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４月４日、浦安キャンパス

で2016年度入学式が挙行され

た。多くの保護者、来賓の

方々、本学教職員が見守る

中、学部、大学院、別科の新

入生に対して、安井利一学長

が入学を許可し、明海大学で

の新たなキャンパスライフ

がスタートした。

安井学長は学長告辞で、

「本学が建学の精神として掲

げている『社会性・創造性・

合理性』の３つの素質を養

い、国際社会で活躍できる人

材になってください。教職員

一丸となってサポートしていきま

す」と述べ、新入生を激励した。

新入生代表宣誓では、宮崎優夏さ

ん（ホスピタリティ・ツーリズム学

科）から、「国際的視野を持った立派

な社会人となれるよう努力します」

と力強い宣誓の言葉があった。続い

て宮田淳理事長は、「先生方から多く

のことを学び、一生の師をみつけて

ください。明海大学には、皆さんの

夢を実現するためのさまざまなプ

ログラムがあります。建学の精神を

具現化し、夢を掴んでください」と

述べた。

その後、朝日大学の大友克之学

長、メキシコ州立自治大学のホル

ヘ・オルベラ・ガルシア学長から

来賓祝辞をいただいた。さらに、タ

フツ大学のヒュー・トーマス歯学

部長からのビデオメッセージおよ

び参列中の同校学生５人が紹介さ

れ、最後に学歌『よろこび』を斉唱

し式は滞りなく終了した。

新入生は期待に満ちた表情で、

「海外研修に参加して異文化を体験

したい」「クラブ・サークル活動に力

を入れて充実したキャンパスライ

フを送りたい」と抱負を語った。

この日からそれぞれが思い描く

夢を実現させるための日々が、明海

大学で始まった。

明海大学 建学の精神
『社会性・創造性・合理性を身につけ、広く国際未来社会で

活躍し得る有為な人材の育成をめざす』
社会性：常に変化する社会の中で自ら課題を見つけ、解決する能力

創造性：新たなモノや考え方を生み出し、前に進もうとする姿勢

合理性：情報社会の中で的確な判断基準を持ち、自分自身を確立する力

2016年度入学式 期待を胸に新たな一歩を踏み出す

力強い宣誓を述べた宮崎優夏さん
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卒業パーティー・謝恩会

2015年度
学位記授与式 それぞれの夢に向かって旅立つ

いさつに立った宮田理事長は、現代

社会が直面しているさまざまな問題

を例示しつつ、「卒業生全員が社会

に出て活躍し、世の中を良くするこ

と、それこそが明海大学の発展で

す」と門出を迎えた卒業生らを激励

した。来賓からの祝辞の後、学業成

績優秀者と学友会・学生会活動に貢

献のあった卒業生に贈られる宮田賞

の授与が行われた。

その後、卒業生

を代表して経済学

部の小倉雅俊さん

が、お世話になっ

た教職員らに感謝

の意を込めて「明

海大学という恵ま

れた環境で先生方

や友人、両親に支

えられながら学ぶ

こ と が で き ま し

た。この経験を活

かして、めまぐる

しく変化していく

社会に道を示せる

よう努力します」

と謝辞を述べた。

３月14日の学位記授与式終了後

に、舞浜のヒルトン東京ベイで外国

語、経済、不動産、ホスピタリティ・

ツーリズム学部生の卒業パーティー

が、また、赤坂のＡＮＡインターコン

チネンタルホテル東京では歯学部生

の謝恩会が行われ、大勢の卒業生お

よび教職員が参加した。卒業生らは、

大学生活をともに過ごした仲間や恩

師との別れを惜しみながらも、在学

中の思い出話に花を咲かすなど、楽

しいひとときを過ごした。

参加した学生は、「熱心に指導して

くださった先生方や４年間一緒に学

んできた友人たちとの思い出は一生

忘れない。社会人になってからも連

絡を取り合い、このつながりを大切

にしていきたい」と笑顔で語った。

コードウェル・マブリー歯学部准教

授らが列席。国歌斉唱に続き、学位

記および修了証書が授与された。学

長告辞で安井学長は「卒業生の皆様

はこれから社会に出て、さまざまな

挑戦を受けていくはずです。だから

こそ、建学の精神で謳われている社

会性・創造性・合理性を軸として、

明海大学で学んだことを社会に活か

してください」と述べ、引き続きあ

３月14日、2015年度学位記授与式

が浦安キャンパスで行われ、996人

の卒業生および修了生は晴れやかな

表情で式に臨み、それぞれの夢に向

かって旅立った。

壇上には宮田淳理事長、安井利一

学長、各学部長・研究科長、別科

長、来賓として姉妹校である朝日大

学の大友克之学長と米国テキサス大

学サンアントニオ校のジェフリー・

笑顔で学位記を掲げる卒業生たち

恩師と楽しいひとときを過ごした卒業生たち
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歯 学 部 相 互
交流プログラム アメリカの協定校から研修生が来学

歯学部では、国際未来社会で活躍

し得る歯科医師を育成するため、費

用全額大学負担の海外研修制度を設

けるとともに、海外の各国協定校か

らも研修生を受け入れている。３月

から４月にかけてはアメリカの協定

校４校から研修生を受け入れ、相互

交流を図った。

研修生らは付属病院の見学や本学

教員による臨床講義を受講し、日本

の歯科医療の現状への理解を深め

た。また、昼には教職員らによる歓迎

パーティーが開催され、和やかに懇

談する姿が見られた。研修期間中は、

昨年の夏に各大学で行われた研修に

参加した本学学生が世話役を務めて

おり、学生同士の交流も活発に行わ

れた。カリフォルニア大学ロサンゼ

ルス校（UCLA）の研修生からは、「日

本の医療制度とアメリカの医療制度

の相違について知ることができた。

ができて良かった」といった声が聞

かれるなど、実りある研修となった。

中でも、日本の国民皆保険制度につ

いて興味があり、理解を深めること

UCLAの研修生との交流をさらに深めた

日程 大学名 人数
3/13-3/16 テキサス大学サンアントニオ校 研修生 10人、インストラクター2人
3/18-3/23 UCLA 研修生 10人、インストラクター2人
4/2-4/6 タフツ大学歯学部 研修生 5人
4/6-4/10 アラバマ大学バーミングハム校 研修生 10人、インストラクター2人

