
　 一般選抜 ［ 前期日程・ 後期日程］

出願資格 

次の各号のいずれかに該当する 者

１ 　 高等学校又は中等教育学校を 卒業し た者及び令和３ 年３ 月に卒業見込みの者

２ 　 通常の課程によ る 12年の学校教育を 修了し た者（ 通常の課程以外の課程によ り こ れに相当する 学校

教育を 修了し た者を 含む。）及び令和３ 年３ 月に修了見込みの者

３ 　 学校教育法施行規則第150条の規定によ り ， 高等学校を 卒業し た者と 同等以上の学力がある と 認め

ら れる 者及び令和３ 年３ 月までに， こ れに該当する 見込みの者

入学検定料 

30 ,000円を W eb 出願の手順に従い， ク レ ジッ ト カ ード ， コ ンビニエンススト ア， Pay-easy から 選択し ，

支払っ てく ださ い。

※納入し た検定料は， 原則と し て返還し ません。

出願書類 

以下の１ ～４ まですべての書類を 出願期間内に本学に持参又はレ タ ーパッ ク ラ イ ト に入れて郵送（ 必着）

し てく ださ い。

提出書類 摘　 　 要

1

入学志願票

志願票を 発行後， 写真（ 縦４ cm  ×横３ cm ， ３ ヵ 月以内に写し たも の）を 貼付欄

（ ２ か所）に貼っ てく ださ い。
受験票

写真票

2 調査書

出身学校長が作成し ， 厳封し たも の。

高等学校卒業程度認定試験（ 大検含む）に合格又は合格見込みの場合， 合格（ 見込）

成績証明書を提出し てく ださ い。

※令和２ 年４ 月以降に発行さ れたも の。

3

レ タ ーパッ ク ラ イ ト

２ 枚

（
・ 受験票返信用　  

） ・ 入試結果通知用

⒈　 郵便窓口・ コ ンビニエンススト アなどの郵便切手類販売所（ 一部を除きます）

で購入し てく ださ い。

⒉　「 お届け先」欄には志願者の郵便番号， 住所， 氏名， 電話番号を 記入し てく

ださ い。「 ご依頼主」欄には【 宛名ラ ベル】（ 返信用）を 本学ホームページよ り ダ

ウンロード し ， 貼付し てく ださ い。

※「 ご依頼主様保管用シール」は剥がし たり 記入し たり し ないでく ださ い。

⒊　 真ん中から ２ つに折り 曲げて封入し てく ださ い。

4

大学等奨学生採用

候補者決定通知の

コ ピー

（ 対象者のみ）

修学支援新制度に申請し 区分が決定し た方は，「 令和３ 年度大学等奨学生採用候

補者決定通知」【 進学先提出用】のコ ピーを１ 通必ず入れてく ださ い。

※12頁参照
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選抜方法及び配点 

【 前期日程・ 後期日程】

科目試験（ ３ 科目）の総合得点によ り 順位付けを 行い判定し ます。 なお，「 主体性・ 多様性・ 協調性」に

関する評価については調査書を 選抜の際に活用し ます。 そのほか調査書は入学後の教育の参考資料と し

ます。 英語の資格・ 検定試験は活用し ません。

試験教科・ 科目 配点

国語総合（ 現代文のみ）・ 現代文Ｂ 100点

コ ミ ュ ニケーショ ン英語Ⅰ ･ Ⅱ 100点

日本史Ｂ

 から １ 科目選択 100点
世界史Ｂ

地理Ｂ

政治・ 経済

日程等 

前期日程 後期日程

出願期間
令和３ 年１ 月４ 日（ 月） ～２ 月３ 日（ 水）

17： 00必着

令和３ 年２ 月15日（ 月） ～３ 月17日（ 水）

17： 00必着

試験日程

令和３ 年２ 月10日（ 水） 令和３ 年３ 月22日（ 月）

※8： 30までに受付を済ませてく ださ い

国語　 9： 00～10： 00

英語　 10： 20～11： 20

選択　 11： 40～12： 40

試験会場
｢本学｣ ｢奄美｣ ｢福岡｣ ｢熊本｣ ｢宮崎｣ ｢那覇｣ 「 本学」

※所在地等については， 34頁・ 35頁を参照し てく ださ い。

合格発表

令和３ 年２ 月26日（ 金）

※本人宛に合否結果を郵送すると と も に， 大

学ホームページ［ http ://w w w.sh igaku kan .

ac.jp/］に合格者の受験番号を 掲載し ます。

（ 合格通知書の到着は， お住まいの地域に

よっ て異なり ます。）

令和３ 年３ 月25日（ 木） 17： 00

※合格者には電話連絡し ます。 また， 本人宛

に合否結果を郵送すると と も に， 大学ホー

ムページ［ http ://w w w.sh igaku kan .ac.jp/］

に合格者の受験番号を 掲載し ます。（ 合格

通知書の到着は， お住まいの地域によっ て

異なり ます。）

入学手続期間
令和３ 年３ 月１ 日（ 月） ～３ 月８ 日（ 月）

17： 00必着

令和３ 年３ 月26日（ 金） ～３ 月30日（ 火）

17： 00必着

※入学手続き の詳細は， 合格通知書に同封する ｢入学手続き のし おり ｣ に記載し てあり ます。
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