
大学を体感していただく絶好の
機会です。ぜひご参加ください。
※一部プログラムはオンラインでも配信します。

ネイティブスピーカーとリアルタイムで触れ合いながら、
今までの英語学習の成果を発揮できるチャンスです。生の
英語に触れたい、ご自身の英語力を試したい、英語の学習
をもっと頑張りたいという方はぜひご参加ください。

プログラムは事情により変更となる
場合がありますので、詳細は

大学WEBサイトをご確認ください。  

オープンキャンパスについて

詳しくはこちら

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

　昨年度は11月に実施。
70名もの高校生が参加した
大好評のイベントです！

English Workshop

 オープンキャンパス 

個別見学

その他の資料請求について選抜要項はWEBからダウンロード

オンライン実施

9

10：00～15：00
26日

保護者の方も、一緒にご参加いただけます! 

全学部の英語科目を担当する
外国人講師たちとのイベントです

主なプログラム

要申込

要申込、随時受付

入退場自由

要申込 参加費無料

駐車場完備

・学部・専攻紹介  ・入試対策   ・iFloor体験   ・学び体験  ・学生スタッフによるキャンパスツアー
・専攻紹介ブースなど麗大生の実際の姿や学び、 麗澤の森をぜひあなたの目で確かめてください。

専攻紹介
ブース

キャンパス
ツアー

●  WEB公開予定時期
総合型選抜要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  公開中
学校推薦型選抜要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  公開中
外国人留学生入試要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9月頃～
編入学試験要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9月頃～
一般選抜要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9月頃～

キャンパスツアーで、 施設・授業風景の見学ができ
ます。 以下のWEBサイトからお申し込みください。
来学・オンラインどちらでも可能です。

専門スタッフが個別に相談に応じます

小規模にこだわる。 国際性にこだわる。

102 10 3土 日
入試ガイド 2022

小規模にこだわる。 国際性にこだわる。

Admissions Guide

一 般 選 抜

Part

2
夢ナビライブ2021

詳細は夢ナビ（WEBサイト）で「麗澤大学」で検索

10

13：30～16：00
16 土

12

13：30～16：00
18 土

学び体験 

https://www.reitaku-u.ac.jp/
麗澤大学WEBサイトから！(無料)

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

■実施内容： 全2コースから1コースを選択
■対　　象： 高校生　※参加費無料
■実施方法： 事前申し込み制。 本学キャンパスで実施。

※申し込み方法、イベント内容の詳細は
　9月頃に本学WEBサイトに掲載予定です。
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2021年度入学者選抜結果

WEB出願について

コロナ禍における
麗澤大学の取り組み

Q&Aよくある質問

Contents

なぜ麗澤大学は、
小規模と国際性にこだわるのか。

 世界大学
ランキング日本版

（全国私大：33 位）

国際性 

 TES グローバル社による「THE世界大学ランキング」 
日本版2021より

千葉県1位
総合ランキング

千葉県私大 2位

2022年度 麗澤大学入学者選抜情報

一般選抜
「入学検定料の一部無料化」決定！！

＜対象学部＞全学部（国際学部・外国語学部・経済学部）

選抜区分

一般2月(A日程・B日程)

共通テスト利用前期
英語4技能プラス前期

共通テスト利用中期・後期
英語4技能プラス中期

1 出願目 2 出願目以降 ※1

※1 1出願目と同時出願の場合に限ります。  ※2 (　)内は昨年度の金額です。

■申込方法：ご出願いただくのみ。特別な申請は必要ございません。
■申込例については、本誌p.6にて紹介しています。 また、一般選抜の詳細につきましては、
　本誌p.7～p.13をご確認ください。

¥35,000

（全国：18 位、私立大学：13 位）

私たち麗澤大学は、学生と教職員あわせて

4,000人にも満たない小さな大学です。 

でも私たちは、この小ささがとても気に入っています。 

なぜなら、教員や学生同士の距離が近くて

互いに意見を交わし合えるので、中身の濃い学びが実現するから。 

さらに海外からの留学生と交流する機会が多いので、 

語学力だけでなく、自然と国際感覚も身につきます。 

私たちが目指しているのは、これからのグローバルな社会を生き抜く、 

実際に役に立つチカラを備えた“人財”を育てること。 

むやみに規模を追わず、様々な価値観を持つ

世界中の仲間が集う麗澤大学で、あなたも一緒に学びませんか。

麗澤大学のキャンパスがある千葉県とその近隣都県では、新型コロナウイルスの感染拡大に
伴う緊急事態宣言の複数回にわたる発令や、まん延防止等重点措置による外出制限や休
業要請など、先の見えない困難な状況が続いています。
そのような情勢を鑑み、2022年度入学者一般選抜に限り、「大学入学共通テスト利用前～後期」
方式の全出願と「一般2月」方式の2出願目以降の入学検定料を「無料」とすることを決定しました。

（￥17,000※2）
無 料

（￥10,000※2）
無 料

（￥10,000※2）
無 料

（￥10,000※2）
無 料

（￥10,000※2）
無 料

5年連続
1位

5年連続
1位

コロナ禍に伴う特別措置として、首都圏文系大学では初

なぜ麗澤大学は、小規模と国際性にこだわるのか。
2022年度麗澤大学入学者選抜情報
麗澤大学にしかできない「未来を志向する2つの学び」
2022年度  入学者選抜のポイント
選抜区分別  募集人員
選抜スケジュール
2022年度は「入学検定料の一部無料化」で、
さらに併願しやすくなりました。

・・・・・・01
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・02

・・・03
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・04

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・04
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・05

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・06
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麗澤大学では、2020年に「データサイエンス
教育推進室」を設立。本推進室が提供する
データサイエンスプログラムにより、麗澤大
学の全学部の学生が、専門分野にプラスして
基礎レベルのAI・データサイエンスについて
学ぶことが可能になりました。
1年次に「統計学基礎」「情報科学」「AIビジ
ネス入門」などを、2年次には「データサイエ
ンスの基礎」「プログラミング」「入門計量経
済学」などを学習します。より深くAI・データ
サイエンスを学びたい学生向けには、3・4年
次で「ビッグデータ分析」「機械学習」「AIビ
ジネス」などの発展的科目も用意しています。

ハイエンド

ロースキル

ミドルスキル

出典：IT人材の最新動向と将来
　　 推計に関する調査結果
      （平成28年6月 経済産業省）

麗澤大学にしかできない
「未来を志向する 2つの学び」

データサイエンス教育 ビッグデータを駆使して新領域を切り拓く。

世界から集まる教員が英語学習をサポート「CEC」
CEC（Reitaku Center for English Communication）
多国籍な教員と会話など楽しむことで、多様な英語に触れることができます。
授業以外は iFloorに常駐し、学生たちと楽しく会話したり、時にはライティング
の指導なども行ったりもしています。フレンドリーな教員ばかりなので、学生もリ
ラックスして、まるで家族のように日々、交流しています。

オンラインプログラム
海外協定校が提供する授業をオンラインで開講するもので、集中的な語学学習
に加え、現地の人 と々の交流を可能にしたオンラインプログラムです。

オンライン国際協働学習 ［ COIL（Collaborative Online International Learning）］
COILはニューヨーク州立大学で開発された、2カ国間で異なる言語・文化背景
を持つ学生がオンラインで共通の課題に取り組む革新的な教育方法で、本学で
も取り組んでいます。

