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【本入学試験の対象者】 

本入学試験は、出願時に日本国外に居住している方のうち、日本への留学を希望する方を対象と

したものです。 

すでに在留資格を得て日本国内に居留している留学生の方は、｢A私費外国人留学生入学試験｣を

受験してください。 

 

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「入試情報」にて対応を発表します。 

(https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/) 
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■受験生の個人情報の取扱いについて 

本学では、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、入学試験および合格発表から本学学

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、本学 Web サイトを参照してください。 

https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/pdf/privacy.pdf 

 
 
■問い合わせ先 

明治学院大学 入学インフォメーション 

E-mail：mginfo@mguad.meijigakuin.ac.jp 

月～金曜 9:00～16:00 土曜 9:00～12:00  

＜年末年始（12/27-1/4）、祝日を除く＞ 

 

 

この入学試験要項は入学まで使用します 

 

明治学院大学 
◆白金キャンパス  〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37 

◆横浜キャンパス  〒244-8539 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町 1518 
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全体の流れ 

 

募集学科・ 

出願資格の確認 
募集学科、出願資格を確認してください。 p.4,5 

        ▼  

各種書類の準備 
出願書類を確認してください。 

手元に無い書類は、取り寄せてください。 
p.6,7 

        ▼  

入学検定料納入 

入学検定料を納入してください。 

【納入受付開始日】2023年 2月 1 日 

！注意！ 

納入が完了したら、完了画面のスクリーンショットを印刷し、出願書

類の 1つとして本学へ郵送する必要があります。 

出願書類郵送の締切日までに本学必着で郵送できるよう、余裕をも

って納入してください。 

p.8,9 

        ▼  

出願書類郵送 
入学検定料納入後、出願書類を本学へ郵送してください。 

【出願期間】2023年 3月 13 日(月)～3 月 23日(木)郵送必着 
p.10 

        ▼  

出願メール送信 出願書類郵送後、速やかに本学へメールを送信してください。 p.10 

        ▼  

第一次選抜結果・ 

第二次選抜の案内 

メール確認 

本学からメールを送信します。確認してください。 

【送信日】2023年 4月 13日(木) 

＜第一次選抜 通過者＞ 第二次選抜のオンライン面接の日時 

＜第一次選抜 不通過者＞第一次選抜の結果 

p.10 

        ▼  

第二次選抜 
本学がメールで案内した日時に、オンライン面接を受けてください。 

【実施日】2023年 4月 15日(土)・16日(日) 
p.11 

        ▼  

合格発表 
本学 Web サイトで発表します。確認してください。 

【発表日】2023年 4月 24日(月) 
p.12 

        ▼  

入学手続 

本学から合格者へ郵送する「入学手続案内」を参照し、入学手続をし

てください。 

【締切日】2023年 6月 30日(金)郵送必着 

p.12 
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入学者受入れの方針（アドミッションポリシー） 

 

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 

 

 

 

募集学部・学科／募集人員／選考方法 

 

学部 学科 募集人員 選考方法 

国際 国際 若干名 
第一次選抜：書類審査 

第二次選抜：ZOOMによるオンライン面接 

 

◆第一次選抜を通過した者のみ、第二次選抜のオンライン面接を行います。 

◆国際学科で学習を進めるにあたっては、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。 
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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 9月 1 日現在で満 18歳以上の者 

日本とそれ以外の国籍を持つ方（二重国籍の方）も出願できません。 

(2)出願時に日本国外に居住しており、本学への入学を希望する者 

出願時すでに在留資格を取得している場合は、「A私費外国人留学生入学試験」で出願してください。 

(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、またはこれに準ずる者 

（2023年 8月までに該当する見込みの者も含む） 

(4)下表のいずれかの日程において、独立行政法人日本学生支援機構主催「日本留学試験(EJU)」の対象科目

を日本語で受験した者 

実施月 試験年度 回次 科目 受験言語 

2021年 11月実施 2021年度 第 2回 

日本語・総合科目(計 2科目) 日本語 2022年 6月実施 2022年度 第 1回 

2022年 11月実施 2022年度 第 2回 

 

「日本留学試験(EJU)」(主催：独立行政法人 日本学生支援機構) 

