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一般入学試験10

（注）ホスピタリティ・ツーリズム学部ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーは47ページをご覧ください。

※　本入学試験は、インターネットでの出願のみ可能です。
　　インターネット出願については、9ページをご覧ください。
　　インターネットでの出願が困難な場合は、浦安キャンパス入試事務室までお問い合わせください。

1．出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当する者
（1）高等学校、中等教育学校または専修学校の高等課程を卒業（修了）した者および2019（平成31）年3月卒業

（修了）見込みの者
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2019（平成31）年3月修了見込みの者（通常の課程以外

の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）
（3）学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者お

よび2019（平成31）年3月31日までにこれに該当する見込みの者

2．入学試験日程等
方式 願書受付期間 試験日・試験会場 合格発表日時 入学手続期限

統一試験

1月7日（月）

～

1月18日（金）
郵送必着

2月1日（金）
本学浦安キャンパス

2月8日（金）
13：00 2月22日（金）

A方式

1月7日（月）

～

1月18日（金）
郵送必着

2月2日（土）、3日（日）
本学浦安キャンパス（浦安会場）
郡山、新潟、静岡（地方会場）

2月8日（金）
13：00 2月22日（金）

B方式

2月6日（水）

～

2月19日（火）
郵送必着

3月1日（金）、2日（土）
本学浦安キャンパス

3月7日（木）
13：00 3月15日（金）

【統一試験について】
　本学の統一試験では、1回の試験で複数の学科に出願することが可能となっており、全学科共通の試験問題で試験
を実施します。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーでは、統一試験は実
施しません。また、統一試験とA方式の両方に出願することも可能です。
【試験日自由選択制について（A方式またはB方式）】
　本学の一般入学試験では、受験生が同一方式（A方式またはB方式）の中で試験日を自由に選択することができま
す。各方式のすべての試験日に出願することも可能です。
　また、選択したすべての試験日に同じ学部・学科を受験することも、試験日ごとに異なる学部・学科を受験するこ
とも可能です。ただし、ホスピタリティ・ツーリズム学科グローバル・マネジメント メジャーを併願することはで
きません。
【A方式の試験会場について】
　A方式は、本学浦安キャンパス（浦安会場）と学外3会場（地方会場）の合計4会場で試験を実施します。すべての
試験会場とも同日の試験は、同一の問題、同一の時間割で実施されます。
・本学浦安キャンパス以外の3会場（地方会場）

会場 施設名 所在地 電話番号
郡山 郡山ワシントンホテル 郡山市大町1−3−3 024-923-1311

新潟 ラマダホテル新潟 新潟市中央区弁天1−2−4 025-244-5151

静岡 ホテルニューシズオカ 静岡市駿河区森下町1−7 054-283-8811

※　各会場への案内図は、本要項の裏表紙を参照してください。



44

3．英語試験の免除について（統一試験、A方式、B方式共通）
　TOEIC®等の英語検定試験において下表の基準を満たす者は、本学英語の試験を満点とみなし、試験当日の英語の試
験を免除します。ただし、実用英語技能検定を除いては、2017年度または2018年度に対象スコアを取得した者に限ります。
※　英語試験の免除申請方法は46ページを参照してください。
【本学英語試験免除の基準】

試験 TOEIC® L&R 実用英語技能検定 TOEFL(iBT)® GTEC CBT TEAP(LRSW) IELTS

基準 730点以上 準1級以上 60点以上 1,000点以上 226点以上 5.5以上

4．各学科募集人員および試験時間割・科目・配点
（1）統一試験［2月1日］

学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語

日本語
（GSM・JLM）

各学科の
一般入学
試験Ａ方
式募集人
員に含む。

9：30

10：00～11：00 国語（100点）
11：00～11：30 休憩
11：30～12：30 数学（100点）
12：30～13：30 休憩
13：30～14：30 英語（100点）

合計　300点

・ 国語（国語総合）古文・漢文を除
く。

・ 数学〔数学Ⅰ（データ分析を除
く。）・数学A（図形の性質を除
く。）〕

・ 英語（コミュニケーション英語
Ⅰ・コミュニケーション英語
Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。

英米語
（GSM・ELM）

中国語
（GSM・CLM）

経済 経済

不動産 不動産

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）

※　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
※　解答はすべてマークシート方式となります。

（2）A方式［2月2日、2月3日］
学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語

日本語
（GSM・JLM） 15人

9：30

10：00～12：00
英語（100点）
国語（100点）
合計　200点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。
・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。

中国語
（GSM・CLM） 5人

英米語
（GSM・ELM） 50人

10：00～12：15
英語（200点）
国語（100点）
合計　300点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。

経済 経済 50人 10：00～12：00
英語（100点）

選択科目（100点）
合計　200点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。
・ 選択科目（どちらかを選択）
　・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。
　・ 数学〔数学Ⅰ（データ分析を除く。）・

数学A（図形の性質を除く。）〕
不動産 不動産 30人

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）

50人

10：00～12：00
英語（200点）
国語（100点）
合計　300点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。
・ 国語（国語総合）　古文・漢文を除く。

※　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
①　試験時間中の時間配分は受験生の任意となります。試験開始後、終了まで休憩はありません。
②　経済学科および不動産学科の選択科目は、試験開始後に解答する科目を選択してください。
③　解答はすべてマークシート方式となります。
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（3）B方式［3月1日、2日］
学部 学科 募集人員 集合時間 試験時間割・科目・配点 出題範囲

