
 

 

 

2023 年度 麗澤大学 
 

 

 

編入学者選抜要項 

（3年次編入・2年次編入） 

 

 

 
 この「編入学者選抜要項」には、出願から入学手続までのすべての事項が記載してあります。よ

く読んで、思い違い、書き違いのないよう十分注意してください。 

 

 「受験上の注意」などが記載されていますので、試験当日は必ずこの「編入学者選抜要項」を持

参してください。 
 

 新型コロナウイルス感染症対策による変更について 

今後の新型コロナウイルス感染拡大状況や政府の方針によっては、要項記載の内容に変更が生じ

る場合があります。変更が生じた場合は、本学ウェブサイト（https://www.reitaku‐u.ac.jp/）にて速

やかにお知らせしますので、出願にあたっては、必ず本学ウェブサイトに掲載された 新情報を

ご確認ください。 
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１ アドミッション・ポリシー 

国際学部 

 グローバル社会で生き抜くコミュニケーション能力と人間力を身につけ、地球規模で生ずる様々な

問題を把握し、それに対処していける人材、すなわち高い志と倫理観を備えたグローバルリーダーを

育成するという本学部の教育理念を達成させるため、以下の知識・能力・態度を身に付けている者を

求め、受け入れます。 

（１）「知徳一体」の教育理念を理解し、関心を持つ者 

（２）国際学部の学習内容を理解し、関心を持つ者 

（３）国際学部での学習に必要な基礎的知識を持つ者 

（４）英語の基礎的な運用技能を持つ者 

（５）国際学部で学ぶ目的意識の強い者 

（６）目標に向けて継続的な努力を続けられる者 

外国語学部 

語学力・コミュニケーション能力・多文化理解能力を備えた、国際的教養人を育成するという本学

部の教育目標を達成させるため、以下の知識・能力・態度を身に付けている者を求め、受け入れます。 
（１）外国語学部の学習内容を理解し、関心を持つ者 
（２）外国語学部での学習に必要な基礎的知識を持つ者 
（３）外国語の基礎的な運用技能を持つ者 
（４）外国語学部で学ぶ強い目的意識を持つ者 
（５）高等学校時代の学習及び諸活動において顕著な成果を挙げた者 

経済学部 

国際性と倫理性を備え国際社会に貢献し得る人材を育成するという理念のもとに、経済学・経営学

に関する基礎的専門力を備えた人材、すなわち国際公共人を育成するという本学部の教育目標を達成

させるため、以下の知識・能力・態度を身に付けている者を求め、受け入れます。 
（１）「知徳一体」の教育理念を理解し、関心を持つ者 
（２）経済学部の学習内容を理解し、関心を持つ者 
（３）経済学部の学習に必要な基礎的知識を持つ者 
（４）情報・簿記等の基礎的な運用技能を持つ者 
（５）経済学部で学ぶ目的意識の強い者 
（６）高等学校時代の学習及び諸活動において成果を挙げた者 

経済学部の具体的な学習内容とは、5 つの専攻での学びやデータサイエンスプログラムでの学びなど

のことです。 
経済学部で学ぶ目的意識が強いとは、以下に示した内容を学ぼうとする意欲があることです。 

1．情報技術、数理的手法、コミュニケーション能力などを活用して、問題の解決に取り組む意欲 
2．探究心を持って情報収集し、自らの考えを論理的に構成し、適切な表現で発表したり論述したりす

る意欲 
3．他の人々と協調してグループワークやボランティア活動を行い、相互理解を図ろうとする意欲 
4．スポーツを通じて、豊かな活力のある社会を形成する意欲 
5．独創性があり、新しいことに挑戦しようとする意欲 
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２ 各学部の学修の特⻑、⽬的 

各専攻の3つの特長をご紹介します。 
 

国際学部

 

国際学部には2学科3専攻があります。 

国際学科 

 日本学・国際コミュニケーション（JIC）専攻 

1. 私たちの国“日本”をあらゆる角度から学びます 

グローバル社会で活躍するためには他者を理解することが不可欠で、そのためにはまず自分自身を知る必要

があります。世界の視点から、改めて日本の文化・言語・社会などを学びます。 

2. 留学生とともに学ぶクラス編成。多文化共生を体験できます 

異なる言語・文化・価値観を持つ留学生と同じクラスでディスカッションを重ねることで、多文化共生を自

然に学んでいきます。将来、飛び込むことになる実社会の縮図をいち早く体験します。 

3. 日本語と英語での「発信力」をつけていきます 

英語力をつけるのはもちろんですが、実は日本人にとっても大事なのが日本語による発信力。日本語で効果

的かつ論理的に伝える力を徹底的に鍛えていきます。 

 

 国際交流・国際協力（IEC）専攻 

1. 課題を見つけ、対策を立て、実践する力が身につきます 

1年次からSDGsや地球規模の問題を取り上げ、グループワークを通じて解決すべき課題を学生が自ら見極

め、対策を立て、かつ実践する力を養います。 

2. Think and Act をモットーに、国内外で多彩な活動を行います 

国内の国際協力イベントや、フィリピン、ネパール、ミクロネシアといった世界の国や地域の貧困、教育な

どの問題をテーマに、学生が自ら企画した国際協力活動を実施することができます。 

3. 3年次から専門性の高い2コースに分かれます 

3年次から多文化共生および国際協力の2コースに分かれ、卒業後の多彩な進路に対応する専門性を身につ

けます。 

 

グローバルビジネス学科 

 グローバルビジネス専攻 

1. 多文化社会で共生するための論理的思考力と共創力を身につけます 

グローバル課題の解決に求められる論理的な思考力と共創力を、経営学・会計学・経済学・政治学などの幅

広い専門分野の学修を通して養います。 

2. グローバル人材としてのコミュニケーション力を高めます 

学問に裏打ちされた真のコミュニケーション力を、1年次の全員留学（English Summer Seminar）、2年次以降

のリーダーシップ教育や海外提携校との共同授業、交換留学で身につけます。 

3. 国内・海外でビジネスの実践力を養います 

授業や資格取得を通じてグローバルビジネスの基礎知識を習得し、グローバルリーダー海外研修や海外イン

ターンシップで企画力や交渉力などの実践力を身につけます。 
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外国語学部

 

外国語学部には1学科4専攻があります。 

外国語学科 

 英語コミュニケーション専攻 

1. 週6コマ英語漬けのカリキュラムで4技能を向上 

1・2年次に週6コマの英語の演習があり、英語の4技能「聞く」「読む」「話す」「書く」を徹底的に鍛えま

す。3年次からは身につけた英語の技能を使って各自が興味のある研究を進めます。 

2. 社会人に必要なプレゼンテーション力が身につきます 

授業の中心は少人数グループによる英語でのディスカッションとプレゼンテーション。情報収集・分析の方

法から相手に理解してもらうための論理の展開方法、英語での伝え方まで学びます。 

3. 航空・観光業界のホスピタリティを経験者から学びます 

ANA総合研究所との提携科目「Introduction to Hospitality」「Advanced Hospitality Studies」で、航空業界

の経験者である講師から、業界問わず世界に通用するホスピタリティを学びます。 

※英語・リベラルアーツ専攻の学生も履修可能。 

 

