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2023 年 4 月 帰国生徒選抜募集要項 
 

□国際人文学部 / 国際文化学科 

 / 国際交流学科 

□観 光 学 部 / 観光学科 

□経営情報学部 / 総合経営学科（総合経営コース） 

□メディア学部 / メディア情報学科（ニューメディアコース） 

□福祉総合学部 / 福祉総合学科（福祉マネジメントコース） 

□看 護 学 部 / 看護学科 
 

入力・記入上の注意 

1.はじめに一通り熟読してください。さらに必要なところを読み返して、入力違い、書き違い、思い違いのないように十分注意して 

ください。 

2.出願書類で記入が必要なものは、黒のボールペンを使用してください（摩擦熱により消えるペンは使用不可）。 

※欄には記入しないでください。 

3.志願票は入学検定料納入後インターネット出願サイトから、表示された PDF ファイルを A4 サイズの紙に印刷してください。他の出願 

書類と一緒に定められた期日までに送付してください。 

4.受験票は選考日の概ね 3～4 日前からインターネット出願サイトよりダウンロードが可能になります。受験票は必ず白紙の A4 用紙に 

タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、受験番号を確認してください。 

 

※「個人情報保護法」の施行に伴い、本学では、学内における学生個人の情報に利用・管理方法の再確認をおこなうとともに、個人情報 

の管理に最善の注意を払って取り組んでいます。入学試験での提出書類の記載事項については、次のとおり利用します。 

1)入学試験に関する資料作成のため 

2)合格者及び入学決定者への諸連絡のため 

3)入学決定者については、入学後の新入生名簿及び学生名簿作成のため 

4)志願者の在籍校（出身校）に、教育上必要な場合に入試結果等の通知のため 

なお、上記の業務について、その一部を業者に委託する場合があります。その場合、個人情報の預託にあたり、個人情報保護水準が 

十分な業者を選定します。 

 

 

城西国際大学 入試課 

〒283-8555 千葉県東金市求名（ぐみょう）1 番地 

TEL 0475-55-8855（直通）FAX 0475-53-2194 

URL https://www.jiu.ac.jp/ 

E-mail admis@jiu.ac.jp 

 

 

https://www.jiu.ac.jp/
mailto:admis@jiu.ac.jp
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城西国際大学の建学の精神、教育理念、ポリシー等 

 
建学の精神 

学問による人間形成 

 

教育理念 

国際社会で生きる人間としての人格形成 

 

ビジョン 

城西国際大学は、高い倫理観のもと、地域社会及び国際社会のニーズに対応した先端的教育の提供及び研究の推進をも

って、地域にあっても日本全国はもちろん、世界で起きている現実を深い問題意識を持って理解し、他者と協働して活

躍できる人材を育成する未来志向のグローバル大学になります。 

 

ミッション 

城西国際大学は、総合大学としての教育研究環境を活かして、多様な時代に即した知的で刺激的な学びを提供し、文化

を継承・創造し多様性を理解して地域や世界で活躍できる人材、また、それぞれの専門能力を持って関連領域と連携で

きる職業人を育成します。 

 

教育目標 

学校法人城西大学は、創立者水田三喜男による「学問による人間形成」を建学の精神として 1965（昭和 40）年に発足し

ました。城西国際大学は、その建学の精神を継承しつつ、「国際社会で生きる人間としての人格形成」を独自の教育理念

として掲げ、未来志向の人材育成を社会的使命としています。 

本学学則第 1 条に「広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究し、知的、道徳的能力の涵養をはかり、もって国家社

