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○調査書の記載における特別対応について
・第３学年の評定欄について
　総合型・学校推薦型選抜への出願に際し、高等学校等の臨時休業により、第３学年の評定を記載できない場合
は、その理由を付して記載不可とすることを可とします。
　（例：「新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業のため記載不可。」）
・特別活動及び指導上参考となる諸事項欄について
　臨時休業や大会、資格・検定試験等の中止等により、記載できない場合は、その理由を付した上で、当初参加
を予定していた大会名や資格・検定試験名などを記載することを可とします。
　（例；「○○○に参加予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。」）

○出願資格等における特別対応について
総合型・学校推薦型選抜等の出願資格等について、高等学校等の臨時休業および資格・検定試験（英語外部試
験・日本留学試験等）の中止・延期を考慮し、特別対応を行います。
主な特別対応は、次のとおりです。
・学校推薦型選抜において全体の学習成績の状況等を出願資格としている場合、新型コロナウイルス感染症の影響
により第３学年の評定を記載できない場合は、第２学年までで出願資格を満たしていれば、出願を認めます。
・外国人留学生入試において日本留学試験の得点等を出願資格としている場合、新型コロナウイルス感染症の影
響により、受験できなかった場合に限り、日本語学校長等が出願資格に相当する能力を有していると証明する
ことで、出願を認めます。

○緊急事態宣言の発令等による緊急措置について
緊急事態宣言の発令等により、やむを得ず、試験日や選抜方法等を変更する緊急措置を実施する場合がありま
す。緊急措置の内容等については、決定次第、弘前学院大学入試情報サイト（https://www.hirogaku-u.ac.jp/
admission/）等にてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響による
2022年度入学試験における対応について

★個別面接は出願者と面接官との距離（ソーシャルディスタンス）を保ち実施する。
★総合型選抜及び学校推薦型選抜において、遠隔地からの出願者は、希望すればオンライン面接を
　実施する（長距離移動による感染回避）。
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■文学部のアドミッションポリシー

　■社会福祉学部のアドミッションポリシー

　■看護学部のアドミッションポリシー

文学部では、「英語圏あるいは日本や地域の言葉、文学、文化に強い関心を持つ人」「それらを
学ぶことを通して人間の営みについて考えを深め、鋭い感受性、論理的な思考力や柔軟な理解
力を持ち、自分の言葉で明快に表現しようとする人」を求めています。具体的には、次のような
学生です。

１　言語・文学・文化を学ぶための基礎的な日本語力・英語力を身に付けた人
２　論理的な思考力と明快な表現力を持つ人
３　多様なバックグラウンドを持つ他の学生と協調して勉学・研究を進めることができる人

社会福祉学部の目的は建学の精神である「畏神愛人」（人間尊重）の立場から「子どもからお年
寄りまであらゆる人が抱える生活課題に強い関心を持ち、その問題解決のために必要な専門知
識を身につけた人材、および健康や美しいもの、崇高なものに対する正しい知識や価値観を持
つ人材」を育成することです。そのために、社会福祉学部は具体的に以下のような学生を求め
ています。

１　高等学校において、学習を通じて基礎的な能力を身に付けた人
２　社会に起こる様々な問題を正しく捉え、その解決に向けて自ら考え、判断し、表現できる力
　  を身に付けた人
３　生活の中で培ってきた人間性や協調性を入学後もさらに発展させ、社会福祉の専門的技術 
　  を習得して社会に貢献したいという意欲を持つ人

弘前学院大学は、建学の精神である「畏神愛人」に基づく教育・研究を行い、豊かな人間性と深
い教養をそなえ、高度の看護知識と技術に基づく科学的な看護実践能力を養い、広く人間社会
の健康に寄与できる篤実有能な人材を育成することを目指しています。
本学では、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）及び教育課程編成・実施の方針（カリキュラ
ム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能や能力、意欲、適正
をそなえた学生を求めています。