 英語・リベラルアーツ専攻 

1. 3本柱のカリキュラムのもと、英語で発信する力を身につけます 

英米などの歴史と文化を総合的に学ぶ「地域研究」、映画・音楽・ニュースなどの様々なメディアを扱う「文

化研究」、ネイティブ教員による「オールイングリッシュ・クラス」がカリキュラムの3つの柱です。 

2. 海外と自国の文化を理解し、真のグローバル人材に 

海外の情報に触れ、社会・文化・歴史・テクノロジー・国際関係など、多様な文化を学ぶことで異文化理解

と自国の文化への理解が深まり、真のグローバル人材へと成長できます。 

3. 海外留学で語学力だけでなく行動力も向上 

英語力の伸びを実感できる2年次秋セメスター～3年次春セメスターに、希望の大学に留学。語学だけでな

く、現地の文化や社会を肌で感じることで多くのことを学び、自主性や積極性を養います。 

 

 ドイツ語・ヨーロッパ専攻 

1. 留学率90％以上！ 日本有数の実績を誇るドイツ語教育専攻です 

本専攻の学生の留学率は90％以上。短期留学や旅行も含めると、ほぼ100％の学生が一度はドイツに滞在し

ます。現地にはドイツ・EU圏で活躍する本学の卒業生によるネットワークがあります。 

2. ネイティブ教員の生のドイツ語に触れ、会話力を鍛えます 

1・2年次に週5コマのドイツ語の授業があります。教科書を使わずグループワークを中心とした授業で、デ

ィスカッションやプレゼンテーションもドイツ語で行い、卒業までにドイツ語検定（Goethe-Zertifikat）B2

の合格を目指します。 

3. 相乗効果で英語力も向上します 

プロジェクトやドイツ語圏でのインターンシップなどを経験し、実社会で使えるように語学力を鍛えます。

ドイツ語の上達とともに英語力の向上も期待できます。 
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 中国語・グローバルコミュニケーション専攻 

1. マンツーマンに近い授業で中国語の「口と耳」を鍛えます 

入学時から、週5コマの中国語演習の授業で発音・リスニングの基礎を徹底して身につけます。2年次から

は中国語のみで行う授業もあり、実践的な語学力を磨いていきます。 

2. 世界の問題に取り組むために不可欠な中国・台湾への理解を深めます 

ビジネス、環境問題、人々の暮らしなど、どの領域でもグローバルな視点が必要となっています。中国、台

湾、そしてアジアの歴史や現状、その国の考え方を学び、これからの時代を考える力を鍛えます。 

3. 英語も含めたトライリンガルを目指せます 

中国語と同時に、英語も4年間を通じて学べる環境があります。留学先では中国語とともに英語力の向上を

目指すことが可能です。また、フィールドワークやインターンシップへの参加を通じて、失敗と成功の経験

を重ねながら、タフに生きる力を磨きます。 

 

経済学部 

 

経済学部には 2 学科 5 専攻があります。 
経済学科 

 経済専攻 
1. 「経済学」に基づいた問題解決力を養います 

経済問題はもちろんのこと、“ありとあらゆる”社会課題を経済学のアプローチによって分析します。論理

的、多角的な思考能力を養います。 
2. 「冷静な頭脳と道徳心」を磨きます 

データや理論にもとづき客観的・冷静に物事をとらえる力と、温かい心で社会問題の解決に取り組むための

高い道徳心を磨きます。 
3. ワークショップ型の授業で仲間と高め合えます 

1年次から少人数のグループワークを用意しています。与えられた経済問題や社会課題などのテーマについ

て、仲間とともに議論し、企画を立て、発表することで、社会で通用するプレゼンテーション力を身につけ

ます。 
 

 観光・地域創生専攻 
1. 本格的な観光・地域創生プロジェクトに 1 年次から取り組みます 

1年次から現実の地域課題の解決に取り組む「麗澤・地域連携実習」がスタート。現地調査、自治体や企業

への取材・企画提案を実際に行うことで、実践力を磨きます。 
2. 「観光」「地域創生」を経済学の視点からとらえます 

人口減少・超高齢社会、グローバル社会の中での地域のあり方や地域観光の課題を経済学の視点から分析し

ます。広い視野で論理的に考える能力を身につけます。 
3. データサイエンスを用いた問題解決力を身につけます 

データサイエンスを学ぶことで、地域や観光業が抱える様々な課題を、エビデンス（証拠）に基づき、客観

的に分析できるようになります。どんな業界に進んでも役立つ学びです。 
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経営学科 

 経営専攻 
1. デザイン思考により、企業価値をつくり出す力を磨きます 

デザイン思考※を用いて、社会的な課題や企業の課題などを分析して、それらを解決するための方策を考え

ます。具体的にはデザイン思考で経営戦略をつくり、マネジメントして、企業価値を創造できる力を身につ

けます。 
※デザイン思考：これまでのビジネスの延長線上にないような、全く新しい製品やサービス、ビジネスなど

をつくる方法。 
2. 企業とのプロジェクトで実践的な経営が学べます 

1年次の「基礎ゼミナール」や 2年次の「ビジネスリサーチ」「ビジネスデザイン」、3年次の「ビジネスイ

ノベーションプロジェクト」では、企業と連携して、商品開発やビジネスモデル・プランの構築、経営課題

の分析・改善策の立案などに取り組みます。その成果を企業の担当者にプレゼンテーションします。 
3. 授業を通して経営学検定や簿記、FP 技能士の資格を取得できます 

「経営学検定」「日商簿記」「ファイナンシャル・プランニング（FP）技能士」などの資格取得を支援しま

す。これらの資格はどんな業界・企業・団体でも役立ちます。 
 

 AI・ビジネス専攻 
1. AI を理解し、AI を活用できる人材を目指します 

AIの原理を学び、今後 AIがどのようにビジネスに関わってくるのか、ビジネスにおいて効果的に活用する

にはどうすればよいのかを、授業や PBL（課題発見解決型学習）などを通じて学びます。 
2. どんな業界・企業にも必要な会計について学びます 

あらゆる業界・企業に必要な「会計」について学び、卒業までに「日商簿記」「ファイナンシャル・プランニ

ング（FP）技能士」などの資格取得を目指します。 
3. AI 開発に使われるプログラミング言語を習得します 

AI開発のプログラミング言語として、もっとも活用されている「Python（パイソン）」や機械学習、データ

ベース技術を学び、IT系の資格取得も視野に入れます。 
 

 スポーツビジネス専攻 
1. スポーツビジネスに必要な 3つの力を養成します 

クラブやイベントを運営するための「経営力」、参加者や運営スタッフと良い人間関係が築ける「人間力」、

スポーツ医科学の知識と指導技術を備える「スポーツ力」の 3つの力を養成します。 
2. スポーツ系の資格を取得し、即戦力を目指します 

専攻が推奨する資格として、（公財）日本スポーツ協会公認の「スポーツリーダー」「アシスタントマネージ

ャー」の 2資格、ほかに日本レクリエーション協会公認の資格などがあります。 
3. プロクラブや企業の課題に解決策を提案します 
Ｊリーグやプロ野球団、スポーツ用品メーカーなどから提示された課題に対し、解決策を企画・提案する PBL
（課題発見解決型学習）やスポーツ選手、プロスポーツチームスタッフなどによる特別講義があります。 
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国際学部