留学プログラム
質の高い留学を目指す交換留学、語学力を徹底して伸ばす語学留学、２言語同
時習得を目指すクロス留学などの長期留学や短期間で留学を体験する短期留
学など様々なプログラムを用意しています。

トップ人材の育成
●未踏事業・セキュリ
ティキャンプ
●理数系人材の産業界で
の活躍促進
●産業系サイバーセキュ
リティ推進センター

●ITリテラシー・スタン
ダード（ITLS）の創
設・運用

●キャリアアップ効果の
高い講座を対象に、
一般教育訓練給付の
給付率引き上げ（厚
生労働省と連携）

●ITパスポート試験の
拡充

ITリテラシーの向上

●ITスキル標準のデータ活用
等への拡大と新たな人材像
に対応した全体的な見直し

●第4次産業革命スキル習得講
座認定制度の運用・拡充（厚
生労働省と連携）

●情報処理技術者試験・情報
処理安全確保支援士

ミドル人材のスキル転換

麗大生が
目指すのは
ココ！！

入学検定料無料化！ 
①共通テスト利用の検定料が0円！ ②一般2月の2出願目以降の検定料無料！

Changes1

Changes2 得意科目が活かせる！一般2月に「3科目ベスト2科目型」の新設

Changes3 一般3月に「1科目型（英語4技能プラス）」を新設
※詳細は9月中旬に公表予定の各選抜要項をご確認ください。

※詳細はP2、P6をご確認ください。

2022 年度入学者選抜のポイント

選抜区分別 募集人員

国際学部

グローバルビジネス学科

国際学科

学 科

グローバルビジネス専攻

国際交流・国際協力専攻

日本学・国際コミュニケーション専攻

専 攻 一 般 2 月

約 8 名

約 4 名

約 4 名
約 8 名

約 16 名

約 9 名

約 9 名

大学入学共通テスト
利用前期

一般 3月
大学入学共通テスト
利用中期・後期

約 8 名

外国語学部

外国語学科

学 科

ドイツ語・ヨーロッパ専攻 

英語・リベラルアーツ専攻

英語コミュニケーション専攻

専 攻 一 般 2 月

約 5 名

約 10 名

約 10 名

約 10 名

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 約 5 名約 10 名

約 20 名

約 20 名

大学入学共通テスト
利用前期

一般 3月
大学入学共通テスト
利用中期・後期

約 20 名

経済学部

経済学科

経営学科

学 科

経営専攻

観光・地域創生専攻 

経済専攻

専 攻 一 般 2 月

約 5 名

約 10 名

約 10 名

約 10 名

AI・ビジネス専攻

スポーツビジネス専攻

約 5 名約 10 名

約 5 名約 10 名

約 10 名

約 15 名

大学入学共通テスト
利用前期

一般 3月
大学入学共通テスト
利用中期・後期

約 10 名

約 10 名

グローバル専門教育 世界の最前線で活躍できる力を養う。

全学部に提供



一般３月共通テストプラス
共通テスト利用中期
共通テスト利用中期英語４技能プラス

一般３月２科目型

一般３月２科目型外国語学部　

経済学部

経済学部

英語コミュニケーション専攻

経済専攻

AI・ビジネス専攻

国際学部　

外国語学部

経済学部

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
グローバルビジネス専攻
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
観光・地域創生専攻
経営専攻
スポーツビジネス専攻

一般選抜の出願例

06

2022年度は「入学検定料の一部無料化」で、
さらに併願しやすくなりました。

「2022年度 麗澤大学 入学者選抜 一般選抜」における「大学入学共通テスト利用前期・中期・後期」方式の全出願と
「一般２月」方式の2出願目以降の入学検定料を「無料※」とすることを決定しました。これによって、複数の志願先を
受験しやすくなりました。 ※出願いただくのみ。特別な申請は必要ありません。

■対象学部：全学部(国際学部・外国語学部・経済学部)

共通テスト利用方式の出願だけなら、どれだけ出願しても検定料は 無料 ！

前期に実施する選抜はどれだけ出願しても検定料は 最大35,000円

出
願
例
①

検定料 35,000円 同時出願 検定料 計0円

一般２月A日程３科目ベスト２科目型
一般２月B日程２科目型　
一般２月共通テストプラス

共通テスト利用方式の出願例

+

中期～後期に実施する選抜はどれだけ出願しても検定料は 最大10,000円

出
願
例
②

出
願
例

検定料 10,000円 同時出願 検定料 計0円

+

+

0円共通テスト利用前期 + =共通テスト利用前期英語４技能プラス

志望する
専攻への
同時出願も
可能

全学部全専攻(計12専攻）への出願も 検定料 35,000円　
それぞれの選抜区分で、入学を希望する同一の専攻への出願も可能となります。

合格の可能性がUPします。
「一般2月A日程」は、学部に関係なく
3学部12専攻から3専攻を選び出願可能。

 「一般2月共通テストプラス」は、国際学部から3専攻、外国語学部から3専攻、
経済学部から3専攻と1つの入試で9専攻まで出願可能。

一般2月共通テストプラス一般2月A日程3科目型

一般２月A日程３科目型

「一般2月A日程3科目型」は　 　 ⇒ 「外国語学部／英語コミュニケーション専攻」に出願
「一般２月共通テストプラス」でも ⇒ 「外国語学部／英語コミュニケーション専攻」に出願

たとえば
英語コミュニケーション専攻
に入学したい！

出
願
例 

全
専
攻
に
出
願
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選抜スケジュール

選抜区分

一
般
選
抜
（
前
期
）

一
般
選
抜
（
中
期
・
後
期
）

募集人数

出願期間 試験日 合格発表 入学手続期限

2022年
1月

2022年
2月

2022年
3月

国…国際学部 …外国語学部 …経済学部外 経

大学入学
共通テスト利用
（前期）

英語4技能プラス（前期）

国 約 16 名
約 30 名
約 35 名

外
経

2月10日［木］
10：00

2月18日［金］
（消印有効）

1月15日［土］
大学入学共通テスト

1月16日［日］

1月7日［金］～21日［金］
（消印有効）

2月18日［金］
（消印有効）

一般２月
（Ａ日程） 1月29日［土］ 2月10日［木］

10：00
1月7日［金］～21日［金］

（消印有効）

一般２月
（B日程）

国 約 34 名
約 60 名
約 55 名

外
経

2月18日［金］
（消印有効）

2月10日［木］
10：00

2月2日［水］
1月7日［金］～21日［金］

（消印有効）

大学入学
共通テスト利用
（中期）

英語4技能プラス（中期）

3月8日［火］
10：00

2月14日［月］～21日［月］
（消印有効）

3月14日［月］
（消印有効）

1月15日［土］
大学入学共通テスト

1月16日［日］

1月15日［土］
大学入学共通テスト

1月16日［日］

一般3月

一般3月
共通テストプラス

国 約 16 名
約 20 名
約 20 名

外
経

3月2日［水］

3月8日［火］
10：00

2月14日［月］～21日［月］
（消印有効）

3月14日［月］
（消印有効）

大学入学
共通テスト利用
（後期）

3月23日［水］
10：00

3月28日［月］
（消印有効）

3月7日［月］～14日［月］
（消印有効）

大学入学共通テスト

1月15日［土］
1月16日［日］

一般２月
共通テストプラス

2月10日［木］
10：00

2月18日［金］
（消印有効）

1月7日［金］～21日［金］
（消印有効）

1月15日［土］
大学入学共通テスト

1月16日［日］

2月2日［水］
もしくは

1月29日［土］
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【 一 般 2 月（ A 日 程・B 日 程 ）】 
●出願期間………… 2022年1月7日（金）～1月21日(金)[消印有効]
●試験日…………… A日程：1月29日(土)、B日程：2月2日(水)
●合格発表………… 2月10日(木) 10:00
●入学手続期限…… 2月18日(金)[消印有効]

