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○�本学が所在する地域の新型コロナウイルス感染症の感染状況が著しく深刻であることによ�
り、本学において入学者選抜が実施できないことが明らかである場合、「本要項」に記載され
ている選抜方法とは異なる方法で選抜を実施する場合があります。
　実施内容の変更については、速やかに本学ホームページを通じて周知します。
○本要項は、出願から入学手続完了までのすべての事項を記載しています。
　�よく読み理解納得の上、出願してください。必要なところは、保護者の方にも目を通してもらっ
てください。
　�また、「受験注意事項」などが記載されていますから、試験当日も必ずこの「選抜要項」の該当
ページを持参してください。
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募集人員についての注意事項
※1　政経学部の「外国人留学生選抜」募集人員はⅠ期・Ⅱ期と「海外帰国生徒選抜」Ⅰ期・Ⅱ期の合計です。
※2　理工学部、経営学部の「外国人留学生選抜」募集人員はⅠ期・Ⅱ期の合計です。
※3　21 世紀アジア学部の「外国人留学生選抜」募集人員はⅠ期・Ⅱ期の合計で、国外実施分を含みます。
注）　国外実施分については別に要項を定めます。

募集人員

学　部 学　科　等

募　集　人　員（名）

外国人留学生 海外帰国生徒

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期

政 経 学 部
政 治 行 政 学 科 ５名※1 （５名）※1 （５名）※1 （５名）※1

経 済 学 科 20名※1 （20名）※1 （20名）※1 （20名）※1

体 育 学 部

体 育 学 科
若干名 若干名 若干名 若干名

武 道 学 科

スポーツ医科学科 募集しない

こどもスポーツ教育学科 若干名 若干名 若干名 若干名

理 工 学 部
理 工 学 科

15名※2 （15名）※2 若干名 募集しない機械工学系・電子情報学系
建築学系・まちづくり学系
人間情報学系・基礎理学系

法　学　部
法 律 学 科

若干名 若干名 若干名 募集しない
現代ビジネス法学科

文　学　部

教 育 学 科

中 等 教 育 課 程
教 育 学 コ ー ス

若干名 若干名 若干名 若干名

初 等 教 育 課 程
初等教育コース

史学地理学科
考古・日本史学コース

地理・環境コース

文 学 科 日本文学・文化コース

21　世　紀
アジア学部 21 世紀アジア学科 40名※3 （40名）※3 若干名 若干名

経 営 学 部 経　 営　 学　 科 15名※2 （15名）※2 若干名 若干名

・本学の受験・修学に際し、病気・負傷や身体機能の障害等のために、受験及び修学上特別の配慮を希望する者は必
ず出願前に入試部（03–5481–3211）へ問い合わせてください。申請に基づき、審査のうえ配慮内容を通知します。 
なお、審査には時間を要することもあるので、できるだけ早い時期に問い合わせてください（試験日間近のお問い
合わせには対応できない場合があります。また、申請内容に応じてヒアリングを行う場合があります。予めご了承く
ださい）。
・日常生活において、補聴器、松葉杖、車椅子等を使用している者で、試験当日も同様に使用する場合は試験 
場設定等の関係から、配慮を希望する者として、必ず申請してください。

※障害等のある方への受験・修学上の配慮
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新型コロナウイルス感染症対策に伴う配慮事項
� （令和４年７月 31 日時点）
本学における新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の配慮事項は以下の通りです。

1．受験機会の確保（入学検定料の振替え）について
　新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中の者は当日の選抜試験を受験で
きませんので、本学へ速やかに申し出（電話連絡）してください。また試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当すると
された者や、保健所からの連絡が感染者等から間接的に伝達された者は、受験の可否を確認する必要があるため、同様に速
やかに申し出（電話連絡）してください。当初予定していた選抜試験を受験できなかった場合、追加の検定料を徴収せずに、
別日程への受験の振替えを行います。
　罹患した者及び濃厚接触者となった場合、受験機会の確保のため①本学へ速やかに申し出（電話連絡）すると共に②「新
型コロナウイルス感染症罹患証明書」等の提出が必要です。なお、試験日当日の 15 時を過ぎてからの申し出には対応できま
せん。
　申し出後、所定の日数を経過しても体調が回復せず、振替え後の試験当日に出席が見込めない場合には、本学へ速やかに
連絡してください。

①��電話連絡先 国士舘大学入試部　TEL：03-5481-3211

②「新型コロナウイルス感染症罹患証明書」等
　【提出期限：申し出日の翌日消印有効】

本学ホームページ「入学者選抜情報」よりダウンロードしてください。（医療
機関等で発行された「感染症罹患証明書」（原本）等でも構いません。その際
は、本学様式に添付して提出してください。）

　別日程への受験に振替える場合、振替え後の選抜制度の選抜方法に基づき合否判定を行います。選抜内容及び試験科目に
ついては、各選抜制度ページの記載内容をよく確認してください。
　振替えが可能な選抜制度がない場合には、振替えができませんので注意してください。

2．試験場における感染拡大防止について
　試験場における感染拡大を防止し、受験生自身が安心して受験できる環境を確保するため、留意事項を本学ホームページ
に掲載します。受験に当たって、必ず確認してください。（URL:�https://www.kokushikan.ac.jp/admission/）
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1．出願資格　以下の（1）～（3）の項目に該当すること　※（3）はⅡ期志願者のみ
　（1）日本国以外の国籍を有し、次のいずれかに該当する者
　　①�　外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者及び 2023年３月 31日までに修了見込みの者また�

は、これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者（注１、注２参照）
　　②　スイス民法典に基づく財団法人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
　　③　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
　　④　フランス共和国において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
　　⑤�　グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているGCE�A レベル

資格を有する者
　　⑥�　国際的な評価団体（WASC・ACSI・NEASC・CIS）から教育活動等に係る認定を受けた教育施設に置かれる

12年の課程を修了した者
　　⑦�　その他本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年３月 31日までに

18歳に達する者
　（2）日本留学試験に関して、以下の要件を満たす者
　　�　全ての志願者は、日本学生支援機構が実施する日本留学試験「日本語」を受験し、「読解、聴解・聴読解｣�
の合計得点が200点以上、さらに理工学部の志願者は「数学（コース２）」を受験していること。（「数学（コース２）｣�
の得点は問わない。なお出題言語は日本語による受験とする。）

　　①�　Ⅰ期の志願については、2021年日本留学試験第２回（11月実施）または 2022年日本留学試験第１回（６月�
実施）を受験した者とする

　　②�　Ⅱ期の志願については、2022年日本留学試験第１回（６月実施）または 2022年日本留学試験第２回（11月�
実施）を受験した者とする

　�※　大学の講義はすべて日本語で行われるので、十分な日本語能力が必要とされます。
　（3）【Ⅱ期志願者のみ】
　　�　上記（1）及び（2）の項目に該当し、かつ「短期滞在」以外の在留資格を有し、在留期間の満了日が 2023年�
４月１日以降である者

　（注１）　「これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者」は、次のとおりです。
　　①�　外国において、学校教育における 12年の課程を修了した者と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験

であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む）に合格した者で、2023年３月 31日までに�
18歳に達する者

　　②�　外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力があるかどうかに関する
認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含む）に合格した者を含む）で、「大学入学
のための準備教育課程」として文部科学省が指定した課程を修了した者

　　③�　外国において、高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 11年以上の課程を
修了したとされるものであることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る｡）で文部科学大臣が別
に指定するものを修了した者

　　④�　日本において、高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 12年の課程
を修了したとされるものに限る｡）と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられ�
た文部科学大臣が指定した教育施設の当該課程を修了した者

　　⑤�　日本において、高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制
度において位置付けられた文部科学大臣が指定した教育施設の当該課程を修了した者で、「大学入学のための準備
教育課程」を修了した者

　（注２�）12年の教育課程のうち、日本の教育制度に基づく学校での在学期間が含まれる場合、小学校・中学校・高等学校
を通算して３年以内であり、かつ卒業した高等学校が外国の学校であれば出願資格を認める

2．理工学部の選抜形態について
　（1）受験学系の選択
　　　�　原則として、出願時には受験する学系を６学系の中から選択します。入学希望学系が未定の場合は、（2）フレ

キシブル出願制度を選択することができます。
　（2）フレキシブル出願制度
　　　�　フレキシブル出願制度とは、出願時には志望学系の選択は行わず、入学時までに希望学系の相談を行い、入学

学系を決定する制度です。希望者は出願時にフレキシブル出願を選択してください。

外国人留学生選抜
日本留学試験（EJU）の中止により当該試験を受験できなかった者は、本学へ速やかに問い合わせてください。実施
の有無については、日本学生支援機構（JASSO）ホームページで確認してください。
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3．試験日程・試験会場
Ⅰ期
学　　　部 出願期間 試　験　日 試験会場 合�格�発�表�日 入�学�手�続�完�了�日