 

■募集専攻・募集人員 

編入学区分  学 科 専 攻  募集人員 

3年次 

 

2年次 

国際学科 
日本学・国際コミュニケーション専攻 

若干名 国際交流・国際協力専攻 

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 

■出願資格 

（１）3年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次の条件を満たす者 

１）次のいずれかに該当する者 

① 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業

数が1700時間以上である。 

２）日本語を第一言語としない者（外国人留学生）で、国際交流・国際協力専攻を志願する者

は、出願時に「日本留学試験『日本語』」（2021年 6月～2022年 11月実施分）280点以上（記

述含まず）または「日本語能力試験N1」（2021年 12月～2022年 7月実施分）合格の者。 

３）日本語を第一言語としない者（外国人留学生）で日本学・国際コミュニケーション専攻およ

びグローバルビジネス専攻志願者は「日本留学試験『日本語』」（2021年 6月～2022年 11月実

施分）を受験している者。 

（２）2年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次の条件を満たす者 

１）次のいずれかに該当する者 

① 大学に1年以上在学し、30単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業 

数が1700時間以上である。 

２）日本語を第一言語としない者（外国人留学生）で、国際交流・国際協力専攻を志願する者

は、出願時に「日本留学試験『日本語』」（2021年 6月～2022年 11月実施分）280点以上（記

述含まず）または「日本語能力試験N1」（2021年 12月～2022年 7月実施分）合格の者。 

３）日本語を第一言語としない者（外国人留学生）で、日本学・国際コミュニケーション専攻お

よびグローバルビジネス専攻志願者は、「日本留学試験『日本語』」（2021年 6月～2022年 11

月実施分）を受験している者。 

３ 編入学者選抜 選抜要項 
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■出願資格についての注意事項 

（１）外国人留学生編入学者選抜に出願する者および海外の学校出身者は、出願資格の詳細について、出

願前に大学入試課に問い合わせて確認を受けてください。 

（２）出願時に卒業（修了）見込みの者が2023年 3月に卒業（修了）できなかった場合、あるいは出願

資格に該当する単位修得見込みの者が出願資格に定める単位数を2023年 3月までに修得できなか

った場合には、入学許可を取り消します。 

■試験日程（外国人留学生編入学者選抜を含む） 

出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期限日 

12月 13日(火)～2023年 1月 20日(金) 

(締切日消印有効) 
1月 29日(日) 

2月 8日(水) 

午前10時 

2月 20日(月) 

(消印有効) 

■試験科目（外国人留学生編入学者選抜を含む） 

専  攻 編入年次 試 験 科 目 配点／時間 

日本学・国際コミュニケーション専攻 

（日本語を第一言語とする者） 

3年次 

2年次 

英語 200点／60分 

面接：日本語を使用する 100点／15分 

日本学・国際コミュニケーション専攻 

（日本語を第一言語としない者） 

3年次 

2年次 

英語 100点／60分 

日本語 ※1 100点 

作文 ※2 100点 

面接：日本語を使用する 100点／20分 

国際交流・国際協力専攻 

3年次 
英語 200点／60分 

口頭試問（※3）：日本語を使用する 100点／30分 

2年次 
英語 200点／60分 

面接：日本語を使用する 100点／15分 

グローバルビジネス専攻 

（日本語を第一言語とする者） 

3年次 

英語 100点／60分 

専門科目 100点／60分 

面接：日本語と英語を使用する 100点／15分 

2年次 
英語 100点／60分 

面接：日本語と英語を使用する 100点／15分 

グローバルビジネス専攻 

（日本語を第一言語としない者） 

3年次 

英語 100点／60分 

日本語 ※1 100点 

作文 ※2 100点 

専門科目 100点／60分 

面接：日本語を使用する 100点／20分 

2年次 

英語 100点／60分 

日本語 ※1 100点 

作文 ※2 100点 

面接：日本語を使用する 100点／20分 

※1 「日本語」は、「日本留学試験『日本語』」（2021 年 6 月～2022 年 11 月実施分）の「成績」を利用す

る。 
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※2 「作文」は、「日本留学試験『日本語』」（2021 年 6 月～2022 年 11 月実施分）の「記述」を利用する。 

※3 口頭試問は、社会活動などに関する基礎的な知識・理解・経験を口頭で問うもの。 

 

次の表のいずれかの語学資格を取得している者については語学試験を免除する。 

編入年次 免除語学試験 対象語学資格基準 

3年次 英語 

TOEIC○RまたはTOEIC○R IP 600 点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 62点、TOEFL○R PBTまたはITP○R 503点以上 

実用英語技能検定準1級以上 

2年次 英語 

TOEIC○RまたはTOEIC IP 500点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 52点、TOEFL○R  PBTまたはITP○R 470点以上 

実用英語技能検定2級以上 

 

■時間割 

専 攻 編入年次 時間割 ・ 試験科目 

日本学・国際コミュニケーション専攻 
3年次 

2年次 

9:45～ 

10:00 

諸連絡 

10:00～11:00 11:15～ 

英  語 面  接 

国際交流・国際協力専攻 

3年次 
10:00～11:00 11:15～  

英  語 口頭試問 

2年次 
10:00～11:00 11:15～  

英  語 面  接 

グロ－バルビジネス専攻 

3年次 
10:00～11:00 11:15～12:15 13:00～ 

英  語 専門科目 面  接 

2年次 
10:00～11:00 11:15～  

英  語 面  接 

※語学試験を免除された場合は、受験票と一緒に集合時間を通知します。 

※各自の面接の時間については、試験当日に連絡します。  

 

■出願書類 

（１）入学志願票（本学所定用紙 2枚。外国人留学生は3枚。本学ウェブサイトからダウンロード） 

顔写真は、 近3ヶ月以内に撮影した正面・上半身・無帽・無背景の写真データを貼付してくださ

い（カラー・白黒いずれも可）。 

外国人留学生は外国人留学生用の入学志願書類にて出願してください。 

（２）志望動機書（本学所定用紙。本学ウェブサイトからダウンロード） 

（３）卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書または退学証明書 

出身大学（学校）の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書。 

退学した者は、退学証明書または在学（期間）証明書。 

（４）高等学校の調査書など【専修学校専門課程出身者のみ】 

専修学校専門課程修了（見込み）者は、大学入学資格を確認するために、12年の教育課程修了を

証明する書類（調査書など）を提出してください。 

（５）成績証明書 

出身大学（学校）の成績証明書（修得単位数の記載のあるもの）。 

※大学在学中の者は、成績証明書に加えて単位修得見込証明書を提出してください。 
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（６）各種語学資格証明書 

出願する者のうち語学試験の免除を希望する者は、8頁に記載した、いずれかの該当する証明書を

提出してください（コピーは不可）。提出された書類は返還しません。 

 TOEFL○Rテスト：Test of English as a Foreign Language ［Educational Testing Service (ETS)］のOfficial 