【問い合わせ先】 

独立行政法人 日本学生支援機構 日本留学試験受付センター 

〒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 

URL：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/eju/index.html 

 

 

 

  

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/
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出願書類 

 

不明点がある場合は、出願前の早い時期に入学インフォメーション(p.1参照)へご相談ください。 

原則として、提出された書類は返却しません。 

【出願書類③④について】 

原本が提出できない場合は、certified true copy(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)を提出してください。 

③と④が 1つにまとめられた書式である場合は、1通を提出してください。 
 

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 A4 サイズの用紙に印刷してください。 

・p.14「志願票の記入例」を参照し、記入してください。 

②写真 

（2枚） 

 

オンライン面接の際に、

写真で本人確認ができ

ない場合には、受験でき

ません。 

決して写真を加工しな

いでください。 

・下記の規格を満たす、同じ写真を 2枚用意してください。 

縦 4cm×横 3cm／最近 3ヶ月以内に撮影されたもの／ 

上半身正面向／脱帽／背景無地／カラーまたは白黒／ 

スナップ写真、デジタルカメラで個人撮影したものは不可／ 

特殊加工、修正を加えたものは不可 

・2枚とも、裏面にアルファベットで氏名を記入してください。 

・2枚のうち 1枚は、①志願票の「写真貼付欄」に貼付してください。 

もう 1枚は、①志願票にクリップで留めてください。 

・この写真は、卒業まで利用する学生証に使用します。 

③出身高等学校の 

卒業(見込)証明書 

【原本】 

・最終出身学校が大学等の場合は、大学等の卒業証明書も一緒に提出してくださ

い。 

・卒業証明書が提出できない場合は、「卒業証書」を提出してください。 

・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。 

④出身高等学校の 

成績証明書 

【原本】 

・最終出身学校が大学等の場合は、大学等の成績証明書も一緒に提出してくださ

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。 

⑤日本留学試験の 

成績確認書 

・A4 用紙に印刷し、すべての記載内容がはっきりと確認できるものを提出してく

ださい。 

⑥エントリーシート 

（本学所定用紙 様式 1） 

・この入学試験要項に付属の「様式 1」を A4サイズの用紙に印刷してください。 

・言語の指定がある項目以外は、日本語で記入してください。 

⑦志望理由書 

（本学所定用紙 様式 2） 

・この入学試験要項に付属の「様式 2」を A4サイズの用紙に印刷してください。 

・日本語で、1000字程度で記入してください。 

⑧入学検定料納入完了の

スクリーンショット 

・「Flywire」で支払手続完了後に、支払完了画面のスクリーンショットを印刷し

て提出してください。 

⑨英語検定試験の 

試験結果 

・提出は任意です。 

・p.7「出願書類⑨「英語検定試験の試験結果」について」を参照してください。 
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■出願書類⑨「英語検定試験の試験結果」について 
・出願締切日より 2年以内に、下表の検定試験を 1つ以上受験した場合は、出願書類として任意で提出する

ことが可能です。 

・TOEIC®を除き、同一試験日のスコアのみ有効であり、複数の成績表(受験日が異なる各技能の得点)を組み

合わせて提出することは不可とします。 

・TOEFL iBT®を除き、Web上で確認したスコアを印刷したものは不可とします。 

検定試験 書類 

実用英語技能検定 

(英検、英検 S-CBT、英検 CBT、 

英検 S-Interview) 

以下のいずれか 1つ(コピー可)を提出してください。 

・合格証明書(和文または英文)  ・CSEスコア証明書 

・合格証書(Certificate)    ・二次試験個人成績表 

・S-CBT個人成績表 

TOEFL iBT® 

TOEFL iBT® Home Edition 

(ITP、PBT は対象外) 

まず、Official Score Reports の大学直送手続を行ってください。

(DI コード：0437) 

次に、TOEFL iBT®の Webサイトから Test Taker Score Report をダウ

ンロードして印刷してください。 

印刷した Test Taker Score Report に、大学直送手続を行った日付を

「直送手続：○○○○年○月○日」と記入して提出してください。 

TOEIC®(L&R＋S&W) 

(IP は対象外) 
OFFICIAL SCORE CERTIFICATE(コピー可)を提出してください。 

IELTS(アカデミックモジュール) 