会に貢献し得る人材を養成するとともに、人類文化の発展に寄与することを目的とする」ことを掲げ、具体的に次の 6

項目を教育目標としています。 

・総合大学としての教育研究環境のもと、多様な文化・価値に対応し得る思考力及び判断力を修得する学びを創出する。 

 先端性を持った経営情報学、人文学、メディア学、観光学及び環境社会学の教育・研究に努め、文化を継承・創造し 

多様性を理解して地域や世界で活躍できる人材を育成する。 

・先端性を持った社会福祉学、理学療法学、薬学及び看護学の教育・研究に努め、それぞれの専門能力をもって関連領 

域と連携できる職業人を育成する。 

・地域社会および国際社会で活躍する社会人として必要とされる人間力と教養、実務能力などの修得や帰属意識の形成 

を図る。 

・本学が立地する地域社会と緊密な関係を保ち、産学民官の協働による地域の活性化及び文化の振興に貢献する「地域 

密着型」の総合大学、そして未来志向の大学を目指す。 

・同一学校法人が設置する城西大学と相互啓発･協働を推し進め、相携えて発展することで、社会における学校法人城西 

大学の責務を果たす。 

 

入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

1.城西国際大学が求める人物像 

城西国際大学の建学の精神と教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。そのために、多様な選 

抜方法を実施します。 

・国際社会・地域社会・産業界等に貢献したい人 

 ・社会が求める教養と専門的な知識・技能を修得したい人 

・多様な文化・価値が共生する社会において、他者と積極的にコミュニケーションを取りたい人 

 

2.入学者選抜の基本方針 

アドミッション・ポリシーを具現化するために、以下の入学試験を実施します。 

【特別選抜】 

 当該学部学科の教育目的に対し理解と共感を示し、その資質と能力を有する社会人、外国籍の人、または帰国生徒を 

対象とします。 
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国際人文学部のアドミッション・ポリシー 

教育研究上の目的 

国際人文学部 

国際人文学部は、語学力と国際的な教養、社会人に必要な知識とスキルを十分に身につけ、国際社会で活躍できる人材

を育成する。 

国際文化学科 

国際文化学科は、国際的な視野をもって語学力と異文化理解力に優れ、柔軟な発想と行動力を備えた人材を育成する。 

国際交流学科 

国際交流学科は、実践的な語学力と国際交流のための知識とコミュニケーション能力を身につけた人材を育成する。 

国際人文学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

国際文化学科 

国際文化学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.自身の思考や意見をわかりやすくまとめ、伝えることを目指す人 

2.必要な情報を適切な方法で収集・選別し、活用することを目指す人 

3.日本及び世界の文化、社会、政治、経済に強い関心がある人 

4.多様な文化背景を持つ人々との関わりから日本及び世界の文化・生活・社会などを学ぶ意欲がある人 

5.様々な言語に興味があり、ICT（情報通信技術）で世界の人々とつながりたいと思っている人 

6.学習意欲を持ち、論理的な思考力、問題解決能力を身につけることに熱意がある人 

国際交流学科 

国際交流学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.自身の思考や意見をわかりやすくまとめ、伝えることを目指す人 

2.必要な情報を適切な方法で収集・選別し、活用することを目指す人 

3.英語で基礎的なコミュニケーションを行うことを目指す人 

4.英語に興味を持ち、英語力を高めたいという意欲を持っている人 

5.積極的に周囲の人とコミュニケーションを取り、その能力を高めたい人 

6.留学・研修などの海外協定校とのプログラムに積極的に参加したいと考えている人 

7.将来、国内・国外を問わず、国際的な場で活躍を目指す人 

 

観光学部のアドミッション・ポリシー 

教育研究上の目的 

観光学部は、社会が求める実践力と新たな価値を創造し実行するデザイン力を備え、これからの観光ビジネスや地域社

会に貢献できる人材を育成する。 

観光学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

観光学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.社会が求める教養と観光分野の専門的知識・技能の修得に努めたい人 

2.言語力と自己表現力を身につけ、国際社会・地域社会・産業界等で貢献したい人 

3.社会とりわけ観光分野の問題を認識し、解決したい人 

4.新しい観光の価値を創り出したい人 

5.社会との連携・協働を通じて多様な価値観を認識し、他者と積極的に関わることで自己実現したい人 

 