Score Reports（※）またはTOEFL ITP○R（Institutional Testing Program）のTOEFL ITP Score 

Report 

  TOEIC○Rテスト：Test of English for International Communication［(一財)国際ビジネスコミ   

ュニケーション協会］のOfficial Score CertificateまたはTOEIC IP（Institutional Program） 

テストのScore Report 

  「実用英語技能検定」[(公財)日本英語検定協会]の合格を証明する書類 

※「Official Score Reports」とは、志願者の手を経由せずに試験実施機関（ETS）から直接麗澤大

学に送付されるものを指します。これ以外は正式なものとしては受理しません。ETSから本人に送

付される試験結果「Test Taker Score Report」を提出しても正式なものとしては取り扱いませんの

で注意してください。 

「Official Score Reports」は、ETSから麗澤大学に2023年 1月18日（水）までに到着したもの

（必着）を有効とします。なお、「Official Score Reports」はETSへの申請から麗澤大学到着まで

に1ヵ月以上かかることがありますので、2022年 12月 12日（月）頃までにはETS1へ申請してく

ださい。もし、本学到着日が不安な場合は、必ず一旦「Test Taker Score Report」1を出願書類に

同封するようにしてください。 

1 麗澤大学のDI 「Designated Institution」 Code：３１７６ 

（７）「日本留学試験」受験票または成績通知書 

〔対象：外国人留学生で、日本学・国際コミュニケーション専攻、グローバルビジネス専攻に志願する者（日

本語を第一言語としない者）〕 

「日本留学試験『日本語』」（2021年 6月～2022年 11月実施分）の成績を利用するので、「日本留学

試験」の受験票または成績通知書を必ず提出してください（コピーは不可）。 

なお、2回以上受験したことがある場合、1回分の成績のみ利用できます。出願の際はどちらを利用

するか決めて、書類を提出してください。「日本留学試験」の受験票・成績通知書は出願書類確認

後、返送します。 

（８）「日本留学試験」受験票、成績通知書または「日本語能力試験『N1』」合否結果通知書、成績通知書

（コピーは不可） 

〔対象：外国人留学生で、国際交流・国際協力専攻に志願する者〕 

・「日本留学試験『日本語』」を提出する場合 

2021年 6月～2022年 11月実施分の「日本留学試験『日本語』」の成績通知書を提出してください

（コピーは不可）。 

・「日本語能力試験『N1』」を提出する場合 

2021年 12月～2022年 7月実施分の「日本語能力試験『N1』」合否結果通知書または成績通知書を

提出してください（コピーは不可）。  
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（９）住民票（外国人留学生のみ） 

・在留期間および在留資格の記載のある住民票原本（※）を提出してください。2022 年 10 月 6 日

以降に発行されたものに限ります。 

・在留カード（※）の場合は、郵送では受け付けませんが、窓口出願者に限っては在留カードを

提示のうえ、コピーを提出することもできます。更新中の場合は、更新中であることが確認で

きる書類を添付してください。 

・海外在住者あるいは短期滞在者は、パスポートのコピーを提出してください。 

※在留期限を経過したものは受け付けません。 

 

■注意事項 

国際学部 日本学・国際コミュニケーション専攻または国際学部 国際交流・国際協力専攻の3年次編  

入の志願した者で、2年次での選考も希望する場合は、「入学志願票」の該当項目に記入をしてくださ 

い。 
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外国語学部

 

■募集専攻・募集人員 

編入学区分  専 攻  募集人員 

3年次 

 

2年次 

英語コミュニケーション専攻 

若干名 
英語・リベラルアーツ専攻 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 

 

■出願資格 

（１）3年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次のいずれかの条件を満たす者。ただし、外 

国籍の者で、学校教育における12 年の課程の内、9 年以上を日本国外の学校または国際バカロレ 

ア事務局加盟のインターナショナル・スクールに在籍した者は出願することはできない。 

① 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業

数が1700時間以上である。 

（２）2年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次のいずれかの条件を満たす者。ただし、外 

国籍の者で、学校教育における12 年の課程の内、9 年以上を日本国外の学校または国際バカロレ 

ア事務局加盟のインターナショナル・スクールに在籍した者は出願することはできない。 

① 大学に1年以上在学し、30単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業

数が1700時間以上である。 

 

■出願資格についての注意事項 

（１）海外の学校出身者は、出願資格の詳細について、出願前に大学入試課に問い合わせて確認を受けて

ください。 

（２）出願時に卒業（修了）見込みの者が2023年 3月に卒業（修了）できなかった場合または、出願資

格に該当する単位修得見込みの者が出願資格に定める単位数を2023年 3月までに修得できなかっ

た場合には、入学許可を取り消します。  
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■試験日程 

出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期限日 

12月 13日(火)～2023年 1月 20日(金) 

(締切日消印有効) 
1月 29日(日) 

2月 8日(水) 

午前10時 

2月 20日(月) 

(消印有効) 

■試験科目 

専  攻 編入年次 試 験 科 目 配点／時間 

英語コミュニケーション専攻 

英語・リベラルアーツ専攻 

3年次 

2年次 

英語 200点／60分 

面接：日本語と英語を使用する 100点／15分 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 
3年次 

2年次 

ドイツ語 100点／60分 

面接：日本語とドイツ語を使用する 100点／15分 

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 
3年次 

2年次 

中国語 100点／60分 

面接：日本語と中国語を使用する 100点／15分 

 

次の表のいずれかの語学資格を取得している者については、語学試験を免除する。 

編入 

年次 
専 攻 

免除語学 

試験 
対象語学資格基準 

３
年
次 

英語コミュニケーション専攻  英語 

TOEIC○RまたはTOEIC IP 650点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 68点、TOEFL○RPBTまたはITP○R 520点以上 

実用英語技能検定準1級以上 

英語・リベラルアーツ専攻 英語 

TOEIC○RまたはTOEIC IP 600 点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 62点、TOEFL○R PBTまたはITP○R 503点以上 

実用英語技能検定準1級以上 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 ドイツ語 
ドイツ語技能検定試験2級以上 

Geothe-Zertifikat B1以上 

中国語・ 

グロ－バルコミュニケーション専攻 
中国語 

TECC 500点以上、中国語検定試験2級以上 

旧HSK6級以上 

新HSK5級以上（5級の場合は得点180点以上とする） 

２
年
次 

英語コミュニケーション専攻 英語 
TOEIC○RまたはTOEIC IP 550点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 57点、TOEFL○R PBTまたはITP○R 487点以上 

英語・リベラルアーツ専攻 英語 
TOEIC○RまたはTOEIC IP 500点以上(L&R) 

TOEFL iBT○R 52点、TOEFL○R  PBTまたはITP○R 470点以上 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 ドイツ語 
ドイツ語技能検定試験3級以上 

Goethe-Zertifikat A2以上 

中国語・ 

グロ－バルコミュニケーション専攻 
中国語 

TECC 450点以上、中国語検定試験３級以上 

旧HSK5級以上 

新HSK4級以上（4級の場合は得点210点以上とする） 
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■時間割 

