
 

 

Ⅻ 2021(令和 3)年度 外国人留学生選抜Ａ日程 学生募集要項 
（渡日前入学許可を含む）2020年 11月更新版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【注意】外国人留学生選抜には、A日程・B日程・C日程があり、日程により出願資格や選抜方法
（試験内容・試験場）等が異なります。この学生募集要項は  A日程用  です。 

 福岡女子大学に入学する外国人留学生への支援について 
１ 入学料 

 外国人留学生選抜により入学する留学生は入学料を全額免除します。 
 

２ 授業料 

 次の(1)、(2)のとおり、一定の成績を修めた留学生には、授業料を減免します。 

 (1) 1年次は、選抜の時の成績で対象者を決定します。 

  全額免除：次のアまたはイを満たす場合（最大 10名） 

ア．日本留学試験(EJU)の「日本語」の得点が全受験者の上位 20％以内に相当し、かつその

他の科目が 1科目でも平均点以上 

イ．TOEFL iBT®のスコアが 60 以上または TOEIC® Listening & Reading Test のスコアが 600

以上または IELTS のスコアが 6.0以上 
 

  半額免除：次のアまたはイを満たす場合（最大 10名） 

ア．日本留学試験(EJU)の「日本語」の得点が全受験者の上位 30％以内に相当し、かつその

他の科目が 1科目でも平均点以上 

イ．TOEFL iBT®のスコアが 50 以上または TOEIC® Listening & Reading Test のスコアが 550

以上または IELTS のスコアが 5.5以上 
 

 (2) 2～4年次は、半期ごとの成績で選考します。 

  全額免除：通算 GPAが 3.0 以上の学生 

  半額免除：通算 GPAが 2.5 以上 3.0未満で、全学免除に該当しない学生 
 

※ 免除の基準の達成者が 10 名を超える場合は、成績順に決定します。 

※ 上記は 2020 年度の制度です。減免の基準として、出願資格として課している上記以外の英語の資格・

検定試験のスコアも対象となる予定です。変更の際は本学ウェブサイト等でお知らせします。 
 

３ 寮 

 本学は、「国際学友寮 なでしこ」での生活によって社会でのコミュニケーション能力や国際性を育てます。

留学生は原則として在学中の 4 年間、「国際学友寮 なでしこ」で日本人学生と共同生活をします。 

 寮費は、前期 90,000 円、後期 90,000 円（水道光熱費・インターネット代込、1年次の前期に清掃費 14,300

円が必要）で、大学の敷地内で生活することができます。ただし、寮費の滞納、無断外泊、門限を守らない等、

寮規則や運営要綱に違反した場合は、懲戒処分（退寮・退学処分等）となる場合があります。 
 

４ 日本語教育プログラムの充実 

 外国人留学生を対象に、「聞く」「読む」「話す」「書く」の日本語の 4技能を育成する学術日本語プログラム

があります。 
 

５ JD-Matesについて 

留学生に積極的にかかわる日本人学生を JD-Mates（Joshi-Dai-Mates）として認定しています。留学生 1人

に 1 人のサポーターがつき、入国・出国等の支援、銀行口座開設、保険手続の補助等、留学生に対して生活

上・修学上の支援を行っています。（学部留学生は初年次の 1年間サポーターがつきます。） 

 

 渡日前入学許可とは、受験者が自国にいながら日本の大学等の入学者選抜を受験し、入学許可を得ることが

可能となる制度です。本学では、外国人留学生選抜において、韓国・マレーシア（A 日程）と、ベトナム・タイ

（B日程※・C日程※）の 4か国に試験場を設置し、日本学生支援機構が実施する「日本留学試験(EJU)」（日本国

外で受験したもの）の成績を利用し、渡日前入学許可を行います。この制度を利用すれば、志願者は来日する

ことなく受験し、入学許可を得ることができます。 
 

※ 2021年度 B日程春入学 C日程春入学・秋入学はは、受験者任意の場所を試験場とします。 

渡日前入学許可について 
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１ 募集人員 

 

 

 

 
 
  

※ A 日程の募集人員は、B日程、C 日程の募集人員（若干名）を含みます。 

 

