
- 26 - 

総合型選抜要項 

 

１．募集人員 

学部・学科 入学定員 募集人員 

文学部 
英文学科 131 10 
心理・応用ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科  96 16 

経済学部 
経済学科 161 20 
経営情報学科 107 16 
経済法学科 116 18 

社会福祉学部 
社会福祉学科 120 25 
心理学科  70 12 

 

２．出願資格 

（1）次の①～③のいずれかの者 
① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び 2023（令和 5）年３月卒業見込みの者 
② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2023（令和 5）年３月修了見込みの者 
③ 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）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及び 2023（令和 5）年３月 31 日までにこれに
該当する見込みの者のうち本学が認めた者 

これらの者は、次のとおりである。 
ア 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 2023（令和 5）年３月

31 日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 
イ 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ものとして指定した在外教育

施設の当該課程を修了した者及び 2023（令和 5）年３月 31 日までに修了見込みの者 
ウ 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 2023（令和 5）年３月 31 日までに修了見込みの者 

エ 文部科学大臣の指定した者 
オ 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）により文部科学大臣

が行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規程による廃止前の
大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第 13 号）による大学入学資格検定に合格した
者を含む。）及び 2023（令和 5）年３月 31 日までに合格見込みの者 

カ 本学において、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 歳に達した者及び 2023（令和 5）年３月 31 日までに 18 歳に達す
る者（ただし、出願に先立ち、出願資格に係る事前審査を要する。） 

 
（2）本入学試験に合格した場合には入学を確約でき、入学前教育を受講できる者 
   ※入学前教育費用の一部は受講者負担とする。 
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（3）学科が指定する次の出願資格を満たす者 
英文学科 
ア 本学科の教育目標並びに教育課程に関心を持ち、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を 

持つ者 
イ 次のいずれか１つの要件を満たす者（CEFR のレベルが B１以上の者） 

英語外部検定試験名 基準となるスコア 

1 
実用英語技能 

検定(CSE2.0) 

従来型 

CSE スコア 1950 点以上 

※CSE スコアの総合点が基準点を満たして

いれば、受験級や合否は問わない 

英検 S-CBT 

英検 CBT 

英検 2020 1day S-CBT 

英検 2020 2day S-Interview 

2 GTEC 
CBT タイプ 960 点以上 

＊オフィシャルスコアに限る 検定版 

3 
ケンブリッジ 

英語検定 

C2 Proficiency 

140 点以上 

C1 Advanced 

B2 First for Schools 

B2 First 

B1 Preliminary for Schools 

B1 Preliminary 

4 IELTS 

アカデミック・モジュール 

＊Computer – delivered IELTS を

含む 

4.0 点以上 

＊オーバーオール・バンド・スコアに限る 

5 TEAP 
TEAP（R/L＋W＋S） 225 点以上 

TEAP CBT 420 点以上 

6 TOEFL iBT  42 点以上＊Test Date Scores に限る 

7 TOEIC L&R＋TOEIC S&W 
1150 点以上 

＊S＆W のスコアを 2.5 倍にして合算 

心理・応用コミュニケーション学科 
    本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を持つ者 

経済学科 
    本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を持つ者 

経営情報学科 
    本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を持つ者 

経済法学科 
本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、将来、経済や法律のスペシャリストを目指す強 
い意欲を持つ者 
社会福祉学科 
本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を持つ者 
心理学科 
本学科の教育目標並びに教育課程に関心を有し、人物、能力ともに優れ修学に強い意欲を持つ者 
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３．試験日程 
 

出願登録期間【Web】 
2022 年 10 月 1 日（土）～10 月 7 日（金）16:00 まで 
出願書類郵送期限：10 月 7 日（金）消印有効 

試 験 日 
１次選考：書類選考 ＊１次選考に限り２学科までの併願が可能 
２次試験：2022 年 10 月 29 日（土） 

試 験 地 北星学園大学 校舎 

合 格 発 表 
１次選考：2022 年 10 月 21 日（金）10 時＜Web 出願サイト内のみ＞ 
２次試験：2022 年 11 月 14 日（金）10 時 