●募集人員（国際学部）  ■日本学・国際コミュニケーション専攻／約9名　■国際交流・国際協力専攻／約9名 
■グローバルビジネス専攻／約16名

●試験科目（国際学部）
選抜区分 試験科目 時間 配点 総合点

３科目型

必須
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、

英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 300点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

３科目
ベスト

２科目型
※1

必須 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません）

60分

各100点 200点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

２科目型

必須 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分 200点

300点
選択科目

（右の中から1つを選択）

国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

100点数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

共通テスト
プラス

一般2月 一般２月３科目型・２科目型・3科目ベスト2科目型のいずれかを受験し、
試験科目の中で高得点１科目の成績を使用

― 100点

200点大学入学共通テスト
選択科目
１科目※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)
外国語(「英語」※4、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

― 100点

※1：3科目ベスト2科目型の問題は3科目型と同じものである。3科目受験したうちの高得点の2科目を合否判定に使用する。
※2：2科目以上受験した場合は高得点の1科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ100点満点とする。
※4：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を100点満点に換算する。小数点以下は四捨五入する。

●募集人員（外国語学部）  ■英語コミュニケーション専攻／約20名　■英語・リベラルアーツ専攻／約20名 
■ドイツ語・ヨーロッパ専攻／約10名　 
■中国語・グローバルコミュニケーション専攻／約10名

●試験科目（外国語学部）
選抜区分 試験科目 時間 配点 総合点

３科目型

必須
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、

英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 300点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

３科目
ベスト

２科目型
※1

必須 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 200点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

２科目型 必須
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、

英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分 200点
300点

国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分 100点

共通テスト
プラス

一般2月 一般２月３科目型・２科目型・3科目ベスト2科目型のいずれかを受験し、
試験科目の中で高得点１科目の成績を使用 ― 100点

200点大学入学共通テスト
選択科目
１科目※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)
外国語(「英語」※4、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

― 100点

※1：3科目ベスト2科目型の問題は3科目型と同じものである。3科目受験したうちの高得点の2科目を合否判定に使用する。
※2：2科目以上受験した場合は高得点の1科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ100点満点とする。
※4：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を100点満点に換算する。小数点以下は四捨五入する。

●募集人員（経済学部）  ■経済専攻／約15名　　■観光・地域創生専攻／約10名 
■経営専攻／約10名　　■Al・ビジネス専攻／約10名　 
■スポーツビジネス専攻／約10名

●試験科目（経済学部）
選抜区分 試験科目 時間 配点 総合点

３科目型

必須
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、

英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 300点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

３科目
ベスト

２科目型
※1

必須 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 200点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

選択科目
（右の中から1つを選択）

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

２科目型

選択科目
（右の中から2つを選択

ただし、
「数学」と「歴史・公民」の

組み合わせは不可）

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 200点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

数学 数学Ⅰ 60分
歴史・公民 世界史Ｂ、日本史Ｂ、政治・経済から１科目 60分

共通テスト
プラス

一般2月 一般２月３科目型・２科目型・3科目ベスト2科目型のいずれかを受験し、
試験科目の中で高得点１科目の成績を使用 ― 100点

200点大学入学共通テスト
選択科目
１科目※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)
外国語(「英語」※4、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

― 100点

※1：3科目ベスト2科目型の問題は3科目型と同じものである。3科目受験したうちの高得点の2科目を合否判定に使用する。
※2：2科目以上受験した場合は高得点の1科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ100点満点とする。
※4：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を100点満点に換算する。小数点以下は四捨五入する。

外
国
語
学
部

国
際
学
部

経
済
学
部

A日程 ➡ 3学部12専攻から3専攻出願

B日程 ➡ 1学部から3専攻出願

共通テストプラス ➡ 各学部から3専攻ずつ出願
（3学部×3専攻＝最大9専攻）

日程・選抜区分によって
1回の出願で併願できる選択幅が変わります！

新型コロナウイルス感染症予防の観点から、試験当日または前日から継続して発熱等の症状がある場合は、
振替受験を申請することができます。

出願時・受験時には、必ず麗澤大学WEBサイトに掲載された最新情報をご確認ください。

一般2月は、一般3月に振替受験することが可能です
新型コロナウイルスが心配…。

Check Point

3科目型と3科目ベスト2科目型は同一日程で同時出願可能！
ただし、3科目型（3科目ベスト2科目型）と2科目型は同一日程での出願はできません。
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【 大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用（ 前期）】
●出願期間………… 2022年1月7日（金）～1月21日(金)[消印有効]
●試験日…………… 大学入学共通テスト：1月15日(土)、1月16日(日)
●合格発表………… 2月10日(木) 10:00
●入学手続期限…… 2月18日(金)[消印有効]

●募集人員（国際学部）　  ■日本学・国際コミュニケーション専攻／約4名　■国際交流・国際協力専攻／約4名 
■グローバルビジネス専攻／約8名

●試験科目（国際学部）
選抜区分 試験科目 配点 総合点

３科目型

外国語 英語※1

各100点 300点選択科目
（２科目）

※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)

から２科目

２科目型

外国語 英語※1 200点

300点選択科目
（1科目）

※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

から１科目 100点

英語4技能
プラス

大学入学共通テスト
選択科目

（２科目）
※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

から２科目 各100点

300点

英語4技能資格試験
実用英語技能検定試験、TOEIC®、TOEFL®、GTEC、IELTS、ケンブリッジ英語検定、TEAP
※換算表を設定し得点化する。
※「GTEC」はオフィシャルスコアに限る。

100点

※1：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を配点に応じた得点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※2：指定された科目数以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ配点に応じた得点に換算する。

●募集人員（外国語学部）  ■英語コミュニケーション専攻／約10名　■英語・リベラルアーツ専攻／約10名 
■ドイツ語・ヨーロッパ専攻／約5名　 
■中国語・グローバルコミュニケーション専攻／約5名

●試験科目（外国語学部）
選抜区分 試験科目 配点 総合点

３科目型

外国語 英語※1、4

各100点 300点選択科目
（２科目）

※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)

から２科目

２科目型

外国語 英語※1、4 200点

300点選択科目
（1科目）

※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

から１科目 100点

英語4技能
プラス

大学入学共通テスト
選択科目

（２科目）
※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

から２科目 各100点

300点

英語4技能資格試験
実用英語技能検定試験、TOEIC®、TOEFL®、GTEC、IELTS、ケンブリッジ英語検定、TEAP
※換算表を設定し得点化する。
※「GTEC」はオフィシャルスコアに限る。

