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Ａ私費外国人留学生
入学試験要項

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、記載されている選抜方法とは
異なる方法で選抜を実施することがあります。その際は本学Webサイトの「入試情報」
にて対応を発表します。
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/

出願には入学試験要項（紙製の冊子）の取り寄せが必要です。
出願の前に、余裕をもって本学Webサイトの「資料請求」のページから請求手続きをしてください。 
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■受験生の個人情報の取扱いについて

明治学院大学では、出願時に取得した個人情報は、法令および「学校法人明治学院個人情報保護方針」にそっ
て厳重に管理します。
出願を受け付けてから、合格者を確定するまでに得た個人情報は、入学試験、合格発表および本学学生とし
ての学籍作成作業に使用するとともに、本学が必要と判断する入試情報作成のために使用します。また、本
学への入学者の情報については、入学前教育、入学後の学籍管理、学習指導、学生支援関係業務、本学教育
計画作成の資料として使用します。
なお、出願後並びに入学後の作業および入試情報として扱うデータの作成は外部業者に委託する場合があり
ますが、委託した業務内容を超える個人情報の利用は認めていません。
取扱いの詳細は、Web サイトを参照してください。
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/pdf/privacy.pdf

この入学試験要項は入学まで使用します

明治学院大学の建学の精神・教育理念・教育目標

伝統を受け継ぎ未来へ
　明治学院大学は、幕末に来日したヘボン博士が文久三年
（1863 年）に開設した英学塾が起源になっています。ヘボン
博士はヘボン式ローマ字の考案者として有名ですが、医者で
あると同時にキリスト教の宣教師でもありました。異国の地
で医療活動や布教活動を行い、日本の近代化に大きな功績が
あったとされています。博士が編纂した本邦初の和英辞典『和
英語林集成』は、その後西洋と日本の文化を繋ぐ架け橋にな
りました。明治学院大学は、創設者ヘボン博士の活動に見ら
れる「キリスト教精神」「国際的な視野」「ボランティア精神」
を今でもとても大切にしています。英学塾から出発した明治
学院大学は現在、6学部 16 学科、大学院も 7研究科 12 専攻
を持つ、人文科学系総合大学になりました。
　大学には、それぞれその大学の個性があります。明治学院
大学の場合、“Do…for…Others（他者への貢献）”がそれにあた
ります。私たちは、この精神を身につけて社会で活躍してく
れる人材を世に送り出そうと考え、創設者の精神を三つの
キーワード《…Global…Mind,… Volunteer… Spirits,… Career…De-
sign》に集約しています。皆さんには、こうした明治学院大

建学の精神・教育理念
　明治学院大学は「キリスト教による人格教育」を建学の精
神とし、創設者ヘボンが生涯貫いた精神“Do…for…Others（他
者への貢献）”を教育理念に掲げています。
　“Do…for…others…what…you…want…them…to…do…for…you.”
　「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも
人にしなさい」（新共同訳「マタイによる福音書」7章 12 節）。
　横浜開港と同時に来日したアメリカ人宣教医師 J.C.…ヘボ
ンは、人々に医療を施し、“ヘボン式ローマ字”を考案、和英・
英和辞書『和英語林集成』を編纂して、聖書の日本語訳を完
成させました。また、明治学院の淵源となる「ヘボン塾」を
1863 年に妻クララと共に開設し、幕末維新の日本に近代教
育の礎を築きました。
　キリスト教による人格教育という建学の精神と、“Do… for…
Others”という教育理念を大切にして社会に貢献していく。
それが、明治学院大学です。

5 つの教育目標
　建学の精神・教育理念に基づき、学生の皆さんに身につけ
ていただきたい、5つの教育目標を定めています。
1．他者を理解する力を身につける。
2．分析力と構想力を身につける。
3．コミュニケーション力を身につける。
4．キャリアをデザインする力を身につける。
5．共生社会の担い手となる力を身につける。
　皆さんが大学で学ぶ各学部学科の、人材養成上の目的・教
育目標、卒業の認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・
ポリシー）、教育課程の編成および実施に関する方針（カリ
キュラム・ポリシー）、そして各授業科目は、この建学の精神、
教育理念、5つの教育目標のもとに設計され、提供されてい
ます。
　明治学院大学での学修を終えた時、皆さんがこの 5…つの
力を身につけた自信を持つことができるよう、そしてその力
を使って社会で活躍できるよう、大学では正課カリキュラム
に加え、グローバルマインドを育む国際交流、ボランティア
スピリッツを身につける活動、自立へとつながるキャリアデ
ザインなど、様々な形で学習や経験のできる機会を提供して
います。

学の特徴に共感を持って学んでいってほしいと願っています。
　大学に入ると、これまで人間が営々と積み上げてきた学問
の広さや壮大さに、圧倒されるような思いを持つことでしょ
う。大学は人類の知識を次の世代に伝えていく場所でもある
のです。大学時代は、皆さんがこの広大な学問分野の中から
「自分が社会で活躍していくための足掛かり」を探し当てる
期間でもあります。大学では、どんな分野のどんな科目を勉
強するのか、自由度が飛躍的に増して学生自らが選べるよう
になっていきます。大学に入ったら、ぜひ新しい分野に挑戦
してみてください。一つ新しいことを知るとその先が知りた
くなり、そのためにまた必要な勉強をするという《知の連鎖》
に入っていけば、皆さんの大学生活は非常に豊かなものにな
ることでしょう。そして留学体験や課外活動など、人の輪を
広げることにも積極的に参加してみてください。
　皆さんが明治学院のキャンパスで学び、豊かな教養とバラ
ンスの取れた人格を身につけて、国の内外で活躍していかれ
ることを願っています。
… 学長　村田　玲音
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法学部法律学科
1.… 社会貢献意欲のある人材
　…明治学院大学の“Do… for…Others（他者への貢献）”という教育理念のもと、法律学科では、身につけた「リーガルマインド」、す
なわち正義・公平の感覚、論理的思考力、他者を思いやる力などを発揮し、現代社会の諸問題に対し、多角的な視点から理解・
分析してその解決に寄与することを通じ、あらゆる場面で社会貢献することができる市民の養成を教育目標としている。そのた
め、法律学科では、社会と積極的にかかわり、自ら解決策を探ろうとする、社会貢献意欲のある受験生を歓迎する。

2.… 自ら考え、判断し、積極的に取り組む人材
　…価値観が多様化し、変化の激しい現代社会では、さまざまな主張や要素を考慮して判断できるバランス感覚や、自分の考えを
論理的に主張できる能力を備えた人材が求められている。法律学科では、その前提として、受験生に、普段から物事を自分の
頭で考えて行動すること、また常識的な判断ができることを求める。

3.… 目的意識をもった人材
　…法律学は古い歴史を有しており、判例・学説の積み重ねにより、現在の法律・法律学が存在している。他方で、社会の変化に
ともない、法律学には常に、それまで想定していなかった新たな問題への対応が求められる。法は社会のルールであり、幅広
い分野に及ぶ。そこで、法律学科では、法律を学ぼうとする受験生に、社会問題と向き合い、フレッシュな感覚で問題を解決
しようとする意志を有していることを期待する。

法学部消費情報環境法学科
1.… 現代社会の法律問題を理解してこれに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得す
べき基礎的な能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”を理解し、周囲の人間や環境への配慮および消費者保護の視点に共
感するとともに、現代社会に生起する様々な問題に関心を持ち、これらの視点に立って真摯に現代社会の問題を学ぼうとする
意欲を持っている。

3.… 新しい問題に臆することなく取り組み、消費者問題や環境問題などの現代社会の問題解決に主体的に貢献しようとする強い意
欲を持っている。

法学部グローバル法学科
1.… 知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎的な能力を身につけている。
2.… 急速にグローバル化する政治・経済・文化状況に関心をもち、「1…柔軟な異文化理解力」と「2…実践的なコミュニケーション能力」
に裏付けられた「3…法的な解決能力」を身につけた上で、「世界市民」として国境を越えて活躍しようとする高い志をもっている。

3.… 英語に対する強い関心と潜在的な能力をもっている。

法学部政治学科
1.…“Do…for…Others（他者への貢献）”という教育理念を理解し、実践する知性を持っている人材。すなわち、知識・技能、思考力・
判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎的な能力を身につけている人材

2.…「教養ある政治的市民」の育成という政治学科の教育理念に共感し、在学中も卒業後も品位ある市民社会の一員として、積極
的に社会とのかかわりを志向する人材。つまり、国の内外を問わず、また事の大小を問わず、世の中の動きに対して常に新鮮
な問題関心をもって取り組むことができる意欲がある人材