入 学 手 続 締 切 2022 年 11 月 4 日（金）～11 月 17 日（木）15 時まで 
 
４．選抜方法＜１次選考＞ 

  
総合型選抜では二段階の選抜を行います。１次選考（書類審査）の合格者に対し、２次試験（学科独自

の試験）を課します。 
 
１次選考：書類審査＜調査書、学修計画書、事前課題（英文学科を除く）＞ 
２次試験：学科独自の試験＜記述、小論文、グループ討議、グループワーク、面接など＞ 

  
【学修計画書】 

下記の計画課題をよく読み、本学所定の様式に入力または本人自筆のうえ提出してください。 
※経済学部経済学科のみ計画課題が異なりますのでご注意ください。 
 
学修計画書の計画課題にある「ディプロマ・ポリシー」や「カリキュラム・ポリシー」は、受験生 Web

の「アドミッション・ポリシー」から閲覧することができます。専門科目リストやシラバス（講義要項
閲覧サービス）についても、受験生 Web からアクセスすることが可能です。併せて確認してください。 

 
学修計画書 計画課題  

＜全学部共通 ＊経済学科を除く＞ 

 
計画課題１．（400 字から 600 字） 

学科には、卒業までに身につけるべき力をあらかじめ示し、学修成果の目標となるべき指針を記
したディプロマ・ポリシーがあります。 

志望する学科のディプロマ・ポリシーを読んだ上で、卒業したあと、学科の学修を通じて身につけ
た力を社会のなかでどのように活かしていきたいかについて書いてください。 

 
計画課題２．（400 字から 600 字） 

学科には、ディプロマ・ポリシーを達成するために、どのような方針でカリキュラムをつくり、ど
のような内容と方法で教育を行い、その成果をどのようにして評価するかを記したカリキュラム・
ポリシーがあります。 

まず、志望する学科のカリキュラム・ポリシーを読んでください。次に、学科の主な科目を記した
「専門科目リスト」（受験生 Web に掲載）を見てください。このリストから興味を持った科目のうち 

一つを選び、 その科目を本学ホームページの 2022 年度シラバス（講義要項閲覧サービス）で検索
して、どのような内容の科目かを調べてください。 
※授業科目名を正確に入力のうえ検索してください。検索結果のうち、授業科目名（青字表記）が一

致するものを閲覧してください。授業科目名によっては、他学科のものと同じ名称の場合があり
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ますので、お間違いのないように確認してください。 
その上で、①あなたがこの科目で最も興味を持った点、②あなたがこの科目の学修を通じて何を

学びたいか、③この科目の学修があなたの将来のヴィジョンとどのように結びつくかについて書い
てください。  

 
計画課題３．（200 字から 300 字） 

あなたがこれまで最も力を入れて取組んだことを、①その取組みから学んだこと、②学んだこと
を北星学園大学で大学生活を送るに際してどのように活かすことができると考えるか、という視点
を含めて書いてください。なお、取組んだ内容については学校外のことでも構いません。 

 
学修計画書 計画課題  

＜経済学科のみ＞ 

 
計画課題１．（300 字から 400 字） 

学科の特色や教育理念に基づいて、どのような学生を求めるかまとめたものとして、 
アドミッション・ポリシーがあります。経済学科のアドミッション・ポリシーを読んだ上で、 
経済学科が求める学生像にあなたが相応することを説明してください。 
 