―姿勢・態度―
１　人と触れ合うことが好きであり、人々の健康と生活を支える専門職を目指す意欲がある人
２　大学生活を通して様々なことを自ら学ぶ姿勢を有している人

―知識・技能―
３　入学後の学修に必要な基礎学力を有する人
４　看護職として活躍していくためのコミュニケーション能力を身につける素地を有する人

―思考力・判断力・表現力―
５　物事を論理的に考え、自分の考えを説明できる人
６　他者に関心を持ち、多様な価値観を持つ人を尊重することができる人

―主体性・多様性・協働性―
７　自ら力を発揮しながら様々な人と協力し、主体的に問題解決ができる人
８　地域社会、国際社会に関心を持ち、貢献しようとする姿勢を有している人
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身体に障がいがある場合の受験について
身体に障がいを有し、受験時または入学後に特別の配慮を必要とする受験生は、事前に本学入試広報センターまでご相談ください。

出願手続
すべてインターネットより出願してください。（外国人留学生入試（編入、転入含む）は除く）
インターネットによる出願方法はＰ1『ヒロガクのネット出願』・Ｐ19～『ヒロガクネット出願の手引き』をご覧ください。
（従来の紙の志願票による出願はできません。）

★インターネットによる出願登録⇒検定料の支払い⇒出願書類の送付で出願は完了します。

出願資格
【学校推薦型選抜】

（1）高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月卒業した者及び2022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2021年3月修了した者及び2022年3月修了見込みの者

【総合型選抜／一般選抜（一般入試・大学入学共通テスト利用入試）】

（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者及び2022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2022年3月修了見込みの者
（3）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2022年3月31日までにこれに該当する見込みの18歳に達した者
　　※出願資格の（3）で出願する場合は、事前に本学入試広報センターまでお問い合わせください。
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2022（令和4）年度入試日程一覧

9/22（水）～10/11（月）

11/15（月）～12/13（月）

1/4（火）～1/17（月）

10/16（土）

12/18（土）

1/22（土）

11/1（月）

12/27（月）

1/29（土）

11/12（金）

1/7（金）

11/1（月）～11/16（火） 11/20（土） 12/1（水） 12/10（金）

11/24（水）～12/13（月） 12/18（土） 12/27（月） 1/7（金）

1/11（火）～1/31（月）
2/4（金）

2/14（月） 2/25（金）

2/14（月）～3/2（水） 3/8（火） 3/11（金） 3/22（火）

11/1（月）～11/16（火） 11/20（土） 12/1（水） 12/10（金）

11/24（水）～12/13（月） 12/18（土） 12/27（月） 1/7（金）

11/24（水）～12/13（月） 12/18（土） 12/27（月） 1/7（金）

1/4（火）～1/17（月） 1/22（土） 1/29（土） 2/12（土）

2/14（月）～3/2（水） 3/11（金） 3/22（火）

3/3（木）～3/21（月） 3/26（土） 3/30（水）

2/12（土）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。
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知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性
（総合） （学校） （一般） （総合） （学校） （一般） （総合） （学校） （一般）

調査書・提出書類 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
小論文 〇 〇 〇 〇 　
面接 〇 〇 〇 〇 〇 〇

学力試験 〇 〇
大学入学共通テスト 〇 〇

	 ※（総合）は総合型選抜を表します。（学校）は学校推薦型選抜を表します。（一般）は一般選抜を表します。

総合型選抜について
【アドミッションポリシー】
　本学を第一志望として、未来の目標を確立しているかどうかについて未来目標シートで確認を行う。全体の学習成績の状況は出願要件
としないが、選考時には得点化を行う。基礎学力判定の一部は小論文内でも問う。面接では基礎学力を含む学力の３要素の判断を行う。
【総合型選抜】＜未来デザイン入試＞（専願）
学力の３要素 知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

選考科目

調査書（全体の学習成績の状況の基準の得点化） 小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む、600字程度、事前提出） 未来目標シート（在学中目標⇒将来目標）

小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む、
600字程度、事前提出） 面接（個別） 調査書（自己 PR＝特別活動、ボランティア活動、