政　経　学　部

インターネット出願
令和４年９月22日（木）
　　　～９月29日（木）

　 ※�出願書類の郵送は�
出願期間最終日の�
翌日消印有効です

令和４年11月21日（月）
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

令和４年
12月１日（木）

【２段階納入手続】

１次手続締切日
令和４年12月15日（木）

２次手続完了日
令和５年１月17日（火）

郵送消印有効

体　育　学　部 令和４年11月20日（日）
9：30までに入室

多　摩�
キャンパス

理　工　学　部 令和４年11月21日（月）
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

法　　学　　部
文　　学　　部

令和４年11月20日（日）
9：30までに入室

21世紀アジア学部 令和４年11月20日（日）
10：30までに入室

経　営　学　部 令和４年11月21日（月）
9：30までに入室

Ⅱ期
学　　　部 出願期間 試　験　日 試験会場 合�格�発�表�日 入�学�手�続�完�了�日

政　経　学　部

インターネット出願
令和４年12月９日（金）
　　　～12月15日（木）

　 ※�出願書類の郵送は�
出願期間最終日の�
翌日消印有効です

令和５年２月２日（木）
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

令和５年
２月15日（水）

【２段階納入手続】

１次手続締切日
令和５年２月22日（水）

２次手続完了日
令和５年３月３日（金）

郵送消印有効

体　育　学　部

令和５年２月２日（木）学科
9：30までに入室

令和５年２月３日（金）実技
集合時間別途指示

多　摩�
キャンパス

理　工　学　部 令和５年１月31日（火）
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

法　　学　　部 令和５年２月２日（木）
9：30までに入室

文　　学　　部 令和５年１月31日（火）
9：30までに入室

21世紀アジア学部 令和５年２月２日（木）
10：30までに入室

経　営　学　部 令和５年１月31日（火）
9：30までに入室

4．試験科目・配点・時間割
学　部　等 試　験　科　目 配点 時　間　割 日本留学試験利用科目と配点 換算点

政　経　学　部 小論文
面接

100点
100点

10：00～ 11：00
筆記終了後

日本語
（読解、聴解・聴読解）

400点 100点体　育　学　部
体��育��学��科
武��道��学��科
こどもスポーツ教育学科

英語
口頭試問
体育実技※
（体育学科･こどもスポーツ教育学科：運動適性）
（武道学科：運動適性または武道基礎能力）

100点
100点
150点

10：00～11：00
筆記終了後
口頭試問終了後
（Ⅱ期の体育実技は�
学科の翌日実施）

理　工　学　部 口頭試問 100点 10：00～
日本語
（読解、聴解・聴読解）

400点 100点

数学（コース２） 200点 100点

法　　学　　部 面接 100点 10：00～
日本語
（読解、聴解・聴読解）

400点 100点

日本語（記述） 50点 100点

文　　学　　部 小論文
面接

100点
100点

10：00～11：00
筆記終了後 日本語

（読解、聴解・聴読解）
400点 100点

21世紀アジア学部 面接 100点 11：00～

経　営　学　部 面接 100点 10：00～
日本語
（読解、聴解・聴読解）

400点 200点

日本語（記述） 50点 100点

〔 〕

※�体育実技の運動適性は 50M走、垂直跳び、ボール投げ（男子：バスケットボール、女子：ハンドボール）の３種目を課します。
ただし、天候によっては 50M走をシャトルランに変更します。
※�武道学科志願者の体育実技で、武道基礎能力で受験する場合には、柔道の選択者は柔道着一式、空手道の選択者は空手道着
一式、剣道の選択者は剣道用具一式を試験当日持参してください。
※日本留学試験利用科目の配点を換算して利用します。
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5．選抜方法
　�本学が実施する試験の得点と出願資格に定めた日本留学試験における学部指定科目の得点（配点を換算して利用）及び提
出書類の審査によって、総合的に合否を判定します。

＜第２志望選択＞
※�政経学部では、同一試験日程内において第１志望以外の政経学部内の学科を第２志望として選択することができ�
ます。なお、登録・未登録にかかわらず他の学科に合格する場合があります。
※法学部では、同一試験日程内において第１志望以外の法学部内の学科を第２志望として選択することができます。

6．出願方法・諸注意
　�　出願方法は「インターネット出願」です。出願手続きは、「（1）マイページ登録」を行い、出願期間内に「（2）イン
ターネット出願登録」「（3）入学検定料納入」を行い、所定の期日までに「（4）出願書類の郵送」を行うことにより完了
します。全ての手続きが完了していない場合は出願を受け付けることが出来ません。必ず行うようにご注意ください。

　（1）マイページ登録方法
　�　p.13『マイページへの登録から入学手続までのご案内』を確認の上、pp.14～17『マイページへの登録手順』を参照し
てください。
　（2）インターネット出願方法
　　�p.18『インターネット出願について』を参照してください。
　（3）入学検定料納入方法　【入学検定料：35,000円】
　　�p.19『入学検定料納入方法』を参照してください。
　（4）出願書類の提出方法
　�　市販の角形２号封筒（A４が折らずにはいるサイズ）に「宛名ラベル」を貼付し、簡易書留速達にて郵送してくださ
い。日本国外から出願する場合は、EMS等の追跡可能な方法で送付してください。郵送先住所（国士舘大学入試部）は
最終ページに記載しています。なお、宛名ラベルは入学検定料納入完了後、マイページより印刷が可能になります。
マイページメニュー「STEP４　出願確認」へ進み、印刷してください。
　（5）諸注意
　　①�出願後の学部・学科等の変更等は一切認められません。また、提出された出願書類は返還いたしません。
　　②�一度納入された入学検定料は原則として返還いたしません。ただし返還事由に該当された場合は返還の対象とな

ります。詳細は p.19を確認してください。
　　③�受験票は願書処理完了後、公開期間になりましたらマイページよりダウンロードが可能になります。受験票は原則、

試験の３日前までに公開します。試験当日は、ダウンロードした受験票を印刷し持参してください。受験票の郵
送は行いません。

　　④�不明点がある場合は、入試部（03–5481–3211）までお問い合わせください。

7．出願書類
　ホームページに様式を掲載しています。それぞれ A4片面で印刷し、作成してください。

様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

一 インターネット出願確認票
○�入学検定料納入後に印刷が可能になります。マイページメニュー「STEP４　
出願確認」へ進み、印刷してください。
○「大学提出用」を提出してください。

A 面接票

B 学歴書
（外国人留学生選抜用）

○�学校名は省略せず、正式名を記入してください。学校名が母国漢字の場合�
は、日本の漢字に置き換えて記入してください。学歴の中で飛び級・転校�
等をしている場合は詳細を備考欄に記入してください。
○最終学歴については「卒業・卒業見込・中退」のいずれかに○をしてください。
○�【日本以外における学歴】について、必ず高等学校相当の学歴の証明書�
類（様式D・様式E該当）を提出してください。最終学歴が大学・短期大学�
等の場合は、高等学校相当の学歴の証明書類の他に最終学歴の証明書類の�
提出が必要です（様式 F該当）。最終学歴に係る証明書類の提出が出来ない
場合は、「Ｄ　大学・短期大学」の欄を記入しないでください。
○�【日本における学歴】について、該当するものにチェックの上、「通ってい�
るもしくは通っていた」場合は必要項目を記入してください（様式G該当）。
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様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

D

及び

E

（高等学校［High School］相当の学歴）
卒業証明書　貼付用紙

及び

（高等学校［High School］相当の学歴）
成績証明書　貼付用紙

○様式の必要項目を記入の上、きれいに貼付してください。
○必要な提出書類は、様式に記載されている提出書類一覧表を確認してください｡

≪卒業証明書・成績証明書　共通注意事項≫
○原則３カ月以内に発行された原本を提出してください。
○�３カ月以内に発行された原本を提出できない場合は、certified�true�copy（原本�
から正しく複製されたものであることを出身学校または大使館、公証役場等�
の公的機関が証明したもの）を提出してください。通常のコピーの提出は一
切認めません。出身学校で証明をもらう場合は、必ず学校の公印が押され�
たものを提出してください。証明書が複数ページにわたる場合は、すべての�
ページにおいて必要です。
○�日本語・英語・中国語のいずれかの言語で証明されたものを提出してくだ�
さい。それ以外の言語のものは公的機関による日本語訳文または英語訳文�
を提出してください。なお、日本語学校等での翻訳証明も認めますが、必�
ず翻訳責任者の氏名・公印が押されたものを提出してください。
○�インターネットやデータ出力による証明書（印影やサインが印刷されたも�
の）は受け付けません。
○�自国の大学入学資格検定等に合格した者、国際バカロレア資格、アビトゥア�
資格、バカロレア資格、GCE�A レベル資格取得者の提出書類は様式に記載
されている提出書類一覧表を確認してください。

≪卒業証明書　注意事項≫
○�卒業証明書が提出できず、「卒業証

・ ・

書」を用いる場合は�certified�true�copy（原
本から正しく複製されたものであることを出身学校または大使館、公証役�
場等の公的機関が証明したもの）を提出してください。但し、提出された�
ものは返却いたしませんので、「卒業証書」原本の提出は受け付けません。
　（原本証明の例　「卒業証書」の場合）

卒業 証書

原本証明

卒業

作成者
○○○○○○

証書

印

（畢業） （證書）

（畢業）（證書）

「卒業証書」のコピー

○�高等学校の入学年月・卒業した（する）旨・卒業年月が記載されている証�
明書を提出してください。成績証明書にも記載がある場合は、年月が相違�
ないことを確認し、提出してください。

≪成績証明書　注意事項≫
○�全学年分の成績（各学年ごとの成績）が記載されたものを提出してくださ�
い。実習等により成績が記載されない場合は、その理由が記載された成績�
証明書を提出してください。理由が記載されない場合は、出身学校からそ�
れらのことを証明する書類（原本）の提出が必要です。
○�入学年月・卒業年月が記載されている場合は、卒業証明書に記載されてい�
る年月と相違ないことを確認し、提出してください。
○�転校等で複数の高等学校に在籍した場合は、それぞれの学校での在学期間�
中の成績が記載されているものを提出してください。
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様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