専 攻 編入年次 時間割 ・ 試験科目 

英語コミュニケーション専攻 

英語・リベラルアーツ専攻 

3年次 

2年次 

9:45～10:00 

諸連絡 

10:00～11:00 11:15～ 

英  語 面  接 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 
3年次 

2年次 

10:00～11:00 11:15～  

ドイツ語 面  接 

中国語・ 

グロ－バルコミュニケーション専攻 

3年次 

2年次 

10:00～11:00 11:15～  

中国語 面  接 

※語学試験を免除された場合は、受験票と一緒に集合時間を通知します。 

※各自の面接の時間については、試験当日に連絡します。  

 

■出願書類 

（１）入学志願票（本学所定用紙 2枚。本学ウェブサイトからダウンロード） 

顔写真は、 近3ヶ月以内に撮影した正面・上半身・無帽・無背景の写真データを貼付してくださ

い（カラー・白黒いずれも可）。 

（２）志望動機書（本学所定用紙。本学ウェブサイトからダウンロード） 

（３）卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書または退学証明書 

出身大学（学校）の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書。 

退学した者は、退学証明書または在学（期間）証明書。 

（４）高等学校の調査書など【専修学校専門課程出身者のみ】 

専修学校専門課程修了（見込み）者は、大学入学資格を確認するために、12年の教育課程修了を

証明する書類（調査書など）を提出してください。 

（５）成績証明書 

出身大学（学校）の成績証明書（修得単位数の記載のあるもの）。 

※大学在学中の者は、成績証明書に加えて単位修得見込証明書を提出してください。 

（６）各種語学資格証明書 

出願する者のうち語学試験の免除を希望する者は、12頁に記載した、いずれかの該当する証明書

を提出してください（コピーは不可）。提出された書類は返還しません。 

 TOEFL○Rテスト：Test of English as a Foreign Language ［Educational Testing Service (ETS)］のOfficial Score 

Reports（※）またはTOEFL ITP○R（Institutional Testing Program）のTOEFL ITP Score Report 

 TOEIC○Rテスト：Test of English for International Communication［(一財)国際ビジネスコミュ

ニケーション協会］のOfficial Score CertificateまたはTOEIC IP（Institutional Program）テ

ストのScore Report 

 「実用英語技能検定」[(公財)日本英語検定協会]の合格を証明する書類 

 「ドイツ語技能検定」[(公財)ドイツ語学文学振興会]の合格証明書 

 Goethe-Zertifikat B1以上の合格証明書 

 Goethe-Zertifikat A2以上の合格証明書 

 TECC（中国語コミュニケーション能力検定）の証明書 

 「中国語検定」［(一財)日本中国語検定協会］の合格証明書 

 「漢語水平考試（HSK）」（中国国家HSK委員会）の漢語水平証書 

※「Official Score Reports」とは、志願者の手を経由せずに試験実施機関（ETS）から直接麗澤大学

に送付されるものを指します。これ以外は正式なものとしては受理しません。ETSから本人に送付
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される試験結果「Test Taker Score Report」を提出しても正式なものとしては取り扱いませんので

注意してください。 

「Official Score Reports」は、ETSから麗澤大学に2023年 1月18日（水）までに到着したもの

（必着）を有効とします。なお、「Official Score Reports」はETSへの申請から麗澤大学到着まで

に1ヵ月以上かかることがありますので、2022年 12月 12日（月）頃までにはETS1へ申請してくだ

さい。もし、本学到着日が不安な場合は、必ず一旦「Test Taker Score Report」1を出願書類に同

封するようにしてください。 

1 麗澤大学のDI 「Designated Institution」 Code：３１７６  

 

■注意事項 

3年次編入の志願した者で、2年次での選考を希望する場合は、「入学志願票」の該当項目に記入してく 

ださい。 
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経済学部

 

■募集専攻・募集人員 

編入学区分  学 科 専 攻  募集人員 

3年次 

 

2年次 

経済学科 
経済専攻 

若干名 

観光・地域創生専攻 

経営学科 

経営専攻 

ＡＩ・ビジネス専攻 

スポーツビジネス専攻 

 

■出願資格 

（１）3年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次の2つの条件を満たす者。ただし、外 

国籍の者で、学校教育における12 年の課程の内、9 年以上を日本国外の学校または国際バカロレ 

ア事務局加盟のインターナショナル・スクールに在籍した者は出願することはできない。 

１）次のいずれかに該当する者 

① 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業 

 数が1700時間以上である。 

２）TOEFL○RまたはTOEIC○Rを受験している者 

（２）2年次編入 

志望学科・志望専攻の学習に強い意欲と目的を有し、次の2つの条件を満たす者。ただし、外 

国籍の者で、学校教育における12 年の課程の内、9 年以上を日本国外の学校または国際バカロレ 

ア事務局加盟のインターナショナル・スクールに在籍した者は出願することはできない。 

１）次のいずれかに該当する者 

① 大学に1年以上在学し、30単位以上を修得した者および2023年 3月現在で修得見込みの者 

② 短期大学を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

③ 高等専門学校を卒業した者および2023年 3月卒業見込みの者 

④ 大学入学資格を有し、かつ専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすも

のを修了した者および2023年 3月修了見込みの者。 

※文部科学大臣の定める基準とは、修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業 

 数が1700時間以上である。 

２）TOEFL○RまたはTOEIC○Rを受験している者 
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■出願資格についての注意事項 

（１）海外の学校出身者は、出願資格の詳細について、出願前に大学入試課に問い合わせて確認を受けて

ください。 

（２）出願時に卒業（修了）見込みの者が2023年 3月に卒業（修了）できなかった場合または、出願資

格に該当する単位修得見込みの者が出願資格に定める単位数を2023年 3月までに修得できなかっ

た場合には、入学許可を取り消します。 

■試験日程 

出願期間 選考日 合格発表日 入学手続期限日 

12月 13日(火)～2023年 1月 20日(金) 

(締切日消印有効) 
1月 29日(日) 

2月 8日(水) 

午前10時 

2月 20日(月) 

(消印有効) 

■試験科目 

学 科 編入年次 試 験 科 目 配点／時間 

経済学科 

 

経営学科 

3年次 

 

2年次 

英語 ※1 100点 

専門科目 ※2 100点／60分 

面接（書類審査を含む） 100点／20分 

※1 英語は、TOEFL
○R
［Educational Testing Service(ETS)］、TOEFL ITP

○R
またはTOEIC

○R
L&Rテスト［(一財)国際ビジ

ネスコミュニケーション協会］、TOEIC
○R
 IPの成績を利用する。 

※2 3年次経済学科志望者に対しては経済学、経営学科志望者に対しては経営学の分野から出題する。2年次経済

学科志望者に対しては経済学、経営学科志望者に対しては経営学の分野から基礎的な内容について出題する。 

 

■時間割 

学 科 編入年次 時間割 ・ 試験科目 

経済学科 

経営学科 

3年次 

2年次 

9:45～10:00 10:00～11:00 11:15～ 

諸連絡 専門科目 面  接 

※各自の面接の時間については、試験当日に連絡します。  

 