100点

※1：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を配点に応じた得点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※2：指定された科目数以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ配点に応じた得点に換算する。
※4： ドイツ語・ヨーロッパ専攻は「ドイツ語」、中国語・グローバルコミュニケーション専攻は「中国語」でも受験できる。ただし、「中国語」で受験する場合は、選択科目は 

「国語」（近代以降の文章）を合否判定に使用する。

●募集人員（経済学部）  ■経済専攻／約10名　　■観光・地域創生専攻／約10名  
■経営専攻／約5名 　　■Al・ビジネス専攻／約5名 
■スポーツビジネス専攻／約5名

●試験科目（経済学部）
選抜区分 試験科目 配点 総合点

３科目型
選択科目

（３科目）
※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

から３科目 各100点 300点

２科目型
選択科目

（２科目）
※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

から２科目 各100点 200点

英語4技能
プラス

大学入学共通テスト
選択科目

（２科目）
※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

から２科目 各100点
300点

英語4技能資格試験
実用英語技能検定試験、TOEIC®、TOEFL®、GTEC、IELTS、ケンブリッジ英検、TEAP
※換算表を設定し得点化する。
※「GTEC」はオフィシャルスコアに限る。

100点

※1：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を配点に応じた得点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※2：指定された科目以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ配点に応じた得点に換算する。

国
際
学
部

経
済
学
部

英語4技能試験点数換算表　各学部とも「英語4技能試験」の点数換算は下表の通り。

試験名称 100点換算 80点換算
ケンブリッジ英語検定 B2以上 B1

実用英語技能検定（英検）※CBT含む 準1級以上 2級

GTEC※CBT含む 1,160点以上 880点～1,159点

IELTS（Academic） 5.5以上 4.0～5.0

TEAP 330点以上 230点～329点

TEAP CBT 600点以上 420点～595点

TOEFL iBT® 60点以上 50点～59点

TOEIC®L&R+TOEIC®S&W 1,000点以上 800点～995点
※英語4技能プラスで使用する英語資格は出願期限日の2年前までに受験したものに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。また、GTEC（3技能）は使用不可。
※TOEFL®・TOEIC®に関しては、IPスコアも可。

得意科目で合否判定！
来学不要！出願するだけでOK！
入学検定料の一部無料化により0円で受験できる！
※詳細はp.2、p.6をご確認ください。

※大学入学共通テストを受験する必要があります。

1
2
3

Check Point
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【 一 般 3 月 】
●出願期間………… 2022年2月14日（月）～2月21日(月)[消印有効]
●試験日…………… 3月2日(水)
●合格発表………… 3月8日(火) 10:00
●入学手続期限…… 3月14日(月)[消印有効]

●●●募集人員
　（国際学部） 一般3月（面接型含む）、大学入学共通テスト利用中期・後期
　　  ■日本学・国際コミュニケーション専攻　  合わせて約8名 

■国際交流・国際協力専攻  
■グローバルビジネス専攻   約8名

　（外国語学部） 一般3月（面接型含む）、大学入学共通テスト利用中期・後期 
　　 ■英語コミュニケーション専攻 

■英語・リベラルアーツ専攻 　　　　　　　　　  合わせて約20名 
■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

　（経済学部） 一般3月、大学入学共通テスト利用中期・後期
　　  ■経済専攻　■観光・地域創生専攻   合わせて約10名  

■経営専攻　■Al・ビジネス専攻　■スポーツビジネス専攻  合わせて約10名

●●●試験科目（国際学部）（外国語学部）（経済学部）

選抜区分 学部 試験科目 時間 配点 総合点

２科目型

国際学部
外国語学部

必須
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、

英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分
各100点 200点

国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分

経済学部
選択科目

（右の中から
2つを選択）

英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ（リスニングテストはありません） 60分

各100点 200点国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分
数学 数学Ⅰ 60分

1科目型
※4

国際学部
外国語学部

国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分 100点 100点

経済学部
選択科目

（右の中から
1つを選択）

国語 国語総合（古文漢文を除く） 60分
100点 100点

数学 数学Ⅰ 60分

共通テスト
プラス 全学部共通

２科目型試験科目 一般３月２科目型を受験し、試験科目の中で高得点１科目の成績を使用 ― 100点

200点

１科目型試験科目 １科目型の受験科目 ―

大学入学共通テスト
選択科目
１科目※1

国語※2

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」「地理Ｂ」、 
  「現代社会」、「倫理」、「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)
外国語(「英語」※3、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

― 100点

※1：2科目以上受験した場合は高得点の1科目を合否判定に使用する。
※2：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ100点満点とする。
※3：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を100点満点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※4： 「1科目型」は下表の指定したいずれかの英語外部資格を取得していること。

【 一 般 3 月（ 面接型）】

●一般3月面接型（国際学部）
選抜区分 試験科目 時間 配点 総合点

面接型 面接 質疑応答は、グローバルビジネス専攻は日本語と英語で、その他2専攻は日本語で行う。 20分 100点 100点

出願条件
下表のいずれかの語学資格を取得している者。ただし、外国籍の者で、学校教育における12年の課程のうち、9年以上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。

専攻 出願条件

全専攻

●実用英語技能検定準2級以上（CBT含む）
●TOEIC®またはTOEIC®IP 500点以上(L&R)、L&R+S&Wの場合は720点以上
●TOEFL iBT®45点、またはTOEFL PBT®またはTOEFL ITP®450点以上
●GTEC870点以上(CBT含む)※

●国際連合公用語英語検定試験C級以上
●TEAP205点以上
●IELTS アカデミックモジュール 4.0以上

※英語資格は出願期限日の2年前までに受験したものに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。またGTEC（3技能）は使用不可。
※TOEFL®・TOEIC®に関しては、IPスコアも可。

●一般3月面接型（外国語学部）
選抜区分 試験科目 時間 配点 総合点

面接型 面接 質疑応答は、英語コミュニケーション専攻および英語・リベラルアーツ専攻は日本語と英語で、
その他２専攻は日本語で行う。 20分 100点 100点

出願条件
下表のいずれかの語学資格を取得している者。ただし、外国籍の者で、学校教育における12年の課程のうち、9年以上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。

専攻 出願条件

英語コミュニケーション専攻
中国語・グローバルコミュニケーション専攻

●実用英語技能検定2級以上（CBT含む）
●TOEIC®またはTOEIC®IP 500点以上(L&R)、L&R+S&Wの場合は735点以上
●TOEFL iBT®52点、またはTOEFL PBT®またはTOEFL ITP®470点以上
●GTEC920点以上(CBT含む)※
●国際連合公用語英語検定試験C級以上
●TEAP270点以上
●IELTS アカデミックモジュール 4.5以上

英語・リベラルアーツ専攻

●実用英語技能検定準2級以上（CBT含む）
●TOEIC®またはTOEIC®IP 375点以上(L&R)、L&R+S&Wの場合は610点以上
●TOEFL iBT®38点、またはTOEFL PBT®またはTOEFL ITP®427点以上
●GTEC800点以上(CBT含む)※
●国際連合公用語英語検定試験C級以上
●TEAP225点以上
●IELTS アカデミックモジュール 4.0以上