F

（大学[University]・
短期大学[Junior College]相当の学歴）

最終学歴証明書　貼付用紙 
※ 「様式B　学歴書」のDを記 

入した者のみ提出が必要です

○様式の必要項目を記入の上、きれいに貼付してください。
○原則３カ月以内に発行された原本を提出してください。
○�３カ月以内に発行された原本を提出できない場合は、certified�true�copy（原本�
から正しく複製されたものであることを出身学校または大使館、公証役場等�
の公的機関が証明したもの）を提出してください。通常のコピーの提出は一
切認めません。出身学校で証明をもらう場合は、必ず学校の公印が押され�
たものを提出してください。証明書が複数ページにわたる場合は、すべての�
ページにおいて必要です。
○�日本語・英語・中国語のいずれかの言語で証明されたものを提出してくだ�
さい。それ以外の言語のものは公的機関による日本語訳文または英語訳文�
を提出してください。なお、日本語学校等での翻訳証明も認めますが、必�
ず翻訳責任者の氏名・公印が押されたものを提出してください。
○�インターネットやデータ出力による証明書（印影やサインが印刷されたも�
の）は受け付けません。
○�原則として該当する以下の書類を提出してください。
　既卒者：卒業証明書、成績証明書
　在学中の者：取得単位数等の成績がわかる書類
　中退者：在学期間がわかる証明書類

G 日本語学校・専門学校等にお 
ける証明書　貼付用紙

○�原本を必ず学校で厳封のうえ提出してください。出願から３カ月以内に発�
行されたものに限ります。
○�通学したすべての学校の証明書類を提出してください（退学した学校も含む）。
○次の項目をすべて含むものを提出してください。
・成績証明　・出席状況　・入学年月・修了（見込）年月
○�様式の必要項目を記入し、原本（厳封封筒）は様式に貼付せずに提出して�
ください。

（厳封封筒の例）

H 日本留学試験受験票（コピー）等 
貼付用紙

○�日本留学試験の受験票（受験番号・顔写真・名前等が記載された面）をA4�
サイズの用紙にコピーしたものを提出してください。様式の必要項目を記入の�
上、きれいに貼付してください｡（以下のうちいずれか１回分のみ）
　［Ⅰ期志願者］・2021年第２回（11月）� ・2022年第１回（６月）
　［Ⅱ期志願者］・2022年第１回（６月）� ・2022年第２回（11月）

I パスポート等（コピー）
貼付用紙

○�すべての情報がわかるようにA4サイズの用紙にきれいにコピーし、貼付し�
てください（印刷漏れがないように注意してください）。

≪現在在留カードを持っている受験者≫
○�パスポートの氏名・顔写真・生年月日・国籍・有効期限が記載されたペー�
ジをA4サイズの用紙にコピーし貼付してください。また、現在有効なビザ（資
格外活動許可がある場合はこれを含める）の在留資格・在留期間が記載され
たページとあわせて在留カードの写し（両面）をA4サイズの用紙にコピーし
貼付してください。

＜↓　次頁に続く＞
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様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

I パスポート等（コピー）
貼付用紙

＜↑　前頁から続く＞

≪受験時に日本に中長期滞在できるビザを持っていない受験者≫
※Ｉ期志願者のみ該当します。該当するⅡ期志願者は出願できません。
○�パスポートの氏名・顔写真・生年月日・国籍・有効期限が記載されたペー�
ジをA4サイズの用紙にコピーし貼付してください。

（早見表）
パスポート 在留カード

氏名・顔写真・生年月日・
国籍・有効期限が記載
されたページ

在留期間・在留資格が
記載されたページ 両面

現在在留カードを持っ
ている受験者 ○ ○ ○

受験時に日本に中長
期滞在できるビザを
持っていない受験者

○ − −

※�「良い印刷の例、悪い印刷の例」を様式 Iに掲載しているので必ず確認の�
うえ、コピーしてください。

J 留学にかかる経費支弁計画書

○�【Ａ　主な経費支弁者の選択】で記入・選択した方の情報を【Ｂ　主な経�
費支弁者情報】に記入してください。
○�【Ａ】・【Ｂ】の内容に相違ないことを確認し、【Ｂ】に記入された経費支弁者�
が、最下部の署名欄に署名をしてください。

L 運動技能優秀奨学生願書
※希望者のみ提出が必要です ○�様式 L（1/2、2/2）をそれぞれA４片面で印刷し、作成してください。

一 宛名ラベル
※出願封筒に貼付する

○�入学検定料納入後に印刷が可能になります。マイページメニュー「STEP４　
出願確認」へ進み、印刷してください。
○出願書類を入れた市販の封筒に貼付してください。

≪書類作成上の注意事項≫
・黒のボールペン（消せるボールペンは不可）で、はっきりと丁寧に記入してください。
・書き間違えた場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を捺印の上、正しく書き直してください。

≪書類の貼付の仕方≫
・�証明書類の角と、糊付欄の角をあわせ、様式の左右からはみ出ること
がないよう（曲がらないよう）きれいに貼付してください。
・貼付後、証明書類下のはみ出た部分は内側に折り込んでください。

●●●●●●●貼付用紙

糊 付 欄

証明書類

証明書類
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1．出願資格
　�　日本国籍を有する者で、保護者の海外在留によって、外国で学校教育を受けたことのある者のうち、次のいずれ�
かに該当する者
　（1�）外国において、在外教育施設を除く高等学校に最終学年を含め２年以上継続して在籍し、学校教育における 12�

年の課程を 2022年４月１日から 2023年３月 31日までに卒業（修了）又は卒業（修了）見込みの者
　（2�）日本の高等学校を 2023年３月 31日までに卒業見込みの者で外国の教育課程の高等学校に２年以上在学し、帰�

国後２年未満の者
　（3�）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育�

施設の当該課程を 2023年３月 31日までに卒業見込みの者で外国の教育課程の高等学校に２年以上在学した者
　（4）スイス民法典に基づく財団法人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
　（5）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
　（6）フランス共和国において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
　（7�）グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているGCE�A レベル資

格を有する者

2．理工学部の選抜形態について
　（1）受験学系の選択
　　　�　原則として、出願時には受験する学系を６学系の中から選択します。入学希望学系が未定の場合は、（2）フレ

キシブル出願制度を選択することができます。
　（2）フレキシブル出願制度
　　　�　フレキシブル出願制度とは、出願時には志望学系の選択は行わず、入学時までに希望学系の相談を行い、入学

学系を決定する制度です。希望者は出願時にフレキシブル出願を選択してください。

3．試験日程・試験会場
Ⅰ期

学　　　部 出願期間 試　験　日 試験会場 合�格�発�表�日 入�学�手�続�完�了�日

政　経　学　部

インターネット出願
令和４年９月22日（木）
　　　〜９月29日（木）

　※�出願書類の郵送は�
出願期間最終日の�
翌日消印有効です

令和４年11月21日（月）
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

令和４年
12月１日（木）

【２段階納入手続】

1次手続締切日
令和４年12月15日（木）

2次手続完了日
令和５年1月17日（火）

体　育　学　部
体��育��学��科
武��道��学��科
こどもスポーツ教育学科 令和４年11月20日（日）

9：30までに入室

多　摩�
キャンパス

理　工　学　部
法　　学　　部
文　　学　　部
21世紀アジア学部

世田谷�
キャンパス

経　営　学　部 令和４年11月21日（月）
9：30までに入室

〔 〕

Ⅱ期
学　　　部 出願期間 試　験　日 試験会場 合�格�発�表�日 入�学�手�続�完�了�日

政　経　学　部

インターネット出願
令和５年１月６日（金）
　　　〜１月12日（木）

　※�出願書類の郵送は�
出願期間最終日の�
翌日消印有効です

令和５年２月２日（木）�
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス

令和５年
２月15日（水）

【２段階納入手続】

1次手続締切日
令和５年２月22日（水）

２次手続完了日�
令和５年３月３日（金）

体　育　学　部
体��育��学��科
武��道��学��科
こどもスポーツ教育学科

令和５年２月２日（木）学科
9：30までに入室

令和５年２月３日（金）実技�
集合時間別途指示

多　摩�
キャンパス

文　　学　　部 令和５年１月31日（火）�
9：30までに入室

世田谷�
キャンパス21世紀アジア学部 令和５年２月２日（木）�

9：30までに入室

経　営　学　部 令和５年１月31日（火）�
9：30までに入室

〔 〕

※体育学部のⅡ期試験については、追加合格を出す場合があります。

海外帰国生徒選抜
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4．試験科目・配点・時間割
学　　　部 試　験　科　目 配点 時　　間　　割

