2018年度 社会人入学試験要項
■ 募集学科および募集人員

☆「2018年度 入学定員・募集人員」
（10ページ）
を参照のこと。

※ＡＯ入学2期・3期
（看護学科は除く）
においても社会人を各学科・専攻若干名受け入れます。

■出願資格
２０１８年４月１日現在満２４歳以上で、次のいずれかに該当すること。
（１）高等学校または中等教育学校を卒業した者。
（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者。
（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、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の
指定した者。
（４）文部科学大臣の指定した者および文部科学大臣の
行う高等学校卒業程度認定試験（または、大学入学
資格検定）
に合格した者。

（５）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。
（６）学校教育法施行規則第１５０条第７号の規定により
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると
本学が認めた者。

● 選抜方法：出願書類
（調査書等）
、志望理由書および本学で実施する面接試験の成績

を総合して、合格者を決定します。
● 出願期間：２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日（木）
〈窓口・郵送必着〉

［検定料振込期間］２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日
（木）最終日は１６時３０分まで
● 試験日時：２０１７年１０月１４日
（土）
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※面接の配点は１００点です。
※文学部現代英語学科では英語力も問います。
※生活科学部食物健康科学科では科学的基礎能力も問います。
※面接は個人面接とします。
※試験場は、午前８時３０分に開場となります。
● 合格発表：２０１７年１０月２１日
（土）
● 入学手続期間：２０１７年１０月２３日
（月）
〜１１月２日（木）
〈窓口・郵送必着〉

※１０月２５日
（水）窓口受付不可
学費延納制度はありません。

31

2018年度 帰国子女入学試験要項
■ 募集学科および募集人員

☆「2018年度 入学定員・募集人員」
（10ページ）
を参照のこと。

■出願資格
２０１８年４月１日現在満１８歳以上で、原則として日本国籍を有し、外国の学校に在学した者で、次のいずれかに
該当する者。
（１）海外において外国の中等教育課程に原則として２年
以上継続して在籍し、２０１８年３月までに通常の１２
年の学校教育課程を卒業見込みの者、または卒業
後１年未満の者。

（２）海外居住中に次のいずれかの資格を取得した者。
①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。
②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。
③フランス共和国において大学入学資格として認め
られているバカロレア資格。

● 選抜方法：成績証明書、志望理由書、本学で実施する面接試験の成績を総合して、

合格者を決定します。
● 出願期間：２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日（木）
〈窓口・郵送必着〉

［検定料振込期間］２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日
（木）最終日は１６時３０分まで
● 試験日時：２０１７年１０月１４日
（土）
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※面接の配点は１００点です。
※文学部現代英語学科では英語力も問います。
※生活科学部食物健康科学科では科学的基礎能力も問います。
※面接は個人面接とします。
※試験場は、午前８時３０分に開場となります。
● 合格発表：２０１７年１０月２１日
（土）
● 入学手続期間：２０１７年１０月２３日
（月）
〜１１月２日（木）
〈窓口・郵送必着〉

※１０月２５日
（水）窓口受付不可
学費延納制度はありません。
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2018年度 外国人留学生入学試験要項
■ 募集学科および募集人員

☆「2018年度 入学定員・募集人員」
（10ページ）
を参照のこと。

※生活科学部食物健康科学科と看護学部看護学科は実施しません。

■出願資格
※出願希望者は、入試広報部に 必ず事前にご相談 下さい。事前相談は、 2017年9月14日（木）までに終了する
必
要があります。
外国籍を有する者、かつ２０１８年４月１日現在満１８歳以上で、次の
（１）
または
（２）のいずれかに該当する者。
（２）次のいずれかの資格を取得した者。
（１）外国において通常の課程による１２年の学校教育を
修了し、その国において大学入学資格を有する者、
①スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロ
またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した
レア事務局が授与する国際バカロレア資格。
者。
②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。
③フランス共和国において大学入学資格として認め
られているバカロレア資格。

● 選抜方法：成績証明書、本学で実施する日本語による

筆記試験および面接試験の成績を総合して、
合格者を決定します。
● 出願期間：２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日（木）

〈窓口・郵送必着〉
［検定料振込期間］２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日
（木）
最終日は１６時３０分まで
● 試験日時：２０１７年１０月１４日
（土）
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※筆記試験の配点は１００点、面接の配点は１００点です。
※外国人で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（科目：日本語）」または財団法人日本国際教
育支援協会が実施する「日本語能力試験 Ｎ１（旧試験１
級）」を受験した者は、その結果によって筆記試験を免除
することもあります。
※面接において、文学部現代英語学科では英語力も問いま
す。
※面接は個人面接とします。
※試験場は、午前８時３０分に開場となります。
※昼食を用意してくることが望ましい。

● 合格発表：２０１７年１０月２１日
（土）
● 入学手続期間：２０１７年１０月２３日
（月）〜１１月２日
（木）

〈窓口・郵送必着〉
※１０月２５日
（水）窓口受付不可
● 学費延納期限：２０１８年３月２３日
（金）
〈窓口・郵送必着〉
● 入学時条件：
（１）
原則として、在留資格は「留学」を取

得しておくこと。
（２）入学に際しては、日本国内に居住し、
本人の学費と一身上に関する一切の責
任を負うことのできる確実な身元保証
人がいること。
● 入学手続時等に必要となる書類

（１）経費支弁書
（本学指定のもの）
（２）留学経費支弁に関する書類
（３）パスポートのコピー
（４）住民票の写し等
【入学後の提出となる】
※詳細については、入試広報部に問い合わせるか、８月下
旬公表予定の「学生募集要項」で確認して下さい。