ドイツ語・ヨーロッパ専攻

●実用英語技能検定準2級以上（CBT含む）
●TOEIC®またはTOEIC®IP 375点以上(L&R)、L&R+S&Wの場合は610点以上
●TOEFL iBT®38点、またはTOEFL PBT®またはTOEFL ITP®427点以上
●GTEC800点以上(CBT含む)※
●国際連合公用語英語検定試験C級以上
●TEAP225点以上
●IELTS アカデミックモジュール 4.0以上
●ドイツ語技能検定4級以上
●Start Deutsch 1以上
●高校の正規の授業でドイツ語を学習しており、その評定平均が4.0以上

※英語資格は出願期限日の2年前までに受験したものに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。またGTEC（3技能）は使用不可。
※TOEFL®・TOEIC®に関しては、IPスコアも可。

外
国
語
学
部

国
際
学
部

外
国
語
学
部

経
済
学
部

国
際
学
部

★英語外部資格（一般3月1科目型）
資格名 10点加算基準 出願条件

ケンブリッジ英語検定 B1レベル以上 A2以上

実用英語技能検定（英検）※CBT含む 2級合格以上 準2級合格以上

GTEC ※CBT含む 1060点以上 690点以上

IELTS（Academic） 4.0以上 3.0以上

資格名 10点加算基準 出願条件

TEAP 240点以上 135点以上

TEAP CBT 450点以上 235点以上

TOEFL iBT® 50点以上 42点以上

TOEIC®L&R + TOEIC®S&W 800点以上 385点以上

※英語資格は出願期限日の2年前までに受験したものに限る。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。またGTEC（3技能）は使用不可。
※TOEFL®・TOEIC®に関しては、IPスコアも可。

面接型は単願型（第一希望の専攻のみ）の出願となります。
Check Point

一般3月は2科目型、1科目型、面接型それぞれ単願型となります。（方式間の併願はできません）
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【 大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用（ 中期）】

●●●試験科目（国際学部）（外国語学部）（経済学部）
選抜区分 学部 試験科目 配点 総合点

２科目型

国際学部

外国語 英語※1 200点

300点選択科目
（1科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

100点

外国語学部

外国語 英語※1、4 200点

300点選択科目
（1科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

100点

経済学部 選択科目
（2科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

各100点 200点

英語4技能
プラス 全学部共通

大学入学共通テスト
選択科目

（2科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

各100点
300点

英語4技能資格試験 換算表はP9をご確認ください 100点
※1：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を配点に応じた得点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※2：指定された科目数以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ配点に応じた得点に換算する。
※4： ドイツ語・ヨーロッパ専攻は「ドイツ語」、中国語・グローバルコミュニケーション専攻は「中国語」でも受験できる。ただし、「中国語」で受験する場合は、選択科目は「国

語」（近代以降の文章）を合否判定に使用する。

外
国
語
学
部

経
済
学
部

国
際
学
部

●募集人員…… 一般3月に含める
●出願期間……  2022年2月14日（月）～2月21日(月) 

[消印有効]

●試験日……… 大学入学共通テスト：1月15日(土)、16日(日)
●合格発表…… 3月8日(火) 10:00
●入学手続期限 3月14日(月)[消印有効]

国
際
学
部

【国際学部】
選抜区分 学 科 名 専 攻 名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 満点

大学入学共通テスト
利用／Ⅰ期

2科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻 約4 23 (12)
本学での

個別学力審査等
は課さない

23 (12)

300
国際交流・国際協力専攻 約4 28 (15) 12 (9)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 約8 29 (13) 28 (13)
小　計 約16 80 (40) 63 34

3科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
2科目型
に含む

31 (14)
本学での

個別学力審査等
は課さない

30 (13)

300
国際交流・国際協力専攻 34 (17) 18 (8)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 35 (16) 32 (14)
小　計 100 (47) 80 35

一般２月
【Ａ日程】

2科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻 約9 34 (20) 32 (18) 30 (18)

300
国際交流・国際協力専攻 約9 32 (21) 29 (19) 9 (7)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 約16 38 (19) 34 (16) 33 (16)
小　計 約34 104 (60) 95 (53) 72 41

3科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
2科目型
に含む

21 (10) 19 (9) 19 (9)

300
国際交流・国際協力専攻 19 (14) 18 (13) 7 (5)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 28 (17) 26 (15) 25 (15)
小　計 68 (41) 63 (37) 51 29

一般２月
【Ｂ日程】

2科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
Ａ日程
に含む

12 (5) 11 (5) 10 (5)

300
国際交流・国際協力専攻 16 (8) 15 (8) 7 (5)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 15 (7) 14 (7) 14 (7)
小　計 43 (20) 40 (20) 31 17

3科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
Ａ日程
に含む

13 (8) 13 (8) 13 (8)

300
国際交流・国際協力専攻 12 (8) 12 (8) 4 (4)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 14 (6) 14 (6) 14 (6)
小　計 39 (22) 39 (22) 31 18

共通テスト併用型／Ⅰ期
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
Ａ日程
に含む

85 (51) 81 (48) 80 (48)

200
国際交流・国際協力専攻 87 (54) 83 (51) 54 (34)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 84 (47) 79 (43) 79 (43)
小　計 256 (152) 243 (142) 213 125

英語4技能併用型
／Ⅰ期

2科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅰ期に含む

20 (13)
本学での

個別学力審査等
は課さない

20 (13)

500
国際交流・国際協力専攻 22 (13) 21 (12)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 23 (16) 23 (16)
小　計 65 (42) 64 41

3科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅰ期に含む

8 (6)
本学での

個別学力審査等
は課さない

8 (6)

700
国際交流・国際協力専攻 13 (10) 10 (8)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 11 (6) 11 (6)
小　計 32 (22) 29 20

大学入学共通テスト
利用／Ⅱ期 2科目型

国際学科
日本学・国際コミュニケーション専攻

約8
11 (8)

本学での
個別学力審査等

は課さない

9 (7)

200
国際交流・国際協力専攻 14 (10) 12 (9)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 約8 13 (9) 11 (8)
小　計 約16 38 (27) 32 24

一般３月

面接型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅱ期に含む

8 (2) 6 (2) 6 (2)
総合
判定

（非公開）

国際交流・国際協力専攻 9 (3) 6 (3) 6 (3)
グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 5 (1) 2 (1) 2 (1)

小　計 22 (6) 14 (6) 14 6

筆記型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅱ期に含む

30 (15) 22 (12) 21 (12)

200
国際交流・国際協力専攻 28 (15) 21 (12) 20 (12)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 28 (14) 20 (11) 20 (11)
小　計 86 (44) 63 (35) 61 35

共通テスト併用型／Ⅱ期
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅱ期に含む

32 (16) 23 (10) 23 (10)

200
国際交流・国際協力専攻 32 (16) 24 (11) 24 (11)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 31 (13) 22 (8) 22 (8)
小　計 95 (45) 69 (29) 69 29

英語4技能併用型
／Ⅱ期

2科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅱ期に含む

9 (6)
本学での

個別学力審査等
は課さない

9 (6)

500
国際交流・国際協力専攻 8 (5) 8 (5)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 8 (5) 8 (5)
小　計 25 (16) 25 16

3科目型
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
共通テスト
Ⅱ期に含む

1 (1)
本学での

個別学力審査等
は課さない

1 (1)

700
国際交流・国際協力専攻 2 (2) 2 (2)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 1 (1) 1 (1)
小　計 4 (4) 4 4

