
受験票・写真票

・ 受験票・写真票は願書受付後、順次発送します。ただし、一般選抜共通テスト利用前期（3教科）・（5教科）・一
般選抜共通テスト利用後期（2教科）は受験票のみの発送です。

・ 受験票・写真票の発送は、郵便事情、願書の処理状況等により、多少日数のかかる場合もあります。なお、
出願書類に不備、不足のある場合は、その事後処理が済むまで、受験票・写真票の発送は行いません。

・ 試験日の3日前になっても受験票・写真票が届かない場合は、氏名及び出願書類の発送日・発送郵便局名・引
受番号を明らかにして本学入試課へ問い合わせて下さい。

・受験票・写真票の記載事項を確認するとともに、注意事項を必ず読んで下さい。

試験日当日は、受験票・写真票見本の①の「受験番号」欄に記載されている、本学が指定した受験番号で受
験して下さい。

・ 学校推薦型選抜（一般公募）及び一般選抜後期・一般選抜共通テスト利用後期（2教科）に出願した場合、第一
志望の学科・専攻に付した受験番号（受験票・写真票見本　❶）が記載されています。

・ 学校推薦型選抜（一般公募）に出願した場合、受験票・写真票見本の❷の欄には、試験日当日の受験番号等を
含め、志望順にすべての「受験番号」「志望学部・学科・専攻」が記載されています。

・ 一般選抜後期及び一般選抜共通テスト利用後期（2教科）に出願した場合、受験票・写真票見本の❷の欄の記
載はありません。受験票の「選択」欄の下に「第一志望学部・学科・専攻」のみが記載されています。

・ 一般選抜前期A方式・M3方式・M2方式に出願した場合、各試験日の受験票には、学内志望順位の上位の学科・
専攻に付した受験番号（受験票・写真票見本　❶）が記載されています。なお、同一試験日に、一般選抜前期
M3方式と一般選抜前期M2方式に出願した場合は、一般選抜前期M3方式における、学内志望順位の上位の
学科・専攻に付した受験番号が記載されています。

・ 一般選抜共通テスト利用前期（3教科）・（5教科）に出願した場合、受験票・写真票見本の❶の「受験番号」欄に
は、受験番号は記載されていません。

・ 一般選抜前期A方式・M3方式・M2方式・共通テストプラス方式及び一般選抜共通テスト利用前期（3教科）・（5
教科）に出願した場合、受験票・写真票見本の❷の欄には、試験日当日の受験番号等を含め、出願している
すべての「受験番号」「試験区分」「志望学部・学科・専攻」が記載されています。

・ 試験日当日までに、写真票に顔写真を貼り付けておいて下さい。顔写真を貼付欄にのり付けし、その上か
ら保護シールを点線の枠内に貼り付け固定して下さい。顔写真については、以下の点に注意して下さい。

・最近3ヶ月以内に撮影した、正面上半身無帽のもの（4cm×3cm厳守）を使用して下さい。 
・ 前髪が目にかかっている、レンズに色の付いた眼鏡をかけている等、顔全体が鮮明に写っていないもの
は使用しないで下さい。

・写真票は受験票から切り離さず、試験日当日、必ず持参して下さい。

受験票・写真票の忘失

・ 受験票・写真票の未着、忘失の場合は、試験日当日、試験会場の係に申し出て、入試事務室で仮受験票・仮
写真票の発行を受けて下さい。

8. 受験にあたって
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【受験票・写真票見本：一般選抜前期Ｍ3方式・Ｍ2方式出願（試験日：2月2日）　一般選抜前期共通テストプラス方式出願】

2021年度

一般選抜前期M３方式

2021年 2月 2日

共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ方式 外国語学部 英米語学科 英米語専攻

共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ方式 現代国際学部 国際教養学科

共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ方式 外国語学部 英米語学科 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻

共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ方式 外国語学部 英米語学科 英語教育専攻

共通ﾃｽﾄﾌﾟﾗｽ方式 世界教養学部 国際日本学科

2021年度
一般選抜前期M３方式

2021年 2月 2日

＊注意  指示があるまで切り離さないで下さい。

※ 受験票に記載されている「インターネット等による合否案内」に関する注意は、一般選抜の
みの記載となります。
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本学試験会場

■試験会場案内図

試験会場案内図を
配付しますので必ず受け取って下さい。

■試験会場への交通機関
（1）試験会場への交通機関は、下図の案内の通りです。
交通案内図 付　近　図
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（2）専用バス
 ・ 試験日当日は、地下鉄東山線「上社」駅及び地下鉄鶴舞線「赤池」駅から本学専用バスを受験者用として下表
の通り運行します。（当日の専用バスは受験票を提示することにより、付添者を含め利用できます） 
ただし、途中乗車はできませんので、注意して下さい。

受験者用専用バス乗車場・時刻表  ※当日は係の指示に従って乗車して下さい。
・地下鉄東山線「上社」駅

N
至
名
古
屋

至
藤
が
丘

バスターミナル

県道名古屋・長久手線

ネッツトヨタ

上社交差点

1番乗車場●

上　社　駅

マクドナルド

北側バスターミナル1番乗車場

「上社」発車時刻
時 分
8 　20　　30　　40　　50
9 　00　　10　　20
10 　20　　30　　40　　50 （※）

11 　00　　10 （※）

※ 10時・11時台の専用バスは、一般選抜前期Ｍ3方式・Ｍ2
方式で運行します。

・地下鉄鶴舞線「赤池」駅

マクドナルド

N

3番出入口マクドナルド

ピ
ア
ゴ

オクスポート
三井住友銀行PP

名鉄バスロータリー

愛
知
銀
行

●
専
用
バ
ス
乗
車
場

赤
池
駅

１
番
出
入
口

1番出入口北西側

「赤池」発車時刻
時 分
8 　35
9 　00　　20
10 　10　　40 （※）

11 　10 （※）

※ 10時・11時台の専用バスは、一般選抜前期Ｍ3方式・Ｍ2 
方式で運行します。

（3）その他
 ・ 受験者数に応じて、時刻表の他に専用バスを増発する場合があります。 
（ただし、学校推薦型選抜・一般選抜前期A方式・一般選抜後期の試験日においては、最終は「上社」駅・「赤池」駅
とも9時20分です。一般選抜前期Ｍ3方式・Ｍ2方式の試験日においては、最終は「上社」駅・「赤池」駅とも11時10分
です）
 ・帰宅用の大学発「上社」駅行及び「赤池」駅行の専用バスの発車時刻・乗車場所は、試験日当日に連絡します。
 ・ 8時～11時台に付添者の帰宅用として、「上社」駅行及び「赤池」駅行専用バスは運行していませんので、注
意して下さい。
 ・ 試験日当日は、愛知高速鉄道（リニモ）東部丘陵線「長久手古戦場」駅から本学への名鉄シャトルバス（無料）
は運行されていますが、できる限り、本学専用バスを利用するようにして下さい。名鉄シャトルバスの運
行日程等については、本学ホームページで確認して下さい。
・受験者用駐車場は用意できませんので、必ず専用バスを利用して下さい。
・ 受験者送迎のための自家用車及びタクシーは学内に入構できません。待ち合わせは、学外（「上社」駅並び
に「赤池」駅等）で行って下さい。大学周辺の道路は駐停車禁止ですので、注意して下さい。

公共交通機関において、事故等により不通区間が生じる場合がありますので、必ず交通情報を確認する
とともに、時間に余裕をもって自宅等を出て下さい。
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地方試験会場

■試験会場及び試験会場案内図（一般選抜前期M3方式・M2方式）

駅
院
病
州
遠

秀英予備校 浜松校

り
通
ト
ク
ア

　セブン

バス

イレブン

ターミナル
浜松
アクトシティ

ホテルクラウン
　 パレス浜松

●浜松いわた信金

東　京  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
味覚糖UHA館　TKP 浜松町
カンファレンスセンター