まず、Test Report Form の大学直送手続を行ってください。 

次に、自分が所有している Test Report Form をコピーしてください。 

コピーした Test Report Form に、大学直送手続を行った日付を 

「直送手続：○○○○年○月○日」と記入して提出してください。 
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入学検定料 

 

■入学検定料納入 

入学検定料は 35,000円です。出願書類を郵送する前に、下記の手順に沿って必ず納入してください。 

なお、納入にかかわるすべての手数料は、志願者が負担してください。 

(1)以下の URLもしくは二次元バーコードより「Flywire」にアクセスしてください。 

「Flywire」 

URL：https://meijigakuin-applicationfee.flywire.com   二次元バーコード： 

 

(2)p.9「入学検定料納入方法」を参照の上、「Flywire」で納入してください。 

・「申請者(志願者)情報」画面では、代理人が納入する場合でも志願者本人の情報を登録してください。 

・何らかの事情で「Flywire」が利用できない場合は、出願前のなるべく早い段階で入学インフォメーシ

ョン(p.1 参照)へ連絡してください。 

(3)納入後、完了画面のスクリーンショットを印刷し、p.6「出願書類⑧」として提出してください。 

「Flywire」に関する問い合わせ先 

URL：https://www.flywire.com/support   E-mail：support@flywire.com 

 

 

■入学検定料返金 

下記の場合のみ、入学検定料の返金を行います。 

(1)第一次選抜において不通過となった場合 

入学検定料 35,000 円の内訳は、第一次選抜検定料 20,000円／第二次選抜検定料 15,000円です。 

第一次選抜において不通過となった方には、第二次選抜検定料 15,000円を返金します。なお、本学へ返金

請求のメールを送る必要はありません。 

 
(2)下記の「返金理由」①～③のいずれかに該当し「返金請求方法」に記載の手続きを完了した場合 

＊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 

2023 年 6 月 30 日（金）までに、入学インフォメーションへメールにてご連絡ください。 

明治学院大学 入学インフォメーション 

E-mail：mginfo＠mguad.meijigakuin.ac.jp  メールの標題：B私費外国人留学生入試 返金依頼 

 

【返金方法】 

上記(1)・(2)とも、「Flywire」での入学検定料納入時に入力した銀行口座、もしくはクレジットカードへ、

返金手数料を差し引いた上で、円建て外国送金で返金します。 

ただし、返金額が送金手数料を下回る場合は返金できません。 

なお、各種手数料、為替レートの影響により受取額が返金額を下回る場合がありますので、あらかじめご

了承ください。 

 
 

https://meijigakuin-applicationfee.flywire.com/
https://www.flywire.com/support
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■入学検定料納入方法 
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出願方法 

 

■出願期間 

2023 年 3 月 13 日(月)～3月 23 日(木) 郵送必着 
 

■出願書類郵送 

(1)入学検定料納入後、p.6「出願書類」に記載された順番に書類を並べ、各自で用意した郵送用の封筒やパ

ッケージにすべて封入してください。郵送用の封筒やパッケージの空いている場所に、「B 私費外国人留

学生入試出願書類在中」と赤字で記入してください。 

(2)書留航空便等の追跡可能な方法で、出願締切日必着で郵送してください。 

学校の先生や代行業者等からではなく、必ず本人が郵送してください。 

郵送先： The Admissions Center, Meiji Gakuin University 

1-2-37 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo 108-8636 

 

■出願メール送信 

出願書類を郵送後、速やかに、p.6 出願書類①「志願票」に記載した自分のメールアドレスから、下記の情

報をメールで入学インフォメーションへ連絡してください。 

(1)氏名(アルファベット表記)  

(2)「志願票」に記載した現住所(アルファベット表記)  

(3)郵送方法と追跡番号 

明治学院大学 入学インフォメーション 

E-mail：mginfo＠mguad.meijigakuin.ac.jp  メールの標題：B私費外国人留学生入試 出願 

 

 

 

第一次選抜結果・第二次選抜の案内 

 

■連絡日 

2023 年 4 月 13 日(木) 
 

