3．試験日程について（試験・合格発表・入学手続）
試験日・試験日日程等
【総合型選抜Ⅰ

英語等有資格型】

■試験日
2022年 9月24日（土）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時30分
11時30分〜12時20分
12時20分〜12時30分
●12時30分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査の遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の13時00分まで認められます。

【総合型選抜Ⅱ

国際社会志向型】

■試験日
2022年 9月25日（日）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時30分
11時30分〜12時20分
12時20分〜12時30分
●12時30分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査の遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の13時00分まで認められます。

【総合型選抜Ⅲ

世界人材志向型】

■試験日
2022年10月 1日（土）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時00分
11時00分〜11時50分
11時50分〜12時00分
●12時00分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査の遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の12時30分まで認められます。
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【総合型選抜Ⅲ

グローバル・フランス人材志向型】

■試験日
2022年10月 2日（日）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時10分
11時10分〜11時25分
11時25分〜11時40分
●11時40分〜12時10分
12時10分〜13時00分
13時00分〜13時10分
●13時10分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査Ⅰ
休憩
諸連絡
適性検査Ⅱ
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査Ⅰの遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・適性検査Ⅱの遅刻は、15分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の13時40分まで認められます。

【総合型選抜Ⅲ

アジア事情探究型】

■試験日
2022年10月 2日（日）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時00分
11時00分〜11時50分
11時50分〜12時00分
●12時00分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査の遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の12時30分まで認められます。

【総合型選抜Ⅲ

発信コミュニケーション型】

■試験日
2022年10月 2日（日）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時00分
11時00分〜11時15分
11時15分〜11時30分
●11時30分〜12時00分
12時00分〜12時50分
12時50分〜13時00分
●13時00分〜

試験室入室
諸連絡
適性検査Ⅰ
休憩
諸連絡
適性検査Ⅱ
昼食
面接等についての諸連絡
面接

・適性検査Ⅰの遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・適性検査Ⅱの遅刻は、15分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の13時30分まで認められます。
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【総合型選抜Ⅲ

専門学科・総合学科卒業生選抜】

■体験授業日
2022年 9月17日（土）

■体験授業日日程
12時15分〜12時45分
12時45分〜13時00分
●13時00分〜14時00分
14時00分〜14時10分
●14時10分〜15時10分
15時10分〜15時20分
●15時20分〜16時20分
16時20分〜16時30分

体験授業教室入室
諸連絡
体験授業①
休憩
体験授業②
休憩
体験授業③
諸連絡

・遅刻は認めていません。

■試験日
2022年10月16日
（日）

■試験日日程
＜第1グループ＞
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜
＜第3グループ＞
〜11時45分
11時45分〜12時00分
●12時00分〜

試験室入室
諸連絡
面接・課題発表

＜第2グループ＞
〜10時45分
10時45分〜11時00分
●11時00分〜

試験室入室
諸連絡
面接・課題発表

試験室入室
諸連絡
面接・課題発表

＜第4グループ＞
〜12時45分
12時45分〜13時00分
●13時00分〜

試験室入室
諸連絡
面接・課題発表

・受験番号により、グループを分けて、時間差で試験室に入室・集合をし、面接・課題発表を開始します。
・面接・課題発表の遅刻は、各グループの面接・課題発表の開始後、30分まで認められます。

【海外帰国生徒特別選抜】
■試験日
2022年10月16日
（日）

■試験日日程
8時30分〜 9時45分
9時45分〜10時00分
●10時00分〜11時00分
11時00分〜11時45分
11時45分〜12時00分
●12時00分〜13時10分
13時10分〜13時20分
●13時20分〜

試験室入室
諸連絡
小論文
昼食
諸連絡
外国語
面接等についての諸連絡
面接

・外国語・小論文の遅刻は、30分以内であれば受験可能です。
・面接の遅刻は、開始30分後の13時50分まで認められます。

46

合格発表日および発表方法
試

験

区

分

合格発表日

総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型
総合型選抜Ⅲ 世界人材志向型
総合型選抜Ⅲ グローバル・フランス人材志向型
総合型選抜Ⅲ アジア事情探究型
総合型選抜Ⅲ 発信コミュニケーション型
総合型選抜Ⅲ 専門学科・総合学科卒業生選抜
海外帰国生徒特別選抜