3.…「教養ある政治的市民」として正論を述べる勇気と他者の境遇への想像力をもつ人間が、今後の日本社会をより良い方向へと
導くという希望を共有している人材

国際学部国際学科
1.… 国際学科における教育課程に取り組む前提として、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべ
き基礎的な能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”を理解・共感し、現代社会に生起する様々な問題に関心をもち、国
際学の主体的な学びを通して共生社会の担い手となる意欲をもっている。

3.… 国際学科では、とくに次の特性を持つ学生を積極的に受け入れる。
①国際学の学びに取り組む上で必要な人間と社会に対する関心と探究心に富む人
②国際学科での学びに取り組む上で必要な学習能力と自分の考えや意見を明確に表現する能力が期待できる人
③グローバルな社会で自分の将来を生かすため、他者・他国の人々の考えや行動を理解し、ともに考え、働くことに喜びを見
出せる人

心理学部心理学科
1.… 心理学科における教育課程に取り組む前提として、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべ
き基礎的な能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”を理解・共感し、現代社会に生起する様々な問題に関心をもち、心
理学の主体的な学びを通して共生社会の担い手となる意欲をもっている。

3.… 心理学部の教育理念「こころを探り、人を支える」の意義を理解しこころを科学的に探求する意欲をもっている。
4.… より良い人間関係と、より良い社会を創ることに興味・関心をもっている。

文学部芸術学科
1.… 芸術学科の学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力および文章読解力・表現力等において、高等学校等で修得すべ
き基礎的な能力を身につけている。

2.… 芸術・文化への強い関心をもち、それらを理解したいという意欲や、新たな文化やより豊かな社会の可能性を切り開こうとす
る意欲をもっている。

3.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”を理解・共感し、現代社会に生起する様々な問題に関心をもち、芸
術学科における主体的な学びを通して共生社会の担い手となる意欲をもっている。

経済学部経済学科
1.… 経済学科における学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎的な
能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do…for…Others（他者への貢献）”および経済学科の教育方針や教育目標、また経済問題を始め、現在・
過去の様々な問題に興味と関心を持ち、経済学分野を主体的に探求する意欲をもっている。

3.… 演習・実習に積極的に参加し、人とのコミュニケーションを大切にする人

経済学部経営学科
1.… 経済学部経営学科における学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で習得すべき
基礎的な能力を身につけていること。

2.… 経済問題をはじめ、現在、過去のさまざまな問題に関心をもち、それらを主体的に探求する意欲がある。
3.… 経営学分野の主体的な学びを通して身につけた知識・技能・思考力・判断力・表現力を用いて、人とのコミュニケーションを
大切にし、本学の教育理念である“Do…for…Others（他者への貢献）”を実践する意欲をもっている。

経済学部国際経営学科
1.… 国際経営学科における学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎
的な能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”および国際経営学科の教育方針や教育目標、また経済問題および企
業を取り巻く諸問題に興味と関心を持ち、異なる価値観および文化的背景を理解できるとともに、国際経営学分野の主体的な
学びを通して共生社会の担い手となる意欲をもっている。

社会学部社会学科
1.… 社会学科における学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎的な
能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”および社会学科の教育方針や教育目標に興味と関心を持ち、社会学
の主体的な学びを通して共生社会の担い手となる意欲をもっている。

3.… 論理的・批判的考察の資質を有し、社会を反省的に見て、自ら課題を発見する力を磨く意欲をもつ。

社会学部社会福祉学科
1.… 社会福祉学科における学びに取り組む上で、知識・技能、思考力・判断力・表現力等において、高等学校等で修得すべき基礎
的な能力を身につけている。

2.… 本学の教育理念である“Do… for…Others（他者への貢献）”および現代社会に生起する様々な問題に関心を持ち、社会福祉学の
理論と実践への主体的な学びを通して、共生社会の担い手となる意欲をもっている。

3.… 社会福祉学科の求める学生の資質をいくつか挙げるならば、次のとおりである。
・物事を多面的かつ論理的に考察することができる。
・多様な社会問題に深い関心を持ち、その解決のための自由な発想力と社会に積極的に貢献する意欲を有している。
・積極的に他者と関わり、実践を通した学びを深めようとする態度を有している。

入学者受入れの方針（アドミッションポリシー）
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国際学部国際キャリア学科では、自己推薦AO入学試験で私費外国人留学生の受入れをしています。
詳細は本学Web サイトの「入試情報」→「入試制度・日程」→「国際キャリア学科AO（A）/編入学」をご覧く
ださい。
Global…&…Transcultural…Studies（GTS）accepts…privately…financed…international…students…through…AO…exam.
The…details…are…available…on…our…Web…site.

出願の流れ

1 募集学科、試験科目、出願資格、出願書類の確認・準備 p.6〜13
・学科によって異なりますので、ご自身が出願する学科の内容をよく確認してください
・学校や各種団体から取り寄せる必要がある書類は、特に時間に余裕をもって準備してください
　取り寄せ先からの郵送遅延等により間に合わない場合でも、出願締切延長の措置は行いません

5 受験票の確認
2022 年 11 月 18 日（金）に本学から速達で発送しますので、手元に届き次第、中身を確認してください（※1）

【注意】 …出願時に志願票Ⓐに記入した内容と異なる場合は、入学インフォメーション（裏表紙参照）にご連絡ください
　　　 なお、コンピュータ処理の関係上、略字やカタカナで表記することがあります

6 試験当日 p.17〜18
2022 年 11 月 26 日（土） 白金キャンパス
必ず受験票を持参し、本学の白金キャンパスに来校して試験を受けてください

7 合格発表 p.19
2023 年 1 月 13 日（金） Web 合否照会サイトで発表
合格者には「合格通知・入学手続案内」を速達で発送しますので、手元に届き次第、中身を確認してください（※1）

8 入学手続 p.20
2023 年 1 月 20 日（金） 締切
入学手続方法の詳細は、合格者へ郵送される「入学手続案内」をご覧ください

2 第一次出願 p.14〜16
①入学検定料 20,000 円を納入してください
　2022 年 9 月 23 日（金）〜9月 30 日（金）

②出願書類を簡易書留・速達で郵送してください
　2022 年 9 月 26 日（月）〜9月 30 日（金）　消印有効

3 第一次選考結果通知
2022 年 10 月 26 日（水）に簡易書留・速達で発送します
ので、手元に届き次第、中身を確認してください（※1）

4 第二次出願（第一次選考通過者のみ）

第一次選考結果通知に同封の文書「第二次出願について」
に記載された方法に従い、

①入学検定料 15,000 円を納入してください
　2022 年 10 月 27 日（木）〜11 月 2 日（水）

②書類を簡易書留・速達で郵送してください
　2022 年 10 月 27 日（木）〜11 月 2 日（水）　消印有効

2 出願 p.14〜16
①入学検定料 35,000 円を納入してください
　2022 年 9 月 23 日（金）〜10 月 27 日（木）

②出願書類を簡易書留・速達で郵送してください
　2022 年 10 月 20 日（木）〜10 月 27 日（木）　消印有効

芸術・経済・経営・国際学科 国際経営・社会・社会福祉・法律・消費情報環境法
グローバル法・政治・心理学科

（※ 1）発送日から 3日経っても届かない場合は、入学インフォメーション（裏表紙参照）までお問い合わせください

募集学部・学科・募集人員・試験科目

学　部 学　　科 選抜方法（※1） 募集人員 試験科目 試験時間割

文 芸術 二段階選抜 若干名
①小論文（※2）
②英語
③面接

① 10：00〜11：00
② 12：00〜13：10
③ 15：00〜

経済

経済 二段階選抜 若干名 ①面接 ① 10：00〜

経営 二段階選抜 若干名 ①面接 ① 10：00〜

国際経営 若干名 ①面接 ① 10：00〜

社会

社会 若干名 ①面接 ① 10：00〜

社会福祉 若干名 ①小論文（※2）
②面接

① 10：00〜11：00
② 13：00〜

法

法律 若干名 ①面接 ① 10：00〜

消費情報環境法 若干名 ①面接 ① 10：00〜

グローバル法 若干名 ①面接 ① 10：00〜

政治 若干名 ①面接 ① 10：00〜

国際 国際 二段階選抜 約 10 名 ①小論文（※2）
②面接

① 10：00〜11：00
② 13：00〜

心理 心理 若干名 ①小論文（※2）
②面接

① 10：00〜11：00
② 13：00〜

（※ 1）…選抜方法が「二段階選抜」の学科は、第一次選考（書類審査）通過者が、第二次選考を受けることができます。
… 第一次選考通過者が第二次選考を受けるためには、第二次出願の手続が必要です。詳細は p.14 をご覧ください。
（※ 2）…小論文は日本語で実施します。
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出願資格
下記のすべてに該当する者
1．日本国籍を有しない者かつ、2023 年 4 月 1 日現在で満 18 歳以上の者
… （日本とそれ以外の二重国籍を持つ方も出願できません）