２ 出願資格 

 次の(1)～(4)のすべてに該当する女子が出願できます。 
 

(1) 外国の国籍を有する者 

(2) 次のアからカのいずれかに該当する者 

 ア．日本の国内外を問わず、12年の学校教育に相当する教育課程を修了した者、もしくは入学する月の

前月の末日までに修了見込みの者（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または

研修施設の課程等を修了すること。）で、そのうち 8年以上を外国の学校において修了した者 ※1 
 
 イ．日本国外において、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

カロレア資格を有する者 
 
 ウ．日本国外において、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

ア資格を有する者 
 
 エ．日本国外において、フランス共和国の大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する

者 
 
 オ．日本国外において、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国の大学入学資格として認め

られているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格
（Aレベル資格）を有する者 ※2 

 
 カ．日本国外において、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者（12年未満の課程の場合は、

さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了すること。）で入学する月の 1 日まで
に 18 歳に達する者 

 
※1 日本国内の高等学校を卒業した外国人留学生（また卒業見込みの外国人留学生）でも、12 年の教

育課程のうち 8 年以上を外国の学校で修了していれば外国人留学生選抜に出願できます。 
   出願資格について個別の事情等がある場合は、本学アドミッションセンターへ相談してください。  

※2 必要な科目数と評価は、本学アドミッションセンターに問い合わせてください。  
 
(3) 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を次のとおり受験した者 
   本学試験日よりさかのぼって 2年以内に受験したものに限ります。 
   渡日前入学許可を希望する場合は、日本国外において受験してください。 
 
 ア．試験教科等 

  ① 国際教養学科を志望する者 

「日本語」「総合科目」「数学(コース 1 またはコース 2 のいずれか)を受験してください。 
 

  ② 環境科学科または食・健康学科を志望する者  

「日本語」「理科(物理、化学、生物の中から 2科目選択)」「数学(コース 2)」を受験してください。 
 
 イ．出題言語 

  日本語または英語（選択可） 
 

（4）下記①～⑧の英語資格・検定試験のうちいずれかを１つ出願受付開始の日よりさかのぼって 2 年以

内に受験し、出願時にその成績を証明できる者 

  ① 実用英語技能検定 

②TOEFL iBT® （TOEFL ITP®は除く。TOEFL iBT®テストは、Test Date スコアのみを対象とする。） 
 
③ TOEIC® Listening & Reading Test 及び TOEIC® Speaking & Writing Test  
（団体特別受験制度 IPテストは除く）  

学  科 募 集 人 員 

国際教養学科  12 

環 境 科 学 科 5 

食・健康学科  3 

２ 



 

 

④GTEC（4 技能）⑤IELTS ⑥TEAP ⑦TEAP CBT ⑧ケンブリッジ英語検定 
 

３ 出願期間 

 2020年 12月 18日（金）～ 2021年 1月 8日（金）17：00【必着】 

※ 2020年 12月 26日（土）～ 2021年 1月 3日（日）は書類の提出（郵送）を受け付けません。 

 

４ 出願手続 

 出願は「インターネット出願」のみです。 

 詳しくは、本要項の「インターネット出願について」で確認し、不備のないように注意してください。 
 

 入学考査料の支払い方法の確認  

 入学考査料 5,000円を下記いずれかの方法で支払ってください。 
 

 日本国外  で支払う場合  クレジットカード(VISA、Master、JCB、Amex、Diners)、 

日本国外の金融機関からの電信送金が利用できます。 
 

 日本国内  で支払う場合  クレジットカード(VISA、Master、JCB、Amex、Diners)、 

コンビニエンスストア、Pay-Easyが利用できます。 

 

※ 日本国外の金融機関から電信送金する場合 

確認に時間を要するため、出願の 1 ヵ月程度前に送金し、本学へ連絡してください。 

確認後、出願登録に必要なパスワードを通知します。また、出願書類を送付する時には送金手続に使

用した外国送金依頼書の写しを同封してください。 

〔本学への連絡について〕 

連 絡 先 nyushi-qa@fwu.ac.jp（福岡女子大学 アドミッションセンター） 

連絡事項 入試日程、志願者の氏名、志望学科 

 