■連絡方法 

本学から、p.6 出願書類①「志願票」に記載されたメールアドレスへ「第一次選抜の結果」を連絡します。 

第一次選抜の通過者には、第一次選抜の結果に加えて「受験番号」と、Zoom によるオンライン面接の日時

も連絡します。必ず確認してください。 
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第二次選抜 (オンライン面接) 

 

■試験日 

2023 年 4 月 15 日(土)・16日(日) 「志願票」に記載の日時の中で、受験者 1 名あたり 20～30 分程度 
 

■受験上の注意 

(1)受験者各自の面接日時は、前述のとおり 4 月 13 日(木)に送信する「第一次選抜の結果」のメールで指定

します。日時の変更は受け付けません。 

(2)受験者の方には、日本時間の予定日時に Zoom へアクセスしていただきます。受験者各自に予定された面

接時間が終了するまでの間に、Zoom へのアクセスが無い場合や応答しない場合は、欠席とみなします。 

(3)面接を欠席する場合は、受験者各自に予定された面接日時よりも前に、「第一次選抜の結果」のメールに

記載されたメールアドレスへ連絡してください。 

 

■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 受験者本人以外の者が周囲にいる状況で面接を受けること。 

② カンニング（カンニングぺーパー・参考書・スマートフォンや PCの利用、他の人から答えを教わるこ

と等）をすること。 

③ 面接中の録音・録画や、面接内容をインターネット上で公開すること。 

④ 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。 
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合格発表 

 

■発表日時 

2023 年 4 月 24 日(月) 10:00 
 

■発表方法 

本学 Web サイト(https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/)で発表します。掲載期間は 1週間です。 

また、合格者には「合格通知」と「入学手続案内」等の書類を、p.6 出願書類①「志願票」に記載された住

所へ、EMSもしくは書留航空便で発送します。 
 

◆合格者宛ての書類は発表日に発送するため、発表日当日には到着しません。発表日から 10 日経過しても

書類が到着しない場合は、入学インフォメーション(p.1 参照)へ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られません。 

 

 

入学手続 

 

■手続締切日 

2023 年 6 月 30 日(金) 振込期限・郵送必着 
 

■手続方法 

合格者へ郵送する「入学手続案内」でご確認ください。 

なお、入学手続に関する窓口は「教務部」です。 

 

 

学納金等 (9月入学) 

 
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。 

 

国際学科 (単位：円) 秋学期 春学期   

入学金 200,000 －  ◆入学時に新入生歓迎行事費を徴収すること

があります。 授業料 438,000 438,000  

施設費 77,500 77,500  ◆履修する科目・授業によっては左記のほか

に、実験実習料や教材費等を徴収することが

あります。 設備費 10,000 10,000  

教育充実維持費 21,750 21,750  ◆第 8 セメスターに校友会終身会費 40,000 円

を代理徴収します。 語学検定受験料 8,000 －  

保証人会費 3,500 3,500   

課外活動費 2,300 2,300   

学生傷害保険料 3,300 －   

学会費 1,500 1,500   

各学期合計 765,850 554,550   

年間合計額 1,320,400   

 

入学手続時に「秋学期」の金額を納入していただきます。 

翌春学期以降は、年間合計額の一括納入も可能です。 

 

https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/
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奨学金 

 

本学で私費外国人留学生が応募できる奨学金は以下のとおりです。 

詳細は入学後、学生部へお問い合わせください。 

明治学院大学外国人留学生学業優秀賞 

（2～4年次生の成績優秀者対象） 

  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) 

明治学院大学保証人会 

外国人留学生奨学金 

  給付金額: 140,000～240,000円(2021 年度実績) 

  募集時期: 9月下旬(2021 年度実績) 

地方公共団体・民間育英団体奨学金   給付金額、募集時期は奨学金によって異なります。 

 

 

授業料減免制度 

 

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、現行規定では、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。 

詳細は入学後、国際センターへお問い合わせください。 

 

 

入学後の生活 

 

入学後のキャンパスライフについての相談は、国際センターで受け付けます。 

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 
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志願票の記入例 

2023 年度 明治学院大学 B私費外国人留学生入試 志願票 （9 月入学） 
 

入試制度 ３ ９ 出願学科 １ ５ １  整理番号 
(大学記入欄) 