＜研修日程、受入大学・人数＞

３月18日、本学は東京都立飛鳥高

等学校および東京都立田柄高等学校

と高大連携協定を締結した。調印式

には、本学の安井利一学長、飛鳥高校

の岡田正治校長、田柄高校の大池公

紀校長をはじめ、東京都教育委員会

の方々や本学関係者などが参加し、

安井学長から「大学と高等学校が相

互に連携し教育交流を深めること

で、高校生の視野を広げ、進路に対す

る意識および学習意欲を高め、大学

教育・高等教育双方の活性化を図り

たい」とあいさつがあった。

飛鳥高校と締結した「科目履修に

関する高大連携協定」により、高校生

が本学の正規科目の一部を学べるよ

うになり、講座修了をもって単位認

定が行われる。また、田柄高校と締結

した「教育連携に関する協定」では、

本学の公開講座等への高校生徒の受

入れ、本学教員による出張講座の実

施、大学と高校の教育に関する情報

交換などを行う予定。これらの取り

組みは、この４月に設置された地域

学校教育センターを中心に展開され

ることとなり、今後の発展と相互交

流が期待される。左から岡田正治飛鳥高校校長、安井利一明海大学学長、大池公紀田柄高校校長

飛鳥高校・田柄高校と高大連携協定を締結
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加者同士で会話

を 楽 し ん で い

た。また、ホテル

への移動中のバ

スの車内など各プログラムの間に

は、在学生に受験勉強やキャンパス

ライフについて積極的に質問する

高校生の姿が見られた。

参加した高校生からは、「とても

楽しいセミナーで、入学できるよう

に勉強をがんばろうと思った」「先

輩方がとても楽しそうで充実した

キャンパスライフを送っている様

子が伝わってきた」「大学生活の様

子がよくわかった。オープンキャン

パスにも参加してみたい」といった

声が聞かれた。また、同行した保護

者からは、「素晴らしい先生方が揃

っていて、人として大切なことが学

べる学部だと感じた」「学生たちが

生き生きしていて、礼儀正しく、一

緒に過ごしていて気持ちがよかっ

た」などの感想があり、大変好評だ

った。

当日は、業界研究（エアライン＆

トラベル）の講義や、マナー講座、知

識を実社会で活かす体験としてパ

ームテラスホテル（東京ディズニー

リゾート・パートナーホテル）見学

を実施し、見学後はグループワーク

で１日のまとめを行った。

高校生は少人数のグループに分

かれて行動し、各グループにはHT

学部在学生が同行。最初は緊張した

様子が見られたものの、マナー講座

での自己紹介の練習をはじめとす

る体験型プログラムを通じて次第

に打ち解けた様子で、昼食時には参

OneDayセミナーOneDayセミナー
ホスピタリティ・ツーリズム学部

参加型プログラムで学部の魅力を体験

■主要就職先（2016年3月卒業生）
帝国ホテル東京、シャングリ・ラ ホテル 東京、ホテル椿山荘東京、
エイチ・アイ・エス、JTB首都圏、JTBコーポレートセールス、JTB
関東、JTB東北、JTBビジネストラベルソリューションズ、PTS、東
武トップツアーズ、全日本空輸（ANA）、ANAエアポートサービ
ス、ANA成田エアポートサービス、ANA中部空港、日本航空（JAL）、
JALスカイ、バニラ・エア など多数　詳細は本学公式HPをご覧ください。

ホスピタリティ・ツーリズム学部
第7回生・第8回生

２
年
連
続

（就職希望者に対しての就職率）

100％
就
職
実
績

OneDayセミナーOneDayセミナー

場所：明海大学浦安キャンパス 高校生・保護者限定/事前予約制/参加費無料
お問い合わせ／企画広報課　TEL:047-355-1101

要予約

携帯電話からＱＲコード
を読み取り、明海大学公

式携帯サイト（http://meikai-m.gdd.jp）
にアクセス。オープンキ
ャンパスページのOne
Day セミナー予約画面
からお申し込みください。

※詳細は本学公式HP（http://www.meikai.ac.jp）をご覧ください。

予約方法5月 29日（日）
10：00～15：00 外国語学部（日本語学科・

英米語学科・中国語学科）
10：00～12：30 経済学部
11：00～14：20 ホスピタリティ・ツーリズム学部

6月 19日（日）
10：00～12：30 経済学部
10：00～13：00 不動産学部
11：00～14：20 ホスピタリティ・ツーリズム学部

7月 23日（土）13：20～16：00 ホスピタリティ・ツーリズム学部

３月26日、ホスピタリティ・ツーリズム学部（以下、HT学

部）のOne Dayセミナーが、浦安キャンパスで開催された。こ

れは、学部の特色を活かしたさまざまな体験・参加型プログ

ラムを通じて学部の魅力や学びの楽しさを知り、興味を深め

てもらうことを目的に行っている。オープンキャンパスとは

異なり、完全事前予約・少人数定員制のため、在学生や教員と

しっかりコミュニケーションがとれることも魅力のひとつ。

グループワークで高校生にアドバイスをする在学生
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良好な学修環境の提供に努めてい