〔送金について〕 

送金額 
Amount 

5,000円（日本円建て） ※ 振込手数料はすべて送金依頼人が負担してください 

送金先 
金融機関等 

銀行名  （Name of Bank） 福岡銀行  （THE BANK OF FUKUOKA, LTD.） 

SWIFTコード 
（Bank International code SWIFT） 

FKBKJPJT 

支店名 （Name of Branch） KASHII BRANCHI 

住 所  （Bank address） 

〒813-0013 福岡県福岡市東区香椎駅前 2-12-13 
 
（2-12-13, Kashiiekimae, Higashi-ku, Fukuoka-

shi,Fukuoka, 813-0013, Japan） 

電話番号 （Phone number of Bank） 092-681-1231 （＋81-92-681-1231） 

口座番号 （Account number） 2732681 

受取人  （Beneficiary） 

福岡女子大学 外部資金 8 代表 梶山千里 
 
Fukuoka Jyoshi Daigaku Gaibushikin8 Daihyou 
Kajiyama Tisato 

送金種類 （Type） 電信送信  （Telegraphic of Remittance） 

支払手数料 
（Paying Bank’s Charge） 

送信人負担 （Sender） 

送金目的 （Purpose） 入学考査料 （Screening Fee） 

連絡事項 志願者本人の氏名（Applicant name）を記入してください。 

 

３ 



 

 

 出願書類   

 

 

 

 

  

 

▶ 証明書の原本（Original）が提出できない場合 

 証明書等は、原本（Original）を提出してください。 

 原本（Original）を提出できない場合は、高等学校または公的機関において原本の写し（Certified true 

copy）を作成し、提出してください。写し（Certified true copy）には日付と発行機関名を記載し、発

行機関の印が必要です。 

 

【高等学校または公的機関における原本の写し（Certified true copy）作成手順】 
 

① 証明書原本（Original）を準備する。 
 

② 「原本証明を行うことができる機関」が原本（Original）を確認の上、写し（Certified true copy）

を作成する。複写しただけでは、証明書として受付はできません。 
 

③ 「原本証明を行うことができる機関」が原本（Original）と相違ないことを証明する旨を記載し、機関

印を押す。 

 

【例】 

 

 

 

 

 

なお、あらかじめ本学に証明書の原本（Original）を持参または郵送し、写し（Certified true copy）

を作成することもできます。原本（Original）は、後日返却します。 

 

 

【書類が日本語または英語表記以外の場合】 

 書類が日本語または英語表記以外の場合は、必ず日本語訳を添付してください。 

日本語訳には、自国の在日公館または日本国の在外公館等の公的機関による翻訳証明をつけてください。 

 なお、日本語教育機関による翻訳証明も認めますが、必ず翻訳責任者の氏名が記載され、学校の公印

が押されたものを提出してください。翻訳会社による翻訳は認められません。 

 

【例】 

 

 

 

 

 

【証明書などの注意事項】 

原本の写し 

（Certified true copy） 

 

【例】この写しは原本と相違ないことを証明します。 

    ○○年○○月○○日 

    機関名 印（機関印） 

原本（Original）または 

原本の写し（Certified true copy） 
 

※原語版の書類 

日本語の 

翻訳証明 

【例】○○年○○月○○日 

   公的機関等の名称及び公印 

翻訳責任者の氏名 

 

● 虚偽の記入（入力）をした場合は、入学後でも入学を取り消すことがあります。 
 

● 出願書類を送付した後は、出願登録の内容、出願書類の変更はできません。 
 

● 出願書類に記載事項等の記入漏れ、その他不備のある場合は受理しないことがありますので、十分確認し

てください。 
 
● 経歴等の確認やその他の事由により追加書類の提出を求めることがあります。 

【出願上の注意事項】 

４ 



 

 

【全員が提出する書類】  

１．Web入学志願票 

入学考査料を支払った後に、本学ウェブサイトの「インターネット出願」のページよりダウンロードし、
A4 用紙に印刷してください。 

２．卒業（修了）証明書等               原本（Original）または写し（Copy） 

 学校教育における 12 年の課程を修了した者または修了見込みの者は、日本の高等学校に相当する課

程（以下、「高等学校」という。）の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書の原本（Original）。