33

2018年度 一般編入・転入・学士入学試験〈10月期・3月期〉要項
■ 募集学科および募集人員

☆「2018年度 入学定員・募集人員」
（10ページ）
を参照のこと。

※生活科学部食物健康科学科と看護学部看護学科は実施しません。

■出願資格
※出願希望者は、入試広報部に 必ず事前にご相談 下さい。事前相談は、10月期： 2017年9月14日
（木）／3月期：
2018年1月30日（火）までに終了する必要があります。卒業単位の関係で、修業年数が延期されることがあります
ので注意して下さい。
※編入合格者で、短期大学を卒業できなかった場合には、合格を取り消します。
※文学部現代英語学科および児童教育学科〈児童教育専攻〉の3年次編入・転入志望者を2年次合格とすることがあ
ります。

Ⅰ【３年次への編入・転入学】

次のいずれかに該当すること。
（１）編入希望学科と同系列の短期大学の学科を卒業
または２０１８年３月卒業見込みの者。
（２）編入希望学科と同系列の大学学科に２年以上在
籍し、相当数の単位を取得して退学した者。
（３）転入希望学科と同系列の大学学科の２年次以上
に在籍中で、相当数の単位の取得見込みがあり、
当該大学長から転学の承認を受けた者。
（４）編入希望学科と同系列の専修学校の専門課程の
うち、文部科学大臣の定める基準を満たして修了
した者および修了見込みの者。
（ただし、学校教育
法９０条に規定する大学入学資格を有する者に限る）
（５）その他、文部科学省の省令により、上記と同等
の資格があると認められる者。
〈註〉
希望学科と同系列の学科について
文化交流学科・経営学科にあっては、学科
（分野）
に制限はありません。
現代英語学科にあっては、英文科・英語科また
はこれと同種の学科。
児童教育学科児童教育専攻にあっては、初等教
育学科・幼児教育学科・保育学科またはこれと
同種の学科。
児童教育学科幼児保育専攻にあっては、保育士
の資格を取得可能な学科（出願時に保育士資格
取得済みの者、または、保育士資格取得に必要
な単位のうち３０単位以上取得した者・取得見込
みの者に限る）
。
心理福祉学科にあっては、社会福祉学科等「福
祉」関連の学科、心理学科、教養学科、人間関
係学科またはこれと同種の学科。
※心理福祉学科に編入・転入学し、社会福祉士国家
試験受験資格取得を希望する場合は、認定される

● 選抜方法：成績証明書および本学で実施する口述試験
● 出願期間：

の成績を総合して合格者を決定します。

１０月期 ２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月５日
（木）
〈窓口・郵送必着〉
３ 月期 ２０１８年２月７日
（水）
〜２月２２日
（木）
〈窓口・郵送必着〉
［検定料振込期間］
１０月期 ２０１７年９月２５日
（月）
〜１０月 ５ 日
（木）
最終日は１６時３０分まで
３ 月期 ２０１８年２月 ７ 日
（水）
〜 ２ 月２２日
（木）
最終日は１６時３０分まで
● 試験日時：１０月期 ２０１７年１０月１４日
（土）
３ 月期 ２０１８年 ３ 月 ２ 日（金）
〔いずれも本学会場のみ〕
９：３０
集
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９：５０〜
口述試験

※口述試験の配点は１００点です。
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単位や現在の本学カリキュラムとの関係で、必ず
しも２年間で資格を取得できるとは限りません。

Ⅱ【２年次への編入・転入学】

次のいずれかに該当すること。
（１）
短期大学卒業または２０１８年３月卒業見込みの者。
（２）
大学に１年以上在籍したことのある者で、相当
数の単位を取得した者。
（３）
大学に在籍中で、相当数の単位を取得
（見込みを
含む）し、当該大学長から転学の承認を受けた
者。
（４）
その他、文部科学省の省令により、上記と同等
の資格があると認められる者。
Ⅲ【学士入学】
次のいずれかに該当すること。
（１）
大学を卒業した者および２０１８年３月卒業見込み
の者。
（２）
大学評価・学位授与機構により学士の学位を授
与された者、または２０１８年３月末までに授与
される見込みの者
（３）
外国において学校教育における１６年以上の課程
（日本における通常の課程による学校教育期間を
含む）
を修了、かつ学士の学位を有する者、およ
び２０１８年３月末までに修了見込みで、かつ学位
を取得する見込みの者
〈註１〉児童教育学科幼児保育専攻にあっては、出
願時に保育士資格取得済みの者、または、
保育士資格取得に必要な単位のうち３０単位
以上取得した者に限る。
〈註２〉心理福祉学科に学士入学し、社会福祉士国
家試験受験資格取得を希望する場合は、認
定される単位や現在の本学カリキュラムと
の関係で、必ずしも２年間で資格を取得で
きるとは限りません。
※客観的知識量を問う質問並びに当該学科
（専攻）
領域への
関心度をはかる内容、さらに資料作成を求めることも含
まれます。
※文学部現代英語学科では英語力も問います。
※試験場は、午前８時３０分に開場となります。
※昼食を持参することが望ましい。

● 合格発表：１０月期 ２０１７年１０月２１日
（土）

３ 月期 ２０１８年 ３ 月９日（金）

● 入学手続期間：

１０月期 ２０１７年１０月２３日
（月）
〜１１月２日（木）
〈窓口・郵送必着〉
※１０月２５日（水）窓口受付不可
３ 月期 ２０１８年３月１２日（月）
〜３月２３日（金）
〈窓口・郵送必着〉
● 学費延納期限：
１０月期 ２０１８年３月２３日
（金）
〈窓口・郵送必着〉
３月期 学費延納制度はありません。