計画課題２．（300 字から 400 字） 
経済学科のパンフレットやホームページを見て、志望理由を説明してください。 

 
計画課題３．（400 字から 500 字） 

あなたがこれまで最も力を入れて取り組んだことについて、説明してください。 
なお、取り組んだ内容については、学校外のことでも構いません。 

 
【事前課題】 
 以下の課題内容をよく読み、本学所定の様式に入力または本人自筆のうえ提出してください。 
学部 学 科 概要 

文 
心 理 ・ 応 用 

コミュニケーション 

＜600 字以上 800 字以内＞ 
「共生社会」という言葉が注目を集めています。もともとは障害の有無に関わ
らず共に参加できる社会のことを指すことが多かったのですが、近頃ではさら
に広い意味で使われています。 

それでは、あなたが考える「共生社会」とはどのようなものでしょうか。あ
なたがその「共生社会」の中でどのような役割を担えると思うかも含めて考え
を述べてください。なお、自分自身の体験や見聞きした事例を挙げながら述べ
ても構いません。 
※提出した事前課題のコピー（付せん等の貼付や挟み込み及び書き込み等は不
可）を当日持参すること。 

 

  

経済 

 

 

経 済 

＜600 字以上 800 字以内＞ 

表外の①②③のうちいずれか 1 冊の指定文献を選択し、読後の感想を書いてく

ださい。その際、以下の 2 点に留意してください。 

・選択した文献名を感想文中に明記すること 

・感想文の題目は「○○を読んで（○○は文献名）」というものとしないこと 
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経済 

経 営 情 報 
＜500 字以上 600 字以内＞ 
表外の①②のうちいずれか 1 冊の指定文献を選択し、「特に興味深かった点」
と「わかりにくかった点」を明らかにして読後の感想を書いてください。 

経 済 法 

＜600 字以上 800 字以内＞ 
明治憲法下における国家と宗教との関係の特徴を整理し、それが日本国憲法に
おいてどのように改められたかについて説明してください。また、国家と宗教
との分離が憲法上求められる理由について説明してください。 

社会 

福祉 

社 会 福 祉 

＜600 字以上 800 字以内＞ 
SDGs で掲げられている 17 の目標から一つ選び、その目標の実現に向けて社
会福祉ができることについて具体例をあげて説明した上で、あなたの考えを述
べてください。※グループワークの際、提出した事前課題のコピー（付せん等
の貼付や挟み込み及び書き込み等は不可）を持ち込み参照可。 

心 理 

＜400 字以上 600 字以内＞ 
「僕たちも、人間であるからには、たとえ貧しくともそのために自分をつまらない
人間と考えたりしないように、また、たとえ豊かな暮らしをしたからといってそれ
で自分を何か偉いもののように考えたりしないように、いつでも、自分の人間とし
ての値打ちにしっかりと目をつけて生きてゆかねばいけない」（吉野源三郎 著 
『君たちはどう生きるか』 岩波文庫 1982 年）について、あなたは自身の生きる
意味をどのように考えているか、またそれを、他者とともに生きる中でどのように
両立させていけばよいと考えているか述べてください。 

 
＊事前に指定する文献について（各自で購入すること）いずれかの文献を選択し、よく読んでおくこと。
経済学科のみ指定文献は持ち込み参照可、書き込みは可。ただし、付せん等の貼付及び挟み込みは不可。 

経済学科 

① 『人類の起源 古代 DNA が語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』  
篠田謙一 著 中公新書（960 円＋税、2022 年 2 月）ISBN：9784121026835 

② 『紛争解決ってなんだろう』 篠田英朗 著  
ちくまプリマー新書（820 円＋税、2021 年 1 月）ISBN：9784480683939 

③ 『歴史修正主義 ヒトラー賛美、ホロコースト否定論から法規制まで』 
武井彩佳 著 中公新書（840 円＋税、2021 年 10 月）ISBN：9784121026644 

経営情報学科 

① 『情報の選球眼 真実の収集・分析・発信』 山本康正 著  
幻冬舎新書（900 円＋税、2021 年 11 月）ISBN：9784344986411 

② 『仕事の未来「ジョブ・オートメーション」の罠と「ギグ・エコノミー」の現実』 
小林雅一 著 講談社現代新書（900 円＋税、2020 年 4 月）ISBN：9784065199350 
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５．選抜方法＜２次試験＞ 
 