る本学では、これまでに施設・設備

のリニューアルを定期的に行ってき

た。そして、2016年３月から４月にか

けて、「アクティブ・ラーニング（※）」

をさらに推進するため、坂戸・浦安

両キャンパスのメディアセンター

（図書館）と、浦安キャンパスの講義

室6室が大幅にリニューアルされた。

メディアセンター（図書館）には、

「MLC（Meikai Learning Commons）」

が誕生。「コモンズ」とは「共有の場」

を意味し、可動式の机や椅子、ホワイ

トボードを自由に組み替え、仲間と

課題に取り組んだり議論を交わした

りすることができる。

プレゼンスペースには３台のプロ

ジェクターが設置され、３画面別々

の映像を映し出すほか、連結して１

つのワイドな画を投影することも可

能。また、個人のタブレット端末内の

画像・動画などを離れた位置から投

影し、自由に動きながらプレゼンす

ることもできる。

ラウンジスペースには勉強の合間

にくつろげるソファがあり、おしゃ

Meikai Learning Commonsオープン！
自発的な学修を促す学修環境が整う

（※）アクティブ・ラーニングとは
教員による一方向的な講義形式の
教育とは異なり、学修者の能動的な
学修への参加を取り入れた教授・
学習法。

プレゼンテーションや学修成果の発表を行うスペース（坂戸）

浦安キャンパス　10：00～15：00

5月15日（日）、6月5日（日）、7月17日（日）、7月30日（土）、8月6日（土）、
8月20日（土）、9月11日（日）、10月2日（日）、11月13日（日）

坂戸キャンパス　10：30～16：00
外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム学部

5月22日（日）、6月19日（日）、7月17日（日）、
8月21日（日）、10月8日（土）、10月9日（日）

歯学部

各日程の特別プログラム等は本学公式HPをご覧ください。

※10月はけやき祭同時開催

http://www.meikai.ac.jpOpen Campus 2016Open Campus 2016

お問い合わせ／企画広報課　TEL 047-355-1101
お問い合わせ／
歯学部入試事務室　TEL 049-279-2852

オープンキャンパス（入試相談会）
要予約 10：30～13：00 8月9日（火）、9月17日（土）、10月23日（日）
予約不要 11：00～14：00 11月5日（土）、11月6日（日）※明海祭同時開催

オープンキャンパス（入試対策講座）
要予約 13：30～14：45 11月12日（土）

れで開放的な空間となっている。

リニューアルされた講義室はキャ

スター付の机および椅子、スクリー

ン機能を兼ねたホワイトボードで構

成され、講義、グループワーク、プレ

ゼンテーション等さまざまなスタイ

ルに対応可能。また、学修支援ツール

としてWebラーニングシステムを導

入し、授業動画や教育コンテンツを

オンライン教材として配信できるシ

ステムを備えた講義室も設置され

た。在学生の学修意欲を喚起し、自由

な発想で学修に取り組めるよう今後

も支援を続けていく。

さまざまな組み合わせが可能な可動式の机や椅子（浦安）
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３月８日、すまい・るホール（住宅金融