指定された準備教育課程または研究施設の課程（以下、「準備教育課程等」という。）を修了した者は、

高等学校の卒業証明書等と準備教育課程等の修了（見込）証明書の原本（Original）。 
 

 国際バカロレア資格を有する者は、その資格証明書の写し（Copy）。 
 

 アビトゥア資格を有する者は、「一般的大学入学資格証明書」の写し（Copy）。 
 

 バカロレア資格を有する者は、その資格証明書の写し（Copy）。 
 

 A レベル資格を有する者は、その資格証明書の写し（Copy）。 
 

 12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者は、その合格証明書の写し（Copy）。 

３．最終卒業（修了）学校の成績証明書等        原本（Original）または写し（Copy） 

 最終出身高等学校長が作成した成績証明書の原本（Original）。記載内容（科目名、成績等）が記号等

で示されていれば、必ずその説明をつけてください。準備教育課程等を修了した者は、高等学校の成

績証明書の原本（Original）とその準備教育課程等の成績証明書の原本（Original）。 
 
 国際バカロレア資格を有する者は、国際バカロレア資格最終試験 6 科目の成績評価証明書の写し
（Copy）。 

 
 アビトゥア資格を有する者は、「一般的大学入学資格証明書」に記載されている成績の写し（Copy）。 
 
 バカロレア資格を有する者は、バカロレア資格試験成績証明書の写し（Copy）。 
 
 A レベル資格を有する者は、その成績評価証明書の写し（Copy）。 
 
 12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者は、その成績証明書の写し（Copy）。 

４．日本留学試験（EJU）の受験票または成績通知書              写し（Copy） 

 
日本留学試験の受験票または成績通知の写し（Copy）を提出してください。 
 
・ 写し（Copy）を取る際は、受験番号や顔写真が記載されている部分は切り取らないでください。  
・ A4サイズの用紙にコピーしたものを提出してください。  
・ 複数回受験した場合はいずれかを選択し、1つだけ提出してください。なお、本学試験日よりさ

かのぼって 2年以内に受験したものに限ります。 
 

試験当日は、写し（Copy）を提出した受験票または成績通知書の原本（Original）をもってきてく

ださい。 

 

 

 

 

 

【参考】日本留学試験については、下記に問い合わせてください。 
 

独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部 留学試験課 

〒153-8503 東京都目黒区駒場 4 丁目 5 番 29 号  電話 03-6407-7457 

５ 



 

 

５．英語の資格・検定試験の成績証明書                  原本（Original） 

次の①から⑧の英語の資格・検定試験のうちいずれかの成績証明書の原本を提出してください。 
原本（Original）は試験日に返却します。 
 
なお、出願受付開始の日よりさかのぼって 2年以内に受験したものに限ります。 
 
① 実用英語技能検定の合格証明書の原本（Original） 
 
② TOEFL iBT® の Official Score Report、Institutional Score Report、Examinee Score Report、

Test Taker Score Report の原本（Original） 
 
※ Educational Testing Service から TOEFL®の Official Score Report または Institutional Score Report を

送付する際に必要な福岡女子大学の登録コード番号（DIコード）は「7208」です。 
 
※ TOEFL®の Examinee Score Report または Test Taker Score Report を提出する場合は、写し（Copy）ではな

く原本（Original）を提出してください。 
 

※ TOEFL®の成績証明書の原本（Original）を出願期間内に提出することが難しい場合は、My TOEFL Home のス

コアページを印刷した物を出願期間内に提出し、後日 Official Score Report、Institutional Score Report、

Examinee Score Report、Test Taker Score Reportのいずれかの原本（Original）を本学へ提出することも

認めます。 

後日提出する場合は入学手続期間最終日までとし、期限までに提出されない場合は合格しても入学が許可さ

れない場合がありますので、十分に注意してください。 
 
③ TOEIC® Listening & Reading Test 及び TOEIC® Speaking & Writing Test の OFFICIAL SCORE 

CERTIFICATE の原本（Original） 
  
※ 関係機関が専用用紙で発行した公式認定証（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）に限ります。自分でプリントア

ウトしたものは受け付けません。 
 
④ GTEC（4 技能）の OFFICIAL SCORE CERTIFICATE の原本（Original） 
 
⑤ IELTSの Test Report Form の原本（Original） 
 
⑥ TEAPの OFFICIAL SCORE REPORT の原本（Original） 
 
⑦ TEAP CBT の OFFICIAL SCORE REPORT の原本（Original） 
 
⑧ ケンブリッジ英語検定の認定証（Certificate）の原本（Original） 
 

６．身上記録書                              原本（Original） 

本学ウェブサイトよりダウンロードし、志願者本人が自筆で作成してください。 

７．身分証明書                               写し（Copy） 

パスポート（氏名、国籍、顔写真がわかるページ）の写し（Copy）を提出してください。パスポートを
所持していない場合、国籍を証明する他の書類（原則として原本（Original）を提出してください。 
原本を提出できない場合は、写し（Copy）を提出してください。 