１次選考合格者に対して行います。※試験時間は変更となる場合があります。 

学 部 
学 科 

試験科目 
（配点） 

試験の概要 
試 験 
時 間 

文学部 
英文学科 

記 述 
(100 点) 

国際社会、文化、コミュニケーション等について書かれた英文
（800～1,000 語程度）を読んで、日本語と英語の設問に答える 
（70 分） 

10:00～ 

11:10 

面 接 
(100 点) 

日本語と英語の面接を行う（日本語 15 分、英語５分程度） 12:30～ 

文学部 
心理・応用 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
学科 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議 

(100 点) 

各自の事前課題を踏まえ、「共生社会」とは何か、各自がそのなか
でどのような役割を担えるかについて、他の人の意見との共通点、
相違点を意識しながら自分の意見を述べ、グループで意見交換を行
う（30 分）＊事前課題のコピー（付せん等の貼付や挟み込み及び
書き込み等は不可）を当日持参すること。 

10:00～

10:30 

小論文 
(100 点) 

事前課題とグループ討議を踏まえ、事前課題で考えていた内容で更
に深めたい点、更にはグループ討議を経て獲得した新しい視点や内
容について書く。また、グループ討議をすることの利点についても
触れること（60 分、800 字程度）＊事前課題のコピー（付せん等
の貼付や挟み込み及び書き込み等は不可）とグループ討議で配
付される用紙を持ち込み参照可。 

10:50～ 
11:50 

経済学部 
経済学科 

記 述 
(200 点) 

事前に平易な文献を指定し、その内容について出題する記述試験 
（60 分、800 字程度）＊指定文献は持ち込み参照可、書き込みは
可、付せん等の貼付や挟み込みは不可。 

10:00～ 

11:00 

面 接 
(100 点) 

個人面接（15 分程度） 12:30～ 

経済学部 
経営情報学科 

記 述 
(200 点) 

事前に平易な文献を指定し、その内容について出題する記述試験 
（60 分、800 字程度） 

10:00～ 

11:00 

面 接 
(100 点) 

志望理由等以外に、指定した文献の内容についても問う個人面接 
（10 分程度） 

12:30～ 

経済学部 
経済法学科 

記 述 
(200 点) 

「政治・経済」に関する講義（60 分）の後、講義内容を理解でき
たかを確認するための記述試験（60 分）。 
講義のテーマは「日本国憲法における政教分離について」 
＊模擬講義の際に、講義ノートを配付する。このノートは、記述試
験において参照することができるが、試験終了後に回収する。 

講義 

10:00～ 

11:00 

記述 

11:20～ 

12:20 

面 接 
(50 点) 

個人面接（10 分程度） 13:00～ 

社会福祉学部 
社会福祉学科 

グループワーク 
(200 点) 

事前課題に関する報告・意見交換（30 分）を実施し、その直後に
振り返りシート（30 分：250～300 字程度）の記入を行う 
＊グループワークの際、事前課題のコピー（付せん等の貼付や挟み
込み及び書き込み等は不可）を持ち込み参照可。 

10:00～ 

11:00 

面 接 
(100 点) 

個人面接（15 分程度） 12:30～ 
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社会福祉学部 
心理学科 

小論文 
(200 点) 

定められたテーマの要約と自らの意見を述べる 
（60 分、800 字程度） 

10:00～ 

11:00 

面 接 
(100 点) 

個人面接（15 分程度） 12:30～ 

 
（試験科目分類） 

小論文 自己の考えを述べることを含む、論述形式の試験。 

記述 
設問の形式は、語句記述問題や選択問題、計算問題や⾧文記述問題など多様な 
ものが含まれます。 

面接 受験者の学修状況や進路・志望等について尋ねる、個人面接形式の試験。 
グループ討議 事前に公表するテーマについて、複数の受験者による質疑・議論等を行う試験。 
グループワーク 事前課題に関するテーマについて、グループ内での報告・意見交換・振り返りシ