経営情報学部のアドミッション・ポリシー 

教育研究上の目的 

経営情報学部は、グローバル化や情報通信技術の発展に即応する能力を有し、かつ企業や行政等の組織、あるいは国際

社会・地域社会が抱える諸課題の解決に主体的に向き合い、他者と協働しながら判断・行動できる「国際的に有為なマ

ネジメント力のある人材」を育成する。 

経営情報学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

経営情報学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.経営学及び情報科学分野等に関心を有し、その学修を通じて、企業、行政、スポーツ・健康、情報、教育、環境分野

等で将来活躍するという目的意識を持っている人 

2.国際社会・地域社会・産業界等で通用する思考力、判断力及び表現力を身につけるため、主体的に取り組むことを目

指す人 
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3.学生相互あるいは教員と共に協働しながら、学び合うことを目指す人 

4.本学部での学びを通じて、積極的に異文化との交流を図ろうとする意欲のある人 

5.スポーツや文化活動並びに、社会活動に積極的に取り組むことを目指す人 

 

メディア学部のアドミッション・ポリシー 

教育研究上の目的 

メディア学部は、「表現力」「コミュニケーション力」「コラボレーション力」を高め、複合的にビジネスコミュニケーシ

ョンを展開できる創造的な人材を育成する。 

メディア学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

メディア学部では、本学部の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.自身の思考を言葉、文字、身体表現で発信するためのコミュニケーション力を身につけ、社会と積極的に交流する意

思を持っている人 

2.芸能・映像・ステージ・サウンド・エンタテインメントビジネス・ニューメディアのいずれかの分野において、表現

力やスキルを身につけたい人企画力、問題解決力、情報発信力などを身につけるための学習意欲がある人。 

3.社会が求める教養と専門的な知識・技能の習得に主体的に取り組み、将来エンタテインメントやコンテンツビジネス

など、クリエイティブ産業で活躍する意欲がある人 

4.豊かな人間性を身につけ、専門的な知識・技能で地域社会・国際社会・産業界等に貢献することに価値を見出し、他

者と積極的にコミュニケーションを取りながら活動したい人 

5.企画力、問題解決力、情報発信力などを積極的に身につける意志を持ち、身につけた知性を適切に表現する意欲があ

る人 

 

福祉総合学部のアドミッション・ポリシー 

教育研究上の目的 

福祉総合学部 

福祉総合学部は、国際的・地域的視点から福祉・医療の問題に関心を持ち、自己の専門性の向上に向けて探求できる人

材を育成する。 

福祉総合学科 

福祉総合学科は、持続可能な福祉社会の実現を目指して、社会環境の変化に対応し、様々な問題の解決に貢献できる福

祉人材を育成する。 

福祉総合学部が求める人物像（アドミッション・ポリシー） 

福祉総合学科では、本学科の教育方針に共感し、以下のいずれかに当てはまる人を求めます。 

1.福祉・保育・行政の専門職として、地域に貢献し、人々の役に立ちたいと思っている人 

2.人々の気持ちに寄り添い、地域の様々な社会的課題を認識し、その具体的解決策の提案・解決を図ることを身につけ

たい人 

3.国際的な視点から、多様な価値観を理解し、連携・協働して、共生社会・持続可能な社会の実現に貢献したいと考え

ている人 
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2023 年 4 月入学 帰国生徒入学試験募集要項 

１．募集学部・学科および人員 

学  部 学  科 募集人員 入学定員 

国際人文学部 
国際文化学科 5 名（外国人留学生を含む） 80 名 

国際交流学科 5 名（外国人留学生を含む） 120 名 

観光学部 観光学科 20 名（外国人留学生を含む） 100 名 

経営情報学部 
総合経営学科 

（総合経営コース） 
10 名（外国人留学生を含む） 400 名 

メディア学部 
メディア情報学科 

（ニューメディアコース） 
8 名（外国人留学生を含む） 360 名 

福祉総合学部 福祉総合学科 10 名（外国人留学生を含む） 140 名 

 