  

６ 



 

 

【該当する方のみ提出する書類】 

日本国内で受験する場合 

 

韓国・マレーシア等海外で受験する場合 

 

 Web入学志願上の印刷・出願書類の郵送  

(1) Web 入学志願票の印刷 

入学考査料を支払った後に届く E-mailに記載の URLまたは本学ウェブサイトの「インターネット出願」

の「出願内容を確認」にログイン ID、生年月日、電話番号の入力を行ってアクセスし、「Web 入学志願票

ダウンロード」及び「封筒貼付用宛名シートダウンロード」よりダウンロードし、A4サイズの白紙に印刷

してください。 

 

(2) 出願書類の送付 

 出願書類（本要項 5～7 ページ参照）を封筒（A4 サイズの書類を折らずに入れることができるもの）入

れ、封筒貼付用宛名シートを貼って送付してください。 

 日本国内の場合は簡易書留速達郵便で、日本国外の場合は国際スピード郵便（EMS）等で送付してくだ

さい。日本国外の送付で所定の宛名ラベルの使用を求められた場合は、そのラベルに同様の内容を記入し

て送付してください。 

 なお、やむを得ない事情がある場合に限り、本学アドミッションセンターへの持参を認めますが、その

場合は、出願期間の最終日 17：00 までとし、それ以降に持参しても受け付けません。また、受付時間は

9：00～17：00で、土曜日、日曜日、祝日は受け付けません。 
 

［送付先］ 

福岡女子大学 アドミッションセンター 

  〒813-8529 

  福岡市東区香住ヶ丘 1丁目 1番 1号 

  電話 092-692-3100 

 

 Fukuoka Women’s University Admission Center 

  1-1-1 Kasumigaoka, Higashi-ku, Fukuoka  

813-8529, Japan 

  Phone +81-92-692-3100 

 

５ 受験票 

 出願期間終了後に受験票のダウンロードが可能になります。受験票は A4サイズの白紙に印刷し、試験日に

持参してください。 

 出願期間最終日から 3 日（土日・祝日除く）経過しても受験票をダウンロードできない場合には、本学ア

ドミッションセンターまで連絡してください。 

 

日本語教育機関の出席・成績証明書                   原本（Original） 

 日本語教育機関に在籍している者（在籍したことがある者）は、出席率が記載された成績証明書の原

本（Original）を提出してください。出席率が記載されていない場合は、出席証明書の原本（Original）

も提出してください。 

在留資格認定証明書の申請書類一式                      写し（Copy） 

本要項「● ビザ（査証）の取得について」を参照の上、必要書類を提出してください。 

本学では、在留資格の種類「留学」で代理申請を行います。 

外国送金依頼書の写し（金融機関から電信送信した場合のみ）          写し（Copy） 

入学考査料を日本国外の記入機関から電信送金した場合は、外国送金依頼書の写し（Copy）を提出して

ください。クレジットカードで支払った場合は、提出する必要はありません。 
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６ 入学者選抜方法 

 ◯ 本学実施試験として小論文及び面接を課し、その結果と日本留学試験の成績、英語の資格・検定試験の

成績証明書、その他提出書類により入学者選抜を行います。 
 

 (1) 試験内容 

学科 

日本留学試験（EJU） 英語※1 本学実施試験 

合計 

日本語 理科 

総
合
科
目 

数学 
英
語
の
資
格
・ 

検
定
試
験
の 

成
績
証
明
書 

小
論
文 

面接  「読解」 

「聴解・聴読解」 

「記述」 

「物理」 

「化学」 

「生物」 

から 

2科目選択 

コース 

1 

コース 

2 

国際教

養学科 
300 点※2  200 点 

コース 1 またはコース 2 

100 点※2 100 点※2 150 点 150 点 1000 点 

環境科 

学科 
300 点※2 200 点   100 点※2 100 点※2 150 点 150 点 1000 点 

食・健

康学科 
300 点※2 200 点   100 点※2 100 点※2 150 点 150 点 1000 点 

 
※1 英語の資格・検定試験の対象は次のとおりです。①実用英語技能検定 ②TOEFL iBT® 

③ TOEIC®L&R/S&W ④ GTEC(4 技能) ⑤IELTS ⑥TEAP ⑦TEAP CBT ⑧ケンブリッジ英語検定  
 

※2 日本留学試験「日本語」「数学」の得点と、英語の資格・検定試験のスコアは本学の配点にあわせて換算

します。なお、英語の資格・検定試験の成績証明書を複数提出した場合は、最も高い得点に換算される

ものを採用します。 
 

上記の合計点において、本学が定める基準以上の得点者から選抜し、合計点が同点の場合、日本留学試験の

得点により判定し、さらに同点の場合は同一順位とします。 

合格者の最下位に同一順位の者がいる場合は、その者すべてを合格とします。 

 