大学入学共通テスト
利用／Ⅲ期 2科目型

国際学科
日本学・国際コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

8 (3)
本学での

個別学力審査等
は課さない

8 (3)

200
国際交流・国際協力専攻 6 (4) 6 (4)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 4 (1) 4 (1)
小　計 18 (8) 18 8

一般選抜合計
国際学科

日本学・国際コミュニケーション専攻
―

346 (190) 318 (175) 310 (173)

―
国際交流・国際協力専攻 362 (215) 335 (201) 220 (138)

グローバルビジネス学科 グローバルビジネス専攻 ― 367 (191) 335 (174) 327 (171)
合　計 ― 1075 (596) 988 (550) 857 (482)

（　）内は女子内数

2021年度 入学者選抜結果

【 大 学 入 学 共 通 テ ス ト 利 用（ 後期）】

●●●試験科目（国際学部）（外国語学部）（経済学部）
選抜区分 学部 試験科目 配点 総合点

２科目型

国際学部

外国語 英語※1 200点

300点選択科目
（1科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

100点

外国語学部

外国語 英語※1、4 200点

300点選択科目
（1科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１科目)

100点

経済学部 選択科目
（2科目）※2

国語※3

地理歴史・公民 (「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、「地理Ａ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、 
  「政治･経済」、『倫理,政治・経済』から１または２科目)

数学①(「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ･数学Ａ』から１科目)
数学②(「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ･数学Ｂ』、『簿記・会計』、『情報関係基礎』から１科目)
理科①(「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」から２科目)
理科②(「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から１または２科目)
外国語(「英語」※1、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」から１科目)

各100点 200点

※1：英語については、英語リスニングを含めた200点満点を配点に応じた得点に換算する。小数点以下は四捨五入する。
※2：指定された科目数以上受験した場合は高得点の科目を合否判定に使用する。
※3：国語については、「近代以降の文章」、「古典（古文、漢文）」をそれぞれ1科目として取り扱い、それぞれ配点に応じた得点に換算する。
※4： ドイツ語・ヨーロッパ専攻は「ドイツ語」、中国語・グローバルコミュニケーション専攻は「中国語」でも受験できる。ただし、「中国語」で受験する場合は、選択科目は「国

語」（近代以降の文章）を合否判定に使用する。

●募集人員…… 一般3月に含める
●出願期間……  2022年3月7日（月）～3月14日(月) 

[消印有効]

●試験日……… 大学入学共通テスト：1月15日(土)、16日(日)
●合格発表…… 3月23日(水) 10:00
●入学手続期限 3月28日(月)[消印有効]
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【経済学部】
選抜区分 学 科 名 専 攻 名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 満点

大学入学共通テスト
利用／Ⅰ期

2科目型

経済学科 経済専攻 約10 74 (10)
本学での

個別学力審査等
は課さない

36 (4)

200
観光・地域創生専攻 約10 27 (5) 14 (3)

経営学科
経営専攻 約5 67 (12) 35 (4)

AI・ビジネス専攻 約5 52 (10) 29 (5)
スポーツビジネス専攻 約5 25 (6) 12 (1)

小　計 約35 245 (43) 126 (17)

3科目型

経済学科 経済専攻
2科目型 
に含む

60 (16)
本学での

個別学力審査等
は課さない

24 (7)

300
観光・地域創生専攻 28 (7) 11 (2)

経営学科
経営専攻 64 (16) 26 (6)

AI・ビジネス専攻 26 (7) 12 (3)
スポーツビジネス専攻 18 (4) 9 (2)

小　計 196 (50) 82 (20)

一般２月
【Ａ日程】

2科目型

経済学科 経済専攻 約15 72 (11) 71 (11) 10 (2)

200
観光・地域創生専攻 約10 21 (2) 21 (2) 2 (0)

経営学科
経営専攻 約10 56 (11) 55 (10) 6 (1)

AI・ビジネス専攻 約10 40 (13) 39 (12) 3 (2)
スポーツビジネス専攻 約10 10 (1) 10 (1) 3 (0)

小　計 約55 199 (38) 196 (36) 24 (5)

3科目型

経済学科 経済専攻

2科目型 
に含む

63 (15) 63 (15) 10 (2)

300
観光・地域創生専攻 14 (5) 13 (5) 1 (1)

経営学科
経営専攻 54 (15) 54 (15) 10 (2)

AI・ビジネス専攻 22 (7) 21 (6) 3 (0)
スポーツビジネス専攻 15 (3) 15 (3) 3 (1)

小　計 168 (45) 166 (44) 27 (6)

一般２月
【Ｂ日程】

2科目型

経済学科 経済専攻

Ａ日程 
に含む

61 (8) 58 (7) 16 (3)

200
観光・地域創生専攻 21 (5) 19 (5) 6 (2)

経営学科
経営専攻 59 (6) 56 (5) 17 (3)

AI・ビジネス専攻 38 (5) 38 (5) 11 (2)
スポーツビジネス専攻 20 (2) 19 (1) 11 (1)

小　計 199 (26) 190 (23) 61 (11)

3科目型

経済学科 経済専攻

Ａ日程 
に含む

49 (10) 43 (9) 11 (3)

300
観光・地域創生専攻 20 (6) 18 (5) 0 (0)

経営学科
経営専攻 38 (7) 32 (6) 7 (1)

AI・ビジネス専攻 18 (3) 18 (3) 5 (1)
スポーツビジネス専攻 7 (1) 5 (1) 0 (0)

小　計 132 (27) 116 (24) 23 (5)

共通テスト併用型／Ⅰ期

経済学科 経済専攻

Ａ日程 
に含む

110 (32) 105 (29) 49 (13)

200
観光・地域創生専攻 56 (27) 54 (26) 27 (13)

経営学科
経営専攻 98 (31) 94 (28) 40 (14)

AI・ビジネス専攻 68 (24) 65 (22) 26 (9)
スポーツビジネス専攻 26 (7) 25 (7) 12 (2)

小　計 358 (121) 343 (112) 154 (51)

英語4技能併用型
／Ⅰ期

2科目型

経済学科 経済専攻

一般2月
に含む

14 (6)
本学での

個別学力審査等
は課さない

11 (5)

500
観光・地域創生専攻 11 (5) 8 (3)

経営学科
経営専攻 17 (8) 17 (8)

AI・ビジネス専攻 9 (5) 9 (5)
スポーツビジネス専攻 2 (2) 2 (2)

小　計 53 (26) 47 (23)

3科目型

経済学科 経済専攻

一般2月
に含む

6 (2)
本学での

個別学力審査等
は課さない

5 (2)

700
観光・地域創生専攻 3 (1) 2 (1)

経営学科
経営専攻 8 (4) 7 (4)

AI・ビジネス専攻 3 (1) 3 (1)
スポーツビジネス専攻 1 (0) 0 (0)

小　計 21 (8) 17 (8)

大学入学共通テスト
利用／Ⅱ期 2科目型

経済学科 経済専攻 約7 25 (3)
本学での

個別学力審査等
は課さない

25 (3)

200
観光・地域創生専攻 13 (2) 13 (2)

経営学科
経営専攻

約8
18 (2) 18 (2)

AI・ビジネス専攻 16 (1) 16 (1)
スポーツビジネス専攻 4 (0) 4 (0)

小　計 約15 76 (8) 76 (8)