資格等）
面接（個別） 面接（個別）

学校推薦型選抜について
【アドミッションポリシー】
　本学を第一志望として、本学との信頼関係において高等学校から推薦を受けた高校生を対象とする。＜公募制・指定校制＞ともに、基
礎学力判断のための調査書に加えて、思考力・表現力重視として小論文、主体性・協調性重視として面接を課す。
【学校推薦型選抜】＜公募制／指定校＞（専願）
学力の３要素 知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

選考科目

推薦書（参考） 推薦書（参考） 推薦書（参考）
調査書（全体の学習成績の状況の基準の得点化）小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む） 面接（個別）
小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む、
800字程度、事前提出） 面接（個別） 調査書（自己 PR＝特別活動、ボランティア活動、

資格等）
面接（個別）

※公募制（全体の学習成績の状況　文 3.3、社 3.3、看 3.6 以上）

一般選抜について
（１）一般入試
【アドミッションポリシー】
　本学を志望していて、４年後の目標を達成できる学力を有しているかどうか本学の学力試験で選考を行う。高等学校平常時の学力（全
体の学習成績の状況）と調査書の記述内容についても選考に加味する。＜志望理由書＞は点数化せず、入学後の指導資料とする。

【一般選抜・一般入試】
学力の３要素 知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

選考科目

志望理由（参考） 志望理由（参考） 志望理由（参考）

学力試験（２科目入試） 学力試験（記述式問題　英・国） 調査書（自己 PR＝特別活動、ボランティア活動、
資格等）

調査書（全体の学習成績の状況の基準は不要・
得点化の実施）

（２）大学入学共通テスト利用入試
【アドミッションポリシー】
　本学を志望していて、４年後の目標を達成できる学力を有しているかどうか学力試験（大学入学共通テスト）で選考する。高等学校
平常時の学力（全体の学習成績の状況）と調査書の記述内容についても選考に加味する。＜志望理由書＞は点数化せず、入学後の指導
資料とする。

【一般選抜・大学入学共通テスト利用型入試】
学力の３要素 知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

選考科目

志望理由（参考） 志望理由（参考） 志望理由（参考）

大学入学共通テスト（３科目入試） 調査書（自己 PR＝特別活動、ボランティア活動、
資格等）

調査書（全体の学習成績の状況の基準は不要・
得点化の実施）

学力の３要素の評価（多面的・総合的な評価）について
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※本学の総合型選抜は「専願制」です。
※面接は、対面式（本学へ来校して受験）またはオンライン面接のいずれかを選択してください。
　オンライン面接を希望された方には、別途ご連絡いたします。（18ページ『オンライン面接の流れ』参照）

※オンライン面接を希望された方には、面接開始時刻について別途ご連絡いたします。

総合型選抜〈未来デザイン入試Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期（文・社）〉

⑥

⑤小論文

未来目標シート 本学指定のもの。ネット出願サイトからダウンロードして使用してください。

本学指定のもの。ネット出願サイトからダウンロードして使用してください。

出願登録後、出願マイページに明示される小論文課題と小論文解答用紙をダウンロードし、小論文を作成してください。

⑨志願者アンケート ネット出願サイトからダウンロードしてご記入ください。

志願書

⑦

⑧

17

9/22（水）～10/11（月） 11/15（月）～12/13（月） 1/4（火）～1/17（月）

9/22（水）～10/11（月）消印有効 11/15（月）～12/13（月）消印有効 1/4（火）～1/17（月）消印有効

10/16（土） 12/18（土） 1/22（土）

11/1（月） 12/27（月） 1/29（土）

11/12（金）

提出

提出

提出

1/7（金） 2/12（土）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。

インターネットによる出願方法はＰ19～『ヒロガクネット出願の手引き』をご覧ください。（従来の紙の志願票による出願はできません。）
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学校推薦型選抜〈Ⅰ期・Ⅱ期〉