(2) 本学実施試験 

 ア．試験日 

  2021年 1月 31 日（日） 

 イ．試験科目および時間割 

   

 

ウ．試験場 

 小論文及び面接については対面での試験実施を取り止めオンラインでの試験実施に変更するため、特定

の試験会場は設けません。 

 

 

 

 

 

 

時間（日本時間） 試験科目 

11:00～12:00 
（60 分） 

小論文 出題：日本語 
解答：日本語または英語 
（インターネット出願時に選択） 

13:00～ 面 接 日本語による面接 

８ 



 

 

【オンラインでの小論文試験および面接試験実施にあたっての注意事項】 

 

■試験場所について 

 試験を受ける場所は、ビデオ通信が可能な安定したインターネット環境のある第三者が立ち入らない静

かな個室を準備してください。ただし、ネットカフェ、カラオケ店等の公共スペースや入学試験を受験する

のにふさわしくない場所での受験は禁止します。試験監督者等が試験実施に不適切と判断した場合には、不

正行為とみなす場合があります。 

 

■コンピュータ（PC） 

PC については Windows(Windows8 以上)または Mac(MacOS 10.9 以上)での受験をお願いします。Web 会議

システム（Zoom）の画面共有やチャットなどを使用するためスマートフォンおよびタブレット端末での受験

はできません。ご利用のブラウザは Google Chrome 最新版に限定させていただきます。また、Web 会議シス

テム（Zoom）のクライアントアプリが必要ですので、ダウンロードおよび最新版へのアップデートをお願い

します。 

 

■インターネット環境 

安定したインターネット環境（※有線のものを推奨します。無線のものは音声トラブルが起こる可能性が

あります。）のご準備をお願いします。 

 

■イヤフォン・ヘッドフォン 

試験中の音声が外部に漏れないよう、当日はイヤフォンもしくはヘッドフォンの使用をお願いします。 

 

■マイク 

面接には音声入力が必要です。PC内蔵のマイクまたは外部マイクをご準備ください。 

 

■WEB 用カメラ 

小論文および面接には WEBカメラが必要です。PC 内蔵カメラまたは外部カメラをご準備ください。 

 

■写真撮影用カメラ 

小論文終了後に携帯電話やデジタルカメラ等を用いて答案を写真撮影した上で、指定のアドレスに答案

のデータを提出いただきます。答案を撮影できるカメラをご準備ください。 

 

■事前の通信接続確認について 

事前に接続テスト期間を設けます。接続テストの日程・詳細については別途お知らせします。 

 

７ 合格発表 

  2021年 2月 5日（金）10：00頃 

※ 合格者には合格発表日に国際スピード郵便（EMS）等で通知します。また、本学のウェブサイトにお

いても合格者の受験番号を掲載します。ただし、公式の合格発表は合格通知書となりますので、必ず確

認してください。なお、合否の問い合わせは一切受け付けません。 
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８ 入学手続 

 (1) 入学手続期間 

入学手続期間 

2021年 2月 8日（月）～2021年 2月 22日（月）17：00【必着】 

 

 (2) 入学手続方法 

 合格通知を受けた者は、上記手続期間内に必要書類が本学に到着するよう簡易速達郵便（日本国外からは

国際スピード郵便（EMS）等）を利用し、入学手続を行ったください。期間内に入学手続を完了しない場合は、

入学を辞退するものとして取り扱います。 

 

９ 追加合格 

 入学手続完了者が募集人員に満たないときは、追加合格を認めることがあります。 

 この場合は、2021年 2月 24 日（水）13：00～17：00（日本時間）の間に Web入学志願票に記載してある電

話番号に直接電話連絡します。 

なお、連絡がつかない場合には追加合格の対象とならないこともありますので、十分ご注意ください。 

１０ 