2．出願時に在留資格を保有しており、かつ日本国内に居住している者

3．外国において、その国の教育制度に基づく 12 年以上の学校教育を修了した者
　　…ただし、日本国内の学校に在籍したことがある者は、以下のとおりとする。
・日本の中学校、高等学校（日本にある外国人学校を含む）の在籍期間が通算3年以内の場合は出願を認める。
・…日本の高等学校（日本にある外国人学校を含む）を卒業した者は、在籍期間にかかわらず出願を認めない。

　　各国の制度上教育課程が 12 年に満たない場合は、以下のいずれかで出願資格を満たすものとする。
　　ａ．文部科学大臣の指定する準備教育課程を修了した者（見込含む）
　　ｂ．本学の個別の入学資格審査を受け、入学資格ありと判断された者
　　　　個別の入学資格審査の詳細は本学Web サイト（以下リンク）を参照してください。
　　　　https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/qualification/

4 ．…2022 年 6 月 19 日（日）または 2022 年 11 月 13 日（日）実施の「日本留学試験」のうち、各学科が指定する下記
の科目を日本語で受験する者

「日本留学試験」については下記までお問い合わせください。
〒 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-6-26 HI 横浜ビル 7 階　日本留学試験受付センター
TEL 0570-55-0585　E-mail eju@sdcj.co.jp
日本学生支援機構 Web サイト　https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/index.html

5 ．…心理学科に出願する場合、出願締切日より 2年以内に受験したTOEFL…iBT®またはTOEFL…iBT®…Home…
Edition（ITP・PBTは不可）の試験結果において、Test…Date スコアが 42 点以上の者…

■国際学科に出願する場合

国際学科で学習を進めるにあたって、英語を読む・書く・聴く・話す力が不可欠となります。
入学後に英語学習を始める場合は、かなりの努力が必要となります。

芸術学科

経済・経営
国際経営・心理学科

社会・社会福祉・国際学科

法律・消費情報環境法
グローバル法・政治学科

日本語

日本語 総合科目
数学

（コース 1 ）

日本語 総合科目

計 3科目

計 2科目

計 1科目

計 2科目日本語 総合科目  または
数学

（コース 1 ）

▶

▶

▶

▶

▶

+

+

+

+

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶ ▶

出願書類（1/2）

下記①〜⑦は、全員が提出してください

①志願票
　（本学所定用紙）

・この入学試験要項に付属の「志願票」を、p.10〜12 を参考に記入してください。
・氏名のアルファベット表記は、次ページ「⑧日本留学試験の書類」に揃えてください。

②写真 2 枚

・p.11 の注意事項をよく読み、同じ写真を 2 枚用意してください。
・ 2 枚の写真の裏面にカナ氏名を記入し、上記「①志願票」に 2 箇所ある「写真」欄に 1 枚ずつ貼

り付けてください。
・この写真は、試験時の本人確認および、卒業まで使用する学生証に使用します。
　写真で本人確認ができない場合は試験を受けられませんので、決して加工しないでください。

③エントリーシート
　（本学所定用紙） ・この入学試験要項の巻末から「様式 1」を切り取り、記入してください。

④ 出身高等学校の
　卒業証明書（原本）

・卒業後に発行された「卒業証明書」および「成績証明書」の原本を提出してください。
・ 「卒業証明書」と「成績証明書」が一つの証明書にまとめられている場合は、合計 1 通を提出し

てください。
・ 原本が 1 部しかない等の理由から原本が提出できない場合は、下記《証明書の原本が提出できな

い場合について》をご覧ください。
・ 日本語・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語あるいは英語の訳を必ず添付してくだ

さい。志願者本人の訳でも可とします。成績表など表形式になっているものも同様です。
・準備教育課程修了（見込）者は、その証明書も一緒に提出してください。
・ 最終出身学校が大学等の場合は、その証明書も一緒に提出してください。

⑤ 出身高等学校の
　成績証明書（原本）

⑥ 在留カードの
　表裏両面コピー
　または
　住民票（原本）

・ この入学試験の試験日である 2022 年 11 月 26 日（土）までの在留期間が証明されているものを提
出してください。

・ 在留期間更新許可申請中の場合は、在留カードに「申請中」の記載があるもの、もしくは申請中
であることが分かる書類を提出してください。

・特別永住者は「特別永住者証明書」の表裏両面コピーを提出してください。
・ コピーを提出する場合は、すべての記載内容がはっきりと印刷されていることを確認してから提

出してください。

⑦志望理由書
　（本学所定用紙） ・この入学試験要項の巻末から「様式 2」を切り取り、1000 字程度の日本語で記入してください。

《証明書の原本が提出できない場合について》
　原本が 1 部しかない等の理由から原本が提出できない場合は、以下のいずれかの方法でご対応ください。

　⑴Certified true copy を提出する
Certified true copy とは、原本からの正しい複製であることを出身学校や大使館および日本国内の公証役場等の公的機関
によって証明されたコピーのことを指します。日本語学校は、公的機関とは認められません。

　⑵明治学院大学を訪問し、原本証明の手続きを行う
以下の期間に、明治学院大学 白金キャンパスの入学インフォメーションへ「証明書の原本」と「パスポートまたは在留
カード」を持参してください。本学が原本証明をしたコピーをその場で交付しますので、出願の際にご提出ください。

芸術・経済・経営・国際学科 2022 年 9 月 26 日（月）〜 9 月 29 日（木）

上記以外の学科 2022 年 10 月 20 日（木）〜10 月 26 日（水）
【受付時間】平日 9：00〜16：00、土曜日 9：00〜12：00（日曜、祝日は閉室）

次のページに続きます
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出願書類（2/2）

下記⑧は、出願する学科に応じた書類を提出してください

⑧ 日本留学試験の
　書類

2022 年度第 1 回（6 月実施）の試験結果を利用して出願する場合

芸術・経済・経営・国際学科 第一次出願の際に「成績確認書」を提出してください。
第二次出願の際は提出不要です。

上記以外の学科 「成績確認書」を提出してください。

2022 年度第 2 回（11 月実施）の試験結果を利用して出願する場合

芸術・経済・経営・国際学科
第一次出願の際は提出不要です。
第二次出願の際に「受験票のコピー」または「仮受験票」（※）
を提出してください。

上記以外の学科 「受験票のコピー」または「仮受験票」（※）を提出してください。

（※）仮受験票について
　・日本留学試験の受験票発送日である 10 月 21 日（金）から、EJU オンラインで「仮受験票」が発行できます。
　・EJU オンラインのマイページの「出願情報確認・変更」メニューから「仮受験票」を印刷してください。
　・「仮受験票」についての不明点は、日本学生支援機構にお問い合わせください。

■日本留学試験の書類に関する注意事項

・A4 サイズの紙に印刷し、記載内容がはっきりとすべて読みとれることを確認して提出してください。
・提出された書類の内容が p.7 の「出願資格 4.」を満たしていない場合、出願は受理できません。
・2022 年度第 1 回（6 月実施）と第 2 回（11 月実施）の両方の書類が提出された場合、第 1 回（6 月実施）分を利用します。
　第 2 回（11 月実施）の試験結果を利用して出願する場合、第 1 回（6 月実施）の書類は提出しないでください。
・ 2022 年度第 2 回（11 月実施）の試験結果を利用予定で本学に出願したにもかかわらず、実際に日本留学試験を受験しな

かった場合は、第 1 回（6 月実施）を受験していても合否判定の対象外となります。

下記⑨は、心理学科に出願する者のみ提出してください

⑨ 出願資格 5. を
　証明する書類

まず「Official Score Reports」の大学直送手続きをしてください。DI コード：0437
次に、TOEFL iBT®のWeb サイトから「Test Taker Score Report」を印刷し、大学直送手続きを
した日付を余白に記入して提出してください。

すべての出願書類を一括で提出してください。何回かに分けて提出することは認められません。
また、提出された出願書類は返却しません。
不明点は、出願前の早い時期に入学インフォメーション（裏表紙参照）へ相談してください。
出願書類を郵送する前に、必ず p.13「出願書類チェックシート」で不足や不備がないか確認してください。