一般３月 2科目型

経済学科 経済専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

96 (12) 76 (9) 69 (8)

100
観光・地域創生専攻 34 (4) 24 (3) 22 (3)

経営学科
経営専攻 89 (12) 68 (9) 62 (8)

AI・ビジネス専攻 60 (6) 44 (4) 40 (3)
スポーツビジネス専攻 13 (2) 11 (2) 9 (2)

小　計 292 (36) 223 (27) 202 (24)

共通テスト併用型／Ⅱ期

経済学科 経済専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

42 (7) 32 (3) 32 (3)

200
観光・地域創生専攻 20 (6) 13 (2) 13 (2)

経営学科
経営専攻 41 (7) 31 (3) 31 (3)

AI・ビジネス専攻 31 (4) 21 (2) 21 (2)
スポーツビジネス専攻 5 (2) 3 (1) 3 (1)

小　計 139 (26) 100 (11) 100 (11)

英語4技能併用型
／Ⅱ期

2科目型

経済学科 経済専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

6 (4)
本学での

個別学力審査等
は課さない

6 (4)

500
観光・地域創生専攻 3 (2) 3 (2)

経営学科
経営専攻 3 (3) 3 (3)

AI・ビジネス専攻 3 (2) 3 (2)
スポーツビジネス専攻 1 (0) 1 (0)

小　計 16 (11) 16 (11)

3科目型

経済学科 経済専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

0 (0)
本学での

個別学力審査等
は課さない

0 (0)

700
観光・地域創生専攻 0 (0) 0 (0)

経営学科
経営専攻 0 (0) 0 (0)

AI・ビジネス専攻 0 (0) 0 (0)
スポーツビジネス専攻 0 (0) 0 (0)

小　計 0 (0) 0 (0)

大学入学共通テスト
利用／Ⅲ期 2科目型

経済学科 経済専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

14 (0)
本学での

個別学力審査等
は課さない

11 (0)

200
観光・地域創生専攻 3 (2) 2 (1)

経営学科
経営専攻 9 (2) 7 (1)

AI・ビジネス専攻 4 (0) 4 (0)
スポーツビジネス専攻 2 (0) 2 (0)

小　計 32 (4) 26 (2)

一般選抜合計

経済学科 経済専攻 ― 692 (136) 647 (124) 315 (59)

―
観光・地域創生専攻 274 (79) 250 (72) 124 (35)

経営学科
経営専攻

―
621 (136) 576 (123) 286 (60)

AI・ビジネス専攻 390 (88) 359 (80) 185 (36)
スポーツビジネス専攻 149 (30) 141 (28) 71 (12)

合　計 ― 2126 (469) 1973 (427) 981 (202)

経
済
学
部

外
国
語
学
部

【外国語学部】
選抜区分 専 攻 名 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 満点

大学入学共通テスト
利用／Ⅰ期

2科目型

英語コミュニケーション専攻 約10 56 (35)
本学での

個別学力審査等
は課さない

21 (13)

300
英語・リベラルアーツ専攻 約10 28 (14) 27 (14)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 約5 22 (14) 21 (14)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 約5 15 (12) 15 (12)
小　計 約30 121 (75) 84 (53)

3科目型

英語コミュニケーション専攻

2科目型に
含む

38 (24)
本学での

個別学力審査等
は課さない

12 (5)

300
英語・リベラルアーツ専攻 21 (12) 18 (10)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 11 (7) 10 (6)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 9 (6) 9 (6)
小　計 79 (49) 49 (27)

一般２月
【Ａ日程】

2科目型

英語コミュニケーション専攻 約20 86 (42) 82 (39) 15 (9)

300
英語・リベラルアーツ専攻 約20 46 (24) 43 (21) 39 (19)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 約10 19 (8) 17 (7) 17 (7)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 約10 15 (14) 14 (13) 13 (12)
小　計 約60 166 (88) 156 (80) 84 (47)

3科目型

英語コミュニケーション専攻

2科目型に
含む

47 (27) 44 (25) 13 (8)

300
英語・リベラルアーツ専攻 31 (19) 29 (17) 25 (14)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 8 (7) 7 (6) 5 (4)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 7 (5) 6 (4) 5 (3)
小　計 93 (58) 86 (52) 48 (29)

一般２月
【Ｂ日程】

2科目型

英語コミュニケーション専攻

Ａ日程に
含む

49 (25) 48 (24) 21 (13)

300
英語・リベラルアーツ専攻 30 (14) 29 (13) 29 (13)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 19 (10) 18 (9) 18 (9)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 12 (7) 12 (7) 12 (7)
小　計 110 (56) 107 (53) 80 (42)

3科目型

英語コミュニケーション専攻

Ａ日程に
含む

31 (21) 29 (19) 9 (6)

300
英語・リベラルアーツ専攻 23 (15) 21 (13) 21 (13)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 20 (11) 19 (10) 19 (10)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 4 (3) 3 (2) 3 (2)
小　計 78 (50) 72 (44) 52 (31)

共通テスト併用型／Ⅰ期

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅰ期に含む

97 (60) 91 (55) 57 (39)

200
英語・リベラルアーツ専攻 85 (54) 78 (48) 78 (48)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 46 (25) 43 (23) 43 (23)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 34 (28) 31 (25) 31 (25)
小　計 262 (167) 243 (151) 209 (135)

英語4技能併用型
／Ⅰ期

2科目型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅰ期に含む

44 (28)
本学での

個別学力審査等
は課さない

41 (27)

500
英語・リベラルアーツ専攻 31 (20) 31 (20)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 18 (11) 18 (11)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 11 (8) 11 (8)
小　計 104 (67) 101 (66)

3科目型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅰ期に含む

22 (16)
本学での

個別学力審査等
は課さない

19 (14)

700
英語・リベラルアーツ専攻 11 (9) 11 (9)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 8 (6) 8 (6)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 6 (5) 6 (5)
小　計 47 (36) 44 (34)

大学入学共通テスト
利用／Ⅱ期 2科目型

英語コミュニケーション専攻

約20

9 (5)
本学での

個別学力審査等
は課さない

8 (4)

200
英語・リベラルアーツ専攻 7 (3) 6 (2)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 5 (2) 5 (2)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 6 (4) 5 (3)
小　計 約20 27 (14) 24 (11)

一般３月

面接型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

5 (2) 4 (2) 4 (2)
総合
判定

（非公開）

英語・リベラルアーツ専攻 4 (2) 4 (2) 4 (2)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 1 (0) 1 (0) 1 (0)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 2 (2) 2 (2) 2 (2)
小　計 12 (6) 11 (6) 11 (6)

筆記型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

55 (27) 40 (18) 40 (18)

200
英語・リベラルアーツ専攻 46 (22) 33 (13) 33 (13)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 28 (14) 20 (8) 20 (8)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 20 (11) 16 (8) 16 (8)
小　計 149 (74) 109 (47) 109 (47)

共通テスト併用型／Ⅱ期

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

29 (13) 22 (9) 22 (9)

200
英語・リベラルアーツ専攻 30 (14) 23 (10) 23 (10)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 17 (7) 12 (4) 12 (4)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 10 (6) 5 (2) 5 (2)
小　計 86 (40) 62 (25) 62 (25)

英語4技能併用型
／Ⅱ期

2科目型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

10 (8)
本学での

個別学力審査等
は課さない

10 (8)