政　経　学　部 日本語小論文
口頭試問

100点
100点

10�：�00〜11�：�00
筆記終了後

体　育　学　部
体��育��学��科
武��道��学��科
こどもスポーツ教育学科

英語�
日本語作文�
口頭試問�
体育実技�
（体育学科・こどもスポーツ教育学科：運動適性）�
（武道学科：運動適性または武道基礎能力）※

100点
100点
100点
150点

10�：�00〜11�：�00�
12�：�00〜13�：�00�
筆記終了後��
口頭試問終了後��
（Ⅱ期試験の体育実技は学科の翌日実施）�

理　工　学　部
（Ⅰ　期　の　み）

数学
日本語作文�
口頭試問

100点
100点
100点

10�：�00〜11�：�00
12�：�00〜13�：�00
筆記終了後

法　　学　　部
（Ⅰ　期　の　み）

英語
日本語作文�
面接

100点
100点
100点

10�：�00〜11�：�00
12�：�00〜13�：�00
筆記終了後

文　　学　　部 日本語作文
面接

100点
100点

10�：�00〜11�：�00
筆記終了後

21世紀アジア学部 面接 100点 10�：�00〜

経　営　学　部 日本語小論文
面接

100点
100点

10�：�00〜11�：�00
筆記終了後

〔 〕

※�体育実技の運動適性は 50M走、垂直跳び、ボール投げ（男子：バスケットボール、女子：ハンドボール）の３種目を課しま�
す。ただし、天候によっては 50M走をシャトルランに変更します。
※�武道学科志願者の体育実技で、武道基礎能力で受験する場合には、柔道の選択者は柔道着一式、空手道の選択者は空手道着
一式、剣道の選択者は剣道用具一式を試験当日持参してください。

5．選抜方法
　　書類審査・筆記試験・面接または口頭試問・体育実技試験（体育学部のみ）の結果を総合して合否を判定します。

6．出願方法・諸注意
　�　出願方法は「インターネット出願」です。出願手続きは、「（1）マイページ登録」を行い、出願期間内に「（2）イン
ターネット出願登録」「（3）入学検定料納入」を行い、所定の期日までに「（4）出願書類の郵送」を行うことにより完了
します。全ての手続きが完了していない場合は出願を受け付けることが出来ません。必ず行うようにご注意ください。

　（1）マイページ登録方法
　�　p.13『マイページへの登録から入学手続までのご案内』を確認の上、pp.14〜17『マイページへの登録手順』を参照し
てください。

　（2）インターネット出願方法
　　�p.18『インターネット出願について』を参照してください。
　（3）入学検定料納入方法　【入学検定料：35,000円】
　　�p.19『入学検定料納入方法』を参照してください。
　（4）出願書類の提出方法
　�　市販の角形２号封筒（A４が折らずにはいるサイズ）に「宛名ラベル」を貼付し、簡易書留速達にて郵送してくださ
い。日本国外から出願する場合は、EMS等の追跡可能な方法で送付してください。郵送先住所（国士舘大学入試部）は
最終ページに記載しています。なお、宛名ラベルは入学検定料納入完了後、マイページより印刷が可能になります。
マイページメニュー「STEP４　出願確認」へ進み、印刷してください。

　（5）諸注意
　　①�出願後の学部・学科等の変更等は一切認められません。また、提出された出願書類は返還いたしません。
　　②�一度納入された入学検定料は原則として返還いたしません。ただし返還事由に該当された場合は返還の対象とな

ります。詳細は p.19を確認してください。
　　③�受験票は願書処理完了後、公開期間になりましたらマイページよりダウンロードが可能になります。受験票は原則、

試験の３日前までに公開します。試験当日は、ダウンロードした受験票を印刷し持参してください。受験票の郵
送は行いません。

　　④�不明点がある場合は、入試部（03–5481–3211）までお問い合わせください。
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7．出願書類
　ホームページに様式を掲載しています。それぞれ A4片面で印刷し、作成してください。

様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

一 インターネット出願確認票
○�入学検定料納入後に印刷が可能になります。マイページメニュー「STEP４　
出願確認」へ進み、印刷してください。
○「大学提出用」を提出してください。

A 面接票

C 学歴書（海外帰国生徒選抜用）

○�国内外を問わず小学校から現在までの学歴を記入してください。
　�学校名は省略せず、正式名を記入してください。学歴の中で飛び級、転校�
等をしている場合は詳細を備考欄に記入してください。
○�「修了状況等」記入欄には卒業・卒業見込・転校等を記入してください。

D

及び

E

（高等学校［High School］相当の学歴）
卒業証明書　貼付用紙

及び

（高等学校［High School］相当の学歴）
成績証明書　貼付用紙

○様式の必要項目を記入の上、きれいに貼付してください。

≪卒業証明書・成績証明書　共通注意事項≫
○原則３カ月以内に発行された原本を提出してください。
○�３カ月以内に発行された原本を提出できない場合は、certified�true�copy（原
本から正しく複製されたものであることを出身学校または大使館、公証役場等�
の公的機関が証明したもの）を提出してください。通常のコピーの提出は一
切認めません。出身学校で証明をもらう場合は、必ず学校の公印が押され�
たものを提出してください。証明書が複数ページにわたる場合は、すべての�
ページにおいて必要です。
○�日本語・英語・中国語のいずれかの言語で証明されたものを提出してくだ�
さい。それ以外の言語のものは公的機関による日本語訳文または英語訳文�
を提出してください。なお、日本語学校等での翻訳証明も認めますが、必�
ず翻訳責任者の氏名・公印が押されたものを提出してください。
○�インターネットやデータ出力による証明書（印影やサインが印刷されたも�
の）は受け付けません。
○�出願資格（2）（3）に該当する者の提出書類は様式に記載されている提出�
書類一覧表を確認してください。
○�日本の高等学校の調査書を提出する場合は、厳封し提出してください（様�
式に貼付せず、出願書類に同封してください）。
○�国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格、GCE�A レベル資
格取得者の提出書類は様式に記載されている提出書類一覧表を確認してく�
ださい。

≪卒業証明書　注意事項≫
○�卒業証明書が提出できず、「卒業証

・ ・

書」を用いる場合は上記同様�certified�true�
copy を提出してください。但し、提出されたものは返却いたしませんので、�
「卒業証書」原本の提出は受け付けません。
　（原本証明の例　「卒業証書」の場合）

○�高等学校の入学年月・卒業した（する）旨・卒業年月が記載されている証�
明書を提出してください。成績証明書にも記載がある場合は、年月が相違�
ないことを確認してください。

＜↓　次頁に続く＞

卒業 証書

原本証明

卒業

作成者
○○○○○○

証書

印

「卒業証書」のコピー
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様式 出 願 書 類 詳　　　　　　　　　　　　　　　細

D

及び

E

（高等学校［High School］相当の学歴）
卒業証明書　貼付用紙

及び

（高等学校［High School］相当の学歴）
成績証明書　貼付用紙

＜↑　前頁から続く＞

≪成績証明書　注意事項≫
○�全学年分の成績（各学年ごとの成績）が記載されたものを提出してくださ�
い。実習等により成績が記載されない場合は、その理由が記載された成績�
証明書を提出してください。理由が記載されない場合は、出身学校からそ�
れらのことを証明する書類（原本）の提出が必要です。
○�入学年月・卒業年月が記載されている場合は、卒業証明書に記載されてい�
る年月と相違ないことを確認し、提出してください。
○�転校等で複数の高等学校に在籍した場合は、それぞれの学校での在学期間�
中の成績が記載されているものを提出してください。

I パスポート等（コピー）
貼付用紙

○�パスポートの氏名・顔写真・生年月日・国籍・有効期限・海外の滞在期間が
記載されたページをＡ４サイズの用紙にコピーし貼付してください。
○�すべての情報がわかるようにきれいにコピーしてください（印刷漏れがな�
いように注意してください）。

K 海外在留証明書 ○�保護者（同伴する保護者）の所属する機関の責任者が記入し、提出してく�
ださい。

L 運動技能優秀奨学生願書
※希望者のみ提出が必要です ○�様式 L（1/2、2/2）をそれぞれA４片面で印刷し、作成してください。

一 宛名ラベル
※出願封筒に貼付する

○�入学検定料納入後に印刷が可能になります。マイページメニュー「STEP４　
出願確認」へ進み、印刷してください。
○出願書類を入れた市販の封筒に貼付してください。

≪書類作成上の注意事項≫
・黒のボールペン（消せるボールペンは不可）で、はっきりと丁寧に記入してください。
・書き間違えた場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正印を捺印の上、正しく書き直してください。

≪書類の貼付の仕方≫
・�証明書類の角と、糊付欄の角をあわせ、様式の左右からはみ出ること
がないよう（曲がらないよう）きれいに貼付してください。
・貼付後、証明書類下のはみ出た部分は内側に折り込んでください。

8．調査書について 
　新型コロナウイルス感染症の影響による出席日数、特別活動の記録、指導上参考となる諸事項の記載が少ないこと�
等については、志願者に不利益が生じないよう取り扱います。

●●●●●●●貼付用紙

糊 付 欄

証明書類

証明書類
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「マイページへの登録」から「入学手続」までのご案内
マイページより、［出願登録・受験票印刷・合否結果確認・入学手続］を行うことができます。
▶ STEP１　　ガイダンス閲覧・確認

インターネット出願の方法に関するガイダンスを確認してください。

▶ STEP２　　基本情報の登録と確認
個人情報・写真の登録をしてください。
出願期間前でも行うことができます。
事前に登録を行うことで、実際の出願時に入力する作業を省くことができます。

▶ STEP３　　出願登録
各選抜の出願期間になると、該当する選抜制度が選択出来るようになります。
希望の選抜制度、学部・学科等を選択してください。
また、検定料の支払方法についても選択してください。

▶ STEP４　　出願確認
出願内容の確認、検定料の支払等ができます。
検定料支払後は、「インターネット出願確認票」がダウンロードできますので、
印刷し、その他必要書類と合わせて、期日までに郵送してください。