志願票の記入方法

61010320

切りはなさないでください

受験番号（大学使用欄）

検免大学
使用欄

写　　真

入学検定料収納証明書
貼付欄

《必ず貼付してください》

面
大学使用欄

写　　真

写真の裏面に
カナ氏名を記入の上
貼付してください

写真の裏面に
カナ氏名を記入の上
貼付してください

学科コード 高等学校コード出
身
学
校
３２ ５２０００E

卒業年

６▶▶

出
願
学
科

学科
出願学科名

国

籍

国籍

国籍コードは入学試験要項のp.12を参照してください

コード 国または地域名

Ｂ
出願学科 学　科

氏名（カタカナ）

氏名（アルファベット）

2023年度　明治学院大学　A私費外国人留学生　写真票

A私費外国人留学生Ａ
A私費外国人留学生　整理番号 2023年度 明治学院大学 志願票

カ
ナ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

姓

姓

郵便
番号

都道
府県

町村
番地

建物
棟
号室

市区
郡

名

名

氏

名

住

所

電
話
番
号

自
宅

携
帯

西
暦 年 月 日

生
年
月
日

1：男
２：女

性
別

受験番号
（大学使用欄）

2 ＊ ＊
日 

本 

留 

学 

試 

験

受験月

１6
11

11
11月に受験予定で芸術・経済・経営・国際学科に出願する場合は、受験番号の記入は不要です。
「　」を◯で囲んでください。

本学への出願に使用するほうの月を、どちらか1つのみ○で囲み、
受験番号を記入してください。

受験番号

▶

入学試験要項のp.10～12を参照の上、ご記入ください

入学試験要項p.11参照

入学試験要項p.11参照

026398-01[1-5].indd   1 2022/05/16   10:47

生年月日は合否照会
で使用するため、正
確に記入
（月日が 1 桁の場合
は前に 0を記入）

必ず p.11 を参照し、
受験票等の郵便物を受
け取れる住所を記入
マンションやアパート
の場合は「建物・棟・
号室」欄を必ず記入

必ず p.11 を参照し
て記入

本学から問い合わせを
する際に、確実に連絡
の取れる電話番号を左
づめで記入
（携帯電話のみ所有の
場合は「自宅」欄に携
帯電話番号を記入）

国籍コードは p.12 を
参照して記入

収納証明書を必ず貼付
（収まらないサイズの
場合は志願票にクリッ
プ留め）

必ず p.11 を参照の上、
同一の写真を 2枚用意
し、裏面にカナ氏名を
記入して貼付

出願する学科名を
記入

出願する学科名を
記入

本学の入試に利用
する日本留学試験
の情報を記入

氏名を記入

・志願票はすべて黒色のボールペンで記入し、訂正する場合は修正液またはテープを使用してください。
・氏名および住所は濁点、半濁点も含めて 1マスに、数字は 1マスに 1桁を記入してください。

　　【記入例】　　カナ：   メ イ ガ ク 　　　数字：   2 − 3 7

・写真をⒶとⒷの2箇所に貼り、折り曲げず、切りはなさずに提出してください。

！

次のページの注意事項も必ずご確認ください。
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国籍コード一覧表

コード 国名 コード 国名 コード 国名 コード 国名

A06 ミャンマー D01 エジプト E01 アイスランド G01 カナダ

A07 タイ D02 スーダン E02 フィンランド G02 アメリカ

A08 マレーシア D03 リビア E03 スウェーデン H01 メキシコ

A09 シンガポール D04 チュニジア E04 ノルウェー H02 グアテマラ

A10 インドネシア D05 アルジェリア E05 デンマーク H03 エルサルバドル

A11 フィリピン D06 マダガスカル E06 アイルランド H04 ニカラグア

A13 韓国（・朝鮮） D07 ケニア E07 イギリス H05 コスタリカ

A14 モンゴル D08 タンザニア E08 ベルギー H06 キューバ

A15 ベトナム D09 コンゴ民主共和国 E09 ルクセンブルク H07 ドミニカ共和国

A16 中国 D10 ナイジェリア E10 オランダ H18 ホンジュラス

A17 カンボジア D11 ガーナ E11 ドイツ H19 パナマ

A19 ラオス D12 リベリア E12 フランス H21 ハイチ

A20 ブルネイ D13 ガボン E13 スペイン H22 トリニダード・トバゴ

A22 台湾 D14 コンゴ共和国 E14 ポルトガル H23 ジャマイカ

A24 東ティモール D15 カメルーン E15 イタリア H24 ベリーズ

B01 パキスタン D16 ザンビア E16 マルタ H25 セントビンセント・グレナディーン諸島

B02 インド D17 コートジボワール E17 ギリシャ H26 バルバドス

B03 ネパール D18 モロッコ E18 オーストリア H27 ドミニカ国

B04 バングラデシュ D19 セネガル E19 スイス H28 セントルシア

B05 スリランカ D20 エチオピア E21 アンドラ H29 アンティグア・バーブーダ

B18 ブータン D21 ギニア E22 リヒテンシュタイン H30 バハマ国

B19 バーレーン D22 ウガンダ E23 モナコ公国 H31 グレナダ

B20 オマーン D23 南アフリカ F21 ポーランド H32 セントクリストファー・ネーヴィス

B21 モルディブ D24 ジンバブエ F23 ハンガリー I 08 ブラジル

C01 イラン D25 モーリシャス F25 ルーマニア I 09 パラグアイ

C02 トルコ D26 マラウイ F26 ブルガリア I 10 ウルグアイ

C03 キプロス D27 アンゴラ F27 ロシア連邦 I 11 アルゼンチン

C04 シリア D28 マリ F28 アルバニア I 12 チリ

C05 レバノン D29 ルワンダ F29 ウクライナ I 13 ボリビア

C06 イスラエル D30 シエラレオネ F30 エストニア I 14 ペルー

C07 ヨルダン D31 ベナン F31 ウズベキスタン I 15 エクアドル

C08 イラク D32 セーシェル F32 カザフスタン I 16 コロンビア

C09 クウェート D33 トーゴ F33 チェコ I 17 ベネズエラ

C10 サウジアラビア D34 モーリタニア F34 スロバキア I 23 ガイアナ

C11 アフガニスタン D35 チャド F35 ラトビア I 24 スリナム

C12 アラブ首長国連邦 D36 ガンビア共和国 F36 クロアチア J01 オーストラリア

C13 イエメン D37 中央アフリカ F37 キルギス J02 ニュージーランド

C14 カタール D38 モザンビーク F38 リトアニア J03 パプアニューギニア

C15 パレスチナ D39 エリトリア F39 ベラルーシ J04 フイジー

本コード一覧表は、文部科学省から提供の
あったデータに基づき作成したものです。

D40 ソマリア F40 トルクメニスタン J05 トンガ

D41 ボツワナ F41 ジョージア J06 バヌアツ

D42 ブルンジ F42 アルメニア J07 パラオ

D43 ジブチ F43 スロベニア J08 ミクロネシア

D44 コモロ F44 アゼルバイシャン J09 キリバス

D45 レソト F45 北マケドニア共和国 J10 サモア

D46 赤道ギニア F46 タジキスタン J11 ソロモン

D47 ニジェール F47 モルドバ J12 マーシャル

D48 ナミビア F48 ボスニア・ヘルツェゴビナ J14 ツバル

D49 ブルキナファソ F50 セルビア J15 ニウエ

D50 エスワティニ王国 F51 モンテネグロ J16 ナウル

D51 南スーダン共和国 F52 コソボ共和国 K99 無国籍（不明等）

D52 カーボベルデ共和国

D53 サントメ・プリンシペ民主共和国

D54 ギニアビサウ共和国

・マスに収まらない文字数の場合は、枠外の空白スペースも利用してわかるように記入してください。
・アルファベットの氏名は、「出願書類⑧日本留学試験の書類」の表記と揃えてください。

氏名についての注意事項

・出願前 3ヶ月以内に撮影された、カラーまたは白黒・上半身正面向・脱帽・背景無地の写真を 2枚用意してください。
・スナップ写真、スマートフォンやデジタルカメラで個人撮影したもの、特殊加工、修正を加えたものは不可とします。
・写真の裏にボールペンでカナ氏名を記入した上で、志願票ⒶとⒷの 2箇所に貼付してください。
・…貼付された写真は、卒業まで利用する学生証の写真となります。
また、学生証発行の用途以外に、入学後の定期試験時に学生証を忘れた場合の「仮学生証」発行や、その他在学中の修学支援な
どの教育活動にのみ利用することとし、他目的で利用されないよう厳重に管理します。

写真についての注意事項

写真は決して加工しないでください。写真により本人確認が行えない場合は試験を受けることができません。

・…マスに収まらない文字数の場合は、住所の一部を省略してマス内に収まるように記入してください。ただし、郵便物が届くよう
な省略方法とするよう注意してください。
・…常用漢字に含まれない漢字を住所に含む場合は、日常で使用している略字や常用漢字で記入することも可とします。
　ただし、受験票等は日本工業規格（JIS）の第二水準内の漢字や略字、カタカナで表示することがあります。
・「Ⅱ」や「Ⅳ」などのローマ数字は「2」や「4」などの算用数字で記入してください。
・「○○方」とする場合は、「○○様方」と記入してください。
・…マンションやアパート名を記入する場合は、建物名、棟、号室の間は空白とせず、必要に応じてハイフン「－」を用いて記入し
てください。