東京都港区浜松町1-26-1

・JR浜松町駅下車、北口より徒歩5分
・東京モノレール浜松町駅下車、中央口より徒歩5分
・都営大江戸線「大門」駅下車、徒歩3分（B3出口）
・都営浅草線「大門」駅下車、徒歩2分（A2出口）

浜　松  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
秀英予備校　浜松校

静岡県浜松市中区板屋町512

・JR浜松駅下車、北口より徒歩10分

岐　阜  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
長良川国際会議場

岐阜県岐阜市長良福光2695-2

・ JR岐阜駅、11番バス乗場から岐阜バス「市内
ループ線 左回り」で「長良川国際会議場北口」
下車、徒歩2分
・ 名鉄名鉄岐阜駅、4番バス乗場から岐阜バス
「市内ループ線 左回り」で「長良川国際会議場
北口」下車、徒歩2分
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津  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
三重県勤労者福祉会館

三重県津市栄町1-891

・JR津駅下車、東口より徒歩10分
・近鉄津駅下車、東口より徒歩10分

金　沢  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
協同組合金沢問屋センター
金沢流通会館

石川県金沢市問屋町2-61

・ JR金沢駅西口、4番バス乗場から北陸鉄道バス
「70番粟崎三丁目行」で「問屋センター」下車、徒
歩1分
・ JR金沢駅西口、4番バス乗場から北陸鉄道バス
「70番内灘駅行」で「問屋センター」下車、徒歩1分
・ JR金沢駅西口、4番バス乗場から北陸鉄道バス
「70番コマツ金沢工場行」で「問屋センター」下
車、徒歩1分
・北陸鉄道三口駅下車、徒歩10分
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JR山陽新幹線
JR芸備線猿 猴 川

JR広島駅

JR山陽本線

大　阪  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
TWIN21
MIDタワー　4階　貸会議室

大阪府大阪市中央区城見2-1-61

・JR京橋駅下車、西口より徒歩5分
・京阪本線京橋駅下車、片町口より徒歩5分
・ 地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク」駅
下車、徒歩5分（4番出口）

広　島  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
ワークピア広島

広島県広島市南区金屋町1-17

・JR広島駅下車、南口より徒歩7分
・広島電鉄稲荷町駅下車、徒歩1分

福　岡  試験日　2月1日（月）2月2日（火）
天神ビル

福岡県福岡市中央区天神2-12-1

・地下鉄天神駅下車、徒歩1分
・西鉄福岡（天神）駅下車、徒歩3分
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試験会場の下見等

■本学試験会場
・ 前日は校舎内に立ち入ることはできません。試験室の位置の確認にとどめておいて下さい。 
ただし、2月1日・2日・3日は試験を実施しているため、16時40分まで入構できませんので注意して下さい。