17

11/1（月）～11/16（火） 11/24（水）～12/13（月）

11/1（月）～11/16（火）消印有効 11/24（水）～12/13（月）消印有効

11/20（土） 12/18（土）

12/1（水） 12/27（月）

12/10（金） 1/7（金）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。

（800字程度、事前提出）

（800字程度、事前提出）

（800字程度、事前提出）

（800字程度、事前提出）

（800字程度、事前提出）

（800字程度、事前提出）

※面接は、対面式（本学へ来校して受験）またはオンライン面接のいずれかを選択してください。
　オンライン面接を希望された方には、別途ご連絡いたします。（18ページ『オンライン面接の流れ』参照）

⑥

⑤小論文 出願登録後、出願マイページに明示される小論文課題と小論文解答用紙をダウンロードし、小論文を作成してください。

⑧志願者アンケート ネット出願サイトからダウンロードしてご記入ください。

⑦

※オンライン面接を希望された方には、面接開始時刻について別途ご連絡いたします。

インターネットによる出願方法はＰ19～『ヒロガクネット出願の手引き』をご覧ください。（従来の紙の志願票による出願はできません。）
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一般選抜〈一般入試Ⅰ期・Ⅱ期〉

17

14 16

⑥志願者アンケート ネット出願サイトからダウンロードしてご記入ください。

1/11（火）～1/31（月） 2/14（月）～3/2（水）

1/11（火）～1/31（月）消印有効 2/14（月）～3/2（水）消印有効

2/4（金） 3/8（火）

2/14（月） 3/11（金）

2/25（金） 3/22（火）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。

●本学
●青森市「ホテルアベスト青森（旧ウェディングプラザ　アラスカ）」
　（青森県青森市新町1丁目11-22　TEL 017-723-2233）
●八戸市「八戸パークホテル」
　（青森県八戸市吹上1丁目15-90　TEL 0178-43-1111）

インターネットによる出願方法はＰ19～『ヒロガクネット出願の手引き』をご覧ください。（従来の紙の志願票による出願はできません。）
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一般選抜〈大学入学共通テスト利用入試Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程〉

14 16

1/11（火）～1/31（月） 2/14（月）～3/2（水） 3/3（木）～3/21（月）

1/11（火）～1/31（月）消印有効 2/14（月）～3/2（水）消印有効 3/3（木）～3/21（月）消印有効

2/14（月） 3/11（金） 3/26（土）

2/25（金） 3/22（火） 3/30（水）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。

⑥志願者アンケート ネット出願サイトからダウンロードしてご記入ください。

インターネットによる出願方法はＰ19～『ヒロガクネット出願の手引き』をご覧ください。（従来の紙の志願票による出願はできません。）
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17

17

※原則3学年に編入されますが、文学部においては、認定する単位数によっては2学年に編入されることもあります。

各入試要項は別に作成しています。出願の際、事前に本学入試広報センターへお問い合わせください。

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納
　付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印
　有効で郵送してください。

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納
　付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印
　有効で郵送してください。

11/1（月）～11/16（火）締切
11/20（土）　9：45～
12/1（水）
12/10（金）

11/1（月）～11/16（火）締切
11/20（土）　9：45～
12/1（水）
12/10（金）
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17

17

11/1（月）～11/16（火）締切
11/20（土）　9：45～
12/1（水）
12/10（金）

11/24（水）～12/13（月）締切
12/18（土）　9：45～
12/27（月）
1/7（金）

1/4（火）～1/17（月）締切
1/22（土）
1/29（土）
2/12（土）

11/1（月）～11/16（火）締切
11/20（土）　9：45～
12/1（水）
12/10（金）

11/24（水）～12/13（月）締切
12/18（土）　9：45～
12/27（月）
1/7（金）

11/24（水）～12/13（月）締切
12/18（土）　9：45～
12/27（月）
1/7（金）

11/24（水）～12/13（月）締切

12/27（月）
1/7（金）

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。

※出願締切日はネット出願登録及び検定料納付は12：00迄で、出願提出書類を当日消印有効で郵送してください。
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11/1（月）～11/16（火）締切
11/20（土）　9：45～
12/1（水）
12/10（金）

ネット出願後＜出願確認票＞＜志望理由書＞は、毎回学科別に必ず提出してください。
併願パターンが①②の場合（同一学科の併願）は、＜志望理由書＞は1部で結構です。
調査書は1部のみ提出してください。