 受験番号 
(大学記入欄) 

黒色の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ください。 

カタカナ 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 マスあけて記入してください。濁点「゛」・半濁点「゜」も含めて 1 マスに記入してください。 

テ イ ラ －  メ イ ガ ク         

アルファベット 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 字あけてアルファベット（ブロック体）で記入してください。出願書類⑤「日本留学試験の成績確認書」と同じ表記にしてください。 

ＴＡＹＬＯＲ ＭＥＩＧＡＫＵ 

母国語 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 字あけて記入してください。 

ＴＡＹＬＯＲ ＭＥＩＧＡＫＵ 

生年月日 

（西暦） 

月・日が 1 ケタの場合、前に 0 を記入してください。 （例） 2004 年 06 月 02 日 

性別 

どちらかに✔を記入してください。 

２ ０ ０ ４ 年 ０ ６ 月 ０ ２ 日 □１.男 □２.女 

高校コード 

記入不要 

学科コード 

記入不要 

卒業年次 

どちらかに✔を記入してください。 

５ ２ ０ ０ ０ Ｅ ５ ２ □５.卒業見込 □６.既卒 

国名 

日本語で記入してください。 

国籍コード 

p.15 を参照してください。 

アメリカ Ｇ ０ ２ 

現住所 

合格通知等を確実に受け取れる住所をアルファベット(ブロック体)で記入してください。郵便番号がある場合は Postal code（ZIP-CODE）欄に記入してください。 

Postal code（ZIP-CODE）：  ８５２８７       

５７ Ｇｒａｐｅｆｒｕｉｔ Ｓｔ、 Ｔｅｍｐｅ、 ＡＺ 

電話番号 

本学から志願者本人へ確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。国番号も記入してください。 

＋１ ８０ ＸＸＸＸ ＸＸＸＸ 

E-mail 

アルファベット(ブロック体)で記入してください。 

ａｂｃｄｅ１２３４５＠ｍｇｕａｄ．ｍｅｉｊｉｇａｋｕｉｎ．ａｃ．ｊｐ 

日本留学

試験 
（EJU） 

受験月（6 または 11） 受験番号（提出する「成績確認書」に記載された受験番号）を記入してください。 

６ 月 ９ ９ ＊ ９ ９ ９ ９ ＊ ９ １ ９ ９ ９ ９ 

 
 

写真貼付欄 

 

 

 
縦 4cm×横 3cm 

 

 
 必ず貼付してください  

 
 

✔ 

2023 年 8月 31 日までに 

 ✔ 

出願書類⑤「日本留学試験の成績確認書」を参照し、 

・「受験月」欄に、受験した月 (6または 11) を記入してください。 

・「受験番号」欄に、受験番号を記入してください。 

・写真を 1枚貼付してください。もう 1枚の写真は、志願票にクリップで留めてください。 
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国籍コード一覧表 

 
志願票の「国籍コード」は下表を参照の上、記入してください。 

 

 

 

 



 

2023 年度 明治学院大学 B私費外国人留学生入試 志願票 （9 月入学） 
 

入試制度 ３ ９ 出願学科 １ ５ １  整理番号 
(大学記入欄) 

 受験番号 
(大学記入欄) 

黒色の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ください。 

カタカナ 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 マスあけて記入してください。濁点「゛」・半濁点「゜」も含めて 1 マスに記入してください。 

                 

アルファベット 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 字あけてアルファベット（ブロック体）で記入してください。出願書類⑤「日本留学試験の成績確認書」と同じ表記にしてください。 

 

母国語 

氏名 

姓－名の順に、間を 1 字あけて記入してください。 

 

生年月日 

（西暦） 

月・日が 1 ケタの場合、前に 0 を記入してください。 （例） 2004 年 06 月 02 日 

性別 

どちらかに✔を記入してください。 

    年   月   日 □１.男 □２.女 

高校コード 

記入不要 

学科コード 

記入不要 

卒業年次 

どちらかに✔を記入してください。 

５ ２ ０ ０ ０ Ｅ ５ ２ □５.卒業見込 □６.既卒 

国名 

日本語で記入してください。 

国籍コード 

p.15 を参照してください。 

    