住所についての注意事項
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出願方法

芸術・経済・経営・国際学科

◆第一次出願
　①入学検定料 20,000 円を納入してください。納入期間および方法については、p.15〜16 をご覧ください。
　②下記の方法で出願書類を郵送してください。

・出願書類を p.8〜9 の番号順に並べ、この入学試験要項に付属の封筒に入れる。
・封筒の「学科」欄のうち出願する学科に✓を記入し、自分の住所、氏名、電話番号を記入する。
・郵便局の窓口へ行き、「簡易書留・速達」で郵送する。

　　　【2022 年 9 月 26 日（月）〜9 月 30 日（金）消印有効】

◆第二次出願（第一次選考通過者のみ）
第一次選考結果通知に同封の文書「第二次出願について」に記載された方法に従い、①入学検定料 15,000 円の納入、
②書類の郵送（簡易書留・速達）をしてください。

国際経営・社会・社会福祉・法律・消費情報環境法・グローバル法・政治・心理学科

　①入学検定料 35,000 円を納入してください。納入期間および方法については、p.15〜16 をご覧ください。
　②下記の方法で出願書類を郵送してください。

・出願書類を p.8〜9 の番号順に並べ、この入学試験要項に付属の封筒に入れる。
・封筒の「学科」欄のうち出願する学科に✓を記入し、自分の住所、氏名、電話番号を記入する。
・郵便局の窓口へ行き、「簡易書留・速達」で郵送する。
　【2022 年 10 月 20 日（木）〜10 月 27 日（木）消印有効】

〈注意事項 1〉

この入学試験要項に付属の封筒を破損・紛失した場合、または付属の封筒に出願書類が収まりきらない場合
　⑴市販の封筒を用意し、宛先として下記住所を記入してください。
　　〒 108–8636　東京都港区白金台 1–2–37　明治学院大学入試センター　A 私費外国人留学生入試係
　⑵宛先と同じ面に、赤字で「A 私費外国人留学生入試出願書類在中」と記入してください。
　⑶宛先の裏面に、ご自身の住所と氏名を記入してください。
　⑷郵便局の窓口へ行き、「簡易書留・速達」で郵送してください。上記の期限を厳守してください。

〈注意事項 2〉

必ず、所定の方法で期間内に出願書類を郵送してください。受験の意思にかかわらず、以下の出願は受け付けません。
　・出願期間外の消印が押印されているもの、出願書類に不備があるもの
　・「簡易書留・速達」以外の方法（配達時間指定郵便・新特急郵便・本学へ直接持参等）での出願書類の提出

■被災者特別措置（入学検定料免除）の申請について

本学では、被災地からの受験希望者に対して経済的支援を図るため、入学検定料免除の特別措置を実施します。詳細は、
本学 Web サイトの「入試情報」→「入試制度・日程」→「入学検定料免除」のページをご覧ください。

■受験上の配慮について

障がい等があり受験時や入学後に配慮を希望する方は 2022 年 9 月 16 日（金）までに、志願者氏名、連絡先電話番号、受
験する入試制度および学科、障がいの内容、希望する配慮を入学インフォメーション（裏表紙参照）までご連絡ください。
期日を過ぎてのご相談には応じられませんので、受験が確定していない場合でもお早目にご連絡ください。

出願書類チェックシート

出願書類を封入する際、チェック用に使用してください。提出は不要です。

…の部分は、該当者のみチェックしてください。

No. 確認項目 チェック✓

1 志願票に必要な事項をすべて記入し、同一の写真を 2箇所に貼付しましたか。

2
入学検定料をコンビニエンスストア、またはクレジットカードで納入しましたか。
【芸術・経済・経営・国際学科】20,000 円
【上記以外の学科】35,000 円

3 志願票Ⓐの「入学検定料収納証明書」貼付欄にコンビニエンスストア、またはクレジットカー
ドの収納証明書を貼付しましたか。サイズが大きい場合は志願票にクリップで留めましたか。

4 エントリーシート（本学所定用紙／様式 1）に必要な事項をすべて記入しましたか。

5
出身高等学校の「卒業証明書」および「成績証明書」の原本を用意しましたか。
原本が提出できない場合は、certified… true… copy を用意もしくは、明治学院大学白金キャン
パスの入学インフォメーションにて原本証明の手続をしましたか。

6 最終学歴が大学等の場合は、上記 5の他に出身大学等の「卒業証明書」および「成績証明書」
も用意しましたか。

7 上記 5、6 の証明書類が日本語・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語あるいは
英語の訳（志願者本人の訳でも可）を添付しましたか。

8 試験日の 2022 年 11 月 26 日までの在留期間が証明されている在留カードの表裏両面コピー
または住民票（原本）、特別永住者は「特別永住者証明書」の表裏両面コピーを用意しましたか。

9 志望理由書（本学所定用紙／様式 2／日本語／1000 字程度）を用意しましたか。

10 日本留学試験の 2022 年度第 1回（6月）を受験しましたか、または 2022 年度第 2回（11 月）を
受験予定ですか。

11

■日本留学試験第 1回（6月）の試験結果で出願する場合
　成績確認書のコピーを用意しましたか。

■日本留学試験第 2回（11 月）の試験結果で出願する場合
　…【芸術・経済・経営・国際学科】
　…第一次出願時は提出不要です。第二次出願時（10 月 27 日〜 11 月 2 日）に受験票のコピー
または仮受験票を郵送してください。

　…【上記以外の学科】
　受験票のコピーまたは仮受験票を用意しましたか。

12
心理学科に出願する場合、「Official…Score…Reports」の大学直送手続きをしましたか。
次にWeb サイトから「Test…Taker…Score…Report」を印刷して、大学直送手続きをした日付
を余白部分に記入した書類を用意しましたか。
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入学検定料納入方法
入学検定料は、対象のコンビニエンスストア、またはクレジットカードで納入が可能です。ATMでは納入できません。

❶Webで申込み

https://e-shiharai.net/
「受験料・選考料のお支払い」の学校選択画面で「明治学院大学」を選択してください

画面の指示に従って受験生本人の情報を入力のうえ、支払い方法を選択してください。
申込みの際には、志願票の左上に記載の「整理番号」が必要ですので、お手元にご準備ください。

店頭端末機より出力される「申込券」(受付票)を、30分以内にレジへ提示して支払う。
支払後、必ず「入学検定料・選考料取扱明細書」を受け取る。

支払後、必ず「入学検定料・選考料
取扱明細書」(チケット)を受け取る。

納入完了。
Web申込みサイトの「申込内容照
会」ページから「入学検定料・選考
料取扱明細書」を印刷する。

❸出願

■注意事項
●出願期間を入学試験要項でご確認のうえ、十分に余裕をもって納入してください。

●出願締切日の「Web申込み」は23:00まで、コンビニエンスストアの店頭端末操作は23:30
まで可能です。クレジットカード決済の場合、上記Webサイトでの申込みと同時に納入
完了となりますので、23:00までに手続きをしてください。

●入学検定料の他に事務手数料がかかります。詳しくは上記Webサイトをご確認ください。

●上記Webサイトは、未成年者アクセス制限サービスを解除してご利用ください。

・確定画面に表示される番号をメモしてください。
・申込み確定後に入力内容の誤りを発見した場合は、初めからやり直し、新たな番号を取得してください。
・確定画面に表示される支払期限内に納入されない場合、申込みはキャンセルされます。

・画面の指示に従って必要事項を入力し、そのまま決済手続きに進んでください。
・カード決済完了後に申込みの修正・取消はできません。決済する前に、入力した内容をよくご確認ください。

コンビニエンスストアでお支払いの場合

クレジットカード決済の場合

❷納入

コンビニエンスストアのレジで受け
取った「入学検定料・選考料取扱説
明書」の「収納証明書」部分を切り
取る。
その他の部分は、本人控えとして保
管する。

支払完了後、Web申込みサイトの「申込内容照会」ページを開く。
支払完了後の画面に表示された【受付番号】と【生年月日】を入力して「入
学検定料・選考料取扱明細書」を印刷し、「収納証明書」部分を切り取る。

本学Webサイトからも
アクセスできます！

コンビニエンスストアでお支払いの場合

クレジットカード決済の場合

●「入学検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニエンスストア店頭ではお答え
できません。詳しくは上記Webサイトをご確認ください。

●対象のコンビニエンスストア、支払い方法は変更になる場合があります。変更された場
合は、上記Webサイトでご案内します。

●カード決済の審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせく
ださい。

「収納証明書」を糊付けする
際には、糊本体の注意書きに
「感熱・感圧紙などを変色さ
せる場合があります」と記載
されている糊はご使用になら
ないでください。「収納証明
書」が黒く変色する恐れがあ
ります。

