
外国語学部

経済学部

不動産学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部

歯学部

出願から入学手続まで（全学部共通）
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[出願から入学までの流れ]

本入試要項を読む ご不明な点は各キャンパスの入試事務室までお問い合わせくださ
い。

出願書類を準備する 出願する入学試験が決まったら、出願書類を準備します。作成に
時間がかかる書類もあるので、余裕を持って準備しましょう。

受験票を受け取る
受験票に記載された内容を確認し、試験日に忘れずに持参してく
ださい。受験票は合格発表まで大切に保管してください。
� ⇒12ページ「5．受験上の注意」参照

検定料を納入し、
出願書類を郵送する

志願票（紙）による出願

①志願票、受験票、写真票等
の記入、書類の準備
⇒9ページ、各入学試験ページ参照

インターネットによる出願
※外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部
のAO入試・一般入試・大学入試センター試験利用入試のみ

①インターネットによる出願
登録、書類の準備
�⇒9ページ、該当入試ページ参照

②銀行窓口又はコンビニエン
スストアから検定料納入

⇒10、11ページ参照

②クレジットカード又はコン
ビニエンスストアから検定料
納入� ⇒10、11ページ参照

③必要書類の郵送
出願書類が全てそろったことを確認し、出願期間内に郵送してく
ださい。

受験する 試験当日は集合時間に遅れないようにしましょう。

合格発表
受験票記載の受験番号で合否を確かめてください。
合格通知は、合格発表日の翌日以降に合格者の手元に届きます。
� ⇒13ページ「6．合格発表について」参照

入学手続を行う 合格通知に同封された入学手続案内書に従い、所定の入学手続期
限までに入学手続を完了してください。

入学許可書を受け取る 入学手続完了後、入学許可書が届きます。

入学準備学習に取り組む 入学予定者を対象に学修指導を行います。
� ⇒15ページ「10．入学準備学習について」参照

入学式に出席する 明海生としてスタートします。
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■浦安キャンパス� （単位：人）
入試区分

学部・学科 AO スポーツ・
文化

指定校
推薦

全商
推薦

公募制
推薦

沖縄
特別

企業
推薦 一般 センター

利用 社会人 留学生 合計

外国語

日本語
（GSM・JLM） 20 5 5 − −

指定校
推薦募
集人員
に含む。

− 21 8 − 21 80
英米語

（GSM・ELM） 65 2 20 − − − 80 28 − 5 200
中国語

（GSM・CLM） 23 2 15 − − − 20 8 − 2 70

経済 経済 80 20 50 − − 70 20 3 57 300
不動産 不動産 40 5 20 − 20 40 25 10 20 180

ホスピタリティ・
ツーリズム

ホスピタリティ・
ツーリズム
（HTM）

65 2 10 − 10 − 59 19 − 10 175
200ホスピタリティ・

ツーリズム
（GMM）

5 − 5 − 3 − 3 3 − 6 25

■坂戸キャンパス� （単位：人）
入試区分

学部・学科 AO 指定校
推薦 一般 一般

（センタープラス）
センター
利用 合計

歯 歯 35 5 50 15 15 120

　

2．出願書類の準備

■出願の前に■
　各入学試験の記載内容についてご不明な点は、出願前に各キャンパスの入試事務室にお問い合わせください。また、
身体機能に障害があり受験上及び修学上特別な配慮を必要とする場合も、事前に相談してください。

■出願書類について■
1.�� 出願する入学試験のページで指示された書類を全てそろえてください。
� � ※�　外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部のアドミッションオフィス（AO）入学試験では、

志願票（紙）による出願とインターネットによる出願の両方で出願を受付けます。また、同学部の一般入学試験
及び大学入試センター試験利用入学試験は、インターネットによる出願のみ受付けます。インターネットによる
出願の場合、書類をインターネットから印刷する必要があります。

2.�� 調査書等の書類は、原則として各入学試験（各方式・日程）の出願開始日から起算して3か月以内に発行されたも
のを提出してください。発行から3か月を経過した書類は受理しません。
3.�� 出願資格の確認等のため、指定されたもの以外の書類の提出を求めることがあります。
4.�� 提出された書類について、後日、虚偽の事実が発覚した場合は受験・入学を取り消します。
5.�� 出願書類について不明な点は、各キャンパスの入試事務室にお問い合わせください。
　　【例】���出身高等学校等の事情により調査書が発行されない場合
　　　　　身体機能の障害、不慮の事故等、志願者が出願書類を記入・作成することが困難な場合

■インターネット出願の流れ■
　【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部】アドミッションオフィス（AO）入学試験、一般入学　
試験及び大学入試センター試験利用入学試験対象

1.�� 本学公式ホームページ　http://www.meikai.ac.jpへアクセスし、浦安キャンパスインターネット出願をクリック
してください。（インターネット出願のサイトは2017年8月にオープン予定です。）
2.�� 画面の指示に従って必要な情報を入力してください。
�（1）出願する入試区分を選択　⇒（2）試験日学科等を選択　⇒（3）志願者情報を入力
3.�� 入学検定料を支払い、出願確認票を印刷してください。
4.�� 各入学試験で指定された書類全てをそろえて、出願書類を郵送してください。