支援機構本店）で本学不動産学部

主催（共催：独立行政法人住宅金融

支援機構、後援：公益社団法人日本

不動産学会）のシンポジウム「基礎か

ら学ぶマイホーム取得講座　安心し

て夢を叶える勉強会」が開催された。

はじめに、中城康彦不動産学部長

による「マイホームを取得する方法の

全体像とチェックポイント」と題した講

演が行われ、土地と建物の取得方法

や建売住宅のしくみ、マンションを取

得する際のポイントなどを解説。

続いて、独立行政法人住宅金融

支援機構フラット35推進室営業第一

グループ長の末廣勇人氏が「知って

おきたい住宅ローンの仕組みと留意

点」、一般財団法人不動産適正取引

推進機構調査研究部主任研究員の

中戸康文氏が「聞いておきたい住宅ト

ラブルの核心」、周藤利一不動産学

部教授が「知っておきたい住宅取得

の仕組みと実務」、前島彩子不動産

学部講師が「マイホーム取得のため

の土地建物の知識」について、それ

ぞれ講演した。中城不動産学部長は

「千葉県で10年間開催してきた『マイ

マイホーム取得のポイントを詳しく解説

来場者からの質問に答える講演者たち

不 動 産 学
シンポジウム

複数の言語と文化を学び、真のグ

ローバル精神を養う。これを目標に

掲げた組織「複言語・複文化教育セ

ンター」が2016年度から始動する。母

語と複数の外国語を効果的に運用す

る力を育成するとともに、複数の文

化に触れることで「ことば」の重要性

を理解し、真の意味で国際社会に通

用する外国語力の修得をめざす。

具体的には、ILP（Intensive Lan-

guage Program）科目の充実や、ESS

（English Speaking Salon）、集中英語

研修などの実践に直結する機会を

多く提供する。

センター長には副学長及び外国

語学部長を務める大津由紀雄教授

が就任し、語学教育を専門とする日

本人教員に加え、外国語教育に豊か

な経験をもつ外国人教員も多数在

籍するなど、盤石の指導陣で教育に

あたる。

外国人教員による指導で真のグローバル精神を養う

複言語・複文化教育センター

ホーム講習会』の経験を踏まえ、『夢

を叶える勉強会』を初めて東京で開

催した。消費者目線、若者目線を意識

し、不動産学を身近に感じていただけ

る構成とした。空き家や施工不良など

住宅問題の多様化を、自助努力で乗

り越えようとする消費者とコラボするこ

とができた」と話した。

新設
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2013年の全日本インカレで総合準

優勝して以来、ここ２年はチーム力

が低下しているが、今年度こそ総合

力を結集して全日本インカレ制覇に

向けて仕上げていきたい。さらに、関

東では常に上位に君臨しうる力をつ

けて関東制覇も狙っている。そして、

2020年の東京オリンピック代表選手

を輩出すべく、選手強化を図ってい

きたい。

林優季（経済学科４年）・木村沙耶

佳（経済学科４年）ペアは夏にイタリ

アで開催されるジュニア世界選手権

に出場予定である。３年連続なので、

前回より良い結果を残せるよう期待

したい。

2016年度のサッカー部

の テ ー マ は 「 HARD

WORK」。毎日の練習をし

っかり行い、その日々の

積み重ねが結果に繋がっ

てくる。そしてサッカー

のプレーについても、攻

守において高いパフォー

マンスを発揮できるチー

ムにしていきたい。また、

チ ー ム ス ロ ー ガ ン は

「FOR THE TEAM」。部

員一人ひとりがチームの

ために何ができるかを自ら考えて行

動し、それぞれに与えられた役割を

果たしてほしい。試合に出ている選

手はピッチ上で結果を残し、出てい