入学検定料

p.16 の「入学検定料納入方法」を併せて参照し、以下のいずれかの方法で納入してください。納入後は出願書
類の郵送が必要ですので、期間内に余裕をもって納入するようご注意ください。
なお、海外送金は受け付けておりません。

（1）コンビニエンスストアでお支払い
　① …Web申込みサイトにて必要事項を入力し、申込確定時に表示される番号を利用して店頭でお支払いください。
　②…お支払い後にレジで発行される「入学検定料・選考料…取扱明細書」を受け取り、「収納証明書」部分を切
り取ってください。

　③切り取った「収納証明書」を志願票Ⓐの「入学検定料収納証明書」貼付欄に糊付けしてください。

（2）クレジットカード決済
　①Web 申込みサイトにて必要事項を入力し、そのまま決済手続きを行ってください。
　②…決済完了後、同サイトの「申込内容照会」ページにアクセスし、完了時に表示された【受付番号】と【生
年月日】を入力して「入学検定料・選考料…取扱明細書」を印刷してください。

　③…印刷後、「収納証明書」部分を切り取って、志願票Ⓐの「入学検定料収納証明書」貼付欄に糊付けしてくだ
さい。

■入学検定料の返金について
納入された入学検定料は返金しません。ただし、次の「返金理由」①〜③のいずれかに該当し、下記「返金請求方法」の手続
きを完了した場合に限り、入学検定料を返金します。

＊返金理由
　①未出願：入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった。
　②不受理：入学検定料を納入し出願書類を提出したが、出願が受理されなかった。
　③過入金：入学検定料を納入し出願書類を提出したが、誤って過剰に納入した。

＊返金請求方法
　1．「入学検定料返金依頼書」を記入する
　　・ 本学 Web サイト（https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/）から所定用紙をダウンロードして A4 サイズの

用紙に印刷し、必要事項を漏れなく記入してください。
　　・ 上記の返金理由①の場合のみ、コンビニエンスストアから納入した方は「領収書」（検収印のある部分、コピー可）、クレ

ジットカードで納入した方は「Web 申込みサイトの申込内容照会にアクセスして、照会結果を印刷したもの」を同封し
てください。

　2．期限内必着で「簡易書留」にて郵送する
　　・下記郵送先へ「簡易書留」扱いで郵送してください。封筒の色やサイズに指定はありません。
　　〈郵 送 先〉〒 108-8636　東京都港区白金台 1-2-37　明治学院大学入試センター　入学検定料返金係
　　〈提出期限〉2022 年 12 月 23 日（金）必着

＊注意事項
　・ 返金は、書類到着後に出願および入学検定料納入の状況を改めて確認してから行います。請求から返金まで 2 〜 3 ヶ月程

度を要しますので、あらかじめご了承ください。
　・ご指定口座への振込をもって返金完了といたします。別途連絡は行いません。
　・ 書類不備や請求忘れ、書類の到着が提出期限を過ぎたなどにより、上記「返金請求方法」に記載された事項を完了してい

ない場合には、請求に応じられません。

出願学科 芸術・経済・経営・国際学科 左記以外の学科

入学検定料

第一次
選考

第二次
選考

20,000 円
【納入期間】

2022 年 9 月 23 日（金）〜9月 30 日（金） 35,000 円
◆二段階選抜ではありません。

【納入期間】
2022 年 9 月 23 日（金）〜10 月 27 日（木）15,000 円（※ 1）

【納入期間】
2022 年 10 月 27 日（木）〜11 月 2 日（水）

… （※ 1）第二次出願は納入方法が異なります。第一次選考通過者へ送付する文書にて必ずご確認ください。
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試験日・試験場

目黒駅・白金台駅

白金キャンパスマップ

高輪台駅

白金高輪駅

品川駅・高輪ゲートウェイ駅

正門

東門

ヴォーリズ広場

本館入口

⑬ ⑦

⑫

⑩

③

⑧

②

①

⑤

⑨

⑥

⑪
④

正門守衛所

東門守衛所

明治学院高等学校

白金グラウンド

①本館
②２号館
③３号館
④10号館
⑤11号館
⑥13号館
⑦15号館（高輪校舎）

⑧ヘボン館
⑨パレットゾーン白金
⑩明治学院礼拝堂（チャペル）
⑪明治学院インブリー館
⑫明治学院記念館
⑬KDX高輪台ビル

入構門
（正門）

白金台駅
2番出口

国
道
1
号
線

高
輪
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
駅

高
輪
校
舎

国
道
15
号
線

高輪台駅

白金高輪駅

白金キャンパスガイド 〒 108-8636　東京都港区白金台 1-2-37

各駅からのアクセス

品川駅から
［JR山手線・京浜東北線・東海道線・上野東京ライン・横須賀線・東海道新幹
線／京浜急行線］
高輪口より　都営バス「目黒駅前」行きに乗り、「明治学院前」下車（乗車約 6分）
◆徒歩の場合は約 17 分

目黒駅から
［JR山手線／東急目黒線／東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］
東口（ロータリー側）より都営バス「大井競馬場前」行きに乗り、
「明治学院前」下車（乗車約 6分）
◆徒歩の場合は約 20 分

高輪ゲートウェイ駅から
［JR山手線・京浜東北線］
徒歩約 13 分

白金台駅から
［東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］
2番出口（白金高輪側／エレベーター有）より徒歩約 7分

白金高輪駅から
［東京メトロ南北線／都営地下鉄三田線］
1番出口（目黒側／エレベーター有）より徒歩約 7分

高輪台駅から
［都営地下鉄浅草線］
A2出口より徒歩約 7分

・�最寄り駅から徒歩でお越しになる場合も必ず正門から入構してください。
・タクシー・自家用車のキャンパス内への乗り入れはできません。

白金キャンパスマップ

試験日

試験場

2022 年 11 月 26 日（土）　集合時間：9時 30 分

白金キャンパス　必ず正門から入構してください。集合場所は受験票発送時に指示します。

受験上の注意

使用できるもの 時計（計時機能のみのものに限る）、鉛筆削り（電動式を除く）、眼鏡、ハンカチ、ティッシュ
ペーパー（袋または箱から中身だけを取り出したもの）、目薬

服装等
英文字や地図等がプリントされている服等は着用しないでください。
着用している場合には、脱いでもらうことがあります。
上履きを持参する必要はありません。

使用できないもの
（代表例）

下敷き、電卓、翻訳機、計算機能付・辞書機能付腕時計（それらの機能の有無を判別しにく
いものを含む）、キッチンタイマー、大型の時計、秒針音のする時計、定規、コンパス、分
度器、付箋、ラインマーカー、携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・音楽プレー
ヤー等の音の出る機器、耳栓（試験監督の指示が聞き取れないため）、その他、上記「必ず持
参するもの」「使用できるもの」に明記されている以外のもの
携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・音楽プレーヤー等の音の出る機器は、試験
室内では電源を切ってかばん等に入れることとし、身につけないでください。時計として机
上に置くこともできません。

不正行為について

以下に例示したことは不正行為となることがあります。不正行為と認められた場合は当該年
度の本学におけるすべての入学試験の結果を無効とします。なお、検定料の返金は行いませ
ん。
①…カンニング（カンニングぺーパー・参考書・他の受験者の答案を見ること、他の人から答
えを教わること等）をすること。
②使用を認められていない用具を身につけたり、使用したりすること。
③試験時間中に、答えを教える等の他の受験生に利する行為をすること。
④試験時間中に、問題冊子や解答用紙を試験場から持ち出すこと。
⑤試験場において試験監督者等の指示に従わないこと。
⑥その他、試験の公平性を損なうおそれのある行為をすること。

遅刻について 1 時限目の試験開始後 30 分を経過すると、試験室に入ることはできません。
ただし、天災・事故等により、交通機関が遅れた場合は別途指示します。

面接試験 面接は原則として受験番号順に行いますので、控室での待ち時間が長くなることがあります。
志願者多数などの場合、グループ面接を行う場合があります。

試験終了後 面接が終わった受験生から帰宅してください。

試験中
受験票を机上に提示してください。
面接控室でも常に机上に置き、面接室に入室する際も必ず携帯してください。
休憩時間を含めて、試験終了までは試験会場外へは出られません。再入場は不可です。

昼食について 面接が午後に行われる場合は、各自で昼食を持参してください。
昼食のために大学外へ出ることはできません。

受験生付添者の
方へ

付添者控室はありません。また、試験の開始から終了まで、受験生と会うことはできません
ので、試験室に入ることや昼食を一緒にとることは控えてください。

必ず
持参するもの

受験票・筆記用具（黒鉛筆またはシャープペンシル、プラスチック製消しゴム）
受験票が未着、紛失した、出願時に志願票Ⓐに記載した内容と異なるという場合は、試験日よりも
前に入学インフォメーション（裏表紙参照）へご連絡ください。
試験当日に受験票を忘れた場合は、試験開始前に係員までお申し出ください。
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入学手続方法