1．募集人員

※GSM：グローバル・スタディーズ専攻
　JLM：日本語専攻
　ELM：英米語専攻
　CLM：中国語専攻
　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー
　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー
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3．入学検定料の納入方法

　出願する方法によって入学検定料の納入方法が異なります。また、納入に係る手数料等は志願者の負担となります。
入学検定料を現金・為替等により各キャンパスへ持参、郵送しても受理しません。なお、納入された入学検定料は理由
のいかんにかかわらず返還しません。

■志願票（紙）による出願の場合■
【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部】アドミッションオフィス（AO）入学試験、スポーツ・
文化活動特別入学試験、指定校推薦入学試験、全国商業高等学校長協会推薦入学試験、公募制推薦入学試験、沖縄特
別奨学生入学試験、企業推薦特別入学試験、生涯学習型社会人特別入学試験及び外国人留学生特別入学試験
【歯学部】全入学試験対象
　銀行窓口又はコンビニエンスストアから納入することができます。

1.� 銀行窓口から振り込む場合
� � 本学所定の振込依頼書（志願票の下半分）に、必要事項を記入の上、銀行の窓口から振り込んでください。記入方
法については、入学試験によって異なりますので、各入学試験の「振込依頼書記入例」（91ページ又は95ページ）を
参照してください。

2.� コンビニエンスストアから納入する場合
� � 次ページの手順に従って納入してください。振込依頼書は不要です。また、受験票及び写真票の取扱い銀行印は必
要ありません。レジで受領した「取扱明細書」又は「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を切取り、写真票
の裏面に貼付してください。

■インターネット出願の場合■
【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部】アドミッションオフィス（AO）入学試験、一般入学試
験及び大学入試センター試験利用入学試験対象
　クレジットカード又はコンビニエンスストア（ペイジーを含む。）から納入することができます。
　※�コンビニエンスストアからの納入方法は、志願票（紙）による出願の場合（次ページの手順）と異なります。詳し

くは本学公式ホームページ（インターネット出願）をご覧ください。
　コンビニエンスストア（ペイジーを含む。）での支払いを選択した場合、出願登録後48時間以内に入学検定料を納入
してください。48時間を過ぎると登録内容が取り消されます。取り消された場合、再度出願登録からやり直してくだ
さい。
　また、出願最終日の支払期限は15時（アドミッションオフィス（AO）入学試験は13時）までとなりますので注意
してください。（クレジットカードでの支払いは、出願登録時に同時決済となります。）
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＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

http://www.lawson.co.jp http://www.ministop.co.jp

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある「Loppi」へ。

TOP画面の「各種サービスメニュー」よりお申込みください。

「各種申込（学び）」を
含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

学び･教育･各種検定試験

http://www.family.co.jp

最寄りの「ファミリーマート」にある「Famiポート」へ。
http://www.circleksunkus.jp

最寄りの「サークルK・サンクス」にある「Kステーション」へ。

TOP画面の「学び・申込」よりお申込みください。TOP画面の「申込・請求（学び・教育）」よりお申込みください。

▼
　　　　　　　　　　  をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券／受付票」を発券ください。

http://www.sej.co.jp

各種（入学検定料等）の
お支払い

「学び・申込」

明海大学

各種（入学検定料等）
お支払いサービス

学び・教育

申込・請求

入学検定料等支払

学び・教育

TOP画面の「学び・教育」よりお申込みください。

最寄りの「セブン-イレブン」にある「マルチコピー機」へ。

※出願締切日は23：00までに完了してください。

お
申
込
み

お
支
払
い

出
願

2018年度  明海大学  入学検定料支払方法のご案内
下記のコンビニ端末にてお支払いください（インターネット不要）

「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」の
「収納証明書」部分を切り取り、
写真票の裏面に貼付して郵送してください。

貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は
使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【操作などのお問合わせ先】　学び･教育サポートセンター  http://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）または「受付票」（Kステーション）が
出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。

＊お支払い済みの入学検定料はコンビニでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報はキャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

払込手数料
入学検定料が5万円未満 432円
入学検定料が5万円以上 648円

①コンビニのレジでお支払いください。

「取扱明細書」（マルチコピー機、Kステーション）または「取扱明細書兼領収書」（Loppi、Famiポート）。
②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。 レシート取扱明細書兼領収書

チケット形式

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

マルチコピー機
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. 4．出願書類の提出について

1.�� 出願書類の準備と入学検定料の納入が完了後、本学所定の封筒に必要事項を記入し、出願書類一式を封入してくだ
さい。出願に使用する封筒は、志願する学部によって異なります。（封筒に記載された宛先が異なっています。）
　・　外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部　⇒　ピンク色封筒（浦安キャンパス宛て）
　・　歯学部　⇒　クリーム色封筒（坂戸キャンパス宛て）
2.�� インターネット出願の場合は、印刷した送付先（浦安キャンパス宛て）を角2サイズの任意の封筒に貼付し、出願
書類一式を封入してください。
3.�� 出願は郵送（特定記録・速達）に限ります。なお、出願書類を郵送した際の引き受けの記録（受領証）は、受験票
が手元に届くまで大切に保管してください。
4.�� 出願書類に記入漏れや記入誤りなどの不備や不足があった場合、発行日が指定された期間を超過した書類が提出さ
れた場合等については、出願書類は受理できません。
5.�� 出願書類受理後の志願学科・受験会場の追加及び変更、試験日の追加等は認めません。
6.�� 出願された書類は原則として返却しません。海外の教育制度等により一度しか発行されない書類を提出する場合は、
事前に各キャンパス入試事務室にお問い合わせください。
7.�� 出願書類は出願最終日の17時までに、本学に届くよう郵送してください。出願最終日の17時以降に届いた出願書
類については受け付けません。また、窓口に持参する場合も、出願最終日の17時までとします。ただし、浦安キャ
ンパスの一般入学試験（全方式）、大学入試センター試験利用入学試験A方式及びB方式は出願最終日の消印有効とし
ます。

