプラス方式）受験の場合

【一般選抜＋大学入学共通テスト利用選抜＋一般選抜（共通テストプラス
方式）】

（6）　本学の一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜と必ず併願になりますが、志願票は1枚でそれぞれの入試
区分をチェックしてください。なお、調査書は1通で構いません。

（1）　合格者には、志願票に記入された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と
同時に発送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。

（2）　正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページ
においても同時に発表します。

　　　  ホームページURL　https://www.meikai.ac.jp
（3）　合否について電話での問い合わせには、一切応じません。
（4）　A日程で不合格になった場合、B日程を再度受験することができます。ただし、その場合、出願書類は再度す

べての書類を提出していただきます。

大学入学資格認定審査について

む）に基づいて高等学校を卒業した者と同等以上の学力があるとの認定を受けようとする者

対象入試区分 大学入学資格認定審査受付期間 認定審査結果通知

大学入学共通テスト利用選抜
A日程・B日程・C日程

一般選抜A日程
一般選抜（共通テストプラス方式A日程）

一般選抜B日程
一般選抜（共通テストプラス方式B日程）

　本審査に申請する場合は、必ず受付期間前に本学歯学部入試事務室 まで問い合わせてくだ
さい。

　大学入学資格の弾力化に伴い、学校教育法施行規則第150条の規定に基づき、以下の（1）または（2）の要件を満たし、
かつ、満年齢18歳以上の者（2021年3月31日までに満年齢18歳に達する者を含む）を対象に大学入学資格認定審査を
実施します。出願資格を有していると認定された場合、本学が対象とする入試区分に出願手続を行うことができま
す。
（1）　外国人を対象に教育を行うことを目的として、日本において設置された教育施設において、高等学校の課程に

相当する課程を修了した者および2021年3月31日までに修了見込の者

8月28日（金）～ 9月 4日（金） 9月11日（金）頃

12月11日（金）頃

2月 5日（金）頃

11月26日（木）～12月 3日（木）

1月 8日（金）～ 1月15日（金）



志願票等記入方法／高等学校等コード表／アンケート
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志願票等記入方法／高等学校等コード表／アンケート

志願票記入例（外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部）

【志願票　記入方法】
１．「浦安キャンパス（外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム／保健医療学部）」の志願票に記入してく

ださい。
２．志願票に記入された内容に基づき、出願書類を処理します。記入漏れや記入間違いのないように注意してください。
３．志願票は必ず志願者本人が記入してください。記入の際は鉛筆（ＨＢ）を使用し、訂正する場合はプラスチック

消しゴムで完全に消してください。枠内はＯＣＲ用標準字体（志願票中央下の「記入例」を参照）を使用して記入
してください。なお、誤ってボールペン等で記入した場合は、その上から鉛筆で強くなぞってください。

４．志願票の余白には記入等をしないでください。また、処理する際に不都合が生じることがありますので、折った
り、汚したりしないでください。

　①入試区分　 志願する入試区分欄のマークを塗りつぶし、日程・方式がある場合は該当するものに○印を付けてくだ
さい。ホスピタリティ・ツーリズム（HT）学科GMM志願者（指定校推薦、公募制推薦および留学生特
別入試）は、マークする欄が異なるので、注意してください。

　②志願学部・学科　　 志願する学部・学科を上段に記入の上、該当する学科のマークを塗りつぶしてください。ホス
ピタリティ・ツーリズム学科はメジャー（専攻）〔HTMまたはGMM〕によってマークする欄
が異なるので、注意してください。

ムズリーツ・ィテリタピスホ：MTH※ メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー
　③志願者氏名

・カタカナ欄、ローマ字欄、漢字欄は、すべて姓と名の間を１マス空けて記入してください。
・カタカナ欄は濁点「゛」、半濁点「゜」も１マスを使用してください。
・ローマ字欄は次ページを参照し、すべて大文字で記入してください。（外国籍の者はパスポート表記で記入）
・漢字欄に記入した漢字氏名は、入学後は学籍上の氏名となります。異体字、旧字体等で記入している場合は、電算

処理上、常用漢字またはカタカナに置き換える場合があります。なお、合格通知書および入学許可書等の書類は置
き換え後の氏名で発行されます。

　※外国籍の者のみ
・出願書類として提出された住民票に氏名の漢字表記が併記されている場合は、住民票記載の漢字表記で登録します。
（住民票記載の漢字で、本学システム上登録できない漢字はカタカナに置き換えます。）住民票に氏名の漢字表記が
併記されていない場合は、志願票の記入に基づき氏名の漢字表記を登録し、簡体字で記入されていた場合は、カタ
カナに置き換えて登録します。なお、合格通知書および入学許可書等の書類は置き換え後の氏名で発行されます。

千葉県浦安市明海

－ － －４

明海グリーンハイツ

経済 経済
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　④性別　　該当する性別にマークしてください。
　⑤生年月日　　月・日が一桁の場合は、数字の前に「0」を記入してください。
　⑥電話番号　　出願書類について確認する必要がある場合に、連絡先として使用します。必ず志願者本人の電話番号

を記入してください。
　⑦父母現住所都道府県コード　　下表から該当するコードを記入してください。外国人留学生特別入学試験を受験す

る者は、原則として「48」を記入してください。
都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード

北海道 01 茨城 08 新潟 15 静岡 22 奈良 29 徳島 36 熊本 43

青森 02 栃木 09 富山 16 愛知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44

岩手 03 群馬 10 石川 17 三重 24 鳥取 31 愛媛 38 宮崎 45

宮城 04 埼玉 11 福井 18 滋賀 25 島根 32 高知 39 鹿児島 46

秋田 05 千葉 12 山梨 19 京都 26 岡山 33 福岡 40 沖縄 47

山形 06 東京 13 長野 20 大阪 27 広島 34 佐賀 41 外国 48

福島 07 神奈川 14 岐阜 21 兵庫 28 山口 35 長崎 42

ヘボン式ローマ字一覧
あ
Ａ

い
Ｉ

う
Ｕ

え
Ｅ

お
Ｏ

きゃ
ＫＹＡ

きゅ
ＫＹＵ

きょ
ＫＹＯ

か
ＫＡ

き
ＫＩ

く
ＫＵ

け
ＫＥ

こ
ＫＯ

しゃ
ＳＨＡ

しゅ
ＳＨＵ

しょ
ＳＨＯ

さ
ＳＡ

し
ＳＨＩ

す
ＳＵ

せ
ＳＥ

そ
ＳＯ

ちゃ
ＣＨＡ

ちゅ
ＣＨＵ

ちょ
ＣＨＯ

た
ＴＡ

ち
ＣＨＩ

つ
ＴＳＵ

て
ＴＥ

と
ＴＯ

にゃ
ＮＹＡ

にゅ
ＮＹＵ

にょ
ＮＹＯ

な
ＮＡ

に
ＮＩ

ぬ
ＮＵ

ね
ＮＥ

の
ＮＯ

ひゃ
ＨＹＡ

ひゅ
ＨＹＵ

ひょ
ＨＹＯ

は
ＨＡ

ひ
ＨＩ

ふ
ＦＵ

へ
ＨＥ

ほ
ＨＯ

みゃ
ＭＹＡ

みゅ
ＭＹＵ

みょ
ＭＹＯ

ま
ＭＡ

み
ＭＩ

む
ＭＵ

め
ＭＥ

も
ＭＯ

りゃ
ＲＹＡ

りゅ
ＲＹＵ

りょ
ＲＹＯ

や
ＹＡ

ゆ
ＹＵ

よ
ＹＯ

ぎゃ
ＧＹＡ

ぎゅ
ＧＹＵ

ぎょ
ＧＹＯ

ら
ＲＡ

り
ＲＩ

る
ＲＵ

れ
ＲＥ

ろ
ＲＯ

じゃ
ＪＡ

じゅ
ＪＵ

じょ
ＪＯ

わ
ＷＡ

を
Ｏ

ん
Ｎ（Ｍ）

びゃ
ＢＹＡ

びゅ
ＢＹＵ

びょ
ＢＹＯ

ぴゃ
ＰＹＡ

ぴゅ
ＰＹＵ

ぴょ
ＰＹＯ

が
ＧＡ

ぎ
ＧＩ

ぐ
ＧＵ

げ
ＧＥ

ご
ＧＯ

ざ
ＺＡ

じ
ＪＩ

ず
ＺＵ

ぜ
ＺＥ

ぞ
ＺＯ

だ
ＤＡ

ぢ
ＪＩ

づ
ＺＵ

で
ＤＥ

ど
ＤＯ

ば
ＢＡ

び
ＢＩ

ぶ
ＢＵ

べ
ＢＥ

ぼ
ＢＯ

ぱ
ＰＡ

ぴ
ＰＩ

ぷ
ＰＵ

ぺ
ＰＥ

ぽ
ＰＯ

【注意事項】
　・長音は表記しない。
　　（ア）長音(－)に対するローマ字は不要(前の母音で代用)

おおの：ＯＮＯ（ＯＯＮＯ）　とうじょう：ＴＯＪＯ（ＴＯＵＪＯＵ)　 ようこ：ＹＯＫＯ（ＹＯＵＫＯ）
　　（イ）「ウウ」の発音になる文字は「Ｕ」一文字で表記
　　　　　しゅういち：ＳＨＵＩＣＨＩ（ＳＨＵＵＩＣＨＩ）　ゆうこ：ＹＵＫＯ（ＹＵＵＫＯ）　

　・促音「っ」は子音を重ねて示す。
　　　はっとり：ＨＡＴＴＯＲＩ　　きっかわ：ＫＩＫＫＡＷＡ　　
　　ただし、「ＣＨ」の前では「Ｔ」で表記する。
　　　えっちゅう：ＥＴＣＨＵ　　はっちょう：ＨＡＴＣＨＯ

　・「ん」は「Ｎ」で表記する。ただし「Ｂ」「Ｍ」「Ｐ」の前には「Ｎ」の代わりに「Ｍ」をおく。
　　　ほんま：ＨＯＭＭＡ　　なんば：ＮＡＭＢＡ　　さんぺい：ＳＡＭＰＥＩ
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　④性別　　該当する性別にマークしてください。
　⑤生年月日　　月・日が一桁の場合は、数字の前に「0」を記入してください。
　⑥電話番号　　出願書類について確認する必要がある場合に、連絡先として使用します。必ず志願者本人の電話番号

を記入してください。
　⑦父母現住所都道府県コード　　下表から該当するコードを記入してください。外国人留学生特別入学試験を受験す

る者は、原則として「48」を記入してください。
都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード

北海道 01 茨城 08 新潟 15 静岡 22 奈良 29 徳島 36 熊本 43

青森 02 栃木 09 富山 16 愛知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44

岩手 03 群馬 10 石川 17 三重 24 鳥取 31 愛媛 38 宮崎 45

宮城 04 埼玉 11 福井 18 滋賀 25 島根 32 高知 39 鹿児島 46

秋田 05 千葉 12 山梨 19 京都 26 岡山 33 福岡 40 沖縄 47

山形 06 東京 13 長野 20 大阪 27 広島 34 佐賀 41 外国 48

福島 07 神奈川 14 岐阜 21 兵庫 28 山口 35 長崎 42

ヘボン式ローマ字一覧
あ
Ａ

い
Ｉ

う
Ｕ

え
Ｅ

お
Ｏ

きゃ
ＫＹＡ

きゅ
ＫＹＵ

きょ
ＫＹＯ

か
ＫＡ

き
ＫＩ

く
ＫＵ

け
ＫＥ

こ
ＫＯ

しゃ
ＳＨＡ

しゅ
ＳＨＵ

しょ
ＳＨＯ

さ
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し
ＳＨＩ

す
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せ
ＳＥ

そ
ＳＯ

ちゃ
ＣＨＡ

ちゅ
ＣＨＵ

ちょ
ＣＨＯ

た
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ち
ＣＨＩ

つ
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て
ＴＥ

と
ＴＯ

にゃ
ＮＹＡ

にゅ
ＮＹＵ

にょ
ＮＹＯ

な
ＮＡ

に
ＮＩ

ぬ
ＮＵ

ね
ＮＥ

の
ＮＯ

ひゃ
ＨＹＡ

ひゅ
ＨＹＵ

ひょ
ＨＹＯ

は
ＨＡ

ひ
ＨＩ

ふ
ＦＵ

へ
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ほ
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ＭＹＡ