▶「受験票」の印刷、オンライン合否照会、入学手続

・�大学での出願受付処理の後、公開期間になりましたら、「受験票」のダウン
ロードが行えます。「受験票」は原則、試験の３日前までに公開します。

　※�「受験票」の郵送は行いませんので、試験当日は、ダウンロードした「受
験票」を印刷して持参してください。

・�要項の【受験注意事項】を確認の上、「受験票」と持参用具等の準備をしてく
ださい。

・�合否結果を確認できます。
　※郵送・掲示等での発表は行いません。

・�入学手続（各種登録、振込依頼書のダウンロード等）が行えます。
　※�「合格通知書」・「入学手続の手引」等の郵送は行いませんので、入学手続
メニューよりダウンロードしてください。
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マイページへの登録手順
出願する前に、以下の手順でマイページへ登録をおこなってください。
※マイページ登録は、2022年９月５日（月）午前10時より可能となります。

①登録画面へアクセス

国士舘大学ホームページ（https://www.kokushikan.ac.jp/admission/）より、インターネット出願ガイダンス
サイトへ進みます。

ガイダンスページ内の「利用案内」や「個人情報の取り扱いについて」を確認の上、画面上部または下部の「マイペー
ジ」をクリックしてください。

　　　　　　　　�または

マイページのログイン画面が開きますので、メールアドレスの登録及びパスワードの設定を行ってください。
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②メールアドレスを登録

「マイページを初めてご登録の方」から「利用規約」に進みます。

「利用規約」を確認し、「同意する」をクリックしてください。

出願手続から入学手続まで今後使用するメールアドレスを入力し、「登録」をクリックしてください。

入力したメールアドレスに「利用者登録確認メール」が送信されますので、各自のメールアプリ・ブラウザ等で開
いてください。
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③パスワードを設定

「利用者登録確認メール」本文内のURLから「パスワード設定」に進んでください。

今後マイページへのログイン時に使用するパスワードを入力し、「パスワードを設定」をクリックしてください。

ここで設定したパスワードは、メモ等に必ず控えておいてください。

マイページの登録が完了します。
引き続き「個人情報の登録」「証明写真の登録」を行ってください。
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④個人情報の入力

マイページの「個人情報登録」から、画面のガイドに従って氏名・生年月日・住所等を入力してください。

⑤証明写真の登録

マイページの「証明写真の登録」から画面のガイドに従って登録してください。写真の郵送は不要です。
●証明写真の撮影
　　・Jpegファイルのみ。ファイルサイズ100KB以上５MB以下。
　　・直近３ヶ月以内に撮影したもの（白黒不可）。
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インターネット出願について
インターネット出願は、出願期間内に［マイページ］より［インターネット出願登録］［入学検定料の納入］を行い、所定の期
日までに「出願書類の郵送」を行うことで完了します。

※インターネット出願には、事前に［マイページへの登録］を完了してください。
①出願登録
マイページメニューの「STEP３　出願登録」より、出願登録を行います。
画面の指示に従い、出願する選抜制度、志望学部・学科、選択科目等及びアンケートを入力してください。
なお、共通の出願期間内に限り、１回の登録で複数の選抜制度に出願できます。

②登録内容の確認
マイページメニューの「STEP４　出願確認」より、登録内容の確認を行います。
※�登録内容の変更（再登録）は、入学検定料納入前に限り、出願期間内に再登録が可能です。
再登録する場合は、マイページメニューの「STEP４　出願確認」より、該当の出願について「出願取消」ボタンで削除
を行い、新たに再登録してください。
入学検定料納入後は、登録内容の変更（再登録）及び出願の取り消しができませんので、納入前に選抜制度や出願学科
等を今一度ご確認ください。

③入学検定料納入とインターネット出願確認票の印刷
所定の期日までに入学検定料を納入してください。納入期限内にお支払いがなかった場合、受験はできませんので、注
意してください。また、納入に際し、利用する金融機関、施設によっては営業時間が異なりますので、出願最終日は特
に注意してください。
※入学検定料の支払方法は以下サイトをご確認ください。
　　https://www.guide.52school.com/guidance/shared/pay-pattern/paygent-03.html
※�入学検定料のお支払いや支払いに必要な番号等の発行は、「STEP３　出願登録」の「登録完了」画面または「STEP４　
出願確認」より行うことができます。
入学検定料の納入が完了すると、インターネット出願確認票が印刷できるようになります。
マイページの「STEP４　出願確認」より、ダウンロードを行い印刷してください。

④出願書類の郵送
出願書類を所定の期日までに市販の角形２号封筒（A４が折らずに入るサイズ）に宛名ラベルを貼付し、「簡易書留速達」
で郵送してください。所定の期日を過ぎて提出された書類は受領できません。この場合、受験することができませんの
で、ご注意ください。

⑤受験票の印刷
公開期間になりましたら「受験票」をダウンロードしA4タテで印刷し、試験当日に持参してください。
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1．入学検定料
　�　35,000円

2．入学検定料納入方法
　�　入学検定料の納入方法は、銀行ATM［Pay-easy（ペイジー）］、コンビニエンスストア、クレジットカードをご利用
頂けます。詳細は、インターネット出願のガイダンスに従ってください。
　　なお、外国送金を利用する場合は、以下の方法で行ってください。

＜外国送金を利用する場合＞
（1�）現地の金融機関等の外国送金専用の振込用紙を用いて、出願期間最終日までに入金されるよう以下本学指定の日本の銀行へ送金し
てください。

〇銀行名（Bank name）
〇支店名（Branch name）
〇SWIFT CODE
〇口座（Account No.）
〇口座名（Account name）
〇住所（Address）
〇電話番号（TEL）

：三井住友銀行　SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
：経堂支店　KYODO BRANCH
：SMBCJPJT
：普通（ordinary account） 5023051
：Kokushikan University
：1- 21-13, Kyodo, Setagaya-ku, Tokyo, 156-0052, Japan
：03-3425-3131

　次のことに注意してください。
　・�送金は、検定料３５, ０００円を必ず日本円で振り込んでください。送金の際に関係銀行手数料が発生します。検定料３５, ０００
円に手数料を加えた金額で振り込んでください。手数料等で検定料３５, ０００円が不足しないように注意してください。

　・関係銀行手数料は、すべて依頼人負担（APPLICANT）でお願いします。
　・振込人氏名の欄には、「志願者氏名」と「生年月日８桁（例：20020401）」を記入してください。

（2�）振込後、以下の２点を行ってください。
　①振込控を PDFにて入試部（ad1@kokushikan.ac.jp）まで必ずメールで送ってください。

件名：〇〇選抜入学検定料控の送付 
本文：1．名前（漢字等表記）　　2．名前（アルファベット表記）　　3．志願学部学科学系等

　②振込控をA4サイズの紙にコピーし、出願書類に同封してください。

3．入学検定料の返還について
　一度納入された入学検定料は原則として返還はいたしません。ただし、次の返還事由①、②のいずれかに該当し、�
返還請求が受理された場合は、返還手続にかかる手数料を差し引いた入学検定料を返還します。なお、出願時の支払�
手数料は返還の対象となりません。

　①入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった
　②出願書類を提出したが、出願が受理されなかった

　返還事由に該当する場合は、以下の期日までに入試部（03－5481－3211）へ連絡してください。本学所定様式を送�
付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。提出がない場合は、返還に応じることができません。ま�
た、返還請求期限後の請求には一切応じません。

返還請求期限：（受験した選抜制度の実施時期ごとに請求期限が異なります。）

対象選抜制度 請求期限

外国人留学生選抜Ⅰ期、海外帰国生徒選抜Ⅰ期 令和４年11月21日 16：00�まで

外国人留学生選抜Ⅱ期、海外帰国生徒選抜Ⅱ期 令和５年２月５日 16：00�まで

入学検定料納入方法

19



受験注意事項
1．受験票
　（1）受験票に印字されている志願学科等を必ず確認してください（第２志望登録に関する記載はありません）。
　（2）試験当日は受験票を常時携帯してください。
　（3）受験票を忘れた場合は、集合時間前までに「受験票再発行窓口」にて再発行の手続きを行ってください。

2．試験当日の持参用具等
　（1�）筆記用具は、HB以上の黒鉛筆、シャープペンシル（HB・0.5㎜以上の芯）を使用してください。� �
ボールペン、万年筆、色鉛筆、ラインマーカー等の使用は認めません。

　（2）消しゴムはプラスチック消しゴムを使用してください。
　（3）本学では、筆記用具等の貸出しは一切行いません。
　（4�）時計に、翻訳、辞書、電卓、端末、通信等の機能があるもの、それらの機能の有無が判別しづらいものは、
試験時間中に使用できません。また、携帯電話等を時計として使用することも認めません。誤って持ってき
た場合でも、本学では時計の貸出しは一切行いません。

　（5）上履きは不要です。
　（6）食堂等の営業は行いませんので、昼食を持参してください。
　（7）体育実技試験について
　　①�　運動適性受験者は、実技試験の際に、トレーニングウエアの上下・トレーニングシューズの屋内外用各

一足（スパイクシューズは不可）・ゼッケンを各自持ってきてください。ゼッケンは受験番号を明記し（以
下参照）、着用するトレーニングウエアの胸面と背面に縫いつけてください（安全ピンは、安全上使用しな
いでください）。