5．受験上の注意

■受験票について■
1 ．受験票は、本学で出願書類の全てを確認後、あらかじめ受験票に記載された住所宛てに郵送します。受験票が手元
に届いたら、記載内容を確認してください。
2．出願学科及び志願状況等により、出願処理にかかる日数が異なります。受験票は各入学試験の願書受付期間終了後
に順次発送します。試験日の2日前になっても受験票が手元に届かない場合、届いた受験票を汚損、破損、紛失した
場合は、速やかに出願先の入試事務室に連絡してください。ただし、浦安キャンパスの大学入試センター試験利用入
学試験では、受験票は発送しません。本学公式ホームページから受験番号を確認してください。
　　　　ホームページURL　http://www.meikai.ac.jp

■受験会場の下見について■
　自宅等から受験会場までの経路、所要時間等の確認は必要に応じて各自で行ってください。ただし、試験前日の受験
会場内の見学はできません。特に、本学施設以外の学外試験会場の下見は、交通経路及び所要時間の確認のみとしてく
ださい。

■試験日当日の注意事項■　※試験日までに必ずお読みください。
1 ．試験日は、集合時間までに指定された試験室に集合してください。試験室は、当日の案内掲示で確認してください。
2．試験開始から30分以上遅刻した場合は、受験できません。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学部（HTM）の
AO入試「英語運用能力確認テスト」については、20分以上遅刻した場合は、受験できません。
　　※　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー
3．公共交通機関の運休・遅延等、やむを得ない事情による遅刻については受験を認める場合があります。運休・遅延
により遅刻する場合は、速やかに受験票に記載された電話番号に連絡してください。
　　また、自然災害・事故等の不測の事態により、入学試験日程の変更等の緊急措置をとる場合があります。入学試験
を始め大学の情報は、本学公式ホームページ（http://www.meikai.ac.jp）でお知らせしていますので、必ず確認し
てください。
4．試験会場では、本学で指示した以外の試験室及び学内施設に立ち入ることを禁止します。また、原則として保護者
等付添者も試験会場へ立ち入ることはできません。なお、本学駐車場及び駐輪場は使用できません。
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5 ．試験日当日の携行品は以下のとおりです。（全試験会場とも上履きを持参する必要はありません。）
　　　①　受験票（持参できなかった場合は、係員に速やかに申し出てください。）
　　　②　筆記用具
　　　　　筆記試験が実施される入学試験においては、解答方法がマークシートの場合がありますので、鉛筆（HB又

はB）とプラスチック消しゴムを持参してください。マークシートの解答用紙にシャープペンで記入した場合、
解答を正しく読みとれない場合がありますので使用できません。なお、下敷き、色鉛筆、電卓付時計などの電
算機類、デジタルカメラ付時計、スマートフォン、携帯電話及び辞書機能付の機器類等の使用は一切認めませ
ん。

　　　③　その他、本学から携行を指示されたもの
6．本学の試験室は時計が設置されていません。時計が必要な者は持参してください。ただし、大型の時計、アラーム
付時計、電算機に類する機能を備えた時計、携帯電話、スマートフォン等の電子機器類及び音の出る機器を時計代わ
りに使用することは認めません。
7．受験の際は、上記 5及び 6で許可された携行品以外のものを机の上に置くことはできません。
8．試験（面接）が終了するまでは、特別な事情がない限り、試験室（面接室）から退出できません。
9．面接は、受験番号順に実施されるとは限りません。面接順の疑義には、一切応じません。
10．試験が午後まで実施される場合は、各自の判断により昼食を持参してください。学内及び学外の飲食店や売店は試
験日や時間帯によっては利用できない場合があります。
11．その他、試験会場内では監督者及び係員の指示に従ってください。監督者及び係員の指示に従わない場合は不正行
為とみなし、試験会場から退出させることがあります。
12．試験終了後は速やかに試験会場から退出してください。同行者等との待ち合わせ等は、学外で行ってください。
13．試験日当日に、試験会場や最寄り駅の周辺で合否通知の有料サービス、物品の販売、チラシ・パンフレットの配布
等を行う者がいても、本学とは一切関係がありません。事故等が生じた場合、本学では一切の責任を負いませんので、
注意してください。