入学手続に関する窓口は教務部です

■注意事項
① 提出した手続書類および一旦納入した学納金のうち入学

金・仮入学金については、事情のいかんにかかわらず返
還しません。

　 入学金・仮入学金以外の学納金は、2023 年 3 月 31 日ま
でに入学辞退届の提出等、所定の手続を完了した場合に
限り返還します。なお、海外送金をともなう返金につい
ては、手数料を差し引いた上での返金となります。

　 仮入学手続後、仮本入学手続を行わなかった方は、仮入
学手続時にご提出いただいた書類は本学で責任を持って
廃棄させていただきます。

② 手続締切日（学納金（仮入学金）振込期限・郵送消印有効）
は厳守してください。

③ 納入済の仮入学金は本入学手続の際、入学金に振りかえ
られます。

④ 学籍カードの「保証人」欄には、独立した生計を立て、
学生本人在学中の事故等に対し責任のとれる方（満 25 歳
以上／現在学生の方は不可）を記入していただく必要が
あります。条件を満たさない場合は、入学手続は行えま
せん。

■入学後の生活

入学後のキャンパスライフについては、下記で相談を受け
付けいたします。
国際センター：白金キャンパス TEL 03-5421-5424
　　　　　　　横浜キャンパス TEL 045-863-2011

本入学手続 仮入学手続
（併願大学の合格発表まで、本学への入学を保留とする場合）

仮本入学手続
（仮入学手続者が本学への入学を決定した場合）

必要書類
合格者の
条件

入学手続
情報入力

必要書類

手続
締切日

入学手続
情報入力

手続
締切日

手続
締切日

手続方法

手続方法

手続方法

◆住民票 1通
◆在留カードコピー（両面）
□学籍カード
□学納金振込受付証明書（Ａ票）

◆はあらかじめご用意ください。
□は合格時に本学から送付します。

手続締切日以降、2023 年 2 月 24 日（金）
までの間に併願大学の合格発表がある者

※ 受験ポータルサイト UCARO（ウカロ）に併願
大学名および 2 月 24 日（金）までの合格発表
日等の入力が必要です。

入学手続情報入力期間（別途案内）に入
学手続情報を受験ポータルサイトUCARO
（ウカロ）に登録する。

※…残額（学納金から仮入学金を除いた額）は 2023 年 1 月 21 日（土）から 2023 年 2 月 24
日（金）までの間にお支払いください。

◆住民票 1通
◆在留カードコピー（両面）
□学籍カード
□学納金振込受付証明書（F票）

◆はあらかじめご用意ください。
□は合格時に本学から送付します。

2023 年 1 月 20 日（金）
学納金振込期限・郵送消印有効

入学手続情報入力期間（別途案内）に入
学手続情報を受験ポータルサイトUCARO
（ウカロ）に登録する。

2023 年 1 月 20 日（金）
仮入学金振込期限・郵送消印有効

①…手続締切日までに学納金を所定の振
込用紙で金融機関窓口（ゆうちょ銀行
を除く）から振込む。

手続締切日までに学納金を所定の振込
用紙で金融機関窓口（ゆうちょ銀行を除
く）から振込む。

①…手続締切日までに仮入学金を所定の
振込用紙で金融機関窓口（ゆうちょ銀
行を除く）から振込む。

②…手続締切日（消印有効）までに下記の
書類を本学に郵送。
　・住民票
　・在留カードコピー（両面）
　・学籍カード
　・学納金振込受付証明書（Ａ票）

2023 年 2 月 24 日（金）
学納金振込期限・郵送消印有効

②…手続締切日（消印有効）までに下記の
書類を本学に郵送。
　・住民票
　・在留カードコピー（両面）
　・学籍カード
　・学納金振込受付証明書（F票）

▼ ▼

▼

▼

▼

▼▼

▼

▼

▼

合格発表

入学前教育について

■注意事項

・ 『合格通知・入学手続案内』は、志願票Ⓐに記載された住所（試験当日に住所変更手続をされた場合は変更後の住所）へ郵送
します。大学での直接交付や再発行は行いません。

・ 上記の書類は合格発表日に発送いたしますので、郵便事情によっては到着まで日数がかかる場合があります。
・ 合格を確認した方で、発表日から 3 日経っても上記の書類が到着しない場合は、入学インフォメーション（裏表紙参照）ま

でお問い合わせください。
・ 書類の遅配を理由とした手続期間の延長は認めません。

以下の学科では入学前教育を実施します。

社会・社会福祉・国際

本入学試験で上記の学科へ入学される方は、原則として全員に入学前教育を受けていただきます。
詳細は合格発表後に各学科から改めてお知らせしますが、参考として昨年度の情報を本学Web サイト「入試情
報」→「入試要項」のページ（https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/）に掲載しています。

学科により、受講日時や費用の指定がありますので、出願・受験前に必ずご確認ください。
なお、上記Web サイトの情報は、9月上旬および 12 月上旬に 2023 年度入学者向けの内容へ更新予定です。

合格発表日

発表方法

2023 年 1 月 13 日（金）

Web 合否照会サイトで発表します
合格者には「合格通知」等の書類を郵送します（翌日以降到着）

郵　送
合格者 『合格通知・入学手続案内』

2023 年 1 月 13 日（金）速達で発送

不合格者 通知はお送りしません

▶

▶

2023 年 1 月 13 日（金）10：00〜4 月 30 日（日）23：59〈24 時間対応〉
① 上記 URL へスマートフォン・PC 等でアクセスする
② 受験票に記載されている「受験学部学科コード（5 ケタの数字）」と「受験番号」、
　「誕生月日（4 ケタの数字）」を入力する
　◆誕生月や誕生日が 1 ケタの場合は、前に「0」をつけること
　  （例：誕生月日が 6 月 3 日→「0603」と入力）
③ 結果を確認する
・合格、不合格のいずれかが表示されます。
・合格発表の開始直後はつながりにくい場合があります。その場合は少し時間をおいて再度アクセスしてください。
・いかなる理由でも受験番号、誕生月日の問い合わせには一切応じません。必ず受験票で確認してください。
・本サイトの「誤操作」や「見間違い」等を理由とした入学手続の遅延は認めません。

Web合否照会サイト https://www.ucaro.net/gouhi/304072A/▶
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学納金等（2023 年度予定）
下記一覧表の金額は予定額のため、実際の納入額と異なる場合があります。納入額が正式に決定後、

本学Web サイトの「入試情報」→「学費・奨学金／住まい」に掲載します。

授業料の減免制度

詳細は、入学後、国際センターにお問い合わせください。

本学では私費外国人留学生を対象に、経済的負担を軽減し、国際交流に寄与することを目的として、授業料減免制度を設けています。在留資格が「留学」
の方のみ対象となります。その他、経済的な困窮度等の諸条件を満たしている必要があり、規程に基づき減免対象者を決定します。なお、現行規程では、
大学や学部・学科によるプログラムで長期留学をする学期は、奨学金が給付されるため、減免の対象外となります。

各項目の記号について：　○…入学時に一括納入　　　　　＊…入学時と秋学期で分割納入
　入学手続時に「入学時納入額」の金額、1年次秋学期に「秋学期納入額」の金額を納入していただきます。
　2年次以降は年間合計額の一括納入も可能です。
注 1…国際経営学科、グローバル法学科の初年度の実験実習料には、各学科の実施するカリキュラム留学プログラムの費用積立金 200,000 円が含まれています。その
他にカリキュラム留学実施年度（通常 2年次）に留学費用（留学先の授業料、滞在費、渡航費等）を徴収いたします。なお、留学期間中も通常の学納金は全て納入
する必要があります。留学費用の金額等詳しくは経済学部・法学部のWebサイトをご覧ください。（2年次以降の実験実習料は、国際経営学科は20,000円、グロー
バル法学科は 30,000 円を毎年春学期に一括納入です。）

注 2国際学科の語学検定受験料は、春学期・秋学期で、半額ずつの分割納入です。
◆学科によって入学時に新入生歓迎行事費を徴収することがあります。
◆ 4年次に校友会終身会費 40,000 円を代理徴収します。◆履修する科目・授業によっては、上記の金額のほか、実験実習料や教材費等を徴収することがあります。

… （単位：円）

芸術学科 経済学科
経営学科 国際経営学科 社会学科

社会福祉学科
法律学科

消費情報環境法学科
グローバル
法学科 政治学科 国際学科 心理学科

○入学金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
＊授業料 892,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 826,000 876,000 856,000
＊施設費 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000
＊設備費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000
＊教育充実維持費 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500
＊先端教育推進費 － － － － 10,000 10,000 － － －
＊実験実習料 20,000 － （注 1）220,000 － － （注 1）230,000 － － 30,000
○語学検定受験料 13,200 7,320 7,320 13,200 13,200 － 13,200 （注 2）8,000 13,200
＊保証人会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
＊課外活動費 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600
○学生傷害保険料 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300
＊学会費 － － － 1,500 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000