500
英語・リベラルアーツ専攻 7 (5) 7 (5)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 2 (2) 2 (2)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 3 (1) 3 (1)
小　計 22 (16) 22 (16)

3科目型

英語コミュニケーション専攻

共通テスト
Ⅱ期に含む

1 (1)
本学での

個別学力審査等
は課さない

1 (1)

700
英語・リベラルアーツ専攻 1 (1) 1 (1)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 0 (0) 0 (0)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 1 (1) 1 (1)
小　計 3 (3) 3 (3)

大学入学共通テスト
利用／Ⅲ期 2科目型

英語コミュニケーション専攻

若干名

4 (1)
本学での

個別学力審査等
は課さない

4 (1)

200
英語・リベラルアーツ専攻 2 (1) 2 (1)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 2 (0) 2 (0)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 3 (2) 3 (2)
小　計 11 (4) 11 (4)

一般選抜合計

英語コミュニケーション専攻 ― 583 (335) 544 (309) 297 (177)

―
英語・リベラルアーツ専攻 ― 403 (229) 368 (202) 355 (194)
ドイツ語・ヨーロッパ専攻 ― 226 (124) 205 (109) 201 (106)

中国語・グローバルコミュニケーション専攻 ― 158 (115) 143 (102) 140 (99)
合　計 ― 1370 (803) 1260 (722) 993 (576)

（　）内は女子内数 （　）内は女子内数



事 前 準 備

WEB出願

願書の取り寄せが不要、手書きの手間が省ける！ 受験生にうれしい出願システム

WEB出願の流れ

「WEB出願」について

出願内容の
登録

Step

2

画面の案内に沿って、
氏名、志望学部・学科・
専攻、試験日、選抜方
式、検定料の支払い方
法などの必要事項を入
力し、送信します。

指定の
書類を印刷

Step

3

登録完了画面や確認
メールの指示に従い、
確認票や支払票など
指定の書類をプリン
ターで印刷します。

検定料の
支払い

Step

4

申し込み時の支払票をもとに、
コンビニ、郵便局や銀行の
ATM、クレジットカード決済、
ネットバンキングなどで支払い
ます。指定日までに支払わなけ
れば申し込みが取り消しにな
るため、期限に注意しましょう。

書類の
郵送

Step

5

志願票や調査書、推薦
書、大学入学共通テスト
成績請求票など、指定さ
れた書類を郵送します。
必要な書類は選抜方式
によって異なります。

受験票の
印刷

Step

6

検定料の支払いや書類
の郵送を終えたら出願
完了です。受験票発行日
にWEB出願ページより
受験票を印刷し、試験日
当日に持参するのを忘
れないようにしましょう。

選抜要項やWEB出願マ
ニュアルなどは、本学WEB
サイト上にPDFファイルで
置かれているため、PDF閲
覧ソフトをダウンロードして
おきましょう。

PDF閲覧ソフトを
インストールする

Step

3

パソコン、スマートフォン、タ
ブレット、プリンターなどを利
用しましょう。※

※ネット環境がない方は本学
の窓口でもWEB出願が可能
です。

インターネットに
接続された

端末を用意する

Step

1

大学の
WEB出願
サイトに
アクセス

Step

1

大学の専用ページにア
クセスし、まずは説明を
じっくり読みましょう。

確認メールなどが届くため、
メールアドレスが必要です。

メールアドレスを
取得する

Step

2

調査書や推薦書、大学入学
共通テスト成績請求票な
ど、指定の書類を後日郵送
する必要があります。発行
に時間がかかることもある
ため、早めに準備しておき
ましょう。

書類準備

Step

5

本学では、出願時に顔写真
データをアップロードするシ
ステムになっています。

顔写真の
データを用意する

Step

4

Q1.願書を取り寄せたい。

Q6.写真はどのようなものがよいのか。
写真はご自身で撮影したものも使用可能です。ただし、上半身、脱
帽、 無背景で鮮明な写真を用意してください。

Q7.入学検定料の支払いまで完了した後、
志願票の入力間違いに気づいた。修正できるか? 
出願内容(志望専攻、受験科目)は、志願票発送後はいかなる場合も変更が
できません。入力時によく確認してください。個人情報(氏名、住所、高
校名、卒業年月日、高校種別(学科))は修正ができます。再度印刷した志願
票の間違えた箇所に赤ペンで二重線を引き、その上に訂正印を押し、余白
に正しい情報を赤字で記入して発送してください。

出願締め切り日から遡って2年以内に受験したものに限ります。

Q3.WEB出願は、インターネットのみで
出願が完了するのか?

インターネットのみでは完了しません。本学のWEB出願は、①志願
票をインターネット上で登録し、印刷する、②必要な提出書類を郵
送する、ことで完了します。

Q4.受験票はどのように発行されるか。
WEB出願システムのマイページから印刷します。選抜要項に記載
されている受験票発行日を確認し、発行可能日以降にご自身で印
刷してください。

本学窓口でパソコンの貸し出しをしています。遠方の方で本学まで来
られない場合は、高校等で印刷をしてもらえるか(パソコンを貸しても
らえるか)相談してください。WEB出願自体はスマートフォン・携帯電
話からもできます。

Q2.自宅にパソコンがない場合
どうしたらよいか。

Q&Aよくある質問 ？ ！

個別見学にて専門スタッフがご相談を受け付けております。ご予約につ
いては入試ガイド裏面「個別見学」をご覧ください。また、オープン
キャンパスでも個別相談を実施しております。

WEB出願はこちら お問い合わせはこちら

Q5.志願票は
カラー印刷でないといけないか。

カラー印刷である必要はありません。

コロナ禍における麗澤大学の取り組み
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぎ、学生の学びを止めないために。

2021年度は対面授業を８割以上に
新型コロナウイルスの収束の兆しが見えない中でも、より充実したキャンパスライフ
を送れるよう感染防止策を再確認、徹底的に整え、本学では2021年度第1学期の授業を
原則として対面にて実施しています。
設定した座席数に収まる履修者数（215名以下）の授業は原則、対面授業とします。
また、履修者数216名以上が見込まれる科目は「オンライン授業」とし、選択科目は履修
者数78名以上が見込まれる科目は「オンライン授業」とします。オンライン授業を効果
的に取り入れることで、学習効果の向上と感染防止を両立させることを目指します。

海外提携校とのオンラインプログラムが始動
教務・教育企画室・グローバル推進室では、質の良いOnline Programを学生に推奨でき
るよう、提携校と連携しながら春休みOnline Programを実施しました。
現在までに5 つの英語プログラムと4 つの中国語プログラムを紹介し、順次Zoomによ
る説明会も行いました。ほとんどのプログラムは麗澤大学の単位認定が認められ、今
後の学業につながる学びの場として自信をもって推奨できるプログラムです。2年次
生を対象にドイツ・イェーナ大学とのOnline Programを今学期実施しているほか、ド
イツ語プログラムなども加えていく予定です。

Q8.過去問題集を取り寄せたい。
本学WEBサイト上の資料請求フォームより
お申し込みください。

https://www.reitaku-u.ac.jp/info/inquiry.html
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Q10.入学者選抜で使える語学資格は
いつまでのものが有効なのか？

Q9.入学者選抜について
詳しく聞くことはできるか?