11/24（水）～12/13（月）締切
12/18（土）　9：45～
12/27（月）
1/7（金）
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八戸パークホテル

45

45

340

●
八戸ショッピングセンター

LAPIA

●第二中
八戸プラザホテル

●

●
白山閣

国立病院機構八戸病院●

●
第一中

吹上小
●

長根公園

ゆり
の木
通り

八戸線

本八戸

小中野

弘南鉄道（大鰐線）中央弘前駅より乗車
→「弘前学院大前」駅下車→【徒歩約4分】

青森市「ホテルアベスト青森（旧ウェディングプラザ　アラスカ）」

青森県青森市新町1丁目11-22
TEL／017-723-2233

●東北新幹線新青森駅（乗り換え：電車5分）
　青森駅下車、徒歩約5分

八戸市「八戸パークホテル」

青森県八戸市吹上1丁目15-90
TEL／0178-43-1111

●東北新幹線八戸駅（乗り換え：電車10分）
　本八戸駅下車、徒歩25分
　バス約10分「一中前」下車、徒歩約2分
　タクシー約5分

ホテルアベスト青森
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オンライン面接の流れ
1　オンライン面接の事前確認
「オンライン面接」を希望された場合、受験生ご本人様及び出身高等学校に本学から電話確認いたします。
電話確認時に、面接会場（高校か自宅、その他）、使用されるデバイス、OS、アプリについて確認いたします。
なお、オンライン面接実施にあたって誓約書を提出していただきます。誓約書は、ネット出願サイト「提出書類」ページよりダウンロードして
印刷していただき、自署したものを他の出願書類と一緒に提出してください。

3　面接開始時刻のお知らせと接続テスト及びURLの送信
出願締切日以降に、本学から受験生ご本人様のメールアドレス宛に面接開始時刻のお知らせと接続テスト用URL及び本番用のURLをお送り
します。
※試験前々日までにメールが届かない場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

2　オンライン面接手順書の送付・手順書の確認
本学から、オンライン面接手順書を送付しますので、必ず確認してください。

4　《出願締切日翌日～試験前日》接続テスト
本学が指定した日時で接続テストを行います。指定の開始時刻になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている接続テスト
用URLをクリックし、接続してください。
※接続テスト当日に不具合が生じた場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

5　《試験当日》面接開始
面接開始10分前になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている本番用のＵＲＬをクリックし、接続してください。接続
後、担当職員よりアナウンスをいたします。

2022年度弘前学院大学
総合型選抜（未来デザイン入試）、学校推薦型選抜
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宛先: m_nakata@hirogaku-u.ac.jp 
件名: 弘前学院大学インターネット出願 利用者情報登録受付のお知らせ 
 
ID番号 00130 
弘前さくら様 
 
弘前学院大学インターネット出願利用者登録を受け付けました。 
 
下記の URLをクリックして、パスワ－ド（半角英数 4文字以上 10文字以下で受験生が任意に作成するもの）を登録して 
お手続きを完了してください。 
 
＊このメールの受領時点では利用者登録を完了しておりません。 
＊今後マイページにログインするには利用者登録した「メールアドレス」とこの「パスワード」が必要となりますので、 
忘れないようにメモなどに控えてください。 
＊指定校推薦の出願で使用する＜WEB出願用パスワード︓高等学校の先生から通知されるもの＞はここでは使用できま 
せん。後程の出願選択時に必要となります。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
【登録 URL】 
https://application.hirogaku-u.ac.jp/●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
＊24時間以内に登録完了を頂けない場合、上記 URLは無効となります。 
＊弘前学院大学インターネット出願のご利用にお心当たりがない場合には、本メール 
を破棄していただきますようお願い致します。 
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ID番号 00130 
弘前さくら様 
 