6．合格発表について

1 ．合格者には、志願票に記載された住所宛てに合格通知書及び入学手続案内書・入学手続書類等を合格発表と同時に
郵送します。合格者の手元に届くのは、合格発表日の翌日以降となります。また、推薦入試の場合、推薦を受けた学
校等へ合否結果を通知します。詳細は、各入学試験のページを参照してください。
2．正式な発表は、合格者宛てに送付する通知によるものとしますが、補助的な手段として本学公式ホームページにお
いても同時に発表します。なお、インターネット合格発表は、合格発表日の13時から17時までの間に確認してくだ
さい。17時以降は確認できませんので、あらかじめご了承ください。
　　　　ホームページURL　http://www.meikai.ac.jp
3 ．合否についての電話での問い合わせには、一切応じません。

7．入学手続・学費等納付金について

■入学手続上の注意■
1 ．合格者は、所定の期限までに学費等納付金を納付し、所定の書類を提出して、入学手続を完了してください。所定
の期限までに入学手続が完了しない場合は、入学の意志がないものとみなします。
2．学費等納付金は、入学手続期限までに全額を納入してください。納入額は学部により異なりますので、下表で確認
してください。
3．入学手続の方法及び必要書類は、合格通知書に同封される入学手続案内書で確認してください。また、入学に際し
ては保証人が必要となります。詳細については、入学手続案内書で確認してください。
4．入学手続を完了した者には入学許可書を発行します。
5．一度提出された入学手続書類は、原則として返却しません。
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■学費等納付金■
1．外国語学部／経済学部／不動産学部／ホスピタリティ・ツーリズム学部（2018（平成30） 年度入学生）�（単位：円）
� 納入時期
費目�

初年度納付金 2年次 3年次 4年次 ４年間
総　額入学手続時 2018年10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月

学
費

入学金 230,000 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 230,000
授業料 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 2,792,000

施設維持費 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 960,000
計① 699,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 3,982,000

諸
会
費
等

教育後援会費 　20,000 ─ 20,000 ─ 20,000 ─ 　20,000 ─ 　80,000
学友会費 　　5,000 ─ 　5,000 ─ 5,000 ─ 　　5,000 ─ 　　20,000

同窓会入会金 　10,000 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 30,000 40,000
学生教育研究
災害傷害保険料 　　2,300 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 2,300

計② 　37,300 ─ 25,000 ─ 25,000 ─ 　25,000 30,000 　142,300
合計（①＋②） 736,300 469,000 494,000 469,000 494,000 469,000 494,000 499,000

4,124,300
年 額 計 1,205,300 963,000 963,000 993,000

　（1）　同窓会入会金は、入学手続時に本学同窓会の準会員資格を得るために10,000円を納入、入学後4年目の10月に
終身会員になるための30,000円を納入していただきます。

　（2）　本学別科日本語研修課程を修了した者は、入学金（230,000円）を免除します。

2．歯学部（2018（平成30） 年度入学生）� （単位：円）

� 納入時期
費目�

初年度納付金 2〜6年次（各年） ６年間
総　額入学手続時 2018年10月 4月 10月

学
費

入学金 　　400,000 ─ ─ ─ 400,000
授業料 950,000 950,000 950,000 950,000 11,400,000

歯学教育充実費 390,000 390,000 390,000 390,000 4,680,000
施設維持費 　　200,000 　　200,000 　　200,000 　　200,000 2,400,000
計① 1,940,000 1,540,000 1,540,000 1,540,000 18,880,000

諸
会
費
等

学生会入会金 　　　　2,000 ─ ─ ─ 2,000
学生会費 　　　10,000 ─ 10,000 ─ 60,000

教育後援会費 　　　20,000 ─ 20,000 ─ 120,000
同窓会費 ─ ─ ─ 50,000 250,000
計② 　　32,000 ─ 30,000 50,000 432,000

合計（①＋②） 1,972,000 1,540,000 1,570,000 1,590,000
19,312,000

年 額 計 3,512,000 3,160,000

　（1）　上表は、入学年度から6年間について記したものです。
　（2）　同窓会費は終身会費（250,000円）で、2年次以降に毎年分割納入（50,000円）していただきます。
　（3）　教材及び実験・実習のための指定器具材料費（おおよそ6年間で160万円程度：2016年度実績）などは含まれ

ておりません。

8．入学許可後の注意事項

1 ．入学を許可された者が、2018（平成30）年3月31日までに出願資格に係る高等学校等を卒業できない場合又は高等
学校卒業程度認定試験に合格できない場合等、入学資格を満たすことができない場合は、入学許可を取り消します。
2．入学許可後、2018（平成30）年3月31日までに、入学を許可された者が事件・事故の当事者となる等、本学学生と
してふさわしくないと判断される場合、本学に提出した書類に虚偽の事実が発覚した場合は、入学許可を取り消しま
す。
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9．入学辞退について

　　都合により入学を辞退する場合は、2018（平成30）年3月26日（月）17時までに本学学長宛ての文書（受験番号、
入試区分、学部・学科、本人住所・氏名・押印、保証人住所・氏名・押印、返還先銀行・支店名・預金種目・口座番
号・名義人等及び辞退理由を明記のこと）に入学許可書を添付し、各キャンパス入試事務室に申し出た場合は（郵送
可）、納入済みの「学費等納付金」のうち入学金以外を返還します。
　　なお、返還には文書受付後3週間ほどの日数がかかります。

10．入学準備学習について 　

　入学準備学習は、大学での学修がスムーズに行えるように、入学手続完了後から本学に入学するまでの期間に実施さ
れます。課題は、大学における学修に必要な基礎的な力を身につけるとともに、各学科のカリキュラムにより親しみが
持てるように、本学の教員が作成しています。