みゅ
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み
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め
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も
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りゃ
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りゅ
ＲＹＵ
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ＲＹＯ
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ゆ
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ＹＯ

ぎゃ
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ぎゅ
ＧＹＵ

ぎょ
ＧＹＯ
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じゃ
ＪＡ

じゅ
ＪＵ

じょ
ＪＯ

わ
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ん
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びゃ
ＢＹＡ

びゅ
ＢＹＵ

びょ
ＢＹＯ

ぴゃ
ＰＹＡ

ぴゅ
ＰＹＵ

ぴょ
ＰＹＯ

が
ＧＡ

ぎ
ＧＩ

ぐ
ＧＵ

げ
ＧＥ

ご
ＧＯ

ざ
ＺＡ

じ
ＪＩ

ず
ＺＵ

ぜ
ＺＥ

ぞ
ＺＯ

だ
ＤＡ

ぢ
ＪＩ

づ
ＺＵ

で
ＤＥ

ど
ＤＯ

ば
ＢＡ

び
ＢＩ

ぶ
ＢＵ

べ
ＢＥ

ぼ
ＢＯ

ぱ
ＰＡ

ぴ
ＰＩ

ぷ
ＰＵ

ぺ
ＰＥ

ぽ
ＰＯ

【注意事項】
　・長音は表記しない。
　　（ア）長音(－)に対するローマ字は不要(前の母音で代用)

おおの：ＯＮＯ（ＯＯＮＯ）　とうじょう：ＴＯＪＯ（ＴＯＵＪＯＵ)　 ようこ：ＹＯＫＯ（ＹＯＵＫＯ）
　　（イ）「ウウ」の発音になる文字は「Ｕ」一文字で表記
　　　　　しゅういち：ＳＨＵＩＣＨＩ（ＳＨＵＵＩＣＨＩ）　ゆうこ：ＹＵＫＯ（ＹＵＵＫＯ）　

　・促音「っ」は子音を重ねて示す。
　　　はっとり：ＨＡＴＴＯＲＩ　　きっかわ：ＫＩＫＫＡＷＡ　　
　　ただし、「ＣＨ」の前では「Ｔ」で表記する。
　　　えっちゅう：ＥＴＣＨＵ　　はっちょう：ＨＡＴＣＨＯ

　・「ん」は「Ｎ」で表記する。ただし「Ｂ」「Ｍ」「Ｐ」の前には「Ｎ」の代わりに「Ｍ」をおく。
　　　ほんま：ＨＯＭＭＡ　　なんば：ＮＡＭＢＡ　　さんぺい：ＳＡＭＰＥＩ

　⑧郵便番号・住所
・合格通知書等の志願者宛ての各種郵便物の送付先となります。海外住所は原則として不可とします。
・郵便番号は必ず７桁を記入し、アパート、マンション等の集合住宅に住んでいる場合は、建物名も記入してくだ

さい。
・出願後に変更が生じた場合は、速やかに浦安キャンパス入試事務室へ申し出てください。

　⑨出身高等学校等コード　　 
ださい。学校名が記載されていない場合は、各都道府県の末尾に記載されている「上記
以外の高等学校」のコードを記入してください。

してください。外国人留学生特別入学試験を受験する者は「52000E」と記入してくだ
さい。

　⑩課程　　下表から該当するコードを記入してください。高等学校卒業程度認定試験等の場合は、「４」を記入して
ください。

課程 全日制 定時制 通信制 その他

コード 1 2 3 4

　⑪学科　　下表から該当するコードを記入してください。高等学校卒業程度認定試験等の場合は、「７」を記入して
ください。

学科 普通 理数 農業 工業 商業 総合 その他

コード 1 2 3 4 5 6 7

　⑫卒業（見込）年または資格取得年月　　出願資格となる学校等の卒業（見込）年月を記入してください。高等学校
卒業程度認定試験等の場合は、合格（見込）年月を記入してください。月
が一桁の場合は数字の前に「０」を記入してください。

103ページ以降の「高等学校等コード表」から該当する高等学校のコードを記入してく

高等学校卒業程度認定試験等の場合は、111ページ記載の表から該当するコードを記入

113ページからのアンケートにご回答ください。アンケートの結果は合否には一切関係ありません。
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【受験票・写真票・振込依頼書等　記入方法】　黒のボールペンで記入してください。

「検定料収納証明書」を忘れずに貼ってください。

てはいけません。

①受験票
　・受験票送付先の郵便番号、住所、氏名（志願者名）を記入してください。
　・裏面の氏名（フリガナ）、性別欄、受験学部学科、入試区分欄を記入してください。
　・受験学部学科：ホスピタリティ・ツーリズム学科はメジャー（専攻）〔HTMまたはGMM〕によってチェック欄が

異なるので、注意してください。
　・入試区分：ホスピタリティ・ツーリズム（HT）学科GMM志願者（留学生特別入試）は、チェック欄が異なるので、

注意してください。
　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

②写真票
　・氏名（フリガナ）、性別欄、受験学部学科、入試区分欄を記入してください。
　・受験学部学科：ホスピタリティ・ツーリズム学科はメジャー（専攻）〔HTMまたはGMM〕によってチェック欄が

異なるので、注意してください。
　・入試区分：ホスピタリティ・ツーリズム（HT）学科GMM志願者（留学生特別入試）は、チェック欄が異なるので、

注意してください。
　・所定の写真（裏面に受験学科、生年月日、氏名を記入）を写真貼付欄にしっかり貼ってください。
　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

③振込金受領書　　
　依頼人（受験者）を記入し、入金後は受験者が保管してください。

④振込依頼書　　　
　入試コードと学科コードを表から選択し、依頼人（受験者）の氏名（フリガナ）、住所、電話番号を記入してくださ
い。

受験票・写真票・振込依頼書等記入例（外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部）

受験票　裏面

千葉県浦安市明海

明海グリーンハイツ

明海  みずほ

明海  みずほ

明海 みずほ
メイカイ ミ　ズ　ホ

明海  みずほ
メイカイ ミ ズ ホ

千葉県浦安市明海
明海グリーンハイツ

明海 みずほ
メイカイ ミ　ズ　ホ
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【受験票・写真票・振込依頼書等　記入方法】　黒のボールペンで記入してください。

「検定料収納証明書」を忘れずに貼ってください。

てはいけません。

①受験票
　・受験票送付先の郵便番号、住所、氏名（志願者名）を記入してください。
　・裏面の氏名（フリガナ）、性別欄、受験学部学科、入試区分欄を記入してください。
　・受験学部学科：ホスピタリティ・ツーリズム学科はメジャー（専攻）〔HTMまたはGMM〕によってチェック欄が

異なるので、注意してください。
　・入試区分：ホスピタリティ・ツーリズム（HT）学科GMM志願者（留学生特別入試）は、チェック欄が異なるので、

注意してください。
　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

②写真票
　・氏名（フリガナ）、性別欄、受験学部学科、入試区分欄を記入してください。
　・受験学部学科：ホスピタリティ・ツーリズム学科はメジャー（専攻）〔HTMまたはGMM〕によってチェック欄が

異なるので、注意してください。
　・入試区分：ホスピタリティ・ツーリズム（HT）学科GMM志願者（留学生特別入試）は、チェック欄が異なるので、

注意してください。
　・所定の写真（裏面に受験学科、生年月日、氏名を記入）を写真貼付欄にしっかり貼ってください。
　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　GMM：グローバル・マネジメント メジャー

③振込金受領書　　
　依頼人（受験者）を記入し、入金後は受験者が保管してください。

④振込依頼書　　　
　入試コードと学科コードを表から選択し、依頼人（受験者）の氏名（フリガナ）、住所、電話番号を記入してくださ
い。

受験票・写真票・振込依頼書等記入例（外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部）

受験票　裏面

千葉県浦安市明海

明海グリーンハイツ

明海  みずほ

明海  みずほ

明海 みずほ
メイカイ ミ　ズ　ホ

明海  みずほ
メイカイ ミ ズ ホ

千葉県浦安市明海
明海グリーンハイツ

明海 みずほ
メイカイ ミ　ズ　ホ

【志願票　記入方法】

２．志願票に記入された内容に基づき、出願書類を処理します。記入漏れや記入間違いのないように注意してくださ
い。

３．志願票は必ず志願者本人が記入してください。記入の際は鉛筆（ＨＢ）を使用し、訂正する場合はプラスチック
消しゴムで完全に消してください。枠内はＯＣＲ用標準字体（志願票右下の「記入例」を参照）を使用して記入し
てください。なお、誤ってボールペン等で記入した場合は、その上から鉛筆で強くなぞってください。

４．志願票の余白には記入等をしないでください。また、処理する際に不都合が生じることがありますので、折った
り、汚したりしないでください。

　●入試区分　　 志願する入試区分欄のマークを塗りつぶしてください。（一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜、
一般選抜（共通テストプラス方式）等、複数受験する場合はマークをすべて塗りつぶしてください。）

　●受験希望会場　　大学入学共通テスト利用選抜A日程のみを受験する者は、受験希望会場にマークしてください。
　●大学入学共通テスト成績請求番号　

内容を誤りのないように記入してください。
①志願者氏名
・カタカナ欄、ローマ字欄、漢字欄は、すべて姓と名の間を１マス空けて記入してください。
・カタカナ欄は濁点「゛」、半濁点「゜」も１マスを使用してください。
・ローマ字欄は次ページを参照し、すべて大文字で記入してください。（外国籍の者はパスポート表記で記入）
・漢字欄に記入した漢字氏名は、入学後は学籍上の氏名となります。異体字、旧字体等で記入している場合は、電算

処理上、常用漢字またはカタカナに置き換える場合があります。なお、合格通知書および入学許可書等の書類は置
き換え後の氏名で発行されます。

志願票記入例（歯学部）

１．「2021年度明海大学歯学部入学試験」の志願票に記入してください。

大学入学共通テスト利用選抜受験者は、2021年度の成績請求票に記載された

メイカイ　ミス ボ

明 海 　 み ず ほ

埼 玉 県 坂 戸 市 け や き 台

明 海 グ リ ー ン ハ イ ツ

ＭＥ ＫＡ Ｍ ＺＵＨＯ̄
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　②性　　別　　該当する性別にマークしてください。
　③生年月日　　月・日が一桁の場合は、数字の前に「0」を記入してください。
　④電話番号　　出願書類について確認する必要がある場合に、連絡先として使用します。必ず志願者本人と連絡が取