ない選手はサポートや応援で貢献

し、チーム一丸となって「関東大学サ

ッカーリーグ２部昇格」という目標

達成に向けて突き進んでいきたい。

昨年度から団体戦で戦えるメンバ

ーが揃い、積極的に多くの試合に出

場している。リーグ戦ではライバル

校に勝ち本戦トーナメントに出場す

ることができた。大会出場を重ねる

ごとにチームの結束力も高まり、モ

チベーションも高まってきている。

さらに、リーグ戦を体験することに

よって自分たちの実力の位置づけが

でき、部員各自が自分の目標を持つ

ことができた。今年度は２人の新入

生を迎え、関東大学テニスリーグ４部

昇格を目標にがんばっていきたい。

昨年度、第26回関東学生空手道体

重別選手権大会において、男子個人

組手60kg級、75kg級優勝および女子

個人組手68kg級準優勝という輝かし

い結果を残すことができた。この結

果は創部以来の快挙であり、着実に

実力をつけてきていることが試合の

結果として表れている。今年度はさ

らに上を目指すという目標を各選手

がしっかり持ち、休まず毎日稽古に

7

明海スポーツ 新たな目標に向かって始動！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

体育会空手道部

体育会女子硬式庭球部

体育会発足から10年目

を迎える体育会。有望な

新入部員の加入によって

装いを新たにし、それぞ

れの部が大きな目標に向

けて始動した。サッカー

部、ヨット部、空手道部、

女子硬式庭球部に今年度

の抱負を聞いた。

励めば自ずと勝つことができると確

信する。大きな目標としては、東日本

大学空手道選手権大会での優勝を目

指している。

体育会ヨット部

体育会サッカー部 体育会ヨット部

体育会空手道部 体育会女子硬式庭球部

体育会サッカー部
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2017年度入学試験日程一覧
■浦安キャンパス　　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
お問い合わせ先 浦安キャンパス入試事務室 ＴＥＬ：047-355-5116

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

アドミッションオフィス（ＡＯ）

8月期 8月16日（火）～8月22日（月） 8月27日（土） 9月1日（木）
9月期（GMM以外）

9月5日（月）～9月15日（木）
9月25日（日） 9月29日（木）

9月期（GMM）
1次 9月25日（日） 1次 9月29日（木）
2次 10月8日（土） 2次 10月12日（水）

10月期 10月3日（月）～10月13日（木） 10月22日（土） 10月27日（木）
11月期（GMM以外）

10月31日（月）～11月10日（木）
11月20日（日） 11月25日（金）

11月期（GMM）
1次 11月20日（日） 1次 11月25日（金）
2次 12月3日（土） 2次 12月6日（火）

12月期 11月21日（月）～12月2日（金） 12月10日（土） 12月15日（木）
３月期 2月27日（月）～3月8日（水） 3月16日（木） 3月17日（金）

スポーツ・文化活動

Ａ日程 9月5日（月）～9月9日（金） 9月25日（日） 9月29日（木）
Ｂ日程 10月3日（月）～10月7日（金） 10月22日（土） 10月27日（木）
Ｃ日程 11月21日（月）～11月25日（金） 12月10日（土） 12月15日（木）
Ｄ日程 1月23日（月）～1月27日（金） 2月11日（土） 2月16日（木）
Ｅ日程 2月27日（月）～3月3日（金） 3月16日（木） 3月17日（金）