1．入学準備学習を実施する入学試験について
　入学準備学習は以下の入学試験に合格し、入学手続を完了した者（入学手続期限までに学費等納付金を納付し、入
学手続書類を提出した者）が対象となります。
　【外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部】
　・アドミッションオフィス（AO）入学試験（3月期を除く。）
　・指定校推薦入学試験
　・全国商業高等学校長協会推薦入学試験
　・公募制推薦入学試験
　・沖縄特別奨学生入学試験
　・企業推薦特別入学試験（A日程）
　・スポーツ・文化活動特別入学試験（A・B・C・D日程）
　・外国人留学生特別入学試験（A・B・C方式）
　※上記以外の入学試験でも実施される場合があります。

　【歯学部】
　・アドミッション・オフィス（AO）入学試験（3月期を除く。）
　・指定校推薦入学試験

2．入学準備学習の課題について
　課題は、各入学試験の入学手続期限日から、約1週間後に送付されます。封入物をよく読み、各自で課題に取り組ん
でください。また、決められた期日までに取り組んだ課題は、各学科の定める方法により指導を行います。課題の取
り組みが有意義なものとなるよう、同封される要項で提出方法、期限などを確認してください。
　なお、合格通知書類とは別の宛先へ課題の送付を希望する場合は、入学手続後、速やかに連絡してください。（海外
の住所は原則として不可）

3．大学訪問日について
　入学手続をした時期や学科によって、1〜5回程度の大学訪問日が設けられています。原則として土曜日に実施され、
学科ごとに2時間から半日程度、本学教員が学習指導や入学予定者同士のディスカッション、先輩との懇親会などを実
施します。
　大学訪問日が実施される土曜日に在籍する高等学校等の授業や行事が実施される場合は、授業・行事を優先してく
ださい。その際は、事前に各学科の担当教員に連絡し、指示を仰いでください。
　なお、理由なく入学準備学習を怠った場合や担当教員の指導に従わなかった場合、合格を取り消すことがあります。

4．費用について
　課題は全学科とも、大学から無料で送付されます。ただし、学科により市販のテキストや書籍を課題として使用す
る場合があり、テキストや書籍の購入代（￥1,000〜5,000程度）を自己負担していただくことがあります。
　また、大学訪問日に本学各キャンパスへ来学する際の、往復の交通費は自己負担となります。特に、大学訪問日の
来学に際して宿泊が伴う場合は、保護者と相談の上、大学訪問日の参加について判断してください。
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11．奨学金制度のご案内

■本学入学時の奨学支援■
　本学では、本学で学ぶ意思のある全ての学生に対し、様々な面から経済的に支援する制度を設けています。

1．入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金
　 本学が指定する語学及び簿記等の資格を入学前の３月末までに取得した者を対象に、入学年度の授業料を減免する
奨学制度です。本奨学制度への申請は出願時から入学後の４月まで可能ですので、入学手続を完了した方にも受給の
チャンスが広がります。
　（1）対象学部・学科と給付条件

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除 入学年度の授業料を半額免除

外国語学部日本語学科（ＧＳＭ・ＪＬＭ）

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC®�
L&R720点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、
GTEC�CBT1250点以上、IELTS�5.5以上、
日本語検定2級以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC®�L&R550点
以上、TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC�
CBT1000点以上、IELTS�4.0以上、日本語
検定3級又は準2級のいずれかを取得した者

外国語学部英米語学科（ＧＳＭ・ＥＬＭ）
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC®�L&R720点
以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC�CBT1250
点以上、IELTS�5.5以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC®�L&R550点以上、
TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC�CBT1000点
以上、IELTS�4.0以上のいずれかを取得した者

外国語学部中国語学科（ＧＳＭ・ＣＬＭ） 中国語検定試験3級以上又は漢語水平
考試（HSK）5級以上を取得した者

中国語検定試験4級又は漢語水平考試
（HSK）4級を取得した者

経済学部経済学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC®�L&R720
点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC�
CBT1250点以上、IELTS�5.5以上、日商簿記
検定試験1級、経済学検定試験（EREミクロ・マク
ロ含む。）A以上のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC®�L&R550点以
上、TOEFL（iBT）®57点以上、GTEC�
CBT1000点以上、IELTS�4.0以上、日商簿記
検定試験2級、経済学検定試験（EREミクロ・マ
クロ含む。）B又はB+のいずれかを取得した者

不動産学部不動産学科

実用英語技能検定準1級以上、TOEIC®�L&R720
点以上、TOEFL（iBT）®78点以上、GTEC�
CBT1250点以上、IELTS�5.5以上、日商簿記
検定試験1級、宅地建物取引士資格試験（旧宅地
建物取引主任者試験）のいずれかを取得した者

実用英語技能検定2級、TOEIC®�
L&R550点以上、TOEFL（iBT）®57点
以上、GTEC�CBT1000点以上、IELTS�
4.0以上、日商簿記検定試験2級のいず
れかを取得した者

　　※　GSM：グローバル・スタディーズ専攻　JLM：日本語専攻　ELM：英米語専攻　CLM：中国語専攻
　　　　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー
　（2）対象入学試験
　　　以下の入学試験に合格した者、又は入学手続を完了した者が対象となります。