　　②�　武道基礎能力を柔道・空手道で受験する者は、柔道・空手道着一式を用意し、ゼッケンは柔道・空手道着の背
面に縫いつけてください。剣道で受験する者は、剣道用具一式を用意してください。ゼッケンは必要あり
ません。

（1�）ゼッケンは白布（縦 20cm×横 25cm）で左図のように作
成してください。

（2�）受験番号を黒字（縦 10cm×横３～４cm）で記入してくだ
さい。

柔道・空手道受験者はゼッケンを柔道・空手道着の 
背面に縫いつけてください。

　（8�）新型コロナウイルス感染症まん延防止のため、マスクを持参し、着用してください。また試験室の換気の
ため、窓の開放等を行う時間帯があるため、上着など暖かい服装を準備してください。

3．試験会場
　（1）試験会場は選抜制度及び出願学部によって異なりますので、予め確認してください。
　（2）本学の構内及び周辺には駐車場がありませんので車での来校はご遠慮ください。
　（3）試験当日の入構開始時間は、８：15 です（世田谷キャンパス・多摩キャンパス）。
　（4�）世田谷キャンパス・多摩キャンパスでは、試験当日、校舎入口で試験室案内を配布しますので、必ず受領
して試験室を確認してください。

4．試験室
　（1�）各試験室前及び黒板に該当受験番号等が記載されているのを確認し、集合時間までに試験室に入室してく
ださい。

　（2�）机上の受験番号等が記載されているラベルを確認後着席し、試験監督の指示に従ってください。
　（3�）試験室において、他の受験生に迷惑となる行為はおやめください。
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5．不正行為
　�　以下で示す行為は、不正行為となる場合があります。不正行為を行った場合は、直ちに受験の中止と退室を指
示され、それ以降の受験はできなくなります。
　　また、受験した全ての教科・科目の成績を無効とします。

　（1�）試験時間中に、受験票の他、［２. 試験当日の持参用具等］で示したもの以外を机上に置いていた場合。
　（2�）試験時間中に、次のものを使用した場合。

　（3�）カンニング（試験の教科・科目に関するメモやコピー等を見ること、教科書、参考書、辞書等を見ること、他
の受験者の答案等を見ること、他人から答えを教わること等）をした場合。

　（4�）他の受験者に答えを教える等、カンニングの手助けをした場合。
　（5�）試験時間中に、問題冊子及び解答用紙（答案用紙）を試験室の外に持ち出した場合。
　（6�）試験開始前に問題冊子を開いた場合。
　（7�）試験終了後に筆記用具を持っている場合。

　※その他、試験監督者の指示に従わなかった場合、不正行為となることがあります。

6．遅刻
　（1）第１時限目の試験開始後 20 分まで入場を認めます。
　（2）第１時限目の試験開始 20 分経過後の遅刻者及び欠席者は、第２時限目以降の受験は認めません。
　（3�）試験当日、電車のダイヤが乱れる等、不測の事態が起きた場合は、入試部（03–5481–3211）までお問い合
わせください。

7．退出
　�　試験時間中に試験室を退出することはできません。なお、特別な理由がある場合は、試験監督の指示に従っ
てください。

8．その他注意事項
　�　試験当日、会場周辺や主要の駅前において本学の関係者を装い有料の「合否電報・電話、インターネット（PC、
携帯電話、メール）による合否発表サービス」などの勧誘を行う業者がいますが、本学とは一切関係ありま 
せん。本学が構外で合否結果の通知受付をすることは絶対にありません。万一、業者との間にトラブルが生�
じても本学では一切責任を負いませんので十分注意してください。

◆和歌・格言等が表記されている筆記用具
◆時計（辞書、電卓、端末、通信等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの、秒針音の
　するもの、キッチンタイマー、大型のもの）
◆定規（定規の機能を備えたその他筆記用具を含む。）、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具
◆携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書、ＩＣレコーダー等の電子機器、通信機器類
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　合格発表は、発表日の 11：00 からマイページで行います。
　なお、合格通知書等の郵送は行いません。合格通知書及び入学手続の手引をマイページに掲載いたします。

■マイページログイン画面 URL
　https://exam-entry.52school.com/kokushikan/my/session/create
　※�学内掲示や郵送等での発表は行いません。また、電話による問い合わせは、受験生本人であることが確認で
きませんので、いかなる理由があろうとも、一切応じません。

１. 入学手続についての注意事項
（1�）入学手続は、以下のとおり行います。必要な書類及び手続要領の詳細は、マイページに掲載する「入学手続
の手引」に記載しておりますので確認してください。

（2�）本学が定めた所定の期日を過ぎてからの、納入金振込及び学籍関連情報登録等は一切受け付けません。し
たがって、この場合は入学を許可できませんので、十分にご注意ください。

（3�）一度本学に提出された書類は、いかなる事情があっても返還しません。
（4�）「２段階納入手続方法」による入学手続の場合、２次手続完了をもって入学許可となります。

２. 入学手続納入金の納入方法及び手続要領
　「入学手続の手引」をマイページに掲載します。入学手続は「①納入手続（入学金・学費等）」、「②学籍関連情報
登録（学生本人・保証人情報等）」及び「③学生証用写真アップロード」をすることにより完了します。なお、「対
象者」のみ「④手続書類の郵送」があります。「対象者」に該当するかは「入学手続の手引」を確認してください。
合格者は、本学が定めた所定の期日までに入学手続を完了してください。

　外国人留学生選抜Ⅰ期・Ⅱ期、海外帰国生徒選抜Ⅰ期・Ⅱ期は「２段階納入手続方法」です。すべての入学手続
が完了したことを確認した後、マイページより「学生証引換票・入学許可書」のダウンロードが可能となります。

【２段階納入手続方法】（※納入金額は p.23 で確認してください。）
　１次手続締切日までに『入学手続申込金』として「入学金￥240,000」の納入と「学籍関連情報登録及び学生証
用写真アップロード」を完了させてください。
　次に、入学意思の最終決定となる２次手続完了日までに、「前期納入金」または、「年間納入金」（共に入学金を
除く）の納入を完了させてください。
　なお、２段階に分けずに「１次手続締切日」までに、一括して入学手続を行うこともできます。

※運動技能優秀奨学生採用者は、必ず期限内に登録を完了させてください。

　出願および入学手続きにあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報は①入学者選抜実施（出�
願処理・試験実施）、②合格発表、③入学手続、④学部からの課題研究（入学前教育）、⑤個人を特定すること�
ができない方法、形式による統計的集計、⑥入学後の学籍管理、学修指導及び学生支援関係業務、これらに付�
随する事項等を行うために利用します。
　上記の業務は、その一部の業務を国士舘大学入試部より当該業務の委託を受けた業者（以下、「委託業者」とい
う。）において行います。業務委託にあたり、委託業者に対して、お知らせいただいた個人情報の全部または一部
を提供することがあります。予めご了承ください。なお、委託業者にはその委託業務を越えた利用はありません。

合格発表

入学手続

個人情報の取扱いについて
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納入金
令和５年度入学生の納入金� （単位：円）

学　部　等
年 

次

納　入　金 合　計
（ 諸費・教育後 

援会費を除く）
諸費

教育後 
援会費 

（代理徴収）

前　期 
納入金

後　期 
学　費入学金 学　費

授業料 施設設備費 教材費 実験実習費
政
経
学
部

政 治 行 政 学 科
経 済 学 科

1 240,000 730,000 270,000 10,000 0 1,250,000 13,940 10,000 763,390 510,550
2 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 13,940 10,000 520,890 508,050
3 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 13,940 10,000 530,890 518,050
4 0 790,000 245,000 10,000 0 1,045,000 13,940 10,000 540,890 528,050

体
　
育
　
学
　
部

体 育 学 科

1 240,000 830,000 399,000 30,000 75,000 1,574,000 15,820 10,000 966,770 633,050
2 0 855,000 369,000 30,000 80,000 1,334,000 9,940 10,000 723,390 630,550
3 0 880,000 369,000 30,000 30,000 1,309,000 9,940 10,000 685,890 643,050
4 0 905,000 369,000 30,000 30,000 1,334,000 9,940 10,000 698,390 655,550

武 道 学 科

1 240,000 830,000 399,000 30,000 30,000 1,529,000 15,820 10,000 921,770 633,050
2 0 855,000 369,000 30,000 30,000 1,284,000 9,940 10,000 673,390 630,550
3 0 880,000 369,000 30,000 70,000 1,349,000 9,940 10,000 725,890 643,050
4 0 905,000 369,000 30,000 30,000 1,334,000 9,940 10,000 698,390 655,550

スポーツ医科学科

1 240,000 870,000 413,000 30,000 150,000 1,703,000 16,000 10,000 1,068,950 660,050
2 0 895,000 418,000 30,000 200,000 1,543,000 10,120 10,000 888,070 675,050
3 0 920,000 418,000 30,000 250,000 1,618,000 10,120 10,000 950,570 687,550
4 0 945,000 418,000 30,000 200,000 1,593,000 10,120 10,000 913,070 700,050

こどもスポーツ教育学科

1 240,000 860,000 399,000 30,000 100,000 1,629,000 15,820 10,000 1,006,770 648,050
2 0 885,000 369,000 30,000 105,000 1,389,000 9,940 10,000 763,390 645,550
3 0 910,000 369,000 30,000 55,000 1,364,000 9,940 10,000 725,890 658,050
4 0 935,000 369,000 30,000 55,000 1,389,000 9,940 10,000 738,390 670,550