弘前学院大学インターネット出願利用者登録を完了しました。 
 
出願のお手続きを続ける、もしくは、利用者情報を確認する場合には、下記の URL をクリックし、出願用マイページ
にログインしてください。 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
【出願用マイページ URL】 
https://application.hirogaku-u.ac.jp/●●●●●●●●●●●●●●● 
ログインの際には、お申込みいただいた際に登録いただいたメールアドレスとパスワードが必要となります。 
パスワード︓●●●●● 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
【人名外字について】 
今後、画面上で「はしごだか」「さき」「はま」などの一部の人名外字が「︖」となり、正しく表示されないことがあります。
出願処理上の問題はありませんので、そのまま出願手続をすすめてください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

★一般選抜Ⅰ期の出願申し込みの場合は、
　試験日・試験会場を選択してください。
※入力完了後、学部、学科、入試種別、試験
　日、試験会場の変更はできませんので
　注意してください。
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件名: ネット出
 
受付番号 00130_54321 
決済番号 9876543210  
弘前さくら様 

 
弘前学院大学入学試験 
総合型選抜未来デザイン入試（専願）1期 
出願のお申込みを受け付けました。 
 
～検定料～ 
金額︓20550円 ＊事務手数料込 
【検定料の支払期限は本日より★２日後（明後日、土日祝含む）です】 
（例）金曜日にこのメールを受け取った場合、支払期限は日曜日となります。 
 
～検定料ご確認 URL～ 
https://link.kessai.info/●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

弘前学院大学インターネット出願 お申込み完了のお知らせ 
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オンライン面接を希望する際には、試験当日印刷した「受験票」を（面
接者の指示に従って）画面に提示してください。
また、大学入学共通テスト利用入試の場合は持参する必要はありません。

宛先: m_nakata@hirogaku-u.ac.jp 
件名: 弘前学院大学インターネット出願 ネット出願登録完了のお知らせ 
 
受付番号 00130_54321 
決済番号 9876543210 
弘前さくら様 

 
弘前学院大学入学試験 
総合型選抜 1期未来デザイン入試（専願） 
出願書類の内容確認が完了しました。 
これで出願手続が完了しましたので、「WEB受験票」を印刷して試験当日持参してください。 
 
【WEB受験票の印刷方法】 
出願手続を完了した方は出願用マイページへログインして、『受験票』ボタンをクリックして受験票画面を表示→印刷してください。 
 
＊印刷環境がない場合は入試広報センター（0172-34-5211）にご連絡ください。 
 
＊このメールアドレスは、送信専用となっております。ご返信いただきましてもご質問をお受けできません。 
 
お問合せ 
https://application.hirogaku-u.ac.jp/DEV/entry/contact/index/ 
よくある質問 

「高校教員承認署名欄」は
総合型選抜未来デザイン入試の
場合のみ表示されます。

●任意の角形2号封筒（240㎜×332㎜）を用意して出
願提出書類（各入試ページの出願提出書類を参照）
を入れてください。
●出願サイト『提出書類』のページより「宛先用紙（表・
裏）」をダウンロード、印刷し、必要事項を記入して
ください。
●角形2号封筒に「宛先用紙」をはがれないようにしっ
かり貼り付けてください。配送中に「宛先用紙」がは
がれると無効になりますので十分注意してください。
●速達簡易書留で郵送してください。
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マイページ画面（入学手続⇒入学手続者関係書類）

＜出願＞
ネット出願登録後、検定料納付支払期限は、出願登録日の翌々
日（締切日前日は翌日、締切日〈登録は12時迄〉は当日12時迄）
までに納付支払いを完了し、出願提出書類を出願登録締切日
消印有効で、本学入試広報センター宛に郵送してください。

※支払期限を過ぎた場合は、支払いができなくなり、申込み登
　録情報は無効となりますので、注意してください。
※入学検定料の他に、右表の通り事務手数料が必要です。

支払期限および手数料について

3月上旬に、出願用マイページに入学式の日時等に関するお知らせを公開します。

入学手続完了後

入学手続き説明書や手続きに必要な書類のダウン
ロードができます。「手続きはこちら」のボタンをク
リックする前に必ず確認してください。
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Adobe Acrobat Reader
https://get.adobe.com/jp/reader/
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