　・アドミッションオフィス（AO）入学試験（全日程）
　・スポーツ・文化活動特別入学試験（全日程）
　・指定校推薦入学試験
　・全国商業高等学校長協会推薦入学試験
　・公募制推薦入学試験
　・沖縄特別奨学生入学試験
　・企業推薦特別入学試験（全日程）
　・生涯学習型社会人特別入学試験（全日程）
　・一般入学試験（全方式）
　・大学入試センター試験利用入学試験（全方式）

　（3）申請方法と給付決定通知
①　出願時に給付条件となる資格を取得済みの場合
　　出願書類送付の際に、当該資格の証明書類（原本）を同封してください。外国籍の方は、在留資格等が記載
された住民票を併せて提出してください。合格した場合、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　入学手続を完了した後に該当の資格を取得した場合
　　合格通知書に同封する書類で、入学手続後の申請方法等についてお知らせします。
③　各資格の証明書類は以下のとおりとします。証明書類は後日、返却します。

・実用英語技能検定� 2次試験に合格したことが分かる合否通知又は合格証明書
・TOEIC®� Official�Score�Certificate（公式認定証）
・TOEFL®� 有効期限内のOfficial�Score�Report（公式スコア票）
・GTEC�CBT� Score�Report
・IELTS� 成績証明書（Test�Report�Form）
・日本語検定� 認定証又は認定証明書
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・中国語検定試験� 合否通知又は有効期限内の合格証明書
・漢語水平考試（HSK）� 成績表又は成績証明書
・日商簿記検定試験� 合格証書又は合格証明書
・経済学検定試験（EREミクロ・マクロ含む。）� 成績証明書
・宅地建物取引士資格試験（宅地建物取引主任者試験）� 合格証書

　（4）その他
①　本奨学制度は、在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。
③　一般入学試験で出願時に実用英語技能検定等の証明書類を提出した場合、同時に英語試験の免除対象となる
ことがあります。基準等は「一般入学試験」（44ページ又は47ページ）を参照してください。

2．入学試験の成績上位者を対象とする奨学金
一般入学試験と大学入試センター試験利用入学試験の成績上位者を対象とし、入学年度の授業料を減免する奨学制
度です。
　（1）対象学部・学科と給付条件

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除 入学年度の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科（GSM・JLM）
　英米語学科（GSM・ELM）
　中国語学科（GSM・CLM）
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部
　ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM・GMM）

各入試の各方式の成績が、当該学科の
合格者の上位10％に該当し、かつ、取
得点率が80％以上の者

各入試の各方式の成績が、当該学科の
合格者の上位15％に該当し、かつ、取
得点率が70％以上の者

　　※　GSM：グローバル・スタディーズ専攻　JLM：日本語専攻　ELM：英米語専攻　CLM：中国語専攻
　　　　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー
　（2）その他

①　本奨学制度は、ホスピタリティ・ツーリズム学部を除く在留資格が「留学」の者は対象外となります。
②　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
③　前記 1の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」を出願時に申請した者で、本奨学制度の条件を
同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす方の奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、
本奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。

3．明海大学スポーツ奨励奨学金
本制度は、本学の建学の精神「国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成をめざす」に基づき、スポーツで顕著
な実績を有し、かつ相当の学業成績がある者を明海大学スポーツ奨励奨学生として受け入れ、授業料を減免する方法
で奨学金を給付して経済的な支援を行い、スポーツ活動を奨励することにより、有為な人材の育成を図ることを目的
として創設されました。
　（1）対象入試と給付条件（詳細は別冊「2018年度明海大学スポーツ・文化活動特別入学試験要項」でご確認ください。）

対象入試 4年間の授業料を全額免除 4年間の授業料を半額免除

スポーツ・文化活動
特別入学試験

全国高等学校総合体育大会、国民体育大
会等の全国大会の団体戦又は個人戦で
ベスト8以上の成績（団体戦においては
中心選手として活躍）を有する者
※他にも諸条件あり

団体戦又は個人戦で、県大会で優勝した
者又は、県大会若しくは地域大会又は全
国大会へ出場し活躍（団体戦においては
中心選手として活躍）した者
※他にも諸条件あり

　（2）対象種目
原則として、サッカー・ヨット・空手道・女子硬式庭球・陸上競技の５種目が対象となります。

　（3）その他
①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として４年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止又は取消しを行います。
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4.�沖縄特別奨学金
　本制度は、外国語分野や観光分野で我が国の将来を担う意欲のある沖縄県の高校生を対象とし、4年間の授業料を
減免する奨学制度です。
（1）対象学部・学科と給付内容等

対象学部・学科 対象入試 給付内容
外国語学部　
　日本語学科（GSM・JLM）
　英米語学科（GSM・ELM）
　中国語学科（GSM・CLM）
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

沖縄特別奨学生入学試験 4年間の授業料を半額免除

　　※　GSM：グローバル・スタディーズ専攻　JLM：日本語専攻　ELM：英米語専攻　CLM：中国語専攻
　　　　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー
（2）その他

①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　前記1の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」を出願時に申請した者で、本奨学制度の条件を
同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす方の奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、
本奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止又は取消しを行います。