２．出願資格 

（１）海外在留 2 年以上の者で、日本国籍を有し、下記のいずれかに該当する者。 

・外国の高等学校を卒業した者、または卒業見込みの者。 

・外国において、最終学年を含めて 2 年以上正規の教育制度に基づく学校教育における 12 年の課程（日本における 

 通常の課程による学校教育の期間を含む。）を 2021 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までに卒業、または卒業 

見込みの者。 

・文部科学省認定の在外教育施設（高等学校の課程）を卒業した者、または 2023 年 3 月 31 日までに卒業見込みの 

者。ハ）外国において、2 年以上正規の教育制度に基づく学校教育を受け、2021 年 4 月 1 日以降に帰国し、日本 

の高等学校または中等教育学校を卒業した者、または 2023 年 3 月 31 日までに卒業見込みの者。 

（２）国際バカロレア資格またはアビトゥア資格、バカロレア資格（フランス共和国）、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・レベル資格を取得した者。 

※身体に障がいや精神的に支障のある方や、受験あるいは修学上特別な配慮が必要とする方は、入試および入学 

後の学習内容・学習方法・実地研修などに関わりがあるので入学検定料を払い込む前に入試課に問い合わせて 

ください。入学後の申告は、特別な配慮が出来ない場合があるので注意してください。 

 

３．日  程 

  ［国内・海外募集共通］ 

インターネット出願登録期間 出願書類提出期間 選考日 合格通知発送日 入学手続締切日 

2023年 2月 3日(金） 

～2月 10日(金）正午 

2023年 2月 3日（金） 

～2月 10日(金) 
2月 25日（土） 3月 3日（金） 3月 14日（火） 

※出願書類の郵送受付は、出願書類提出期間締切日必着です。出願書類は簡易書留速達で郵送してください。 

※インターネット出願は、出願登録期間の締切日当日正午までに WEB 上で入力・送信し、検定料の振込を完了して 

ください。なお、振込が完了しないと志願票が印刷できないため、「出願書類提出期間」の締切日にご注意ください。 

※窓口受付は 9 時から 16 時までに千葉東金キャンパスに限り、入試課に出願書類すべてを持参した場合に受け付け 

ます。 

※受験票は選考日の概ね 3～4日前からインターネット申し込み確認画面からダウンロードが可能となります。国内募 

集で試験場にて面接を受ける場合は、白紙の A4用紙タテ方向で印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必 

ず持参してください。 
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４．入学検定料 

  ［国内・海外募集共通］ 

  入学検定料 35,000円  

支払い方法 

  クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済・銀行ＡＴＭ（Pay-easy） 

  詳細はインターネット出願の流れ（ＳＴＥＰ１）をご確認ください。 

 

インターネット出願の流れ 

 

 

 

  

 https://www.jiu.ac.jp/admissions/detail/id=3949にアクセスしてください。 
  （注）インターネット出願の志願票の印刷は、入学検定料支払いの完了後に可能となります。 

 

ＳＴＥＰ１：出願登録 

インターネットに接続されているパソコンで、画面に掲載されている入力手順や注意事項を確認 

ガイダンスの画面の指示に従って、必要事項を入力してください。 

●登録内容：試験種別の選択・個人情報・志望の学部学科/試験会場の選択 

※「第 2志望学科」を選択した場合でも、1回分のみの入学検定料で出願可能です。 

※福祉総合学科「子ども福祉コース」、メディア情報学科「ニューメディアコース」は「第２志望学科」として選 

択することはできません。 

       ↓ 

ＳＴＥＰ２：入学検定料支払い 

登録完了画面に検定料のお支払いの案内が表示されます。案内に従い、検定料をお支払いください。 

●支払い方法：クレジットカード決済・コンビニエンスストア・銀行ＡＴＭ（Pay-easy支払い対応銀行） 

※各種手数料がかかります。 

       ↓ 

ＳＴＥＰ３：必要書類の印刷・提出 

入学検定料の払込み終了後、志願票（印刷したもの）及び、６に記載の出願書類を簡易書留で郵送してください。 

       ↓ 

ＳＴＥＰ４：受験票を印刷 

  選考日の概ね３～４日前からインターネット出願サイトよりダウンロード可能となります。 

  Ａ４サイズの用紙に受験票を印刷（カラー、白黒どちらでも可）し、選考日に必ず持参してくだ 

さい。 

 