現住所 

合格通知等を確実に受け取れる住所をアルファベット(ブロック体)で記入してください。郵便番号がある場合は Postal code（ZIP-CODE）欄に記入してください。 

Postal code（ZIP-CODE）：                     

 

電話番号 

本学から志願者本人へ確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。国番号も記入してください。 

 

E-mail 

アルファベット(ブロック体)で記入してください。 

 

日本留学

試験 
（EJU） 

受験月（6 または 11） 受験番号（提出する「成績確認書」に記載された受験番号）を記入してください。 

 月   ＊     ＊  １     

 
 
 

写真貼付欄 

 

 

 
縦 4cm×横 3cm 

 

 
 必ず貼付してください  

 

 

 

【写真の規格】 

縦 4cm×横 3cm／最近 3ヶ月以内に撮影されたもの 

上半身正面向／脱帽／背景無地／カラーまたは白黒 

スナップ写真、デジタルカメラで個人撮影したものは不可 

特殊加工、修正を加えたものは不可 

 

・同じ写真を 2枚用意し、どちらも裏面にアルファベット氏名を記入してください。 

・2枚の写真のうち 1枚を左の「写真貼付欄」に貼付してください。もう 1枚を、この志願票に

クリップで留めてください。 

・この写真は、卒業まで使用する学生証に利用します。 

2023 年 8月 31 日までに 

 

オンライン面接の際に、写真で本人確認ができない場合には、受験できません。 

決して写真を加工しないでください。 



 

エントリーシート（様式 1） 

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。 

カタカナ氏名  

アルファベット氏名  

生年月日(西暦) 年    月    日 

 

学歴 

出願時点の学歴を、小学校から順に記入してください。 

年月 

（西暦） 

該当するものを 

○で囲む 
学校名 

所在地 

（国名・都市名） 

年  月 入学・転入 
  

年  月 卒業(見込)・転出 

年  月 入学・転入 
  

年  月 卒業(見込)・転出 

年  月 入学・転入 
  

年  月 卒業(見込)・転出 

年  月 入学・転入 
  

年  月 卒業(見込)・転出 

年  月 入学・転入 
  

年  月 卒業(見込)・転出 

 

高等学校卒業後の経歴・活動 

出願時点で高等学校を卒業済みの場合は、卒業後から出願までの間に何をしてきたか記入してください。 

（例：職業、アルバイトなど） 

 活動内容 国名 都市名 開始時期 終了時期 

1      

2      

3      

 

（次ページへ続く） 



 

 

言語能力について 

あなたの言語能力を 1－5で評価し、記入してください。 

日本語の能力は必ず記入してください。その他の言語の記入は任意とします。 

(1=苦手、2=やや苦手、3＝普通、4=得意、5＝とても得意) 

言語 読む力 書く力 聞く力 話す力 

(1) 日本語     

(2)     

(3)     

(4)     

 

日本語学習歴 

これまでの日本語学習歴を記入してください。 

 期間 組織・団体等 時間 

例 2021年 4 月～10月 ＭＧ日本語学校 週 5時間、20週間 

1    

2    

3    

4    

 

オンライン面接日時 

第二次選抜のオンライン面接が可能な日時を、できるだけ 2つ以上チェック(✔を記入)してください。 

チェックされた時間の中で、受験者 1名あたり 20～30 分程度の時間を決定し、面接を行います。 

決定した面接日時は、志願票に記入された E-mailへ連絡します。 

年月日 時間 (日本時間) 

2023年 4月 15日(土) □10:00～13:00     □13:00～16:00 

2023年 4月 16日(日) □10:00～13:00     □13:00～16:00 

 

オンライン面接の録画について 

明治学院大学では、試験を適正かつ公正に実施するために、Zoom の録画機能を利用して、オンライン面接

の様子を録画することがあります。 

録画された映像・音声は、面接の運営および合否判定以外の目的では使用しません。また、受験者が面接の

内容を録音・録画することは禁止します。 

受験者は同意のうえ、右のボックスにチェック(☑)を記入してください。 

□ 

  



 

 

志望理由書（様式 2） 

黒のペンまたはボールペンを使い、自筆により 1000字程度の日本語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。 

カタカナ氏名  

アルファベット氏名  
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