れる電話番号を記入してください。
　⑤父母現住所都道府県コード　　下表から該当するコードを記入してください。

都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード

北海道 01 茨城 08 新潟 15 静岡 22 奈良 29 徳島 36 熊本 43

青森 02 栃木 09 富山 16 愛知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44

岩手 03 群馬 10 石川 17 三重 24 鳥取 31 愛媛 38 宮崎 45

宮城 04 埼玉 11 福井 18 滋賀 25 島根 32 高知 39 鹿児島 46

秋田 05 千葉 12 山梨 19 京都 26 岡山 33 福岡 40 沖縄 47

山形 06 東京 13 長野 20 大阪 27 広島 34 佐賀 41 外国 48

福島 07 神奈川 14 岐阜 21 兵庫 28 山口 35 長崎 42

ヘボン式ローマ字一覧
あ
Ａ

い
Ｉ

う
Ｕ

え
Ｅ

お
Ｏ

きゃ
ＫＹＡ

きゅ
ＫＹＵ

きょ
ＫＹＯ

か
ＫＡ

き
ＫＩ

く
ＫＵ

け
ＫＥ

こ
ＫＯ

しゃ
ＳＨＡ

しゅ
ＳＨＵ

しょ
ＳＨＯ

さ
ＳＡ

し
ＳＨＩ

す
ＳＵ

せ
ＳＥ

そ
ＳＯ

ちゃ
ＣＨＡ

ちゅ
ＣＨＵ

ちょ
ＣＨＯ

た
ＴＡ

ち
ＣＨＩ

つ
ＴＳＵ

て
ＴＥ

と
ＴＯ

にゃ
ＮＹＡ

にゅ
ＮＹＵ

にょ
ＮＹＯ

な
ＮＡ

に
ＮＩ

ぬ
ＮＵ

ね
ＮＥ

の
ＮＯ

ひゃ
ＨＹＡ

ひゅ
ＨＹＵ

ひょ
ＨＹＯ

は
ＨＡ

ひ
ＨＩ

ふ
ＦＵ

へ
ＨＥ

ほ
ＨＯ

みゃ
ＭＹＡ

みゅ
ＭＹＵ

みょ
ＭＹＯ

ま
ＭＡ

み
ＭＩ

む
ＭＵ

め
ＭＥ

も
ＭＯ

りゃ
ＲＹＡ

りゅ
ＲＹＵ

りょ
ＲＹＯ

や
ＹＡ

ゆ
ＹＵ

よ
ＹＯ

ぎゃ
ＧＹＡ

ぎゅ
ＧＹＵ

ぎょ
ＧＹＯ

ら
ＲＡ

り
ＲＩ

る
ＲＵ

れ
ＲＥ

ろ
ＲＯ

じゃ
ＪＡ

じゅ
ＪＵ

じょ
ＪＯ

わ
ＷＡ

を
Ｏ

ん
Ｎ（Ｍ）

びゃ
ＢＹＡ

びゅ
ＢＹＵ

びょ
ＢＹＯ

ぴゃ
ＰＹＡ

ぴゅ
ＰＹＵ

ぴょ
ＰＹＯ

が
ＧＡ

ぎ
ＧＩ

ぐ
ＧＵ

げ
ＧＥ

ご
ＧＯ

ざ
ＺＡ

じ
ＪＩ

ず
ＺＵ

ぜ
ＺＥ

ぞ
ＺＯ

だ
ＤＡ

ぢ
ＪＩ

づ
ＺＵ

で
ＤＥ

ど
ＤＯ

ば
ＢＡ

び
ＢＩ

ぶ
ＢＵ

べ
ＢＥ

ぼ
ＢＯ

ぱ
ＰＡ

ぴ
ＰＩ

ぷ
ＰＵ

ぺ
ＰＥ

ぽ
ＰＯ

【注意事項】
　・長音は表記しない。
　　（ア）長音(－)に対するローマ字は不要(前の母音で代用)

おおの：ＯＮＯ（ＯＯＮＯ）　とうじょう：ＴＯＪＯ（ＴＯＵＪＯＵ)　 ようこ：ＹＯＫＯ（ＹＯＵＫＯ）
　　（イ）「ウウ」の発音になる文字は「Ｕ」一文字で表記
　　　　　しゅういち：ＳＨＵＩＣＨＩ（ＳＨＵＵＩＣＨＩ）　ゆうこ：ＹＵＫＯ（ＹＵＵＫＯ）　

　・促音「っ」は子音を重ねて示す。
　　　はっとり：ＨＡＴＴＯＲＩ　　きっかわ：ＫＩＫＫＡＷＡ　　
　　ただし、「ＣＨ」の前では「Ｔ」で表記する。
　　　えっちゅう：ＥＴＣＨＵ　　はっちょう：ＨＡＴＣＨＯ

　・「ん」は「Ｎ」で表記する。ただし「Ｂ」「Ｍ」「Ｐ」の前には「Ｎ」の代わりに「Ｍ」をおく。
　　　ほんま：ＨＯＭＭＡ　　なんば：ＮＡＭＢＡ　　さんぺい：ＳＡＭＰＥＩ
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　②性　　別　　該当する性別にマークしてください。
　③生年月日　　月・日が一桁の場合は、数字の前に「0」を記入してください。
　④電話番号　　出願書類について確認する必要がある場合に、連絡先として使用します。必ず志願者本人と連絡が取

れる電話番号を記入してください。
　⑤父母現住所都道府県コード　　下表から該当するコードを記入してください。

都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード 都道府県 コード

北海道 01 茨城 08 新潟 15 静岡 22 奈良 29 徳島 36 熊本 43

青森 02 栃木 09 富山 16 愛知 23 和歌山 30 香川 37 大分 44

岩手 03 群馬 10 石川 17 三重 24 鳥取 31 愛媛 38 宮崎 45

宮城 04 埼玉 11 福井 18 滋賀 25 島根 32 高知 39 鹿児島 46

秋田 05 千葉 12 山梨 19 京都 26 岡山 33 福岡 40 沖縄 47

山形 06 東京 13 長野 20 大阪 27 広島 34 佐賀 41 外国 48

福島 07 神奈川 14 岐阜 21 兵庫 28 山口 35 長崎 42

ヘボン式ローマ字一覧
あ
Ａ

い
Ｉ

う
Ｕ

え
Ｅ

お
Ｏ

きゃ
ＫＹＡ

きゅ
ＫＹＵ

きょ
ＫＹＯ

か
ＫＡ

き
ＫＩ

く
ＫＵ

け
ＫＥ

こ
ＫＯ

しゃ
ＳＨＡ

しゅ
ＳＨＵ

しょ
ＳＨＯ

さ
ＳＡ

し
ＳＨＩ

す
ＳＵ

せ
ＳＥ

そ
ＳＯ

ちゃ
ＣＨＡ

ちゅ
ＣＨＵ

ちょ
ＣＨＯ

た
ＴＡ

ち
ＣＨＩ

つ
ＴＳＵ

て
ＴＥ

と
ＴＯ

にゃ
ＮＹＡ

にゅ
ＮＹＵ

にょ
ＮＹＯ

な
ＮＡ

に
ＮＩ

ぬ
ＮＵ

ね
ＮＥ

の
ＮＯ

ひゃ
ＨＹＡ

ひゅ
ＨＹＵ

ひょ
ＨＹＯ

は
ＨＡ

ひ
ＨＩ

ふ
ＦＵ

へ
ＨＥ

ほ
ＨＯ

みゃ
ＭＹＡ

みゅ
ＭＹＵ

みょ
ＭＹＯ

ま
ＭＡ

み
ＭＩ

む
ＭＵ

め
ＭＥ

も
ＭＯ

りゃ
ＲＹＡ

りゅ
ＲＹＵ

りょ
ＲＹＯ

や
ＹＡ

ゆ
ＹＵ

よ
ＹＯ

ぎゃ
ＧＹＡ

ぎゅ
ＧＹＵ

ぎょ
ＧＹＯ

ら
ＲＡ

り
ＲＩ

る
ＲＵ

れ
ＲＥ

ろ
ＲＯ

じゃ
ＪＡ

じゅ
ＪＵ

じょ
ＪＯ

わ
ＷＡ

を
Ｏ

ん
Ｎ（Ｍ）

びゃ
ＢＹＡ

びゅ
ＢＹＵ

びょ
ＢＹＯ

ぴゃ
ＰＹＡ

ぴゅ
ＰＹＵ

ぴょ
ＰＹＯ

が
ＧＡ

ぎ
ＧＩ

ぐ
ＧＵ

げ
ＧＥ

ご
ＧＯ

ざ
ＺＡ

じ
ＪＩ

ず
ＺＵ

ぜ
ＺＥ

ぞ
ＺＯ

だ
ＤＡ

ぢ
ＪＩ

づ
ＺＵ

で
ＤＥ

ど
ＤＯ

ば
ＢＡ

び
ＢＩ

ぶ
ＢＵ

べ
ＢＥ

ぼ
ＢＯ

ぱ
ＰＡ

ぴ
ＰＩ

ぷ
ＰＵ

ぺ
ＰＥ

ぽ
ＰＯ

【注意事項】
　・長音は表記しない。
　　（ア）長音(－)に対するローマ字は不要(前の母音で代用)

おおの：ＯＮＯ（ＯＯＮＯ）　とうじょう：ＴＯＪＯ（ＴＯＵＪＯＵ)　 ようこ：ＹＯＫＯ（ＹＯＵＫＯ）
　　（イ）「ウウ」の発音になる文字は「Ｕ」一文字で表記
　　　　　しゅういち：ＳＨＵＩＣＨＩ（ＳＨＵＵＩＣＨＩ）　ゆうこ：ＹＵＫＯ（ＹＵＵＫＯ）　

　・促音「っ」は子音を重ねて示す。
　　　はっとり：ＨＡＴＴＯＲＩ　　きっかわ：ＫＩＫＫＡＷＡ　　
　　ただし、「ＣＨ」の前では「Ｔ」で表記する。
　　　えっちゅう：ＥＴＣＨＵ　　はっちょう：ＨＡＴＣＨＯ

　・「ん」は「Ｎ」で表記する。ただし「Ｂ」「Ｍ」「Ｐ」の前には「Ｎ」の代わりに「Ｍ」をおく。
　　　ほんま：ＨＯＭＭＡ　　なんば：ＮＡＭＢＡ　　さんぺい：ＳＡＭＰＥＩ

　⑥郵便番号・住所
・合格通知書等の志願者宛ての各種郵便物の送付先となります。海外住所は原則として使用することができません。
・郵便番号は必ず７桁を記入し、アパート、マンション等集合住宅に住んでいる場合は、建物名も記入してくださ

い。
・出願後に変更が生じた場合は、速やかに歯学部入試事務室へ申し出てください。

　⑦出身高等学校等コード　　 

　⑧課程　　下表から該当するコードを記入してください。高等学校卒業程度認定試験等の場合は、「４」を記入して
ください。

課程 全日制 定時制 通信制 その他

コード 1 2 3 4

　⑨学科　　下表から該当するコードを記入してください。高等学校卒業程度認定試験等の場合は、「７」を記入して
ください。

学科 普通 理数 農業 工業 商業 総合 その他

コード 1 2 3 4 5 6 7

　⑩卒業（見込）年または資格取得年月　　出願資格となる学校等の卒業（見込）年月を記入してください。高等学校
卒業程度認定試験等の場合は、合格（見込）年月を記入してください。月
が一桁の場合は数字の前に「０」を記入してください。

103ページ以降の「高等学校等コード表」から該当する高等学校のコードを記入してく
ださい。学校名が記載されていない場合は、各都道府県の末尾に記載されている「上記
以外の高等学校」のコードを記入してください。
高等学校卒業程度認定試験等の場合は、111ページ記載の表から該当するコードを記入
してください。

113ページからのアンケートにご回答ください。アンケートの結果は合否には一切関係ありません。
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受験票・写真票・振込依頼書等記入例（歯学部）