外国語

日本語
（GSM・JLM） 6人

9：30

10：00～12：00
英語（100点）
国語（100点）
合計200点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。
・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。

中国語
（GSM・CLM） 3人

英米語
（GSM・ELM） 20人

10：00～12：15
英語（200点）
国語（100点）
合計300点

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを含む。
・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。

経済 経済 20人
10：00～11：00

選択科目（100点）

・選択科目（どちらかを選択）
　・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ

ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）
　 リスニングを除く。
　・ 国語（国語総合）古文・漢文を除く。

不動産 不動産 10人

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）

9人 10：00～11：00
英語（100点）

・ 英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミ
ュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ）

　リスニングを除く。

※　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
①　外国語学部の試験時間中の時間配分は受験生の任意となります。試験開始後、終了まで休憩はありません。
②　経済学科および不動産学科の選択科目は、試験開始後に解答する科目を選択してください。
③　解答はすべてマークシート方式となります。
　
5．合否判定

入学者の選抜は学力試験の結果および提出された書類を基に総合的に判定し、合格者を決定します。
（1）　統一試験では、全学科共通の問題で試験を実施し、3科目の合計得点で出願したすべての学科の合否判定を

行います。
（2）　試験日自由選択制により、同一方式（A方式またはB方式）内で、同一学科を複数回受験した場合は、最高

得点の試験日の結果で合否判定を行います。なお、試験日、選択教科によって著しく平均点に差が生じた場合、
得点調整を行うことがあります。

（3）　同一方式（A方式またはB方式）内で、経済学部経済学科および不動産学部不動産学科の両方を受験した場
合、どちらか高得点の学科の試験結果により、両学科の合否判定を行います。

6．出願書類
（1）　出願確認票

　インターネット出願登録後、出願確認票をプリンターで印刷し、出願確認票の下部にある写真票の所定の欄に
写真を貼付してください。

（2）　調査書等
　「1.出願資格」（43ページ）に応じて、指定された書類を提出してください。なお、提出書類は、各方式の出願
受付開始日から起算して3か月以内に発行されたものに限ります。
　また、統一試験とA方式の両方に出願する場合、調査書等は1通で構いません。

出願資格 提出書類

高等学校、中等教育学校、専修学校高
等課程の卒業(見込)者

調査書
・文部科学省の定めた様式（またはこれに準ずる様式）により出身学校長が作成・厳封
したものを提出してください。

・卒業した学校における記録保存年限経過のために調査書が発行されない場合は、卒業
証明書および成績証明書を提出してください。

高等学校卒業程度認定試験合格(見
込)者または大学入学資格検定合格者

合格証明書および合格成績証明書（合格見込みの者は合格見込成績証明書）
・合格見込成績証明書を提出する場合は、高等学校が発行した調査書または成績証明書
を併せて提出してください。

外国において学校教育における12年
の課程の修了(見込)者

卒業証書（原本）または英語で作成された卒業（見込）証明書および成績証明書（原本）
・日本語または英語以外で作成されている場合は、日本語または英語訳（在籍する高等
学校長または大使館等の内容証明印が押印されたもの）を提出してください。

上記以外の者 大学の入学資格を証明する証明書類

※　事情により上記の書類の提出が困難な場合は、事前に浦安キャンパス入試事務室にお問い合わせください。
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（3）　英語試験免除に係る書類（該当者のみ）
　当該資格の証明書類（原本）を同封してください。各資格の証明書類は以下のとおりです。ただし、実用英語
技能検定を除いては、2017年度または2018年度に対象スコアを取得した者に限ります。
・TOEIC® Official Score Certificate（公式認定証）
・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または合格証明書
・TOEFL® 有効期限内のOfficial Score Report（公式スコア票）
・GTEC CBT Score Report
・TEAP（LRSW） 成績表
・IELTS 成績証明書（Test Report Form）
　英語試験免除者には別途、免除通知を送付します。
　統一試験の英語試験免除者は、国語および数学の2科目を受験してください。
　A方式の英語試験免除者は、全学科英語以外の1科目を受験してください。
　B方式の英語試験免除者のうち、日本語学科、英米語学科および中国語学科志願者は英語以外の1科目を受験
してください。経済学科、不動産学科およびホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジ
ャー志願者は試験日に来学する必要はありません。
　なお、提出された証明書類は、後日返却します。

（4）　その他
ア 　本学の「大学入試センター試験利用入学試験」の同一方式を併願する場合、両方の出願書類を同封して郵送
してください。ただし、調査書等は1通で構いません。

イ 　外国籍の者は、在留資格等が記載された住民票を提出してください。（上記アの場合は1通で構いません。）
7．入学検定料

方式 受験日 入学検定料 備考
統一試験 2月1日 ￥25,000

・ 統一試験については、出願学科数にかかわらず、1回分となります。
・ 入学検定料納入後の受験回数の追加および変更はできません。
・納入方法については10ページを参照してください。

統一試験
・A方式

2月1日～3日のうち1回受験 ￥25,000
2月1日～3日のうち2回受験 ￥30,000
2月1日～3日の全3回受験 ￥35,000

B方式
3月1、2日のうち1回受験 ￥25,000
3月1、2日で2回受験 ￥30,000

8．合格発表
（1）合格者には、出願確認票に記載された住所宛てに合格通知書および入学手続案内書・入学手続書類等を合格発

表と同時に発送します。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。
（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。