■出願書類 

（１）入学志願票（本学所定用紙 2枚。本学ウェブサイトからダウンロード） 

顔写真は、 近3ヶ月以内に撮影した正面・上半身・無帽・無背景の写真データを貼付してくださ

い（カラー・白黒いずれも可）。 

（２）志望動機書（本学所定用紙。本学ウェブサイトからダウンロード） 

（３）卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書または退学証明書 

出身大学（学校）の卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書。 

退学した者は、退学証明書または在学（期間）証明書。 

（４）高等学校の調査書など【専修学校専門課程出身者のみ】 

専修学校専門課程修了（見込み）者は、大学入学資格を確認するために、12年の教育課程修了を

証明する書類（調査書など）を提出してください。 

（５）成績証明書 

出身大学（学校）の成績証明書（修得単位数の記載のあるもの）。 

※大学在学中の者は、成績証明書に加えて単位修得見込証明書を提出してください。 
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（６）各種語学資格証明書 

英語は、TOEFL
○R
テストまたはTOEIC

○R
テストの成績を利用するので、いずれかの証明書を提出して

ください（コピーは不可）。提出された語学資格証明書は返還しません。 

 TOEFL○Rテスト：Test of English as a Foreign Language ［Educational Testing Service (ETS)］のOfficial Score 

Reports（※）またはTOEFL ITP○R（Institutional Testing Program）のTOEFL ITP Score Report 

 TOEIC○Rテスト：Test of English for International Communication［(一財)国際ビジネスコミュ

ニケーション協会］のOfficial Score CertificateまたはTOEIC IP（Institutional Program）テ

ストのScore Report 

※「Official Score Reports」とは、志願者の手を経由せずに試験実施機関（ETS）から直接麗澤大学

に送付されるものを指します。これ以外は正式なものとしては受理しません。ETSから本人に送付

される試験結果「Test Taker Score Report」を提出しても正式なものとしては取り扱いませんので

注意してください。 

「Official Score Reports」は、ETSから麗澤大学に2023年 1月18日（水）までに到着したもの

（必着）を有効とします。なお、「Official Score Reports」はETSへの申請から麗澤大学到着まで

に1ヵ月以上かかることがありますので、2022年 12月 12日（月）頃までにはETS1へ申請してくだ

さい。もし、本学到着日が不安な場合は、必ず一旦「Test Taker Score Report」1を出願書類に同

封するようにしてください。 

1 麗澤大学のDI 「Designated Institution」 Code：３１７６  
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出 願 手 続 

 

■出願方法 

（１）出願書類は任意の封筒に一括して封入し、必ず「速達・書留速達」にして、締切日（消印有効）ま  

でに大学入試課宛に郵送してください。発送には封筒貼付用宛名ラベルを使用してください。出願   

書類に不備のあるものは受け付けませんので、よく確かめて出願してください。 

（２）発送完了後、「入学志願票」に記入したメールアドレスから大学入試課宛に発送完了のメール送  

信（アドレス：siryo@reitaku-u.ac.jp）をしてください。受験票データは出願処理が完了した後、 

送信します。 

 

〔外国人留学生の出願における追加事項〕 

・出願については、郵送による方法以外に、出願期間内に出願書類を本人または代理人が大学入試課窓口

へ持参し、書類確認を受けてから出願することもできます。その場合は、書類確認を受けてから入学検

定料を納入してください。ただし、土曜・日曜・祝祭日は窓口受付を行いません。 

※窓口受付時間：平日午前9時30分～11時30分、午後1時～4時 

・出願書類はすべて原本に限ります。ただし、成績証明書、卒業証明書・修了証明書の返還を希望する場

合は、その旨を記載したメモを出願時に同封してください。書類確認後に返送します。なお、受付処理

後の申し出は受け付けません。また、その他の書類については返還しません。 

・出願資格を確認するために追加書類の提出を求める場合があります。 

・窓口で書類受付後、「入学志願票」に記入したメールアドレスから大学入試課宛に窓口受渡し完了のメ 

ールを送信（アドレス：siryo@reitaku-u.ac.jp）してください。受験票データは出願処理が完了した

後、送信します。 

■入学検定料の納付 

（１）入学検定料  35,000円（国際学部の外国人留学生受験者は25,000円） 

①銀行で入学検定料を振り込む場合 

・ 寄の金融機関から直接指定銀行口座へ所定の入学検定料を振り込んでください。【注意】郵便

局から振り込むことはできません。 

・振込依頼人（志願者）名には、カタカナ名の前に、外国語学部は「51」、経済学部は「52」、国際

学部は「50」をつけてください（記入例を参考）。金融機関窓口にて振込みを依頼する場合は、

各金融機関の振込用紙にそのように記載し、窓口係にその旨を伝えてください。 

・振込み後は、振込日付の記載のある振込証明書（コピー可）を志願票の所定欄に貼付してくださ

い。なお、海外の金融機関における送金手数料は、志願者負担とします。 

・検定料が不足の場合、受験資格がなくなる場合がありますので、振込みの際は十分注意してくだ

さい。 

振込先 

振込先銀行：三菱ＵＦＪ銀行 松戸西口支店 

預 金 種 目：普通預金 

口 座 番 号：４７２７４４４ 

口 座 名：学校法人 廣池学園 

カタカナ名：ガク）ヒロイケガクエン 

振込依頼人：学部番号、受験者氏名 

振込先銀行住所 

〒271-0092 

千葉県松戸市松戸1307－1 

TEL：047-362-2115 

《振込人（志願者）名の入力・記入例》 

麗澤太郎さんが外国語学部に出願する場合：51レイタクタロウ 
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②コンビニエンスストア、クレジットカード、金融機関ＡＴＭ（ペイジー）で入学検定料を納入する

場合 

※日本国外からは利用しないでください。 

・入学検定料は、コンビニエンスストア、クレジットカード、ペイジーでも納入できます。詳細

については、「コンビニエンスストア・クレジットカード・Pay-easy（ペイジー）での入学検定

料支払方法」（28頁）を参照してください。 

・検定料支払い後、検定料支払いシステム(https://www.eraku-p.jp/erp/reitaku-u/pay/)のマイペ

ージにログインして、「支払い申込み履歴・収納証明書」をクリック、「収納証明書」を印刷し

て、出願書類に同封してください。 

・出願期限日までに納入されたものを受け付けますが、各コンビニエンスストアの情報端末での

操作については、期限日当日は午後9時頃までに操作を終了するようにしてください。 

・実際の情報端末操作の手順や納入の際の手数料については、必ず「コンビニエンスストア・ク

レジットカード・Pay-easy（ペイジー）での入学検定料支払方法」（28頁）を参照してくださ

い。 

（２）注意事項 

①現金、郵便為替などでの出願は受け付けできません。 

②入学志願票の入力内容をよく確かめてから検定料の納入をしてください。一旦納入された入学検定 

料は、いかなる理由があっても返還しません。 

■出願手続上の注意事項 

（１）本学の在籍学生は編入学者選抜を受験することは出来ません。転部・転専攻を希望する場合、教

務・教育企画室にご相談ください。 

（２）出願資格・出願書類などの疑問点については、出願する前にできるだけ早く大学入試課へ問い合

わせてください。 

（３）出願資格を確認するために追加書類の提出を求める場合があります。 

（４）出願書類に不備のあるもの、締切日を過ぎた消印の出願書類は受け付けません。 

（５）出願書類に後日虚偽の事実が発見された場合には、合格を取り消します。 

（６）出願後の志望学部・志望専攻・編入年次・試験区分の変更は認めません。 

（７）提出された出願書類はいかなる理由があっても返還しません。 

ただし、語学証書などの返還を希望する場合は、その旨を記載したメモを出願時に同封してくだ

さい（TOEFL Official Score Reportは除く）。書類確認後、返送します。メモが同封されていない

場合は返還しません。 

（８）各編入学者選抜について、同日に実施している他学部、別の選抜区分の入学者選抜との併願はで

きません。 

 