【受験票・写真票・振込依頼書等　記入方法】 黒のボールペンで記入してください。

「検定料収納証明書」を忘れずに貼ってください。

てはいけません。

①受験票
　・受験票送付先の郵便番号、住所、氏名（志願者名）を記入してください。
　・氏名（フリガナ）、性別欄、入試区分欄を記入してください。

②写真票
　・氏名（フリガナ）、性別欄、入試区分欄を記入してください。
　・所定の写真（裏面に受験学科、生年月日、氏名を記入）を写真貼付欄にしっかり貼ってください。
　・

③振込金受領書　　
　振込金額と依頼人（受験者）を記入し、入金後は受験者が保管してください。

④振込依頼書　　　
　入試コードと学科コードを表から選択し、依頼人（受験者）の氏名（フリガナ）、住所、電話番号を記入してください。

（写真票　裏面）

・一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜を出願する場合は、裏面の所定箇所に2021
年度大学入学共通テスト成績票を貼ってください。

埼玉県坂戸市
けやき台

メイカイ ミ　ズ　ホ

明海  みずほ

明海 みずほ

明海  みずほ

メイカイ ミ　ズ　ホ

明海 みずほ

メイカイ ミ ズ ホ

明海　みずほ
埼玉県坂戸市けやき台
明海グリーンハイツ

明海グリーンハイツ
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受験票・写真票・振込依頼書等記入例（歯学部）

【受験票・写真票・振込依頼書等　記入方法】 黒のボールペンで記入してください。

「検定料収納証明書」を忘れずに貼ってください。

てはいけません。

①受験票
　・受験票送付先の郵便番号、住所、氏名（志願者名）を記入してください。
　・氏名（フリガナ）、性別欄、入試区分欄を記入してください。

②写真票
　・氏名（フリガナ）、性別欄、入試区分欄を記入してください。
　・所定の写真（裏面に受験学科、生年月日、氏名を記入）を写真貼付欄にしっかり貼ってください。
　・

③振込金受領書　　
　振込金額と依頼人（受験者）を記入し、入金後は受験者が保管してください。

④振込依頼書　　　
　入試コードと学科コードを表から選択し、依頼人（受験者）の氏名（フリガナ）、住所、電話番号を記入してください。

（写真票　裏面）

・一般選抜（共通テストプラス方式）および大学入学共通テスト利用選抜を出願する場合は、裏面の所定箇所に2021
年度大学入学共通テスト成績票を貼ってください。

埼玉県坂戸市
けやき台

メイカイ ミ　ズ　ホ

明海  みずほ

明海 みずほ

明海  みずほ

メイカイ ミ　ズ　ホ

明海 みずほ

メイカイ ミ ズ ホ

明海　みずほ
埼玉県坂戸市けやき台
明海グリーンハイツ

明海グリーンハイツ
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ア
ン
ケ
ー
ト

アンケート

志願票のアンケート調査に回答してください。（合否判定には一切関係ありません。）
　次の問1から問7までのアンケート項目を読み、各項で該当する項目を選択し志願票に記入してください。
〔問1～問6までは回答を1つ選んでください〕
 問1. 本学を知った時期はいつ頃ですか
 　　Ａ　高校入学前 Ｅ　高校3年次の4月から6月までの間
 　　Ｂ　高校1年次 Ｆ　高校3年次の7月から9月までの間
 　　Ｃ　高校2年次の8月以前 Ｇ　高校3年次の10月から12月までの間
 　　Ｄ　高校2年次の9月以降 Ｈ　高校3年次1月以降
   Ｉ　その他

 問2. 本学を知ったきっかけは何ですか
 　　Ａ　検索サイト（Google等） Ｉ　高校内ポスター
 　　Ｂ　進学情報サイト Ｊ　駅・電車内の広告
 　　Ｃ　受験雑誌 Ｋ　新聞広告・記事
 　　Ｄ　学校・予備校・塾の先生から Ｌ　テレビCM
 　　Ｅ　家族・親戚から Ｍ　インターネットTV
 　　Ｆ　本学の在学生・卒業生から Ｎ　SNS
 　　Ｇ　友人・知人から Ｏ　その他
 　　Ｈ　進学相談会・高校内進路説明会

 問3. 本学の受験を決めた時期はいつですか
 　　Ａ　高校入学前 Ｅ　高校3年次の4月から6月までの間
 　　Ｂ　高校1年次 Ｆ　高校3年次の7月から9月までの間
 　　Ｃ　高校2年次の8月以前 Ｇ　高校3年次の10月から12月までの間
 　　Ｄ　高校2年次の9月以降 Ｈ　高校3年次1月以降
   Ｉ　その他

 問4. 本学の受験を決める上で一番参考としたものは何ですか
 　　Ａ　大学案内パンフレット Ｈ　新聞広告・記事
 　　Ｂ　本学公式ホームページ Ｉ　学校・予備校・塾の先生の指導
 　　Ｃ　オープンキャンパス Ｊ　家族・親戚の情報
 　　Ｄ　入試相談会（本学） Ｋ　本学の在学生・卒業生の情報
 　　Ｅ　大学見学会 Ｌ　友人・知人の情報
 　　Ｆ　進学相談会・高校内進路説明会 Ｍ　その他
 　　Ｇ　受験雑誌

 問5. 本学の受験を決めた一番の要因は何ですか
 　　Ａ　カリキュラムの充実 Ｉ　交通条件が良い
 　　Ｂ　就職率が高い Ｊ　周辺環境が良い
 　　Ｃ　資格取得に力を入れている Ｋ　奨学金が充実
 　　Ｄ　教授陣に魅力がある Ｌ　学校・予備校・塾の先生の薦め
 　　Ｅ　教職員や学生に好感がもてた Ｍ　家族・親戚の薦め
 　　Ｆ　学費が低額 Ｎ　本学の在学生・卒業生の薦め
 　　Ｇ　設備が良い Ｏ　友人や知人の薦め
 　　Ｈ　課外活動が活発 Ｐ　その他

 問6. 本学主催のイベントに参加しましたか
 　　Ａ　オープンキャンパスに参加 Ｃ　オープンキャンパスとワンデイセミナーに参加
 　　Ｂ　ワンデイセミナーに参加 Ｄ　参加しなかった

 問7. 本学のほかに併願して受験する、または出願を検討した大学・学部の7桁のコードを次ページから選択
し、3校まで記入してください。併願大学・学部が記載されていない場合には、末尾のコード表から該当す
るコードを記入してください。
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地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード 地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード

併願大学コード表

北

海

道

・

東

北

北海道大学 歯 0101029
札幌医科大学 保健医療 0301136
札幌大学 地域共創学群 0613755
札幌大谷大学 社会 1052015
札幌学院大学 人文 0614006

法 0614019
経済 0614022
経営 0614023

札幌国際大学 観光 0885211
人文 0885006

札幌保健医療大学 保健医療 1106136
苫小牧駒澤大学 国際文化 0931105
日本医療大学 保健医療 1109136
北星学園大学 文 0787004

経済 0787022
稚内北星学園大学 情報メディア 0957285
北海学園大学 経済 0790022

経営 0790023
人文 0790006

北海商科大学 商 0791024
北海道医療大学 歯 0764029
北海道科学大学 保健医療 0792136
青森県立保健大学 健康科 0362167
八戸学院大学 健康医療 0760777
青森大学 総合経営 0507282

社会 0507015
ソフトウェア情報 0507219

青森中央学院大学 経営法 0933205
弘前医療福祉大学 保健 1080049
岩手医科大学 歯 0518029
富士大学 経済 0779022
盛岡大学 文 0815004
東北大学 歯 0114029
石巻専修大学 経営 0859023
尚絅学院大学 人文社会学群 1014555

心理・教育学群 1014860
東北学院大学 文 0711004

経済 0711022
経営 0711023
教養 0711001

東北文化学園大学 総合政策 0946047
宮城学院女子大学 現代ビジネス 0801370

教育 0801011
国際教養大学 国際教養 0376290
ノースアジア大学 経済 0509022

法 0509019
山形県立保健医療大学 保健医療 0368136
医療創生大学 健康医療科 0835705
奥羽大学 歯 0713029
東日本国際大学 経済経営 0907388

関

東

茨城県立医療大学 保健医療 0349136
つくば国際大学 医療保健 0891412
常磐大学 人間科 0723003

総合政策 0723047
流通経済大学 経済 0826022

社会 0826015
流通情報 0826181
法 0826019

国際医療福祉大学 保健医療 0908136
成田保健医療 0908798
小田原保健医療 0908564
福岡保健医療 0908762

作新学院大学 経営 0860023
人間文化 0860178

白鴎大学 経営 0833023
法 0833019
教育 0833011

群馬県立女子大学 文 0303004
国際コミュニケーション 0303184

高崎経済大学 経済 0304022
地域政策 0304182

育英大学 教育 1120011
関東学園大学 経済 0561022
共愛学園前橋国際大学 国際社会 0949233
桐生大学 医療保健 1071412
群馬パース大学 保健科 1044171
上武大学 ビジネス情報 0633382
高崎健康福祉大学 保健医療 0980136
高崎商科大学 商 0981024

埼
玉埼玉県立大学 保健医療福祉 0364227

埼

玉

防衛医科大学校 医学教育部 0458785
浦和大学 こども 1016363

社会 1016015
共栄大学 教育 0982011

国際経営 0982130
埼玉医科大学 医 0608028

保健医療 0608136
埼玉学園大学 人間 0983121

経済経営 0983388
埼玉工業大学 人間社会 0609061

工 0609038
十文字学園女子大学 人間生活 0918037

教育人文 0918882
社会情報デザイン 0918883

城西大学 経済 0629022
現代政策 0629565
経営 0629023
理 0629026
薬 0629030

尚美学園大学 芸術情報 0960260
総合政策 0960047
スポーツマネジメント 0960826

女子栄養大学 栄養 0638056
駿河台大学 法 0836019

経済経営 0836388
メディア情報 0836691
心理 0836279
スポーツ科 0836222

聖学院大学 政治経済 0843010
人文 0843006
心理福祉 0843397

西武文理大学 サービス経営 0950234
看護 0950032

東京国際大学 商 0604024
経済 0604022
言語コミュニケーション 0604394
国際関係 0604074
人間社会 0604061

東都大学 ヒューマンケア 1082403
幕張ヒューマンケア 1082834
管理栄養 1082339

東邦音楽大学 音楽 0709062
獨協大学 外国語 0721014

国際教養 0721290
経済 0721022
法 0721019

日本工業大学 基幹工 0744828
先進工 0744778
建築 0744723

日本医療科学大学 保健医療 1060136
日本保健医療大学 保健医療 1089136
日本薬科大学 薬 1030030
人間総合科学大学 人間科 0961003

保健医療 0961136
文教大学 教育 0784011

人間科 0784003
文 0784004
情報 0784071
国際 0784077
健康栄養 0784372
経営 0784023

平成国際大学 法 0919019
スポーツ健康 0919683

武蔵野学院大学 国際コミュニケーション 1031184
ものつくり大学 技能工芸 0984295

千

葉

千葉大学 国際教養 0125290
文 0125004
法政経 0125291
教育 0125011
理 0125026
薬 0125030
看護 0125032
工 0125038

千葉県立保健医療大学 健康科 0384167
気象大学校 大学校 0452980
愛国学園大学 人間文化 0934178
植草学園大学 発達教育 1072527

保健医療 1072136
江戸川大学 社会 0865015

メディアコミュニケーション 0865566

千

葉

開智国際大学 教育 0962011
国際教養 0962290

亀田医療大学 看護 1100032
川村学園女子大学 文 0846004

教育 0846011
生活創造 0846728

神田外語大学 外国語 0837014
敬愛大学 経済 0669022

国際 0669077
国際武道大学 体育 0605057
三育学院大学 看護 1073032
秀明大学 学校教師 0845663

総合経営 0845282
英語情報マネジメント 0845567
観光ビジネス 0845686
看護 0845032
総合福祉 0624312
コミュニティ政策 0624216
看護栄養 0624228
経営 0624023
教育 0624011