理
工
学
部

理 工 学 科

1 240,000 954,000 300,000 10,000 97,000 1,601,000 4,940 10,000 982,890 633,050
2 0 979,000 265,000 10,000 97,000 1,351,000 4,940 10,000 737,890 628,050
3 0 1,004,000 265,000 10,000 97,000 1,376,000 4,940 10,000 750,390 640,550
4 0 1,029,000 265,000 10,000 97,000 1,401,000 4,940 10,000 762,890 653,050

法
　
　
学
　
　
部

法 律 学 科

1 240,000 730,000 270,000 10,000 0 1,250,000 14,940 10,000 763,890 511,050
2 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 14,940 10,000 521,390 508,550
3 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 14,940 10,000 531,390 518,550
4 0 790,000 245,000 10,000 0 1,045,000 14,940 10,000 541,390 528,550

現代ビジネス法学科

1 240,000 730,000 270,000 10,000 0 1,250,000 14,940 10,000 763,890 511,050
2 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 14,940 10,000 521,390 508,550
3 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 14,940 10,000 531,390 518,550
4 0 790,000 245,000 10,000 0 1,045,000 14,940 10,000 541,390 528,550

（現代ビジネス法学科）
社 会 人 入 学 生

1 240,000 420,000 225,000 10,000 0 895,000 14,940 10,000 586,390 333,550
2 0 430,000 206,000 10,000 0 646,000 14,940 10,000 341,890 329,050
3 0 440,000 206,000 10,000 0 656,000 14,940 10,000 346,890 334,050
4 0 450,000 206,000 10,000 0 666,000 14,940 10,000 351,890 339,050

文
　
　
学
　
　
部

初 等 教 育 コ ー ス

1 240,000 782,000 272,000 10,000 25,000 1,329,000 12,940 10,000 814,890 537,050
2 0 804,000 247,000 10,000 25,000 1,086,000 12,940 10,000 573,390 535,550
3 0 826,000 247,000 10,000 25,000 1,108,000 12,940 10,000 584,390 546,550
4 0 848,000 247,000 10,000 25,000 1,130,000 12,940 10,000 595,390 557,550

地理・環境コース

1 240,000 782,000 272,000 10,000 20,000 1,324,000 12,940 10,000 809,890 537,050
2 0 804,000 247,000 10,000 20,000 1,081,000 12,940 10,000 568,390 535,550
3 0 826,000 247,000 10,000 20,000 1,103,000 12,940 10,000 579,390 546,550
4 0 848,000 247,000 10,000 0 1,105,000 12,940 10,000 570,390 557,550

そ の 他

1 240,000 782,000 272,000 10,000 0 1,304,000 12,940 10,000 789,890 537,050
2 0 804,000 247,000 10,000 0 1,061,000 12,940 10,000 548,390 535,550
3 0 826,000 247,000 10,000   0 1,083,000 12,940 10,000 559,390 546,550
4 0 848,000 247,000 10,000 0 1,105,000 12,940 10,000 570,390 557,550

21

世

紀 

ア
ジ
ア
学
部

21 世紀アジア学科

1 240,000 782,000 272,000 10,000 0 1,304,000 14,940 10,000 790,890 538,050
2 0 804,000 242,000 10,000 0 1,056,000 14,940 10,000 546,890 534,050
3 0 826,000 242,000 10,000 0 1,078,000 14,940 10,000 557,890 545,050
4 0 848,000 242,000 10,000 0 1,100,000 14,940 10,000 568,890 556,050

経
営
学
部

経 営 学 科

1 240,000 730,000 270,000 10,000 0 1,250,000 13,440 10,000 763,140 510,300
2 0 750,000 245,000 10,000 0 1,005,000 13,440 10,000 520,640 507,800
3 0 770,000 245,000 10,000 0 1,025,000 13,440 10,000 530,640 517,800
4 0 790,000 245,000 10,000 0 1,045,000 13,440 10,000 540,640 527,800
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納入金� （前ページからの続き）

１. 年間納入額は、納入金合計に諸費・国士舘大学教育後援会費（代理徴収）を加えた金額となります。
２.  諸費は研究費・学会費・新聞広報費・通信費・健康管理費・学生保険料をいい、国士舘大学教育後援会費（代理徴収）と 

ともに金額が変更になる場合があります（体育学部は研究費を、理工学部は研究費・学会費を徴収しません）。
３.  前期納入額は、入学金と授業料・施設設備費・教材費のそれぞれ半額と実験実習費及び諸費のうち研究費・学会費・新聞 

広報費・通信費のそれぞれ半額と健康管理費・学生保険料及び代理徴収の国士舘大学教育後援会費（年額 10,000 円）を加 
えた金額となります。

４. 後期学費とは、10 月に分納する場合の納入金額をいいます。

入学辞退について
　入学手続者が、入学を辞退する場合は、マイページより入学辞退手続を行ってください。
　入学辞退受付期間……令和５年３月31日（金）　午後４時まで
　詳細は、「入学手続の手引」を熟読し、手続きを行ってください。

納入金の返還について
　入学辞退者の納入金の返還については、マイページより入学辞退手続を行い、納入金領収書を簡易書留速達で
郵送してください。
　令和５年３月31日（金）午後４時（必着）までに提出した者については、入学金を除くその他の納入金を返還
いたします。

寄付金等について
　本学では、入学後に寄付金等を募集する場合がありますが、応募は任意であり、また入学前の募集は行って 
おりません。
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1．入学者選抜出願時に出願できる学内奨学金
名　　　称 資　　　　格 募集時期 採用時期 減　免　範　囲 審査方法

運動技能優秀奨学生

入学を希望する者の中で、本奨学制度に
出願し、各種スポーツの全国大会もしくは
国民体育大会において、優勝または入賞
した者及びこれと同等の技能を有する者
の中から選考

入学志願時
（本人出願）

合格発表日

奨学生Ａ　�入学金、授業料、�
施設設備費、教材費

奨学生Ｂ　�授業料、施設設備費、教材費
奨学生Ｃ　�授業料
奨学生Ｄ　�授業料の５割

競技成績等
により選考

出願について
　運動技能優秀奨学生出願希望者は、運動技能優秀奨学生願書〈出願書類　様式 L〉に必要事項を記入のうえ、他の出願書�
類とともに提出してください。なお、運動技能優秀奨学生願書に指定した競技成績の証明書類を必ず添付してください。

結果通知について
　採用者には、各選抜制度の合格発表後、採用通知書等を別途郵送します。

2．入学後に出願できる奨学金
　　①学内等奨学金

名　　　称 資　　　格 募集時期（予定）採用時期（予定） 減免範囲または支給金額 返済の有無

学業優秀奨学生
本学に１年以上継続して在学する者で、学
業成績が特に優秀な者から選考（外国人留
学生を除く）

４月中旬
（学部選考）

５月下旬

奨学生Ｄ　授業料の５割

無し

修学援助奨学生

家計支援者が、死亡又は後遺障害のため
納入金の支払いが困難と認められる者と
し、その事由が入学手続き後に生じた者
の中から選考（外国人留学生を除く）

春期
4月中旬

（本人出願）
7月上旬

無し
秋期
9月中旬

（本人出願）
11 月下旬

外国人留学生奨学生
在留資格「留学」（注）で別の定めに基づ
き、経済的事由により修学が困難である
と認められ、学業及び人格が優れた者

４月上旬
（本人出願）

６月下旬
奨学生Ａ　月額７万円
奨学生Ｂ　月額５万円
奨学生Ｃ　月額３万円

無し

（注）�在留資格「留学」の査証を受けて入学した者、もしくは入学後、在留資格を「留学」に変更できる者で、本学に在学している間、同査証の継続�
的な更新が可能な者の内、「国費外国人留学生制度実施要項（文部大臣裁定昭和 29 年３月 31 日）」に該当しない外国人留学生

　　②学外奨学金（日本学生支援機構）
名　　　称 資　　　格 募集時期 採用時期 貸与または給付金額（月額） 返済の有無

（貸与型）
第一種奨学金

（※所得連動返還型無利
子奨学金制度を含む）

特に優れた学生で経済的理由により著し
く修学に困難があり、別に定める貸与基
準（学力・家計・人物・健康）を満たす者
（※家計状況が特に厳しい世帯の学生を対
象とし、第一種奨学金の貸与を受けた本人
が貸与終了後に一定の収入を得るまでの
間、奨学金の返還期限を猶予する制度）
（外国人留学生を除く）

４月上旬
７月上旬
（予定）

（参考）令和４年度入学生
自宅通学者
　２万円、３万円、４万円、５万４千円
　から選択
自宅外通学者
　２万円、３万円、４万円、５万円
　６万４千円から選択
（入学年度により、金額は異なる）

有り
（無利子）

（貸与型）
第二種奨学金

優れた学生で経済的理由により修学に困
難があり、別に定める貸与基準（第一種奨
学金より緩やか）を満たす者
（外国人留学生を除く）

２万円～ 12 万円の間で１万円�
単位で選択

有り
（有利子）

（給付型）
給付奨学金

優れた学生であって、住民税非課税世帯
とそれに準ずる世帯の者
（外国人留学生を除く）

自　宅：第Ⅰ区分　38,300 円
　　　　第Ⅱ区分　25,600 円
　　　　第Ⅲ区分　12,800 円
自宅外：第Ⅰ区分　75,800 円
　　　　第Ⅱ区分　50,600 円
　　　　第Ⅲ区分　25,300 円
※採用区分により異なります（選べません）