ートの記入を行う試験。 
 
６．出願手続 
 

（１）出願方法 
本学の Web 出願専用サイトにアクセスし、出願登録期間内に出願登録を行ってください。具体的な

出願登録方法につきましては、『Web 出願マニュアル』を参考にしてください。 
Web 出願専用サイト、Web 出願マニュアルはこちら → https://entry.hokusei.ac.jp/webentry/ 
 
出願登録後に『志願票』及び『宛名ラベル』（普通紙）が印刷可能となります。市販の封筒（角２ま

たは角 A4 サイズ）を用意していただき、封筒に『宛名ラベル』を貼付け、『志願票』等の必要な出願
書類を同封し、出願登録期間内に「速達簡易書留」にて郵送してください。 

 
また、１次選考に限り、短期大学部の学科を含め最大２学科までの併願が可能です。２次試験は１学

科のみの受験となりますので、１次選考で両方の学科に合格した場合は２次試験をどちらの学科で受
験するか、10 月 24 日（月）１４時までに Web 出願専用サイトで選択する必要があります。Web 出願
専用サイトの１次選考合否照会画面から、２次試験の受験学科を選択することができます。 

 
※出願登録は、出願登録期間内に入学検定料の納入及び出願書類の送付をもって完了します。 

  出願登録の完了とみなされない場合は出願を受理することができませんのでご注意ください。 
詳細は、（４）出願手続上の注意をご確認ください。 

  
＊追加出願（併願）の場合 

追加出願（併願）をする場合は初回に登録した同一 IDを使用し、出願登録を行ってください。 
なお、『調査書』の再提出は不要ですが、学修計画書や事前課題（学科による）の提出が必要とな

ります。郵送の際、『宛名ラベル』の余白に【追加出願】と明記してください。 
 

（２）出願書類  
次の①～④の書類を、『宛名ラベル』を貼った封筒に入れて、出願登録期間内に郵送してください。

封筒は各自用意してください（角２または角 A4 サイズ）。 
出願書類のうち③、④の本学所定のものについては、受験生 Web からダウンロードし、入力または

本人自筆のうえ提出してください。 
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① 志願票（願書） 
Web 出願専用サイトにて出願登録を行い、入学検定料の支払いの完了後、「支払い完了通知」の 

メールが届きます。その後、マイページにログインし、志願票を印刷してください。その際、『宛名
ラベル』が同時に印刷されます。 
＊出願登録用の顔写真データが必要となります（貼付は不要）。詳細につきましては、「Web 出願マ

ニュアル」をご参照ください。 
 

② 調査書 ＜併願の場合も１通のみ提出＞ 
発行日が出願 3 ヵ月以内のもので、出身学校⾧が作成・厳封したものに限ります。 
出願時点で卒業(修了)している場合は、卒業(修了)後であれば発行日は問いません。 
出願学科数にかかわらず、必要な調査書は１通です。また、出願書類の郵送後に追加出願を行う場

合は、最初に郵送した出願書類に調査書を同封しているのであれば追加出願の際に再送する必要は
ありません。 

 
高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）の合格者は、「合格成績証明書」を提出してくだ

さい。合格見込みの者は、「合格見込成績証明書」が提出書類となります。また、調査書が発行され
ない場合や氏名に変更がある場合には、入試課までお問い合わせください。 

 
③ 学修計画書（志望動機書を兼ねる：本学所定のもの） 

    28～29 頁の計画課題をよく読み、本学所定の様式に入力または本人自筆のうえ提出してくださ
い。経済学部経済学科のみ計画課題が異なりますのでご注意ください。 

      
④ 事前課題に関する書類（本学所定のもの） 

【心理・応用コミュニケーション学科、経済学部、社会福祉学部】 
    29～30 頁の各学科の事前課題内容をよく読み、本学所定の様式に入力または本人自筆のうえ提