淑徳大学 人文 0624006
城西国際大学 看護 0880032

薬 0880030
福祉総合 0880395
経営情報 0880072
メディア 0880236
国際人文 0880672

城西国際大学 観光 0880211
聖徳大学 児童 0866331

心理・福祉 0866741
文 0866004
人間栄養 0866711
看護 0866032
児童夜間主 0866643

清和大学 法 0893019
法夜間主 0893223

千葉科学大学 薬 1032030
危機管理 1032414
看護 1032032

千葉経済大学 経済 0844022
千葉工業大学 工 0670038

創造工 0670639
先進工 0670778
情報科 0670054
社会システム科 0670320

千葉商科大学 商経 0671025
政策情報 0671273
サービス創造 0671688
人間社会 0671061
国際教養 0671290

中央学院大学 商 0673024
法 0673019
現代教養 0673685

東京基督教大学 神 0867069
東京情報大学 総合情報 0847104

看護 0847032
明海大学 外国語 0630014

経済 0630022
不動産 0630116
ホスピタリティ・ツーリズム 0630529
歯 0630029
保健医療 0630136

了徳寺大学 健康科 1053167
麗澤大学 国際 0827077

外国語 0827014
経済 0827022

和洋女子大学 人文 0830006
国際 0830077
家政 0830035
看護 0830032

東

京

東京医科歯科大学 歯 0127029
東京外国語大学 言語文化 0128747

国際社会 0128233
国際日本 0128651

東京学芸大学 教育 0129011
東京工業大学 理学院 0132869

工学院 0132870
物質理工学院 0132871
情報理工学院 0132872

東

京

東京工業大学 生命理工学院 0132873
環境・社会理工学院 0132874

東京都立大学 人文社会 0305186
法 0305019
経済経営 0305388
理 0305026
都市環境 0305549
システムデザイン 0305550
健康福祉 0305293

国立看護大学校 看護 0465032
青山学院大学 文 0508004

教育人間科 0508301
経済 0508022
法 0508019
経営 0508023
国際政治経済 0508073
総合文化政策 0508638
理工 0508027
社会情報 0508115
地球社会共生 0508780
コミュニティ人間科 0508866

亜細亜大学 経営 0513023
経済 0513022
法 0513019
国際関係 0513074
都市創造 0513793

跡見学園女子大学 文 0515004
マネジメント 0515343
観光コミュニティ 0515779
心理 0515279

桜美林大学 リベラルアーツ学群 0522615
グローバル・コミュニケーション学群 0522789
ビジネスマネジメント学群 0522589
健康福祉学群 0522588
芸術文化学群 0522763
航空・マネジメント学群 0522879

大妻女子大学 家政 0539035
文 0539004
社会情報 0539115
人間関係 0539100
比較文化 0539012

嘉悦大学 経営経済 0985137
学習院大学 法 0546019

経済 0546022
文 0546004
理 0546026
国際社会科 0546792

学習院女子大学 国際文化交流 0935206
共立女子大学 家政 0577035

文芸 0577008
国際 0577077
看護 0577032
ビジネス 0577390

杏林大学 外国語 0579014
総合政策 0579047
保健 0579049
医 0579028

慶應義塾大学 文 0587004
経済 0587022
法 0587019
商 0587024
医 0587028
理工 0587027
総合政策 0587047
環境情報 0587052
看護医療 0587315
薬 0587030

恵泉女学園大学 人文 0848006
人間社会 0848061

工学院大学 先進工 0589778
工 0589038
建築 0589723
情報 0589071

國學院大学 文 0602004
神道文化 0602333
法 0602019
経済 0602022
人間開発 0602692

国際基督教大学 教養 0603001
国士舘大学 政経 0606021
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地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード 地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード

東

京

国士舘大学 体育 0606057
理工 0606027
法 0606019
文 0606004
21 世紀アジア 0606344
経営 0606023

駒澤大学 文 0607004
経済 0607022
法 0607019
経営 0607023
医療健康科 0607364
グローバル・メディア・スタディーズ 0607570

駒沢女子大学 人間総合学群 0887823
人間健康 0887346
看護 0887032

産業能率大学 経営 0616023
情報マネジメント 0616594

実践女子大学 文 0620004
人間社会 0620061
生活科 0620089

芝浦工業大学 工 0622038
システム理工 0622601
デザイン工 0622122
建築 0622723

順天堂大学 医 0626028
スポーツ健康科 0626102
医療看護 0626396
保健看護 0626525
国際教養 0626290
保健医療 0626136

上智大学 文 0631004
総合人間科 0631358
法 0631019
経済 0631022
外国語 0631014
総合グローバル 0631732
国際教養 0631290
理工 0631027

昭和大学 医 0634028
歯 0634029
薬 0634030
保健医療 0634136

昭和女子大学 人間文化 0636178
人間社会 0636061
生活科 0636089
グローバルビジネス 0636756
国際 0636077
環境デザイン 0636877

昭和薬科大学 薬 0637030
白梅学園大学 子ども 1045404
白百合女子大学 文 0640004

人間総合 0640636
成蹊大学 法 0644019

文 0644004
理工 0644027
経済 0644022
経営 0644023

成城大学 経済 0645022
文芸 0645008
法 0645019
社会イノベーション 0645536

聖心女子大学 現代教養 0646685
清泉女子大学 文 0647004
聖路加国際大学 看護 0650032
専修大学 経済 0653022

法 0653019
経営 0653023
商 0653024
文 0653004
人間科 0653003
国際コミュニケーション 0653184
ネットワーク情報 0653321

創価大学 経済 0657022
経営 0657023
法 0657019
文 0657004
教育 0657011
理工 0657027
看護 0657032
国際教養 0657290

東

京

大正大学 社会共生 0661878
地域創生 0661795
表現 0661253
心理社会 0661799
文 0661004

大東文化大学 文 0663004
経済 0663022
外国語 0663014
法 0663019
国際関係 0663074
経営 0663023
スポーツ・健康科 0663537
社会 0663015

高千穂大学 商 0664024
経営 0664023
人間科 0664003

拓殖大学 商 0665024
政経 0665021
外国語 0665014
国際 0665077
工 0665038

多摩大学 経営情報 0861072
グローバルスタディーズ 0861593

玉川大学 文 0667004
工 0667038
経営 0667023
教育 0667011
芸術 0667068
リベラルアーツ 0667606
観光 0667211

中央大学 法 0672019
経済 0672022
商 0672024
理工 0672027
文 0672004
総合政策 0672047
国際経営 0672130
国際情報 0672214

津田塾大学 学芸 0677013
総合政策 0677047

帝京大学 医 0679028
薬 0679030
経済 0679022
法 0679019
文 0679004
外国語 0679014
教育 0679011
理工 0679027
医療技術 0679114
福岡医療技術 0679541

帝京科学大学 生命環境 0868554
医療科 0868612
教育人間科 0868301

帝京平成大学 薬 0838030
現代ライフ 0838533
ヒューマンケア 0838403
健康メディカル 0838349
健康医療スポーツ 0838810

デジタルハリウッド大学 デジタルコミュニケーション 1046544
東海大学 文 0685004

文化社会 0685831
政治経済 0685010
法 0685019
教養 0685001
体育 0685057
健康 0685832
理 0685026
情報理工 0685392
工 0685038
観光 0685211
情報通信 0685653
医 0685028
経営 0685023
基盤工 0685760
国際文化 0685105
生物 0685738

東京有明医療大学 保健医療 1084136
看護 1084032

東京医科大学 医 0687028
東京医療学院大学 保健医療 1101136

東

京

東京医療保健大学 医療保健 1047412
東が丘看護 1047710
立川看護 1047888
千葉看護 1047837
和歌山看護 1047838

東京家政大学 家政 0689035
人文 0689006
健康科 0689167
子ども 0689404

東京家政学院大学 現代生活 0690341
人間栄養 0690711

東京経済大学 経済 0691022
経営 0691023
コミュニケーション 0691168
現代法 0691275
キャリアデザインプログラム 0691806

東京工科大学 メディア 0831236
応用生物 0831314
コンピュータサイエンス 0831366
工 0831038
医療保健 0831412
デザイン 0831126
工 0692038

東京歯科大学 歯 0693029
東京慈恵会医科大学 医 0694028
東京純心大学 現代文化 0920106

看護 0920032
東京女子大学 現代教養 0695685
東京女子医科大学 医 0696028

看護 0696032
東京女子体育大学 体育 0697057
東京成徳大学 国際 0886077

子ども 0886404
経営 0886023
応用心理 0886656

東京造形大学 造形 0699060
東京通信大学 情報マネジメント 1121594

人間福祉 1121196
東京電機大学 システムデザイン工 0700808

未来科 0700618
工 0700038
理工 0700027
工２部 0700096

東京都市大学 理工 0804027
建築都市デザイン 0804886
情報工 0804135
環境 0804101
メディア情報 0804691
都市生活 0804696
人間科 0804003

東京農業大学 農 0701044
応用生物科 0701209
生命科 0701128
地域環境科 0701221
国際食料情報 0701210
生物産業 0701109

東京福祉大学 保育児童 0958825
教育 0958011
心理 0958279
社会福祉 0958018

東京富士大学 経営 1000023
東京未来大学 こども心理 1061624

モチベーション行動科 1061746
東京薬科大学 薬・男子部 0702995

薬・女子部 0702991
生命科 0702128

東京理科大学 理 0703026
工 0703038
薬 0703030
理工 0703027
基礎工 0703039
経営 0703023
理２部 0703095

東邦大学 医 0707028
看護 0707032
薬 0707030
理 0707026
健康科 0707167

東洋大学 文 0717004
経済 0717022

東

京

東洋大学 経営 0717023
法 0717019
社会 0717015
国際 0717077
国際観光 0717613
情報連携 0717803
ライフデザイン 0717538
理工 0717027
総合情報 0717104
生命科 0717128
食環境科 0717761
文２部 0717085
経済２部 0717092
経営２部 0717093
法２部 0717090
社会２部 0717080
国際２部 0717804

東洋学園大学 グローバル・コミュニケーション 0881724
現代経営 0881350
人間科 0881003

二松学舎大学 文 0741004
国際政治経済 0741073

日本医科大学 医 0743028
生命歯 0745586
新潟生命歯 0745587

日本獣医生命科学大学 応用生命科 0747352
日本体育大学 体育 0750057

スポーツ文化 0750805
スポーツマネジメント 0750826
児童スポーツ教育 0750768
保健医療 0750136

日本大学 法 0742019
文理 0742009
経済 0742022
商 0742024
芸術 0742068
国際関係 0742074
危機管理 0742414
スポーツ科 0742222
理工 0742027
生産工 0742040
工 0742038
医 0742028
歯 0742029
松戸歯 0742063
生物資源科 0742187
薬 0742030
法２部 0742090

日本社会事業大学 社会福祉 0746018
日本女子大学 家政 0748035

文 0748004
人間社会 0748061
理 0748026

日本女子体育大学 体育 0749057
日本赤十字看護大学 看護 0832032

さいたま看護 0832887
日本文化大学 法 0752019
ビジネス・ブレークスルー大学 経営 1090023
文化学園大学 造形 0783060

国際文化 0783105
文京学院大学 外国語 0873014

経営 0873023
人間 0873121
保健医療技術 0873571

法政大学 法 0786019
文 0786004
経済 0786022
社会 0786015
経営 0786023
国際文化 0786105
人間環境 0786179
現代福祉 0786277
キャリアデザイン 0786367
グローバル教養 0786647
スポーツ健康 0786683
情報科 0786054
デザイン工 0786122
理工 0786027
生命科 0786128