■個人情報の取り扱い 

出願書類に記載された個人情報は、入学者選抜の実施・結果通知および個人を特定しない形で行う統計的

な調査のために使用し、その取り扱いについては細心の注意を払います。なお、出身学校から選抜結果の問

い合わせがあった場合、進路指導上の必要に基づき、合否・入学手続の有無についてお知らせすることがあ

ります。ただし、志願者からの申し出があった場合には、一切通知しないようにします。 
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■障がい等の理由で受験上の配慮を希望する方へ 

下表のような理由により受験上の配慮を希望する者は、出願前に大学入試課まで相談してください。な

お、受験上の配慮については，入学者選抜という性格上，全体の公平性が確保できる範囲で行うものとなり

ます。 

区 分 受験上の配慮の対象となる者 

視覚障がい 

・点字による教育を受けている者 

・良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者 

・両眼による視野について視能率による損失率が90％以上の者 

・これ以外の視覚障がい者 

聴覚障がい 
・両耳の平均聴力レベルが60デシベル以上の者 

・これ以外の聴覚障がい者 

肢体不自由 

・体幹の機能障がいにより座位を保つことができない者または困難な者 

・両上肢の機能障がいが著しい者 

・これ以外の肢体不自由者 

病弱 
・慢性の呼吸器、心臓、腎臓疾患等の状態が継続して医療・生活規制を必要とする程度

の者またはこれに準ずる者 

発達障がい ・自閉スペクトラム症、学習障がい、注意欠如・多動症のため配慮を必要とする者 

その他 ・この他の区分以外の者で特別措置を必要とする者 
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入学志願書類記入上の注意 

■入学志願書類  

（１）記入間違いのないように注意してください。 

（２）入学志願票は、黒ボールペンで記入してください（消せるボールペン[フリクション]不可）。 

（３）太線で囲まれた箇所をもれなく記入してください。記入漏れがある書類は受け付けできません。

※欄は記入しないでください。 

（４）志望編入年次、性別、出身学校欄、志望学科・専攻は該当するものを○で囲んでください。 

（５）卒業（見込み）年などは、西暦で記入してください。 

（６）住所は、確実に連絡できる場所を記入し、変更のあった場合は、必ず大学入試課に連絡して

ください。 

（７）連絡先の電話番号、メールアドレスは必ず記入してください。 

（８）国際学部外国人留学生用はＡ・Ｂ・Ｃの3枚式に記入してください。 

 

■写真 

（１）サイズは縦4cm×横3cm、 近3ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽・無背景のもの（カラ

ー・白黒いずれでも可）。不鮮明な写真は不可。 

（２）写真の裏面に志望学科（専攻）、氏名を記入のうえ、全面のりづけして志願票（Ａ票）に貼付して

ください。 
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受   験 

■受験票 

（１）受験票は、出願発送完了時に送信されたメールアドレスに受験票データを送信いたします。受験票

を印刷し、試験当日に携帯してください。受験票データは出願処理が完了後、送信いたします。 

（２）出願書類を受け付けてから受験票が送信されるまで時間がかかりますので、早めに出願するように

してください。 

（３）受験票に印刷してある内容に万一誤りがある場合やメールアドレスが変更になった場合、速やかに

大学入試課まで連絡してください。 

（４）受験票が、試験の数日前になっても届かない場合は、出願書類書留便の依頼日、郵便局名、書留番

号などを確認のうえ、大学入試課まで問い合わせてください。なお、受験票の再発行を受ける場合

は、身分証明書を持参のうえ試験当日早めに試験場に到着し、受付係員に申し出てください。 

 

■試験会場 

麗澤大学キャンパス 千葉県柏市光ヶ丘２丁目１番１号 

（キャンパス内の試験場は送付された受験票で確認してください） 

※試験会場の所在地および案内図は27頁参照。 

 

■受験上の注意 

（１）試験当日は午前9時45分より諸連絡が始まりますので、時間的な余裕をもって試験会場に到着し

てください。 

（２）試験場は、試験当日の午前8時30分から入場できます。 

（３）試験場に入る際は、必ず受験票を提示してください。 

（４）受験票を忘れた場合には、受付係員に申し出てその指示に従ってください。 

（５）遅刻した場合は、試験開始後30分までは入室を認めます。 

（６）受験票を必ず携行し、試験中は常に机上に提示しておいてください。 

（７）解答は、一部を除きマークシート方式を採用する場合がありますので、必ず「ＨＢ」あるいは

「Ｂ」の鉛筆およびプラスチック消しゴムを持参してください。 

（８）辞書付き時計、計算機能付き時計、翻訳機などの持ち込みは禁止します。 

（９）携帯電話、スマートフォンなどの通信機器は、試験室に入る前に必ず電源を切ってカバンなどの

中にしまってください。また、これらを時計として使用することは認めません。 

（10）試験会場では、試験監督者および係員の指示に従ってください。 

（11）不正行為者には即座に退室を命じ、受験資格を取り消します。 

（12）試験当日に昼食をとる場合は、各自で持参してください。 
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合格発表 

（１）受験結果（合格・不合格）は、合格発表日の午前10時に本学ウェブサイト（http://www.reitaku-      

u.ac.jp/）で発表します。結果の照会には受験番号と受験者の誕生月日(4桁、例：誕生月日が 

1月1日の場合0101)が必要です。また、確認できる期間は合格発表日を含めて７日間です。 

（２）合格者には、入学手続書類データを出願発送完了時に送信されたメールアドレスに送信します。

なお、不合格の通知は行いません。 

（３）電話などによる合否の問い合わせには応じません。 

（４）入学手続期限後の入学手続は一切認めません。  

（５）本学に合格した場合でも、本学の学生としてふさわしくない行動があった場合には、合格を取り

消すことがあります。 

 

入 学 手 続 

■入学手続書類 

入学手続書類および手続方法の詳細については、合格者にメール送信します。その内容に従って手続き

をしてください。本学からの連絡は、すべて入学志願票に記載してある連絡先に連絡をしますので、連

絡先（住所やメールアドレス等）に変更が生じた場合は速やかに大学入試課まで連絡してください。 

■入学手続方法 

詳細は、合格者に送付する「入学手続要項」を確認してください。 

（本選抜の合格者へは、メールで送付します） 

■入学手続期限 

入試区分 入学手続期限（消印有効） 

編入学者選抜（3年次編入・2年次編入） 2023年 2月20日（月） 

 ※所定の期日までに入学手続を完了しない者は入学資格を失います。  

 