出してください。 
 

⑤ 学科が指定する次の書類【英文学科のみ】 
    27 頁で示す英語外部検定試験の成績を証明する書類（※原本を提出してください。試験日に返

却します。） 
 

（３）入学検定料 ＊事務手数料（一律 900 円＋消費税）が別途かかります 
 

総合型選抜 １学科 30,000 円 
  ※一度お支払いいただいた入学検定料は、出願の有無に関わらず返還いたしません。 
  ※入学検定料のお支払いが完了していても、出願期間の郵送がなされていない、または書類に不備が

ある等の理由で出願受付ができない場合があります。 
 

お支払いに関する詳細につきましては『Web 出願マニュアル』をご参照ください。 
Web 出願専用サイトで出願登録時に以下の支払い方法を選択します。一度選択した支払方法を変

更することはできませんので、内容をよくご確認のうえ選択してください。  
① コンビニエンスストア＜現金支払い＞ 対象：セブン-イレブン／ローソン／ミニストップ／ 

ファミリーマート／セイコーマート／デイリーヤマザキ  
② 金融機関ＡＴＭ（ペイジー）〈現金支払いまたはキャッシュカード〉    
③ クレジットカード 対象：VISA ／ Master ／ JCB ／ American Express ／ Diners 

カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません。また、クレジットカードでのお支払いの場
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合は、出願登録と同時にお支払いが完了します（志願票等の印刷が即時可能）。 
カード決済後の修正・取消はできませんので、出願登録の確定前に内容をよくご確認ください。 

 
（４）出願手続上の注意 

① 出願書類は定められた期間内（消印有効）に送付する必要があります。入学検定料が納入済み
であっても、出願期間内に出願書類が郵送されない場合は出願を受理することができませんので
ご注意ください。また、その場合の入学検定料は返還いたしません。 

  ② 出願後の志望学部・学科等の変更は一切受付けません。 
  ③ 出願書類に不備があるものは、受付を保留します。 

④ 提出された書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 
⑤ 以下に該当する方は、出願登録期間より 2 カ月前までに入試課へ電話連絡の上、必要な手続き

を行ってください。 
1 身体機能の障がいや疾病等により受験時や入学後の学習に際して特別な措置を必要とする者 
2 出願資格（外国の学校等の資格など）及び出願資格を証明する書類等について疑問がある者 
3 本学において、個別の入学資格審査により出願を希望する者 
※1 について、申請内容に基づき審査の上、障がいや疾病等の程度に応じた、試験場で対応可能な

範囲で措置を講じますが、必ずしもすべての希望に対応できるとは限りません。また、期限後の
申し出については、受験上の配慮ができない場合があります。 

※申請後、本学から配慮事項に関する審査結果を受け取った後に出願してください。ただし、出願
期間の延⾧はできません。 

※受験前に大きな病気や怪我により、受験上の特別な配慮が必要になった場合は、可能な限り速や
かにお申し出ください。 

⑥ 今年度の総合型選抜で不合格となった者が総合型選抜（Ⅱ期：自己推薦型※短期大学部のみ）に
出願する場合は、入学検定料が 15,000 円となります（事務手数料が別途かかります）。 

 
７．受験票  

 
出願書類一式を郵送し、本学で受理した後にマイページから受験票の印刷が可能となります    

（書類確認のため数日要する場合があります）。受験票は事前に印刷し、試験当日に持参してください。 
受験票の印刷については、Web 出願専用サイトに登録いただいたメールアドレスにお知らせが 

届きます。試験日の 3 日前になってもお知らせが届かない場合は、入試課までお問い合わせください。  
 

８．受験にあたっての注意事項 

 
① 各試験場とも、前日の試験場内の下見はできません。    
② 試験当日の集合着席時間は受験票で確認し、所定の試験会場に入室、着席してください。 

天候や交通渋滞等を考慮し、余裕をもって入場してください。    
③ 受験票は試験当日必ず持参し、試験時間中は机上の見やすい位置に置いてください。   
④ 万一、受験票を紛失又は忘れた場合は、試験当日に試験場受付係員へ申し出てください。  
⑤ 黒鉛筆（Ｆ又はＨＢ）・シャープペンシル、プラスチック製消しゴム、携帯用鉛筆削り等を持参し