星薬科大学 薬 0789030
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地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード 地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード

東

京

武蔵大学 経済 0803022
人文 0803006
社会 0803015

武蔵野大学 文 0806004
グローバル 0806787
法 0806019
経済 0806022
経営 0806023
データサイエンス 0806816
人間科 0806003
工 0806038
教育 0806011
薬 0806030
看護 0806032

明治大学 法 0808019
商 0808024
政治経済 0808010
文 0808004
理工 0808027
農 0808044
経営 0808023
情報コミュニケーション 0808385
国際日本 0808651
総合数理 0808754

明治学院大学 文 0809004
経済 0809022
社会 0809015
法 0809019
国際 0809077
心理 0809279

明治薬科大学 薬 0811030
明星大学 建築 0813723

理工 0813027
人文 0813006
経済 0813022
情報 0813071
教育 0813011
経営 0813023
デザイン 0813126
心理 0813279

目白大学 心理 0892279
人間 0892121
社会 0892015
メディア 0892236
経営 0892023
外国語 0892014
保健医療 0892136
看護 0892032

立教大学 文 0822004
異文化コミュニケーション 0822524
経済 0822022
経営 0822023
理 0822026
社会 0822015
法 0822019
観光 0822211
コミュニティ福祉 0822212
現代心理 0822572

立正大学 心理 0823279
法 0823019
経営 0823023
経済 0823022
文 0823004
仏教 0823070
地球環境科 0823213
社会福祉 0823018

ルーテル学院大学 総合人間 0754153
和光大学 現代人間 0828406

表現 0828253
経済経営 0828388

早稲田大学 政治経済 0829010
法 0829019
教育 0829011
商 0829024
社会科 0829016
国際教養 0829290
文化構想 0829611
文 0829004
基幹理工 0829608
創造理工 0829609

東

京

早稲田大学 先進理工 0829610
人間科 0829003
スポーツ科 0829222

国際ファッション専門職大学 国際ファッション 1127868
情報経営イノベーション専門職大学 情報経営イノベーション 1132893
東京国際工科専門職大学 工科 1133894
東京保健医療専門職大学 リハビリテーション 1134357

神

奈

川

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉 0375133
横浜市立大学 国際教養 0306290

国際商 0306111
理 0306026
データサイエンス 0306816
医 0306028

職業能力開発総合大学校 大学校 0455980
防衛大学校 大学校 0457980
麻布大学 生命・環境科 0511652
神奈川大学 法 0550019

経済 0550022
経営 0550023
外国語 0550014
国際日本 0550651
人間科 0550003
理 0550026
工 0550038

神奈川工科大学 工 0516038
創造工 0516639
応用バイオ科 0516640
情報 0516071
健康医療科 0516705

神奈川歯科大学 歯 0551029
鎌倉女子大学 教育 0588011
関東学院大学 国際文化 0560105

社会 0560015
経済 0560022
経営 0560023
法 0560019
理工 0560027
建築・環境 0560766
人間共生 0560794
栄養 0560056
教育 0560011
看護 0560032

北里大学 理 0562026
薬 0562030
医 0562028
看護 0562032
医療衛生 0562129

相模女子大学 人間社会 0611061
松蔭大学 経営文化 0963258

コミュニケーション文化 0963744
観光メディア文化 0963758
看護 0963032

湘南医療大学 保健医療 1112136
湘南鎌倉医療大学 看護 1129032
湘南工科大学 工 0610038
聖マリアンナ医科大学 医 0649028
鶴見大学 歯 0678029

文 0678004
田園調布学園大学 人間福祉 1001196

人間科 1001003
桐蔭横浜大学 法 0849019

医用工 0849087
スポーツ健康政策 0849664

東洋英和女学院大学 人間科 0862003
国際社会 0862233

日本映画大学 映画 1094736
フェリス女学院大学 文 0773004

国際交流 0773200
八洲学園大学 生涯学習 1035411
横浜商科大学 商 0820024
横浜創英大学 看護 1102032
横浜薬科大学 薬 1054030

中

部

・

東

海

新潟大学 歯 0139029
新潟県立大学 国際地域 0385198

国際経済 0385119
敬和学園大学 人文 0874006
長岡大学 経済経営 0986388
新潟経営大学 経営情報 0895072

観光経営 0895786
新潟国際情報大学 経営情報 0896072

中

部

・

東

海

新潟国際情報大学 国際 0896077
新潟産業大学 経済 0850022
開志専門職大学 事業創造 1135895

情報 1135071
富山国際大学 現代社会 0869169
公立小松大学 保健医療 0399136

国際文化交流 0399206
金沢学院大学 経済 0839022

経済情報 0839110
文 0839004

金沢工業大学 情報フロンティア 0554399
建築 0554723

金沢星稜大学 経済 0553022
人間科 0553003
人文 0553006

金城大学 医療健康 0965631
北陸大学 医療保健 0788412

国際コミュニケーション 0788184
経済経営 0788388

北陸学院大学 人間総合 1075636
福井県立大学 経済 0311022
仁愛大学 人間 0988121

人間生活 0988037
福井医療大学 保健医療 1117136
福井工業大学 環境情報 0774052
都留文科大学 文 0308004

教養 0308001
山梨県立大学 国際政策 0360553

人間福祉 0360196
健康科学大学 健康科 1017167
山梨英和大学 人間文化 1002178
山梨学院大学 法 0819019

経営 0819023
国際リベラルアーツ 0819784

長野大学 環境ツーリズム 0398619
企業情報 0398281

長野県立大学 グローバルマネジメント 0402840
清泉女学院大学 人間 1018121
長野保健医療大学 保健科 1113171
松本大学 総合経営 1004282

人間健康 1004346
教育 1004011

松本歯科大学 歯 0796029
岐阜大学 教育 0150011

地域科 0150217
朝日大学 法 0564019

経営 0564023
保健医療 0564136
歯 0564029

岐阜医療科学大学 保健科 1055171
岐阜協立大学 経済 0563022

経営 0563023
岐阜聖徳学園大学 教育 0632011

外国語 0632014
経済情報 0632110

岐阜女子大学 文化創造 0565263
中京学院大学 経営 0888023
中部学院大学 教育 0926011
東海学院大学 人間関係 0686100
静岡県立大学 国際関係 0310074

経営情報 0310072
静岡英和学院大学 人間社会 1005061
静岡産業大学 経営 0897023
静岡理工科大学 情報 0875071
常葉大学 教育 1107011

外国語 1107014
保健医療 1107136
経営 1107023
社会環境 1107319

浜松学院大学 現代コミュニケーション 1037238
愛知県立大学 外国語 0312014

日本文化 0312120
情報科 0312054

名古屋市立大学 経済 0314022
人文社会 0314186

愛知大学 経済 0501022
経営 0501023
現代中国 0501191
国際コミュニケーション 0501184
文 0501004

中

部

・

東

海

愛知大学 地域政策 0501182
愛知学院大学 文 0503004

商 0503024
経営 0503023
経済 0503022
法 0503019
総合政策 0503047
歯 0503029

愛知工業大学 経営 0505023
情報科 0505054

愛知産業大学 経営 0883023
愛知淑徳大学 文 0506004

人間情報 0506703
ビジネス 0506390
グローバル・コミュニケーション 0506724

愛知東邦大学 経営 0989023
人間健康 0989346
教育 0989011

愛知文教大学 人文 0936006
金城学院大学 文 0581004

生活環境 0581103
国際情報 0581214

椙山女学園大学 国際コミュニケーション 0643184
人間関係 0643100
文化情報 0643127
現代マネジメント 0643368
教育 0643011

星城大学 経営 1006023
大同大学 情報 0662071
中京大学 国際 0674077

文 0674004
経済 0674022
経営 0674023
総合政策 0674047
現代社会 0674169

中部大学 経営情報 0676072
国際関係 0676074
人文 0676006
現代教育 0676655

東海学園大学 経営 0911023
人文 0911006
教育 0911011

同朋大学 文 0708004
豊橋創造大学 保健医療 0921136

経営 0921023
名古屋外国語大学 外国語 0852014

世界教養 0852864
世界共生 0852809
現代国際 0852383

名古屋学院大学 経済 0730022
現代社会 0730169
商 0730024
外国語 0730014
国際文化 0730105

名古屋経済大学 経済 0731022
経営 0731023
法 0731019
人間生活科 0731534

名古屋産業大学 現代ビジネス 0969370
名古屋商科大学 経営 0733023

経済 0733022
商 0733024
国際 0733077

南山大学 人文 0737006
外国語 0737014
経済 0737022
経営 0737023
総合政策 0737047
国際教養 0737290

日本福祉大学 経済 0751022
藤田医科大学 医療科 0781612

保健衛生 0781088
名城大学 経営 0812023

経済 0812022
外国語 0812014
人間 0812121
都市情報 0812131

皇學館大学 文 0590004
教育 0590011
現代日本社会 0590717



117

ア
ン
ケ
ー
ト

地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード 地
区 大学名 学部名 コード 地

区 大学名 学部名 コード

中
部
・
東
海

鈴鹿大学 国際地域 0898198
鈴鹿医療科学大学 保健衛生 0876088
四日市大学 総合政策 0853047

環境情報 0853052

近

畿

大谷大学 文 0537004
社会 0537015
教育 0537011

京都医療科学大学 医療科 1063612
京都外国語大学 外国語 0571014

国際貢献 0571835
京都産業大学 経済 0573022

経営 0573023
現代社会 0573169
国際関係 0573074
外国語 0573014
文化 0573194

京都先端科学大学 経済経営 0572388
人文 0572006

京都橘大学 国際英語 0666330
文 0666004

京都文教大学 総合社会 0922708
同志社大学 文 0704004

社会 0704015
法 0704019
経済 0704022
商 0704024
政策 0704248
文化情報 0704127
グローバル・コミュニケーション 0704724
グローバル地域文化 0704753

花園大学 文 0762004
平安女学院大学 国際観光 0971613
明治国際医療大学 保健医療 0810136
立命館大学 国際関係 0824074

文 0824004
経営 0824023
政策科 0824118
グローバル教養 0824647
経済 0824022

龍谷大学 文 0825004
経済 0825022
経営 0825023
政策 0825248
国際 0825077
社会 0825015

藍野大学 医療保健 1040412
追手門学院大学 経済 0545022

経営 0545023
社会 0545015
国際教養 0545290

大阪大谷大学 文 0538004
教育 0538011
人間社会 0538061

大阪学院大学 商 0525024
経営 0525023
経済 0525022
外国語 0525014
国際 0525077
情報 0525071

大阪観光大学 観光 0973211
国際交流 0973200

大阪経済大学 経済 0526022
経営 0526023
情報社会 0526740

大阪国際大学 経営経済 0854137
国際教養 0854290

大阪産業大学 国際 0530077
経営 0530023
経済 0530022

大阪歯科大学 歯 0531029
医療保健 0531412

大阪商業大学 経済 0533022
総合経営 0533282

大阪女学院大学 国際・英語 1041413
大阪成蹊大学 経営 1022023

教育 1022011
大阪人間科学大学 保健医療 0991136
大阪物療大学 保健医療 1096136
大阪保健医療大学 保健医療 1086136
大阪行岡医療大学 医療 1104671