・受験票を提示することにより、付添者を含め、専用バスを利用することができます。

■地方試験会場（一般選抜前期Ｍ3方式・Ｍ2方式）
・各試験会場とも、建物内の下見はできませんので注意して下さい。

・各試験会場とも、前日の問い合わせ等の入試事務室は開設しませんので注意して下さい。

・各試験会場とも、付添者控室は用意しません。

・各試験会場とも、医師等の配置は困難なため、心配な方は、本学試験会場で出願をして下さい。

・ 各試験会場とも、試験室等について特別な措置をとることはできません。特別な措置を希望される場合は、
本学試験会場で出願をして下さい。

・各試験会場に関する問い合わせ等（試験日当日を含む）はすべて本学入試課へ問い合わせて下さい。

試験会場への入退場

・本学試験会場は8時30分開場です。

・地方試験会場は9時00分より試験室に入室可能です。

・試験会場への入場の際には、受験票・写真票を係に提示して下さい。

・試験室には試験開始20分前までに入室して下さい。

・試験開始20分前には、受験者の出席確認、顔写真の照合を行いますので静粛に待機して下さい。

・遅刻は試験開始後30分まで認められます（英語リスニングを除く）。ただし、試験時間の延長は認められません。

・英語リスニングは試験開始時刻までに入室していない場合は受験することができません。

・試験時間途中の退場は原則として認めていません。

・休憩時間及び昼食時間には、できる限り、試験会場から出ないようにして下さい。

受験の注意

・受験票・写真票は必ず持参し、監督者が見やすいように、座席票の下に置いて下さい。

・解答には必ずHBまたはBの黒鉛筆を使用して下さい。

・試験室では試験問題の内容に関する質問には一切答えられません。

・試験室には時計がありませんので、各自用意して下さい。

・電卓、翻訳機、電子辞書、ウェアラブル端末等の電子機器類の試験室への持込みはできません。

・試験中の耳栓の使用は認められません。

・下敷や上履きは持参する必要はありません。

・試験会場内は禁煙です。

・ 試験中に用便や身体の具合が悪くなったときは、監督者に申し出て下さい。ただし、一時退出が認められ
ても、試験時間の延長は認められません。
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・ 試験日当日の天候の悪化、公共交通機関の事故等、不測の事態に備え、時間に余裕をもって試験会場へ向
かうようにして下さい。 
特に、新幹線等の利用による遠距離からの受験者はあらかじめ宿泊場所を決めておく等して下さい。

試験日当日、最寄駅、試験会場付近で、合否結果を知らせると称して料金を要求する者等がいても、本
学とはまったく関係ありませんので注意して下さい。

食 堂

・ 本学試験会場では、試験日当日、食堂は営業しませんので、昼食を持参して下さい。

・地方試験会場では、食堂等の有無については、わかりかねますので、昼食を持参して下さい。

受験者用宿泊案内　（本学試験会場用）

・ 受験のため、ホテル・旅館等を利用する場合は、下記に各自直接、問い合わせて下さい。 
その際、本学受験者であることを告げ、地下鉄東山線の各駅に近い宿泊先を予約すると便利です。

問い合わせ先

■名鉄観光サービス（株）名古屋教育旅行支店（担当：山田・神農）
・Ｔ Ｅ Ｌ　052－561－6681
・Ｆ Ａ Ｘ　052－561－6680
・E -ma i l　nagoya.kyouiku@mwt.co.jp
・営業時間　10：00～ 16：00（土・日・祝日定休）
・住　　所　〒450－0002 名古屋市中村区名駅4－24－8 いちご名古屋ビル2F

シングル　バス・トイレ付 ツイン　バス・トイレ付
平日・休日 休前日 平日・休日 休前日

名古屋駅付近 8,200円～ 12,000円～ 8,500円～ 10,000円～
伏 見 駅 付 近 8,600円～ 10,000円～ 6,900円～  8,400円～
栄 駅 付 近 8,600円～ 11,000円～ 8,100円～ 10,000円～
千 種 駅 付 近 8,600円～ 10,000円～ 6,800円～  8,000円～

※上記料金は、1人分の1泊食事なし料金、サービス料・税込。
※1泊朝食付き料金は上記連絡先へお問い合わせ下さい。
※宿泊日により金額が変動する場合があります。
※お申し込みは、原則としてFAXまたはE-mailにて受付を致します。宿泊日の10日前までにお申し込み下さい。
※ お申し込みの際は、宿泊者の氏名（フリガナ）・宿泊日・試験日・電話番号・FAX番号（FAXで申し込む場合）・
パソコン用アドレス（E-mailで申し込む場合）・郵便番号・住所・宿泊人数・希望条件（宿泊地区・料金・食事条
件・部屋タイプ等）を明記して下さい。
※お申し込みの後、回答書をもって申込完了・入金手続となります。
※予約状況によっては、ご希望にそいかねる場合がありますのでご了承下さい。
※その他不明な点につきましては、お問い合わせ下さい。
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