年間合計額 1,358,600 1,266,720 1,486,720 1,274,100 1,285,600 1,502,400 1,275,600 1,320,400 1,344,600
入 学 時 納 入 額 787,550 738,670 958,670 745,300 751,050 967,850 746,050 761,850 780,550
秋 学 期 納 入 額 571,050 528,050 528,050 528,800 534,550 534,550 529,550 558,550 564,050

奨学金

明治学院大学外国人留学生学業優秀賞
（2〜4年生の成績優秀者対象）

明治学院大学保証人会
外国人留学生奨学金

地方公共団体・民間育英団体等奨学金

明治学院大学法学部白金法学会
アジア・アフリカ法整備奨学金

（法学部生のみ）

給付金額：150,000 円（2021 年度実績） 
候補者への連絡：6 月上旬（2021 年度実績）

給付金額：140,000 円〜240,000 円（2021 年度実績）
募集時期：9 月下旬（2021 年度実績）

給付金額、募集時期は奨学金によって異なります。

対象者： 帰国後、母国の法整備等に貢献することが期待される者で、日本におけ
る学業成就のため、経済的支援を必要とする者

給付金額：白金法学会支給規程に基づき、個別に審査します。
募集時期：10月（2021年度実績）　※詳細は白金法学会事務局までご連絡ください。

本学で私費外国人留学生が応募できる奨学金は以下の通りです。詳細は入学後、学生部にお問い合わせください。

明治学院大学法学部白金法学会
海外留学支援奨学金
（法学部生のみ）

明治学院大学法学部白金法学会
法曹コース学業支援奨励金
（法学部生のみ）

対象者：海外長期留学を行う者で、かつ成績優秀である者
給付金額：200,000 円（在学中 1 回のみ）
募集時期：12月（2021年度実績）　※詳細は白金法学会事務局までご連絡ください。

対象者：本法曹コースに所属する 2 年生及び 3 年生で、かつ成績優秀である者
給付金額：100,000 円
募集時期：2月（2021年度実績）　※詳細は白金法学会事務局までご連絡ください。



エントリーシート（様式 1）

・以下の項目を漏れなく日本語で下線上に記入してください。選択項目は該当する枠内に○を記入してください。

・黒のペンまたはボールペンで記入してください。
　記入内容を訂正する場合は、修正液またはテープを使用して構いません。

＜本人欄＞

出願学科： 学科
姓  名

氏名（カタカナ）：　　　　　　　　　　　　
姓 名 ・「出願書類⑧日本留学試験の書類」

の表記に揃えてください。氏名（アルファベット）：　　　　　　　　　　　　

姓  名

氏名（母国語）：　　　　　　　　　　　　　

性　別： 男 女

生年月日：　　 西暦 年　　　　　月　　　　 日

出生地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国籍：　　　　　　　　　　　　　　　　　

留学費用の負担者：　 本人 その他 ・ ｢その他」の場合、本人との関係を以下に
記入してください。

氏名・機関名：　 　　　　　　　　　　　　　 本人との関係：　　　　　　　

現住所：　　　  

電話番号：　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 

日本語について（自己診断）：
日常生活で不自由を感じるものが
あれば○で囲んでください。 読む力 　　　書く力 　　　聞く力 　　　話す力

日本語の授業を受けるにあたって
不 安 を 感 じ て い る こ と が あ れ ば、
その内容を具体的に記入してくだ
さい。

学歴（小学校から記入／見込は（　）内も○で囲む）
年　月

（西暦で記入）

年　月
（西暦で記入）

学校名 所在地
（国・州／県・都市名）

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

該当するものを
○で囲む
入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出

日本語学習歴（必要事項を記入／見込は（　）内も○で囲む）
年齢 学校名 所在地

（国・州／県・都市名）
年　　月 歳

年　　月 歳

年　　月 歳

年　　月 歳

年　　月 歳

年　　月 歳

職歴（該当者のみ記入）
在職期間（西暦で記入） 年齢 勤務先名 職種 所在地

（国・州／県・都市名）
年　　月　　　入職 歳

年　　月　　　退職 歳

年　　月　　　入職 歳

年　　月　　　退職 歳

＜保護者欄＞（父母またはそれに準ずる者／志願者本人が18歳以上の場合も必ず記入）

名姓

氏名（カタカナ）：　　　　　　　　　　　 本人との関係：
名姓

氏名（アルファベット）：　　　　　　　　　　　 

名姓

氏名（母国語）：　　　　　　　　　　　　 

現住所： 〒　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

電話番号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〉
い
さ
だ
く
て
し
な
は
り
切
〈

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年齢
歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

歳

該当するものを
○で囲む
入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出

入学・転入

卒業（見込）・転出見本



500 1020

1000

〉
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志望理由書（様式 2）
出願する学科の枠内に○を記入してください。

芸 術 学 科 経 済 学 科 経 営 学 科 国 際 経 営 学 科 社 会 学 科 社 会 福 祉 学 科

法 律 学 科 消費情報環境法学科 グローバル法学科 政 治 学 科 国 際 学 科 心 理 学 科

氏名（カタカナ）

本学上記学科を留学先として選んだ理由と、どのようなことを学びたいかについて日本語で詳しく書いてください。
黒のペンまたはボールペンで記入してください。
記入内容を訂正する場合は、修正液またはテープを使用して構いません。

見本



入学試験結果および過去問題について
■ 2022 年度Ａ私費外国人留学生入学試験結果
学部 学科 募集人員 志願者数 第一次選考通過者数 合格者数
文 芸術 若干名 6 6 3

経済
経済 若干名 5 5 1
経営 若干名 10 10 4

国際経営 若干名 13 ― 5

社会
社会 若干名 43 ― 8

社会福祉 若干名 18 ― 3

法

法律 若干名 3 ― 1
消費情報環境法 若干名 3 ― 1
グローバル法 若干名 1 ― 0
政治 若干名 6 ― 0

国際 国際 約 10 名 4 4 2
心理 心理 若干名 2 ― 2

計 114 25 30

■過去問題について

過去問題は入学インフォメーション窓口で閲覧することができます。
閲覧を希望する方は入学インフォメーションまでご連絡ください。

志願者速報（本学Webサイト）

サービス開始日
（予定）

芸術・経済・経営・国際学科� （志願者数）　2022 年 10 月 12 日（水）
� （第一次選考通過者数）　2022 年 10 月 26 日（水）

国際経営・社会・社会福祉・法律・消費情報環境法
グローバル法・政治・心理学科� 2022 年 11 月 11 日（金）

アドレス https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/reference/application/
本学Web サイトの「入試情報」→「参考資料・Q&A」→「志願状況」からアクセス

（注）1. 使用する機器・ソフトによっては閲覧できない場合もあります。
　　2. ネットワークトラブルなどで発表が遅れることもあります。あらかじめご了承ください。
　　3. 開始直後は回線が混雑するため Web サイトが表示されないこともあります。
　　   その場合は時間をおいて再度アクセスしてください。
　　4. 発表内容に関するお問い合わせには、メール・電話・窓口など、いかなる方法でも一切お答えできません。



お問い合わせ先

入学手続に
関すること

志願〜合格発表に
関すること

入学インフォメーション　03-5421-5151
月〜金曜日 9：00〜16：00　　土曜日 9：00〜12：00
◆祝日を除きます。
◆以下の日程は閉室となります。
　8/9（火）〜8/16（火）
　8/6（土）〜9/10（土）の土曜日

教務部
合格者に送付する入学手続案内を確認してください。

不測の事態における対応

大規模自然災害、感染症等の拡大に伴う不測の事態（大学の臨時休校など）が生じた場合は、適宜、本学
Web サイトの「入試情報」にて対応を発表します。
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/

入試における感染症（新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ等）への注意

試験当日、学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている学校感染症（新型コロナウイルス感染症、
インフルエンザ、百日咳、麻疹（はしか）､ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）､ 風疹、水痘（水ぼうそう）等）に
感染されている方は､ 他の受験生への感染のおそれがありますので、医師の「感染のおそれがない」という
診断がない限り、原則として入学試験を受験することはできません。
発熱や咳などの症状がある場合は、あらかじめ医療機関で受診してください。
本学では入学試験の追試験・再試験は行いませんので、普段から手洗いやうがい、予防接種などで感染予防
に努め、ご自身の健康には十分留意してください。
新型コロナウイルス感染症への対応については、本学Webサイトで公表しますので、必ず確認してください。