近

畿

関西大学 文 0556004
経済 0556022
商 0556024
社会 0556015
政策創造 0556600
外国語 0556014
人間健康 0556346
総合情報 0556104
社会安全 0556719

関西医療大学 保健医療 1023136
関西外国語大学 英語キャリア 0558722

外国語 0558014
英語国際 0558770

関西福祉科学大学 保健医療 0927136
教育 0927011

近畿大学 法 0580019
経済 0580022
経営 0580023
建築 0580723
文芸 0580008
総合社会 0580708
国際 0580077

四天王寺大学 人文社会 0621186
教育 0621011
経営 0621023

摂南大学 外国語 0652014
経済 0652022
経営 0652023

太成学院大学 人間 0938121
経営 0938023

帝塚山学院大学 リベラルアーツ 0682606
梅花女子大学 看護保健 0757783
阪南大学 国際コミュニケーション 0763184

国際観光 0763613
経済 0763022
経営情報 0763072

桃山学院大学 国際教養 0814290
社会 0814015
経済 0814022
経営 0814023

桃山学院教育大学 人間教育 0923665
森ノ宮医療大学 保健医療 1064136
大和大学 政治経済 1111010

教育 1111011
保健医療 1111136

神戸市外国語大学 外国語 0321014
外国語第２部 0321303

大手前大学 現代社会 0540169
総合文化 0540326

関西国際大学 国際コミュニケーション 0939184
教育 0939011
経営 0939023
保健医療 0939136

関西福祉大学 教育 0928011
関西学院大学 文 0559004

社会 0559015
法 0559019
経済 0559022
商 0559024
国際 0559077
教育 0559011
総合政策 0559047

甲南大学 文 0593004
経済 0593022
法 0593019
経営 0593023
マネジメント創造 0593689

神戸学院大学 経済 0596022
経営 0596023
人文 0596006
現代社会 0596169
グローバル・コミュニケーション 0596724

神戸国際大学 経済 0816022
神戸松蔭女子学院大学 教育 0627011

文 0627004
神戸常盤大学 教育 1077011
神戸山手大学 現代社会 0953169
宝塚医療大学 保健医療 1097136
姫路大学 教育 1065011
姫路獨協大学 人間社会学群 0841791

近

畿

姫路獨協大学 医療保健 0841412
兵庫大学 現代ビジネス 0912370
武庫川女子大学 文 0802004

教育 0802011
生活環境 0802103
建築 0802723
経営 0802023

流通科学大学 商 0855024
経済 0855022
人間社会 0855061

畿央大学 教育 1026011
帝塚山大学 文 0681004

経済経営 0681388
現代生活 0681341
教育 0681011

天理大学 人間 0683121
文 0683004
国際 0683077

奈良大学 文 0735004
社会 0735015

奈良学園大学 人間教育 0736665
保健医療 0736136

高野山大学 文 0600004
和歌山信愛大学 教育 1125011
島根県立大学 総合政策 0371047

人間文化 0371178

中

国

・

四

国

岡山大学 歯 0175029
岡山商科大学 経済 0541022

経営 0541023
岡山理科大学 教育 0542011

経営 0542023
環太平洋大学 経営 1068023
吉備国際大学 社会科 0871016

外国語 0871014
就実大学 人文科 0623230

教育 0623011
経営 0623023

中国学園大学 国際教養 1010290
広島大学 歯 0176029
比治山大学 現代文化 0900106
広島経済大学 経済 0767022

経営 0767023
メディアビジネス 0767865

広島工業大学 情報 0768071
広島国際大学 保健医療 0940136
広島国際学院大学 情報文化 0771162
広島修道大学 商 0769024

人文 0769006
経済科 0769199
人間環境 0769179
国際コミュニティ 0769824

広島女学院大学 人文 0770006
人間生活 0770037

広島文教大学 教育 0772011
福山大学 経済 0778022
福山平成大学 経営 0901023
安田女子大学 文 0817004

教育 0817011
現代ビジネス 0817370

下関市立大学 経済 0327022
山口県立大学 国際文化 0328105
徳山大学 経済 0720022
梅光学院大学 文 0758004
山口学芸大学 教育 1069011
徳島大学 歯 0178029
四国大学 文 0618004

経営情報 0618072
徳島文理大学 総合政策 0719047

文 0719004
香川県立保健医療大学 保健医療 0378136
四国学院大学 文 0617004

社会 0617015
高松大学 経営 0924023
愛媛県立医療技術大学 保健科 0379171
松山大学 経済 0797022

経営 0797023
人文 0797006

松山東雲女子大学 人文科 0884230
九
州・沖
縄

九州大学 歯 0186029
九州歯科大学 歯 0331029

九

州

・

沖

縄

九州共立大学 経済 0567022
九州国際大学 現代ビジネス 0818370
九州産業大学 国際文化 0568105

経済 0568022
商 0568024
地域共創 0568843
建築都市工 0568807

九州情報大学 経営情報 0941072
久留米大学 文 0585004

経済 0585022
商 0585024

サイバー大学 ＩＴ総合 1070625
純真学園大学 保健医療 1098136
西南学院大学 外国語 0648014

商 0648024
経済 0648022
国際文化 0648105

西南女学院大学 人文 0902006
筑紫女学園大学 文 0857004

現代社会 0857169
中村学園大学 教育 0728011
日本経済大学 経済 0659022

経営 0659023
福岡大学 人文 0775006

経済 0775022
商 0775024

福岡国際大学 国際コミュニケーション 0942184
福岡歯科大学 口腔歯 0777767
福岡女学院大学 人文 0872006

人間関係 0872100
国際キャリア 0872771

保健医療経営大学 保健医療経営 1079666
長崎大学 歯 0191029
長崎外国語大学 外国語 0995014
長崎国際大学 人間社会 0977061

健康管理 0977345
長崎純心大学 人文 0903006
長崎総合科学大学 総合情報 0726104
九州ルーテル学院大学 人文 0930006
熊本学園大学 商 0584024

経済 0584022
外国語 0584014

熊本保健科学大学 保健科 1027171
崇城大学 情報 0583071
大分大学 教育 0193011

経済 0193022
日本文理大学 経営経済 0753137
別府大学 文 0785004

国際経営 0785130
立命館アジア太平洋大学 アジア太平洋 0978266

国際経営 0978130
宮崎国際大学 国際教養 0904290

教育 0904011
宮崎産業経営大学 経営 0842023
鹿児島大学 歯 0197029
鹿児島国際大学 経済 0547022

福祉社会 0547302
国際文化 0547105

鹿児島純心女子大学 人間教育 0905665
沖縄大学 経法商 0543881

人文 0543006
沖縄キリスト教学院大学 人文 1042006
沖縄国際大学 経済 0544022

産業情報 0544391
総合文化 0544326

上記以外私大（4年制） 9999901
上記以外私大（6年制・医学部） 9999902
上記以外私大（6年制・歯学部） 9999903
上記以外私大（6年制・薬学部） 9999904
上記以外私大（6年制・その他学部） 9999905
上記以外国公立大学（4年制） 9999906
上記以外国公立大学（6年制・医学部） 9999907
上記以外国公立大学（6年制・歯学部） 9999908
上記以外国公立大学（6年制・薬学部） 9999909
上記以外国公立大学（6年制・その他学部） 9999910
その他 9999911





本 学 所 定 様 式





リ

ト

リ

キ

（外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部）

様式１ 受験番号
※

※は記入不要

フリガナ 性　別 写真貼付欄

 

生年月日、氏名を記入
すること

氏　名 男　・　女

出願学部・学科 学部　　　　　　　　　学科 生年月日

西暦　　　　年　　　月　　　日出願メジャー
（HT学部のみ記入）

出身高校 都 道
府 県　　　 立　　　　　　　　　　  高等学校　　　　　　 

制　　　　　　科
　年　　月　卒業・卒業見込み

これまで特に積極的に取り組んだ事柄（学業、部活動、委員会、ボランティア活動、資格取得、趣味、交友関
係等）について具体的に述べてください。

裏面に続く

2021年度総合型選抜（AO）出願申請書



2021年度明海大学総合型選抜（AO）に出願することを承認します。

総合型選抜（AO）出願承認欄

20　　年　　月　　日

・誤字等は修正液を使用してください。

高等学校名

担任・進路指導

　承認者氏名
印

いずれかに○を付けてください。

・ 本学総合型選抜（AO）の出願希望者について、出願をご承認いただける場合は、上記所定欄に記名、押印をお願い
いたします。

・ Ⅵ期出願者、高等学校等既卒の者及び高等学校卒業程度認定試験に合格した者（合格見込みの者も含む。）は、出願
承認欄の記入は不要です。



リ

ト

リ

キ

Ⅰ. あなたが本学歯学部を希望する理由を教えてください。

２０２１年度明海大学歯学部総合型選抜（AO）出願申請書

受験番号
※

　

フリガナ 性　別 生 年 月 日

氏　名 男・女
西暦

年　　　　月　　　日生

出身高校

裏面に続く黒のボールペンで記入してください。

都道
府県 立 高等学校

学科名：　　　　　  科課程名：　　　　　  制

西暦　　　　　　　年　　　月　卒業・卒業見込み

Ⅱ. あなたの将来の展望を教えてください。



Ⅲ. 自己アピールを具体的に記入してください。

Ⅳ. 高等学校在学中に積極的に取り組んだ事柄（学業、部活動、委員会、ボランティア活動、資格取得等）
について、具体的に述べてください。

総合型選抜（AO）出願承認欄

　２０２１年度明海大学歯学部総合型選抜（AO）に出願することを承認します。

　　　　　　　  年　　　月　　　日

　　　　　高等学校名

　　　　　承認者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　［担任・進路指導］
いずれかに○を付けてください。

●本学総合型選抜（AO）出願希望者について、本人記入の本用紙の内容を確認し、出願をご承認頂ける場合は、上記所定欄に
署名、または記入・捺印をお願いいたします。

　※高等学校等既卒の者および高等学校卒業程度認定試験に合格した者（合格見込みの者を含む。）は、承認欄の記入不要。

・誤字等は修正液を使用してください。



リ

ト

リ

キ

志願学部 歯　学　部　歯　学　科 受　験　番　号 ※

フリガナ 性別
生年月日

西暦

　　年　　月　　日生氏　名 男・女

現 住 所
〒

ＴＥＬ（　　　　 ）　　　　　－

年　月
（年月日は西暦で
記入して下さい。）

学　　　　　歴
〔学歴について、高等学校入学以降の全ての学歴を（入学・卒業に分けて）学校名・学科等正式名称で記入して下さい。〕

年　月 職　　　　　歴

年　月 資　　　　　格

年　月 賞　　　　　罰

２０２１年度　明海大学歯学部
総合型選抜（AO）出願申請書（履歴書）

（注）※は記入不要
　　　　年　　　月　　　日
　　　　上 記 の と お り 相 違 あ り ま せ ん 。

志願者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印





リ

ト

リ

キ

様式 4

2021年度明海大学歯学部総合型選抜出願申請書
フリガナ 性　別 生年月日

男・女
西暦

年 月 日生

出身高校
制 科

都道 高等
府県 学校

年 月 卒業・卒業見込み

日　程

氏　名

□ Ⅰ期 □ Ⅱ期

Ⅰ．あなたが本学歯学部を志望する理由を記入してください。

Ⅱ．これまで特に積極的に取り組んだ課外活動、ボランティア活動について具体的に述べてください。

※黒ボールペンで記入してください。

受験番号
※

立

※は記入不要





リ

ト

リ

キ

（ホスピタリティ・ツーリズム学部）
2021年度明海大学学校推薦型選抜（公募制）出願申請書

受験番号
※

※は記入不要

記入日　　20　　年　　月　　日

200

Ⅰ あなたが明海大学を志望する理由を200 字以内で横書きで述べてください。

Ⅱ 自己アピールを具体的に200 字以内で横書きで述べてください。

裏面に続く

様式 5

200

フリガナ 性　別

 