2022年11月 1日
（火）

・上記の合格発表日に、受験者全員に選抜結果を速達・簡易書留で発送します。
・合格発表日を2 〜 3日経過しても選抜結果が届かない場合は、近くの郵便局または本学入試課まで問い合わ
せて下さい。
・大学での選抜結果の直接交付ならびに学内での掲示による発表は行いません。

入学手続書類の送付
・入学手続書類は選抜結果に同封します。

入学手続方法
・2023年度入学者の入学手続時納付金については、合格者に送付する「入学手続にあたって」で連絡をします。

■第1次入学手続時納付金（2022年度入学者実績）
入学金

200,000 円

■第2次入学手続時納付金（2022年度入学者実績）
授 業 料
教育充実費
演 習 費

382,500円
（第1年次1期分）
190,000円
（第1年次1期分）
25,000円（第1年次1期分）

合

597,500 円

計

■入学手続締切日
試

験

区

分

総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型
総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型
総合型選抜Ⅲ 世界人材志向型
総合型選抜Ⅲ グローバル・フランス人材志向型
総合型選抜Ⅲ アジア事情探究型
総合型選抜Ⅲ 発信コミュニケーション型
総合型選抜Ⅲ 専門学科・総合学科卒業生選抜
海外帰国生徒特別選抜
※

入学手続締切日
第1 次

第2次

2022年11月 9日
（水）

2023年 1月25日（水）

締切日納付金振込有効
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・入学手続については、第1次入学手続締切日までに入学金を、第2次入学手続締切日までに第1年次1期分の
授業料、教育充実費および演習費を納付する二段階手続です。
・総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型の場合、専願制のため、第一志望学科・専攻の合格者は、必ず、入学手続を
行って下さい。なお、第二志望以降の学科・専攻の合格者は、その限りではありません。
・入学手続期間経過後の入学手続は一切認めません。
・入学手続方法については、合格者に送付する「入学手続にあたって」に従って下さい。
・入学手続は納付金の銀行等金融機関（ゆうちょ銀行不可）における振込をもって手続完了とします。
・大学での現金ならびに為替等の直接受付は行いません。現金自動預支払機（ATM）は利用しないで下さい。

入学辞退に伴う納付金一部返還（入学手続完了者のみ）
■納付金返還申出期日
2023年 3月31日
（金） 17時まで
・期間内に電話で入学辞退を申し出た場合に限り、入学手続時に振込まれた納付金の内、入学金を除いた学費（授
業料・教育充実費・演習費）
を返還します。なお、返還申出期日経過後は、いかなる理由があっても返還しません。
・総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型の場合、専願制のため、第一志望学科・専攻の合格者は、入学辞退は認めら
れません。ただし、第二志望以降の学科・専攻の合格者は、入学辞退に伴う納付金の一部返還は認められます。
・納付金の返還は入学手続完了者に限ります。（第1次入学手続のみ手続した方は該当しません。）
・入学辞退に伴う納付金一部返還については、合格者に送付する「入学手続にあたって」に従って下さい。

入学手続時納付金の移行措置
・学内併願した場合、合格発表日（追加合格を含む）の関係で、先に第2次入学手続まで完了した学科・専攻へ
の入学を辞退し、他の学科・専攻へ入学する場合は、既に納付を完了した入学手続時納付金を入学する学科・
専攻へ移行することができます。
・総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型の場合、専願制のため、第一志望学科・専攻の合格者は、入学手続時納付金
の移行措置は認められません。ただし、第二志望以降の学科・専攻の合格者は、入学手続時納付金の移行措
置は認められます。
・入学手続時納付金の移行措置については、合格者に送付する「入学手続にあたって」に従って下さい。

入学前教育
・総合型選抜Ⅰ 英語等有資格型、総合型選抜Ⅱ 国際社会志向型、総合型選抜Ⅲ 世界人材志向型、総合
型選抜Ⅲ グローバル・フランス人材志向型、総合型選抜Ⅲ アジア事情探究型、総合型選抜Ⅲ 発信コミュ
ニケーション型、総合型選抜Ⅲ 専門学科・総合学科卒業生選抜、海外帰国生徒特別選抜で、入学手続を行っ
た入学予定者を対象に、入学前教育を実施します。詳細については、各学科・専攻からの案内で確認して下
さい。
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