てください。 
⑥ 時計の持ち込みは計時機能のみに限ります。アラーム機能は事前に止めておいてください。    
⑦ 試験時間中は、スマートフォン・携帯電話等の電源を切ってかばんにしまってください。     

時計代わりに使用することもできません。    
⑧ 各科目とも試験時間終了後、指示があるまで試験室を退室することができません。    
⑨ 昼食は各自持参してください。なお、上履きは不要です。 
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⑩ 受験に際しての宿泊施設の斡旋は行っておりません。 
⑪ 本学では、試験当日、試験場及びその周辺で合否電報などの委託徴収等は一切行っておりません。   
⑫ 試験当日は、特に指定した場所を除き、受験者以外の者の試験場内への立ち入りを禁止します。 
 

９．合格発表  

 
電話による合否の問い合わせは、混乱防止のため一切応じません。以下に記載のあるいずれかの方法

で合否を確認してください。 
 
１次選考：2022 年 10 月 21 日（金）10 時＜合格発表方法：Web 出願サイト内のみ＞ 
２次試験：2022 年 11 月 14 日（金）10 時＜合格発表方法：下記（１）～（３）＞ 
 

（１）合格通知書等の発送 
２次試験の合格者には、合格通知書及び入学手続きに必要な書類を速達郵便で送付します。あて先は

出願登録時の住所となります。なお、不合格者には何も送付しません。 
また、志願者の在学する高等学校又は中等教育学校へ合否結果を文書で通知します。ただし、既卒者、

高等学校卒業程度認定試験（大検）の合格者及び見込み者については、本人への通知のみとなります。 
 
（２）大学ホームページ 
「合格者受験番号」を大学ホームページで 10 時から公開します。発表時間前後はアクセスが多く、 
接続しにくい場合もありますので、ご承知おきください。 
 
（３）Web 出願専用サイトのマイページ 

  出願登録を行ったマイページから、10 時に合否照会が可能となります。 
 
10．入学手続   

 
（１）入学手続    

① 所定の期間内に入学一時金を納入するとともに、後日入学手続書類を提出することによって 
完了します。入学一時金の納入に必要な書類は、合格通知書とともに郵送します。    

② 入学一時金の納入及び入学手続書類の提出に際しては、本学所定の用紙を使用してください。 
 

（２）入学一時金の納入  ＜納入期限 ２０２２年１１月１７日（木） １５時まで＞ 
  ① 期限までに手続きを行わなかった場合には、入学意思がないものとして取り扱います。 
  ② 入学一時金、2023 年度入学生の納入すべき金額は、37 頁を参照してください。 
 

（３）入学手続書類の提出  ＜提出期限 ２０２３年３月２２日（水） １６時まで＞ 

  誓約書・同意書、高等学校等の卒業証明書、学生証作成原簿（写真 1 枚貼付）、情報科目・選択外国
語マークカード他。 詳細については、入学許可書とともに送付する入学手続要項の指示に従ってくだ
さい（2 月下旬送付予定）。  

 
11．特別奨学生制度   

 
２年次以降の在学生を対象とする成績優秀者学業奨励賞制度   
在学生の中から学業成績の優秀な者を対象とし、その努力を報奨することを目的としています。前年

度各学科・学年の学業成績上位 20 分の１以内の者又は５名に対して、奨励金年額１万円～５万円が給
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付されます。  
 
12．学費・諸納付金 
 
  2023 年度入学生の学費は次頁を参照してください。学費及び諸納付金が現行額から改定された場合

は、別途連絡します。 
 
  