写真貼付欄

生年月日、氏名を記入
すること

氏　名 男　・　女

生年月日

出願メジャー
西暦　　　　年　　　月　　　日

□ ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
□ グローバル・マネジメント メジャー

出身高校 都 道
府 県　　　 立　　　　　　　　　　  高等学校　　　　　　 

制　　　　　　科
　年　　月　卒業・卒業見込み



・誤字等は修正液を使用し訂正してください。

200

400

Ⅲ  これまで特に積極的に取り組んできた事柄（学業、部活動、委員会、ボランティア活動、資格取得、趣味、交
友関係等）について具体的に400 字以内で横書きで述べてください。



リ

ト

リ

キ

受験番号 ※

※は記入不要

2021 年度明海大学学校推薦型選抜（公募制）推薦書

フリガナ 性　別 男　・　女

年　　　月　　　日生志願者氏名 生年月日
（満　　歳）

出願学部・学科 ホスピタリティ・ツーリズム　学部　　　ホスピタリティ・ツーリズム　学科

出願メジャー
□ ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
□ グローバル・マネジメント メジャー

成績評価

推

　薦

　事

　項

高校在学中
の活動状況

人物･性格

その他

2020年　　月　　日
明海大学長　殿

所在地

学校名

学校長 ㊞

下記の生徒は、貴学の学校推薦型選抜（公募制）の出願資格を満たす者と認めたので推薦します。

全体の評定平均値

記載責任者氏名 ㊞

様式 6

．





リ

ト

リ

キ

2021 年度明海大学学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）出願申請書

受験番号
※

※は記入不要

記入日　20　　年　　月　　日

裏面に続く

フリガナ 性　別 写真貼付欄
.カラー写真
.正面・上半身・脱帽

か月以内撮影のもの
.背景無地

cm

生年月日、氏名を記入
すること

氏　名 男　・　女

出願学部・学科 学部　　　　　　　　　学科 生年月日

出願メジャー
（HT学部のみ記入） 西暦　　　　年　　　月　　 日

出身高校 沖縄　県立・私立　　　　　　　　　　　　　 　 高等学校
制　　　　　　　　科

　年　　月　卒業見込み

様式 7

200

400

これまで特に積極的に取り組んできた事柄（学業、部活動、委員会、ボランティア活動、資格取得、趣味、交友
関係等）について具体的に800字以内で横書きで述べてください。



・誤字等は修正液を使用し訂正してください。

600

800



リ

ト

リ

キ

受験番号 ※

※は記入不要

様式 8

2021年度明海大学学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）推薦書

フリガナ 性　別 男　・　女

年　　　月　　　日生志願者氏名 生年月日
（満　　歳）

出願学部・学科 学部　　　　　　　　　　　　　　　　学科

出願メジャー □ ホスピタリティ・ツーリズム メジャー
□ グローバル・マネジメント メジャー

成績評価

推

　薦

　事

　項

高校在学中
の活動状況

人物･性格

その他

2020年　　月　　日
明海大学長　殿

所在地

学校名

学校長 ㊞

全体の評定平均値

記載責任者氏名 ㊞

下記の生徒は、貴学の学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生）の出願資格を満たす者と認めたので推
薦します。

（ホスピタリティ・ツーリズム学科のみ）

．





リ

ト

リ

キ

受験番号
※

※は記入不要

2021年度明海大学外国人留学生特別入学試験　出願申請書

３．日本国内の緊急連絡先について記入してください。
フリガナ 志願者との

関係氏名

連絡先
電話番号 （　　　　　）　　

※出願書類に不備があった場合に連絡することがありますので、日本語学校等に在籍中の者は担当教員名などを記入してください。

記入日    ２０      年     月     日  

２．出願する学部・学科を記入し、該当する日程・選考等に「  」を記入してください。
出願する

学部・学科 　　　　　　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　　　　　　　　　学科

出願するメジャー
□ ホスピタリティ・ツーリズム メジャー　□ グローバル・マネジメント メジャー

（ホスピタリティ・ツーリズム学科を受験する者のみ記入してください。）

試験区分 □ 一般　　　　　　　　□ 推薦

出願する方式 □ Ａ方式　　　　　　　□ Ｂ方式　　　　　　　□ Ｃ方式

以下の項目は、一般のＢ方式およびＣ方式を受験する者のみ記入してください。

本学での日本語筆
記試験の受験有無 □ 受験する　　　　　　□ 受験しない（「日本留学試験」の成績を利用する。）

１．志願者本人について記入してください。
フリガナ

氏名
（姓） （名）

ローマ字表記
（パスポート記載）

（Surname） （Given name）

生年月日等 西暦　　　　年 　　月 　　日生（満　　　才） 性別 男　・　女

国籍 現在の
在留資格

□ 留学
□ その他（　　　　　　　　　　　　 ）　

出身地 在留期限 ２０　　　年　　　 月　　　日まで

現住所
（日本国内）

〒

電話番号
携帯電話
　　　　　　　　（　　　　　　）

自宅電話番号
（　　　　　　）

本国住所
〒

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　（　　　 　　）

Eメール
アドレス

※日本語が使用可能なメールアドレスがあれば、記入してください。

日本語能力試験
（JLPT）点数

□ N1　□ N2　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）点数　　　　　　点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

写真貼付欄
.カラー写真
.正面・上半身・脱帽

か月以内撮影のもの
.背景無地
縦4cm×横3cm

.写真裏面に受験学科、
生年月日、氏名を記入
すること
.全面糊付

様式 9



４．学歴等について記入してください。「学校名」および「会社名等」欄には正式名称を記入し、「在籍期間」
欄は西暦で記入してください。
　（１）小学校入学から出願資格に係る高等学校等について、年代順に記入してください。

学校名 学校の種類 学校所在地
※都市名を記入

在籍期間
※該当に○印

修学
年数

小学校 年　 月 入学
年　 月 卒業 年

中学校 年　 月 入学
年　 月 卒業 年

高等学校 年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込 年

　（２）高等学校卒業後、現在までに入学したすべての正規の学校（日本で入学した学校も含む。）について、
年代順に記入してください。

学校名
※学部・学科・専攻等も記入

学校の種類
※該当に○印

学校所在地
※都市名を記入

在籍期間
※該当に○印

修学
年数

日本語学校・大学
専門学校・短大
その他（　　　）

年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込
　　　　在籍・休学・退学

年

日本語学校・大学
専門学校・短大
その他（　　　）

年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込
　　　　在籍・休学・退学

年

日本語学校・大学
専門学校・短大
その他（　　　）

年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込
　　　　在籍・休学・退学

年

日本語学校・大学
専門学校・短大
その他（　　　）

年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込
　　　　在籍・休学・退学

年

日本語学校・大学
専門学校・短大
その他（　　　）

年　 月 入学
年　 月 卒業・卒業見込
　　　　在籍・休学・退学

年

　（３）職歴（アルバイトは除く。）がある者は以下に記入してください。兵役の期間がある者も以下に記入してください。
会社名等

※正式名称で記入
業種等 所在地

※都市名を記入
在籍期間
※西暦で記入

在職
年数

年　　 月 入社
年　　 月 退職 年

年　　 月 入社
年　　 月 退職 年

　（４）上記に記入した学歴および職歴等で、空白期間（学校の休暇期間を除く。）が6か月以上ある者は具体
的に記入してください。

活動内容（具体的に記入） 期間 月数

年　　 月 から
年　　 月 まで か月

年　　 月 から
年　　 月 まで か月



リ

ト

リ

キ

※入学手続時に1．（１）および（２）で記入した主たる経費支弁者に関する書類が必要となるので、この用紙は必ず
コピーして保管しておくこと。

受験番号 ※

※は記入不要

2021年度明海大学外国人留学生特別入学試験
経費支弁計画書

フリガナ

氏名 （姓） （名）

出願する
学部・学科

 学部  学科

１．入学手続時および入学後の学費・生活費等の経費支弁について記入してください。
　（１）入学手続時の学費等納付金を含む学費の支弁について

負担者 主たる負担者
（1名）に○印 受け取り方法等

本人 本人の貯蓄　　　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

両親 本国からの送金　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他 具体的に記入（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　（２）入学後の生活費の支弁について
負担者 主たる負担者

（1名）に○印 受け取り方法等

本人 本人の貯蓄　　　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

両親 本国からの送金　　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

その他 具体的に記入（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．本人以外の留学経費負担者（両親、親戚等）がいる場合は国内外にかかわらず、以下に記入してください。
フリガナ 志願者との

関係氏名

記入日    ２０      年     月     日  

様式 10





リ

ト

リ

キ

志願学部・学科 学部　　　　　　　　　　　　　　　学科

フリガナ

性　別 男 ／ 女
氏　　名

生年月日 西暦　　　　　年　　　月　　　日　　　 年　齢 歳

学　歴
［高校入学以降の学歴について、入学年月および卒業（見込）年月ごとに分けて、学校名・学部・学科等正式名称で記入してください。］

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

年 　　月

職　歴
［経常的に収入があるものを記入してください。］

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

年　　月～　　　年　　月

資格取得・免許等
年 　　月 年 　　月

年 　　月 年 　　月

２０２１年度　明海大学
総合型選抜（生涯学習型社会人）学歴表

受験番号
※

※は記入不要

様式 11



２０２１年度 明海大学 総合型選抜（生涯学習型社会人）出願申請書

＊本学学部・学科を志望した理由、入学後の希望、本学卒業後の展望等について述べてください。

・誤字等は修正液を使用し訂正してください。



２０２１年度 明海大学 総合型選抜（生涯学習型社会人）出願申請書

＊本学学部・学科を志望した理由、入学後の希望、本学卒業後の展望等について述べてください。

・誤字等は修正液を使用し訂正してください。



試験会場

・所在地　千葉県浦安市明海1丁目
・経　路
　①JR京葉線・武蔵野線「新浦安駅」下車
　　徒歩約8分
　②東京メトロ東西線「浦安駅」下車
　　東京ベイシティバス③⑪⑱系統「浦安駅入口」より
　　約15分乗車「明海大学前」下車

●浦安キャンパス ●坂戸キャンパス

・所在地　埼玉県坂戸市けやき台1番1号
・経　路
　①東武越生線「川角駅」下車徒歩約9分
　②東武東上線「坂戸駅」下車タクシー約15分

※　歯学部大学入学共通テスト利用選抜Ａ日程学外面接会場については、決定次第、本学公式ホームページ
において公表します。



●静岡会場（ホテルニューシズオカ）

・所在地　静岡市駿河区森下町1-7
・電　話　054-283-8811
・経　路　JR静岡駅から徒歩3分
・ＵＲＬ　https://new-shizuoka.com/

●郡山会場（郡山ワシントンホテル）

・所在地　福島県郡山市大町1-3-3
・電　話　024-923-1311
・経　路　JR郡山駅から徒歩5分
・ＵＲＬ　https://washington-hotels.jp/koriyama/

外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム学部
一般選抜Ａ日程（2月2日、3日）学外試験会場案内図（郡山・新潟・静岡）

●新潟会場（ホテルグローバルビュー新潟）

・所在地　新潟市中央区弁天1-2-4
・電　話　025-244-5151
・経　路　JR新潟駅万代口から徒歩1分
・ＵＲＬ　https://ramadahotel-niigata.com/



/保健医療学部

https://www.meikai.ac.jp