■入学辞退と納入金の返還 

合格者が学費等を納入した後に入学を辞退する場合は、入学辞退期限（2023年 3月31日（金）[消   

印有効]）までに本学所定の入学辞退届を簡易書留にて郵送し、申請してください。入学辞退の期限  

内の消印があるものに限り受け付け、入学金を除く授業料、施設費、諸会費（送金手数料を差し引 

く）を4月頃に返還します。 
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編入学年次納付金（予定）― 年額 ― 

学 費 等                             ※消費税は課されません。 

費  目 初年度納付金額 

納 入 期 限 2～4年次 

納付金額 

（年額） 
入学手続時 9月19日 

学      

費 

入 学 金    260,000円(初年度のみ) 260,000円   

授 業 料    830,000円 415,000円 415,000円 830,000円 

施 設 費    300,000円 150,000円 150,000円 300,000円 

小     計  1,390,000円 825,000円 565,000円 1,130,000円 

諸 

会 

費 

等 

学友会入会金      4,000円(初年度のみ) 4,000円 

 

 

学 友 会 費      6,000円 6,000円  6,000円 

後 援 会 費     30,000円 30,000円 30,000円 

麗澤校友会入会金     20,000円(初年度のみ) 20,000円  

小     計     60,000円 60,000円   36,000円  

合       計  1,450,000円 885,000円   565,000円 1,166,000円  

※国際学部において外国人留学生が合格し編入学する場合は、麗澤校友会入会金は10,000円とします。 

 

※学内には関係諸団体として以下の3団体があり、それぞれの会費などを入学手続時に一括代理徴収しています。 

学友会 

学部学生全員を会員（大学院生は会友）とし、本学創立の精神に則り、会員の融和とその

知的情操的教養の向上および健康の増進をはかるための各種の活動を行うことを目的とし

ています。運動系・文化系の部・同好会の課外活動や大学祭および各種行事の企画・運

営、出版活動を行っています。 

後援会 

在学生の保護者・保証人またはこれに準ずる者で組織され、大学との密接な連絡を取り、

大学の円満な発展のための援助および子女の教育向上に協力し、かつ会員相互の親睦をは

かることを目的として、諸活動を企画・実施しています。 

麗澤校友会 

本学在学生と卒業生で構成されている同窓会組織です。本会では、会員相互の交流と親睦

をはかり、建学の精神の高揚と母校の発展を願って、会報の発行や同窓会開催支援、母校

の諸活動への援助・支援などの事業と活動を展開しています。なお、在学中の会費は免除

されます。 

 

  



‐ 26 ‐ 

編入学後の単位認定および科目履修について 

本学に編入学（3年次・2年次）した者の既修得単位認定および科目履修の方法については、本学の規程に

基づき以下のとおり行います。 

「入学後に一括して認定する単位数」 

…本学への編入学前に他大学などで修得した単位のうち、科目区分に従って一括して本学の単位として認定

します(認定科目区分は専攻によって異なります)。 

「入学後に修得が必要な単位数」 

…卒業要件（124単位）を満たすために、入学後に修得が必要な単位数になります。 

■ 外国語学部 

編入 

年次 
専攻 

入学後に一括して 

認定する単位数 

入学後に修得が 

必要な単位数 
合計 

3年次 

英語コミュニケーション専攻 

英語・リベラルアーツ専攻 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 

60 64 
124 

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 62 62 

2年次 

英語コミュニケーション専攻 

英語・リベラルアーツ専攻 

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 

30 94 124 

■ 経済学部 

編入 

年次 
専攻 

入学後に一括して認

定する単位数 

入学後に修得が 

必要な単位数 
合計 

3年次 

経済専攻 

観光・地域創生専攻 

経営専攻 

AI・ビジネス専攻 

スポーツビジネス専攻 

60 64 124 

2年次 

経済専攻 

観光・地域創生専攻 

経営専攻 

AI・ビジネス専攻 

スポーツビジネス専攻 

24 100 124 

■ 国際学部 

編入 

年次 
専攻 

入学後に一括して認

定する単位数 

入学後に修得が 

必要な単位数 
合計 

3年次 

日本学・国際コミュニケーション専攻 

国際交流・国際協力専攻 
62 62 

124 グローバルビジネス専攻 
（日本語を第一言語とする者） 

58 66 

グローバルビジネス専攻 
（日本語を第一言語としない者＝外国人留学生） 

62 62 

2年次 

日本学・国際コミュニケーション専攻 31 93 

124 
国際交流・国際協力専攻 

グローバルビジネス専攻 
（日本語を第一言語とする者／しない者） 

30 94 
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試験会場案内 

 

（１）公共交通機関をご利用ください。 

（２）試験会場の下見は、建物の位置確認だけで、建物内に入ることはできません。 

 

麗澤大学キャンパス 

〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘２丁目１番１号 

主要駅から新柏駅・南柏駅までのアクセス例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■南柏駅から 

・東口から東武バス（①番乗り場）に乗車で約4分。「麗澤大学前」下車。 

・徒歩では約15分。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

麗澤幼稚園・麗澤中高前 
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災害特別措置 

本学では、原則として当該年度中（入学前年度）に発生した災害によって、災害救助法の適用または

激甚災害に指定された地域出身の受験生に対し、以下のような措置を行っています。 

 

＜対象者＞ 

次のいずれかに該当する者で、経済的に修学困難となった者 

（１）家計支持者が居住する家屋が全半壊や流出などの損壊、または浸水等の被害を受けた場合 

（２）家計支持者が死亡もしくは行方不明、または長期療養中や重度な障害を負った場合 

（３）家計支持者が失業するなどして著しい家計急変があり、学費納入が困難である場合 

（４）前各号に準ずる状況で、経済的に修学困難であると認められる場合 

  

＜受験生に対する特別措置＞ 

（１）出願手続について  

   ①入学検定料を免除します。 

   ②調査書など必要書類に関しては、被災のため提出できない場合は事後提出を認めます。 

（２）受験時の宿泊について 

   受験日前日に、受験者用に学内の宿泊施設を無料提供します。 

   ただし、希望者は本学大学入試課まで事前に申し出てください。 

（３）本学に入学する者については、入学金（260,000円）、入学年度第1学期授業料（415,000円）を   

免除します。 

 

特別措置の適用および適用範囲は審査により決定し、審査には申請書および罹災証明書などの提出が

必要です。申請を希望する場合は、本学WEBサイト上から申請書をダウンロードし、必要書類を揃え

て提出してください。審査結果の通知は、3月頃に申請書に記載の住所へ郵送します。 
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〒277-8686 千葉県柏市光ヶ丘２丁目１番１号 

https://www.reitaku-u.ac.jp/ 

 

＜出願に関するお問い合わせ＞ 

大学事務局大学入試課 

https://tayori.com/f/nyushi 

 

 