指定校推薦
10月17日（月）～10月28日（金） 11月12日（土） 11月17日（木）

全国商業高等学校長協会推薦
沖縄特別奨学生 10月17日（月）～10月28日（金） 11月13日（日） 11月17日（木）

企業推薦
Ａ日程 10月13日（木）～10月26日（水） 11月12日（土） 11月17日（木）
Ｂ日程 2月20日（月）～3月3日（金） 3月16日（木） 3月17日（金）

生涯学習型社会人
Ａ日程 10月31日（月）～11月10日（木） 11月20日（日） 11月25日（金）
Ｂ日程 2月27日（月）～3月8日（水） 3月16日（木） 3月17日（金）

一般

Ａ方式（GMM以外）
1月10日（火）～1月19日（木）

1月28日（土）、29日（日） 2月3日(金）

Ａ方式（GMM）
1次 1月28日（土）、29日（日） 1次 2月3日(金）
2次 2月8日（水） 2次 2月10日（金）

Ｂ方式（GMM以外） 2月6日（月）～2月20日（月） 3月1日（水）、2日（木） 3月7日（火）

Ｂ方式（GMM） 2月6日（月）～2月22日（水）
1次 3月1日（水）、2日（木） 1次 3月7日（火）
2次 3月13日（月） 2次 3月15日（水）

大学入試センター試験利用

Ａ方式
Ｂ方式
Ｃ方式

（GMM以外）
1月10日（火）～1月19日（木）

1月14日（土）、15日（日）
（大学入試センター試験）

2月3日(金）
2月6日（月）～2月20日（月） 3月7日（火）
2月27日（月）～3月10日（金） 3月17日（金）

Ａ方式（GMM） 1月10日（火）～1月19日（木）
1次 1月14日（土）、15日（日）

（大学入試センター試験） 1次 2月3日(金）

2次 2月8日（水） 2次 2月10日（金）

Ｂ方式（GMM） 2月6日（月）～2月22日（水）
1次 1月14日（土）、15日（日）

（大学入試センター試験） 1次 3月7日（火）

2次 3月13日（月） 2次 3月15日（水）

Ｃ方式（GMM） 2月27日（月）～3月10日（金）
1次 1月14日（土）、15日（日）

（大学入試センター試験） 1次 3月16日（木）

2次 3月20日（月） 2次 3月22日（水）

外国人留学生

Ａ方式 9月20日（火）～9月30日(金） 10月22日（土） 10月27日（木）
Ｂ方式（GMM以外）

11月7日（月）～11月18日（金）
12月10日（土） 12月15日（木）

―（GMM）
1次 12月10日（土） 1次 12月15日（木）
2次 12月24日（土） 2次 12月27日（火）

Ｃ方式 1月10日（火）～1月20日（金） 2月11日（土） 2月16日（木）
※　GMM：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

■坂戸キャンパス　　歯学部
●お問い合わせ先 歯学部入試事務室 ＴＥＬ：049-279-2852

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

アドミッションオフィス（ＡＯ）
9月期 8月22日（月）～8月31日（水） 9月3日（土） 9月8日（木）
12月期 11月21日（月）～11月30日（水） 12月3日（土） 12月8日（木）
3月期 3月13日（月）～3月17日（金） 3月22日（水） 3月24日（金）

指定校推薦 10月24日（月）～11月1日（火） 11月5日（土） 11月8日（火）

一般
Ａ日程 決まり次第、公式HPでお知らせします
Ｂ日程 2月20日（月）～2月27日（月） 3月5日（日） 3月9日（木）

一般（センタープラス）
Ａ日程 決まり次第、公式HPでお知らせします
Ｂ日程 2月20日（月）～2月27日（月） 3月5日（日） 3月9日（木）

大学入試センター試験利用

Ａ日程 決まり次第、公式HPでお知らせします

Ｂ日程 2月20日（月）～2月27日（月）
1月14日（土）、15日（日）
（大学入試センター試験）
3月5日（日）※面接

3月9日（木）

Ｃ日程 3月13日（月）～3月17日（金）
1月14日（土）、15日（日）
（大学入試センター試験）
3月22日（水）※面接

3月24日（金）