５．出願手続 

  ①国内募集 簡易書留速達で郵送してください。 

  ②海外募集 書留航空便（EMS、DHL 等）で郵送してください。 

   送付先 〒283-8555 千葉県東金市求名（ぐみょう）1 番地  

城西国際大学 入試課 宛 

        TEL 0475-55-8855（国内直通）／+81-475-55-8855（海外直通） 

※提出した書類の変更および返却、ならびに納付された入学検定料の返還は認めません。 

 

 

 

 

 

 

※インターネット出願について 

出願は出願期間内にインターネットから「出願登録」「入学検定料支払い」「出願書類を提出期間までに

郵送にて必着」することにより出願が完了します。「インターネット出願登録期間」と「出願書類提出期

間」に注意して出願してください。 

https://www.jiu.ac.jp/admissions/detail/id=3949
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６．出願書類 

  出願書類 備  考 

1 志願票 志願票は入学検定料払込後、印刷が可能となります。 

2 調査書 

１）外国の高等学校を卒業、または卒業見込みの場合には、出身高等  

学校の卒業証明書および学業成績証明書を提出 

２）日本の高等学校を卒業および卒業見込みの場合には、外国で在籍  

した高等学校の学業成績証明書および国内の出身高校の調査書を提

出 

３）国際バカロレア資格もしくはアビトゥア資格、バカロレア資格（フ

ランス共和国）、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・レベル資格の取得者は、その取得証明書

の写しおよび最終試験の成績評価証明書を提出 

４）卒業後５年以上経過したため、高等学校での調査書の取得が困難な

場合は卒業証明書を提出 

3 外国での在学期間を証明するもの 学校長による在学期間の証明書を提出（様式は自由） 

4 TOEFL の成績票（コピー） TOEFL を受験している場合には、成績票のコピーを提出 

5 

滞在国の統一試験もしくはそれに

準ずる試験を受けた場合には成績

評価証明書 

滞在国の統一試験もしくはそれに準ずる試験を受けた場合には、成績 

評価証明書を提出 

※統一試験もしくはそれに準ずる試験は以下のとおり 

 （米  国）SAT および ACT 

 （英  国）General Certificate of Education 

 （フランス）Baccalaureat 資格試験 

 （ド イ ツ）Abitur 試験 

 （オーストラリア）Higher School Certificate（HSC）試験 

 （ニュージーランド）Higher School Certificate（HSC）試験 

 （その他の国）上記以外の国でも、大学入学資格試験、統一試験もし 

くはそれに準ずる試験を受けた場合には、その成績評 

価証明書を試験の公式資料とともに提出 

6 
推薦書（1 通） 

※本学 HP よりダウンロード 

本学所定用紙もしくはこれに準じ、外国語で記載されたもの。在学中も

しくは出身高等学校の学校長名による推薦書を提出 

7 
自己推薦書 

※本学 HP よりダウンロード 
本学所定用紙に志願者が必ず自筆で記入 

8 
外国語によるエッセイ 

※本学 HP よりダウンロード 

１）本学所定用紙 

２）英語以外の言語を使用される場合は、別紙の日本語による訳文も提

出してください。 

9 
帰国生徒調査書用紙 

※本学 HP よりダウンロード 
本学所定用紙 

※外国の各種証明書は、日本語または英語によるものとします。上記以外の言語で証明された書類には、日本語の  

翻訳文を添付してください。 

※調査書等の書類は、出願前３ケ月以内に発行されたものを提出してください。 

※本学 HPよりダウンロードする書類は、全て A４サイズで提出してください。 
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７．選考方法・選考会場（国内募集のみ）・時間割（国内募集のみ） 