無し
（原則返還不要）

・入学時特別増額貸与奨学金〔有利子　利率：原則として、基本月額に係わる利率に 0.2％上乗せした利率とします。〕
　　※�入学時に係る一時的な経費に対応するため、入学時または機構が定める月の貸与月額に定額 10 万円、20 万円、30 万円、40 万円、50 万円の増�

額貸与を選択できます。入学前の貸与ではありませんので、ご注意ください。
・日本学生支援機構奨学金の申し込み機会は、進学前（予約採用）と進学後（在学採用）があります。
・申し込みに際しての資格等詳細については、日本学生支援機構ホームページ（http://www.jasso.go.jp）をご覧ください。

奨学制度
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国の高等教育の修学支援制度について（外国人留学生を除く）
� （令和４年７月31日時点）�
　大学等における修学支援に関する法律（令和２年４月１日施行）に関する授業料等減免制度については、文部科学省
において実施される機関要件の確認の後、令和４年８月下旬以降に予定されている対象機関の公表を以て最終決定しま
す。本学ホームページを確認してください。（※本学は、前年度において減免制度の対象機関です。）�
　給付型奨学金の申込みについては、在学する高等学校等を通じて行う方法と進学後、大学にて行う方法があります。
詳細は、日本学生支援機構（JASSO）のWeb ページ（http://www.jasso.go.jp）をご確認ください。
　　授業料等減免制度について

名　　　称 資　　　格 募集時期 採用時期 減　免　金　額（�年　間�）

授業料等減免
日本学生支援機構給付奨学金に採用
された者

４月上旬
７月上旬
（予定）

第Ⅰ区分：入学金 24 万円、授業料 70 万円
第Ⅱ区分：入学金 18 万円、授業料 466,700 円
第Ⅲ区分：入学金�８万円、授業料 233,400 円

　本学には、入学予定者や在学生を対象とした、金融機関提携「国士舘大学提携教育ローン」制度があります。担保・保
証人は不要、全支店でお取り扱いしています。
　詳しくは下記の銀行にお問い合わせください。
　手続き（審査等含む）には、日数を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
　ご相談の際は、必ず「国士舘大学提携教育ローン」である旨をお申し出ください。
　［問い合わせ銀行］
　　　　　　　　　三井住友銀行（経 堂 支 店）　03-3425-3131
　　　　　　　　　み ず ほ 銀 行（世田谷支店）　03-3410-2517
　　　　　　　　　三菱ＵＦＪ銀行（世田谷支店）　03-3411-0191

　本学には、入学予定者や在学生を対象とした、世田谷信用金庫、国士舘大学特別教育ローンがあります。担保・保証人
は不要、東京都内（12 支店）及び神奈川県内（２支店）でお取り扱いしています。ご利用いただける方は、世田谷信用
金庫の営業地区内に居住または就労されている方で同金庫の会員、もしくは会員となることができる個人の方等ご利�
用条件があります。
　詳しくは、世田谷信用金庫（ローンプラザ用賀 0120–71–2703）にお問い合わせください。
　手続き（審査等含む）には、日数を要する場合がありますので、お早めにご相談ください。
　ご相談の際は、必ず「国士舘大学ふれあい特別教育ローン」である旨をお申し出ください。

　日本政策金融公庫が取り扱う、入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。一定の要件（※１）
に該当する場合、上限 450 万円まで利用可能です。
　固定金利（年 1.80％〔母子家庭の方などは年 1.40％〕〔令和４年５月 30 日現在〕）で利用でき、在学期間内は利息のみ
のご返済とすることができます。
※１　次表（1）～（4）のいずれかの資金として利用する方は、お子さま１人につき下記融資限度額までお借り入れ可能となります。

対　象　と　な　る　方 融　資　限　度　額

　　（1）自宅外通学　（2）修業年限５年以上の大学（昼間部）　（3）大学院
　　（4）海外留学（修業年限３ヵ月以上の外国教育施設に留学する場合）
　　上記いずれかの資金として利用される方

450 万円

上記以外の方 350 万円

　詳しくは、「国の教育ローン」コールセンター（0570－008656［ナビダイヤル］または 03－5321－8656）までお問�
い合わせください。

ホームページのご案内
○日本政策金融公庫�国民生活事業
　ホームページアドレス
　http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
　※ホームページからもお申込いただけます。

国士舘大学提携教育ローン（外国人留学生を除く）

国士舘大学特別教育ローン（外国人留学生を除く）

国の教育ローン（日本政策金融公庫）（外国人留学生を除く）
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　１～４ 年 次

政 経 学 部 世田谷キャンパス

体 育 学 部（体育学科・武道学科・スポーツ医科学科） 多 摩 キ ャ ン パ ス

体 育 学 部（こどもスポーツ教育学科） 町 田 キ ャ ン パ ス

理 工 学 部 世田谷キャンパス

法 学 部 世田谷キャンパス

文 学 部 世田谷キャンパス

21世紀アジア学部 町 田 キ ャ ン パ ス

経 営 学 部 世田谷キャンパス

入学してから通学するキャンパスについて

主要駅から各キャンパスまでの所要時間と道順
※所要時間には、待ち時間・乗り換え時間は含みません。

新　宿

梅ヶ丘

梅ヶ丘

成城学園前

町　田

世田谷キャンパス

渋　谷

三軒茶屋

松陰神社前又は世田谷

小田急線
各駅停車利用
約13分

小田急線
各駅停車利用
約10分

小田急線
急行利用
約21分

東急田園都市線
約4分

東急世田谷線
約5分

徒歩約6分

徒歩約9分

●所要時間約15分

●所要時間約40分

徒歩約9分

●所要時間約22分

新　宿

永　山

永　山

橋　本

八王子

多摩キャンパス

新百合ヶ丘

小田急線
快速急行・急行利用
約23分

京王線
特急・準特急利用
約28分

京王線
特急・準特急利用
約10分

JR横浜線利用
約12分

バス約7分
●所要時間　京王線利用約35分
●所要時間　小田急線利用約40分

小田急多摩線
約10分

●所要時間約29分

バス約7分

■世田谷キャンパス（政経学部、理工学部、法学部、文学部、２１世紀アジア学部、経営学部の受験者）

■多摩キャンパス （体育学部受験者）試験当日永山駅～大学間の送迎バスを用意しています。　　　　　　　　　

至調布、
新百合ヶ丘

至多摩
　センター 小田急多摩線

永山高校

永山高校

京王多摩車庫前 国士舘大学
多摩キャンパス

京王相模原線
永 山

至下高井戸

欅コーポ薬局

梅丘児童遊園

アパート

公園公園

区役所・区民会館 柴田会舘

東急世田谷線

世田谷区役所入口

世田谷キャンパス 至
三
軒
茶
屋

至新宿
小田急線
梅ヶ丘駅至

小
田
原

至渋谷至環八

国士舘中学・高等学校

地域交流
文化センター

梅ヶ丘校舎

松陰神社前駅

松陰神社前

世田谷駅

世田谷通り

ブリッジ 松陰神社

●

●

● ●

●

山崎小

世田谷中

渡辺木工所

国士舘大学
世田谷キャンパス

●●● ●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

【多摩キャンパスのスクールバス送迎時間】
★永山駅発�
8:30～10:00

★大学前発�
試験終了後～

●�町田キャンパスは試験会場と
しては使用しません。
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　＜日本国内からの出願＞
　　〒154ー8515
　　東京都世田谷区世田谷4−28−1
　　国 士 舘 大 学 　 入 試 部

　＜日本国外からの出願＞
　　Admissions Section, Kokushikan University
　　4ｰ28 1ー Setagaya, Setagaya-ku, Tokyo 154 ｰ8515,
　　Japan

TEL. 03(5481)3211
FAX.03(5481)3210

メールアドレス • ad1@kokushikan.ac.jp
ホームページアドレス • https://www.kokushikan.ac.jp

月～土曜日（祝日を除く）：10：00 ～16：00

●書類の送付先●

●問い合わせ先●

入 試 部

【電話受付時間】

※新型コロナウイルスに関する対応により、受付時間に変更が生じる場合があります。

※ 宛名ラベルを使用し、郵送してください。

 世田谷キャンパス 〒154-8515 東京都世田谷区世田谷4-28-1
 町  田キャンパス 〒195-8550 東 京 都 町 田 市 広 袴 1 - 1 - 1
 多  摩キャンパス 〒206-8515 東 京 都 多 摩 市 永 山 7 - 3 - 1

JR中央線

京王線 調布 下高井戸

吉祥寺

新宿

原宿

渋谷

浜松町

羽田空港

東京

神田

秋葉原

上野

御茶ノ水

明大前
下北沢

梅ヶ丘

豪徳寺

京王相模原線
東急世田谷線

京王井の頭線

小田急多摩線

東急田園都市線

JR京葉線

JR総武線

JR山手線

JR常磐線

東京モノレール

小田急線

多摩センター

多摩キャンパス

町田キャンパス

世田谷キャンパス

永山

鶴川

新百合ヶ丘

成城学園前 世田谷
松陰神社前

三軒茶屋

多摩川

山下バス約10分

バス約10分

徒歩約6分

■交通案内図

徒歩約9分
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