5.�社会人特別奨学金
　本制度は、高い学修意欲と問題意識をもつ社会人等の就学機会確保を目的とし、4年間の授業料を減免する奨学制
度です。
（1）対象学部・学科と給付内容等

対象学部・学科 対象入試 給付内容

経済学部経済学科
不動産学部不動産学科 生涯学習型社会人特別入学試験 4年間の授業料を半額免除

（2）その他
①　本奨学制度の給付決定者には、合格通知書に給付決定通知書を同封します。
②　前記1の「入学時に所定の資格を有する者に対する奨学金」を出願時に申請した者で、本奨学制度の条件を
同時に満たす場合、減免額の高い条件を満たす方の奨学制度の給付対象とします。なお、減免額が同じ場合は、
本奨学制度の給付を優先します。他の奨学制度との併給は行いません。
③　奨学金は、原則として4年間継続して給付するものとしますが、本学の学則その他諸規則に違反したときは、
奨学金給付の停止又は取消しを行います。

6.�外国人留学生対象　学修奨励奨学金
　本制度は、高い学修意欲をもつ外国人留学生の経済的支援を目的とし、入学年度の授業料を減免する奨学制度です。
本奨学制度への申請は出願時から入学後の4月まで可能ですので、入学手続を完了した方にも受給のチャンスが広が
ります。
（1）対象学部・学科と給付条件等

対象学部・学科 入学年度の授業料を全額免除

外国語学部
　日本語学科（GSM・JLM）
　英米語学科（GSM・ELM）
　中国語学科（GSM・CLM）
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ・ツーリズム学部
　ホスピタリティ・ツーリズム学科（HTM・GMM）

日本語能力試験N1を取得した者

　　※　GSM：グローバル・スタディーズ専攻　JLM：日本語専攻　ELM：英米語専攻　CLM：中国語専攻
　　　　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー
（2）対象入学試験
　　外国人留学生特別入学試験（全方式）
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（3）申請方法と給付決定通知
①　出願時に日本語能力試験N1に合格している場合
　　出願書類送付の際に、日本語能力試験N1合格証明書（原本）を同封してください。合格した場合、合格通
知書に給付決定通知書を同封します。
②　入学手続を完了した後に、日本語能力試験N1に合格した場合
　　合格通知書に同封する書類で、入学手続後の申請方法等についてお知らせします。

（4）その他
　　本奨学制度は他の授業料減免の奨学制度との併給は行いません。

■本学入学後の奨学支援■
　本学では、入学後も皆さんの努力と成果を支援するため、入学後の学生を対象とした奨学制度を設けています。

1．入学後の学業成績優秀者に対する奨学金
2 年次以降の在学生（外国語学部、経済学部、不動産学部の在留資格が「留学」の者を除く。）は、前年度の学業成
績により以下の授業料の減免を行います。対象学部・学科及び給付条件等は、以下のとおりです。

対象学部・学科 当該年次の授業料を全額免除 当該年次の授業料を半額免除

外国語学部
　日本語学科（GSM・JLM）
　英米語学科（GSM・ELM）
　中国語学科（GSM・CLM）
経済学部経済学科
不動産学部不動産学科
ホスピタリティ･ツーリズム学部
　ホスピタリティ･ツーリズム学科(HTM・GMM）

前年度の学業成績が一定の条件を満た
し、かつ、当該学科・年次の上位2％以内
の者

前年度の学業成績が一定の条件を満た
し、かつ、当該学科・年次の上位5％以内
の者

　※　その他、給付条件があります。詳細については、入学後にご確認ください。

　※　GSM：グローバル・スタディーズ専攻　JLM：日本語専攻　ELM：英米語専攻　CLM：中国語専攻　　　HTM：ホスピタリティ・ツーリズム�メジャー　GMM：グローバル・マネジメント�メジャー

2．明海大学資格取得奨励奨学金（対象学部：外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部）
在学中に本学オープンカレッジにおいて開講する講座のうち、本学が指定する資格試験対策講座を受講し、所定の
資格を取得した学生に対し、受講した指定講座の受講料相当額を給付する制度です。

【奨学金給付対象となる資格】
　・日本語検定2級・3級� ・実用英語技能検定1級・準1級・2級
　・中国語検定3級・4級� ・経済学検定試験（ERE、EREミクロ・マクロ）B
　・日商簿記検定2級� ・宅地建物取引士
　・TOEIC®�L&R800+・700+・600+・500+� ・総合旅行業務取扱管理者
　・秘書技能検定2級
※　本学入学前に取得した資格試験は対象となりません。また、給付に際しては諸条件があります。
※　対象となる資格試験は変更になる場合があります。

3．その他の学内の奨学金
　（1）教育後援会奨学金

①　浦安キャンパス教育後援会奨学金
　　経済的理由により著しく修学が困難な学生を対象として、授業料の一部を貸与する制度です。詳細について
は、浦安キャンパス教育後援会事務局（電話　047-355-5112）又は浦安キャンパス学生支援課（学生支援担当／�
電話　047-350-4994）に問い合わせてください。
　　・　貸与額：前学期分120,000円、後学期分120,000円
　　・�　手続期間は原則として毎年 4月と 9月となります。ただし、入学年度の前学期分については申込みできま