（１）国内募集 

①選考方法  a．書類審査（外国語によるエッセイを含む） 

b．日本語による作文（課題文形式） 

c．面接（日本語および外国語による） 

 

②選考会場  千葉東金キャンパス 
 

③時 間 割 

 

 

 

 

※選考日当日は、必ず 10 時 20 分までに指定された選考会場に入室してください。 

（２）海外募集 

①選考方法  a．書類審査（外国語によるエッセイを含む） 

b. 面接（日本語および外国語による） 

※現地面接またはオンライン面接を実施します。 

 

８．合否発表 

  合格者には、合格通知発送日に本学より合格通知書および入学手続に関する書類を本人宛に郵送します（書類は翌日

以降の到着となります）。不合格の場合は郵送いたしません。 

なお、合否についての電話・電子メール等による問い合わせには一切応じません。 

＜受験合否発表 WEB システム＞ 

インターネット（PC・携帯電話）により合否を確認する場合 

 

https://www.pin-hantei.com/jiu/ 
  

＜合否確認方法＞ 

①上記のインターネットアドレス（ＰＣ・携帯電話共通）を入力するか、 

  ＱＲコードでアクセスしてください。 

  ※https: 「s」が入るのでご注意ください。 

②受験番号 7 桁（半角）と、生年月日 8 桁（半角）を入力し、確認ボタンを押す。 

 ※受験番号はアルファベット２桁＋数字５桁 

③受験生個人の合否結果を画面に表示。 

 

９．入学手続 

 （１）学費等納付金  

入学手続締切日までに、一括して指定の銀行口座に払い込んでください。（振込手数料は受験生負担）。 

 （２）入学手続書類  

    入学手続締切日までに下記の郵送してください。（消印有効） 

1 
学生個人別カード（表面） 

誓約書（裏面） 
 

2 学生証（身分証明書）発行原簿  

3 
健康管理カード（表面） 

感染症に関する申告書（裏面） 
医療機関での受診は必要ありません。自己申告で記入してください 

また母子手帳の予防接種記録欄のコピーの添付をしてください 

4 入学者整理カード  

5 入学許可書在中封筒  住所・氏名・受験番号を記入してください 

6 共済事業加入「登録書」 複写につき、2枚に押印 

7 卒業証明書在中封筒 
卒業見込みの者は卒業証明書発行後に、本封筒で 2023年 3月 31日（金） 

までに郵送してください 

        

時間 

種別 

10:40 ～ 11:40 

昼休み 

13:00 ～ 

帰国生徒 
日本語による作文

（100 点） 
面接 

②受験結果を確認する 

受験番号（半角7桁） 

○○○○○○○     

生年月日（半角8桁） 

○○○○○○○○   

確 認 

 

※図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります 
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既卒生は本封筒に入れ、入学手続書類に同封してください 

出願時に高等学校卒業程度認定試験（大検を含む）の合格見込成績証明

書を提出した場合は、「合格成績証明書」を同封し郵送してください 

8 
その他、個人情報等の変更に 

関わる書類 

入学式までに姓名等が変更になる場合には、謄本などの変更を証明する

公的証明書を提出してください 

※事前に問い合わせをいただいた事項については、その旨を確認する 

ための公的書類の提出を求める場合があります 

 

10．入学許可書 

  「学費等納付金」の納付と「入学手続書類」の郵送を入学手続締切日までに完了した者に発行します。学費等納付金の 

納付確認と入学手続書類の記載内容確認後の発送となるため、発送にはしばらく時間を要します。 

なお、手続きが完了しない場合には入学を許可しません。 

 

11．学費等納付金 
国際人文学部国際文化学科／国際人文学部国際交流学科／観光学部観光学科／経営情報学部総合経営学科（総合経営 

コース）／メディア学部メディア情報学科（ニューメディアコース）／福祉総合学部福祉総合学科 

          区 分 

内 訳 

初年度 
2年次以降(年額) 