せん。
　　・　貸与期間は最長 2年間（ 4学期）となります。
②　歯学部教育後援会奨学金
　　経済的理由により修学困難な者に対して奨学金を貸与します。詳細については、歯学部学事課�
（電話　049-279-2711）に問い合わせてください。
　　・　貸与額：普通貸与：360,000円（月額30,000円）、特別貸与：普通貸与額を超える額（上限月額50,000円）
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　　（2）明海大学学資借入支援奨学金
　　��　学費負担者が、本学学生の学生納付金を納付するために金融機関等から借入れを行った場合に、授業料、施設

維持費及び歯学教育充実費（歯学部のみ）相当額の支払利息額をその額を限度として奨学金を給付する制度です。
詳細については、以下に問い合わせてください。

浦安キャンパス学生支援課（学生支援担当）：電話　047-350-4994
歯学部学事課：電話　049-279-2711

　※　手続期間は入学後の11月となり、以後毎年11月に募集します。
　　（3）大東建託奨学金
　　�　自宅からの通学が困難であり、学業成績・人物ともに優秀で、経済支援を必要としている不動産学部新入生を

対象とした奨学金制度です。詳細については、浦安キャンパス学生支援課（学生支援担当／電話　047-350-
4994）に問い合わせてください。

■外国人留学生を対象とした奨学制度■
1．明海大学私費外国人留学生授業料減免制度
学業成績及び人物がともに優秀であり、在留資格が「留学」である私費外国人留学生で、経済的諸事情により修学
に専念することが困難になった者を対象に授業料の一部を減免（減免率30％）し、経済的負担の軽減を図ることを目
的としています。
（注）1　対象学部：外国語学部、経済学部、不動産学部
　　　2　本学派遣の長期留学生として留学した者、留年した者（当該年度のみ）、休学中の者は、当該減免制度の

対象にはなりません。
　　　3　一定の学業成績を有し、修学態度が良好な者が対象です。

2．文部科学省外国人留学生学習奨励費
学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者で、在留資格が「留学」である私費外国人留
学生を対象とした奨学金制度です。

2016年度（参考）
対象 給付金額 給付期間

学部レベル 月額　48,000円 12か月（受給者として決定した年度の4月から翌年の3月まで）

※　在留資格が「留学」であること以外にも、給付の要件があります。

■学外の奨学制度■
　日本学生支援機構奨学金や地方公共団体等からの奨学金貸与制度があり、学業成績及び人物ともに優秀であるにもか
かわらず、経済的理由により学業を継続することが困難で、各奨学制度の基準にあてはまる者に対して、本学の推薦に
より奨学金が貸与されます。

1．日本学生支援機構奨学金の概要
　（1）奨学金の種類と貸与月額

種別 基本貸与額（月額）　〔2016年度実績〕

第一種（無利息）
自宅通学者 自宅外通学者
54,000円 64,000円

30,000円

第二種（利息付） 月額30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円の5種類から
希望する額を選択

※　第一種奨学金月額 3万円は、自宅・自宅外にかかわらず選択できます。
※　第一種奨学金と第二種奨学金を併用することもできます。
※　12万円を選択した場合に限り、私立大学の歯学課程は 4万円の増額が可能です。
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　（2）貸与期間
日本学生支援機構が認めた貸与始期から在学する学校の修業年限の終期まで

　（3）募集期間
　　原則として毎年 4月に、奨学金希望者及び予約採用候補者を対象に説明会を開催します。また、緊急採用・応急
採用等の制度もあります。

　（4）その他
　　第一種奨学金及び第二種奨学金の学力基準、家計基準等の詳細は、独立行政法人日本学生支援機構のホームペー
ジ（http://www.jasso.go.jp/）でご確認ください。
　　※　詳細については、以下にお問い合わせください。

浦安キャンパス学生支援課（学生支援担当）：電話　047-350-4994
歯学部学事課：電話　049-279-2711

2．地方公共団体や民間奨学団体の奨学制度
　地方公共団体・民間奨学団体ごとに募集時期、応募要件等が異なりますので、各自でご確認ください。

12．奨学融資制度のご案内

■明海大学・みずほ銀行提携奨学融資制度■
　本制度は、明海大学とみずほ銀行が特別に提携し、低金利で一般の教育ローンと比べてかなり有利な条件を設定した
融資制度です。
　明海大学で学ぶ意志がありながら、経済的理由により修学を断念することがないように、在学中の経済的な不安を解
消し、勉学に専念できるように配慮した本学独自の経済支援制度です。

・　入学金を除く、学費〔授業料、施設維持費、歯学教育充実費（歯学部のみ）〕の合計金額を上限とする融資
です。
・�　学費の支払時期にあわせて、融資が分割して実行されますので、利息の支払を最小限に抑えることができま
す。
・　元本の返済は* 4 年間又は** 6 年間据え置きが可能です。（* 4 年間又は** 6 年間は利息の支払いのみ）
・　明海大学学資借入支援奨学金を併給した場合、利息負担がさらに軽減されます。
*��:�外国語学部、経済学部、不動産学部、ホスピタリティ・ツーリズム学部（浦安キャンパス）
**�:�歯学部（坂戸キャンパス）
※　詳しくは本学公式ホームページの各キャンパス奨学融資制度をご覧ください。