入学手続時 10月（秋学期分） 合計(年額) 

学 
 

費 
 

入学金(入学申込金) 270,000 - 270,000 - 

授業料 400,000 400,000 800,000 毎年同額を納入(2期分納) 

施設設備費 - 240,000 240,000 毎年 300,000円を納入(2期分納) 

小  計 670,000 640,000 1,310,000 - 

諸
会
費 

（
委
託
徴
収
） 

父母後援会費 50,000 - 50,000 毎年 20,000円を納入（春学期） 

共済費 9,000 - 9,000 毎年同額を納入（春学期） 

学友会費 5,000 - 5,000 毎年同額を納入（春学期） 

同窓会入会金 10,000 - 10,000 
4年次に 10年会費 40,000円を納入 

（春学期） 

学会費 3,000 - 3,000 毎年同額を納入（春学期） 

小  計 77,000 - 77,000 - 

納 付 額 747,000 640,000 1,387,000 
2・3年次 

4年次 

1,137,000 

1,177,000 

※メディア学部では、MacOS搭載のノート型パソコンの所持が必須となっています。なお、新年度の推奨モデルについて

は、合格決定後に案内します。【昨年度の参考価格：143,000円（税込）～】 

※カスタマイズオプションは別料金となります。 

 

12．入学辞退および学費等の返還 

 入学手続きをおこなった後に入学を辞退する場合には、2023 年 3 月 22 日（水）午後 3 時までに入試課 

（TEL:0475-55-8855）まで必ず電話で申し出てください。本学所定の「入学辞退届」を送付します。入学辞退届 

が届いたら、所定欄に記入・捺印のうえ、「入学許可書」を同封し必ず「書留」で返送してください。3月 27日（月） 

必着で提出した場合には、4月 7日（金）に入学申込金以外の学費および諸会費（委託徴収）を返還します。 

 

13．入学前の連絡について 

 入学前の連絡（電話・郵送）について、必要に応じ大学事務局または学部担当教員より連絡する場合があります。 
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教育・研究施設設備の充実発展のための寄付金の募集について 

本学では、教育・研究施設設備の更なる充実発展のために、寄付金を募集しております。 

この寄付金は、任意のものではありますが、入学後に募集のご案内をお送りいたしますので、この趣旨にご賛同 

いただき、格別のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

   

新型コロナウイルス等の感染症の対応について 

1.発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関で受診をしてください。 

2.新型コロナウイルス等の感染症に罹患し、選考当日までに医師が治癒したと診断していない受験者や試験日直前に 

 保健所等から濃厚接触者に該当するとされた受験者は受験できません。 

3.発熱・咳等の症状のある受験者は、選考当日の検温で、37.5度以上の熱がある場合は、受験できません。 

4.選考会場及び選考会場までの移動には、発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、昼食時以外は各自で用意した 

マスクを常に着用してください。 

5.試験室への入退出を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒をお願いいたします。 

6.選考会場は、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるので、暑さ寒さを調整できるような服装を持参して 

ください。 

7.選考当日は、食堂等の営業は行いません。昼食が必要な場合は持参してください。その際、昼食は自席で取って 

ください。 

8.試験終了後、試験室ごと又は試験室内の列ごと等に退出の順番を指示することがあります。 

9.感染拡大防止のため、原則、受験者以外は大学構内に立ち入りできません。受験上の配慮が必要な場合は、出願 

締切日までにあらかじめ入試課に相談してください。 

10.他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、インフルエンザワクチンその他の予防接種を受けておくことを心がけて 

  ください。 

11.日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うとともに、 

バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠等、体調管理に心がけてください。 

12.新型コロナウイルスの感染により受験できない場合は、選考日までに入試課に相談してください。 

13.新型コロナウイルス等の感染状況によっては、本要項に記載されている選考方法とは異なる方法で選考することが 

  あります。その際は本学ホームページにてお知らせします。 
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