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本学では、建学の精神に基づき国際未来社会で活躍する人材の育成

に力を入れている。中でも、全学科の学生を対象とした奨学海外研修を

はじめとする海外研修制度は大きな特色のひとつ。2020年以降は新型

コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、その影響から約２年半の間、

海外研修派遣の中止を余儀なくされていたが、この夏、一部の学部を対

象に再開し、43人（浦安：33人、坂戸：10人）の学生が参加した。

浦安キャンパスからは、外国語学

部英米語学科の学生11人、ホスピタ

リティ・ツーリズム学部の学生20人

および保健医療学部の学生２人が、

ハワイ大学（アメリカ）での研修に

参加した。保健医療学部では2019年

の開設以来初めての海外研修派遣

となった。また、通常３年生までを

対象としている奨学海外研修だが、

派遣が叶わなかった期間の救済を

するべく、今年は特別に４年生の派

遣も行った。

学生たちはハワイ大学マノア校

での語学研修や現地企業訪問など、

各学科の学びに合わせて組まれた

プログラムに参加し、外国語コミュ

ニケーション能力の向上や国際性

を涵養する体験をした。研修に参加

したホスピタリティ・ツーリズム

学部の学生は「ハワイには目で見て

肌で感じたからこそわかる文化や

風土の魅力があり、実際に足を運ば

なければできない体験や気づけな

いことが多く、大変有意義な研修で

あった。人とのコミュニケ

ーションにおいては、さら

に英語力を伸ばしたいと思

った一方、相手の表情や仕

草などの言葉以外の情報か

ら通じることもあり、自ら

積極的に伝えようとするこ

との重要性を感じた」と感

想を話した。

浦安キャンパス

テキサス大学サンアントニオ校での
研修に参加した歯学部の学生たち

ハワイ大学での研修に参加した英米語学科の学生たち

２年半ぶりに研修派遣再開！ 
43人の学生が海外へ

２年半ぶりに研修派遣再開！
本学が数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）に認定
ホワイトコートセレモニー開催
HT学部 石川県和倉温泉「加賀屋」の若女将が講演
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2023年度教員採用試験壮行会開催
都立田柄高校で「留学生との交流会」実施
明海スポーツ
Open Campus 2022

坂戸キャンパス（歯学部）からは、

テキサス大学サンアントニオ校（ア

メリカ）とメキシコ州立自治大学で

の研修にそれぞれ５人の学生が参加

した。研修期間中はキャンパス内や

病院の見学に加え、実習に参加して

現地の医療制度への理解を深めた。

また、休日には研修先大学の学生た

ちが今回のために考えたプランで

多くの観光地を訪れ、学生同士の交

流を一層深めた。

参加した学生からは「文化、食事、

人種などの多様性に富む海外での

研修は、どのプログラムも魅力的で

興味深く、現地視察や人々との交流

を通じてたくさんの知見を得るこ

とができた。世界的困難な状況の下、

このような機会を得られたことに

心から感謝したい」との感想があり、

実り多い研修となった。

坂戸キャンパス
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９ 月 入 学 式 ＆
９月学位記授与式

がある。建学の精神を柱とし、自分

に自信を持って、大学で学んだこと

を活かしながら自分の力を社会で

遺憾なく発揮してほしい」と門出を

迎えた卒業生たちへ激励の言葉を

送った。

した。

入学式に

続いて挙行

された９月

学位記授与

式では、37

人の学部生

が卒業、1人

の別科日本

語研修課程

生が修了を

迎えた。学

部卒業生を

代表して伊

藤新菜さん（外国語学部英米語学

科）に学位記が、別科日本語研修課

程修了生のハン イクシンさんに修

了証書が授与された。安井学長は

「皆さんは世界に一人しかいないか

らこそ、皆さんにしかできないこと

９月14日、浦安キャンパスで2022

年度９月入学式、交換留学生歓迎式

および９月学位記授与式が挙行さ

れ、新入生、卒業生、修了生たちが

新生活に向けて新たな一歩を踏み

出した。

９月入学式、交換留学生歓迎式で

は、別科日本語研修課程の学生11人

とマレーシアのサンウェイ大学か

らの交換留学生３人、テイラーズ大

学からの交換留学生３人の計17人

の入学が許可された。安井利一学長

は、ウクライナやスリランカなど６

カ国の新入生の入学を歓迎した上

で「明海大学は皆さんの夢の実現を

支援する大学です。夢の実現のた

め、勉学に励み、先生方の教えのも

とで自分自身を成長させてくださ

い」と日本での新生活の始まりに緊

張した表情を見せる新入生を鼓舞

8月24日、文部科学省が認定する数

理・データサイエンス・ＡＩ教育プ

ログラム（リテラシーレベル）に本学

が認定された。

数理・データサイエンス・ＡＩ教

育プログラムは、学生の数理・デー

タサイエンス・ＡＩへの関心を高

め、それを適切に理解し活用する基

礎的な能力（リテラシーレベル）や、

課題を解決するための実践的な能力

（応用基礎レベ

ル）を育成する

ため、数理・デ

ータサイエン

ス・ＡＩに関

する知識およ

び技術につい

て体系的な教

安井学長から学位記を受け取る学部卒業生代表の伊藤さん

新たな一歩を踏み出す

本学が数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）に認定

育を行う大学などの正規の課程（教

育プログラム）を文部科学大臣が認

定および選定して奨励するもの。

本学の取り組みは、本学で学び、国

際未来社会で活躍する卒業生が、

様々な企業や歯科医療現場で情報分

析をもとに的確な判断を下し、社会

をリードする人材として活躍するた

めに「AI・データサイエンス教育プ

ログラム」を必修プログラムとし、デ

ータサイエンスの基礎力を固めてい

く。



＜発表演題名＞
IFN誘導性ケモカインCXCL9, CXCL10, CXCL11のマウス扁
平上 皮癌細胞に対する抗腫瘍作用の違い
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保健医療学部口腔保健学科１年生

を対象とした「ホワイトコートセレ

モニー（白衣授与式）」が７月３日に

浦安キャンパスで開催された。ホワ

イトコートセレモニーとは学生に白

衣を授与することによって医療に携

わる自覚を促す式典で、保健医療学

部では開設以来毎年行なっている。

昨年、一昨年はコロナ禍により学生

と教員のみでの縮小開催となってい

たが、今年は感染対策を講じながら

も、３年ぶりに保護者や来賓の方々

を招いての開催となった。

セレモニーでは、初めに安井利一

学長からの告辞、藤内祝学部長から

の式辞、中村睦夫歯学部同窓会長お

よび北原淳浦安キャンパス同窓会長

からの祝辞があり、その後、学生全員

が登壇し、教員から受け取った白衣

に袖を通した。

白衣は歯学部同窓会と浦安キャン

パス同窓会から寄贈されたもので、

左胸ポケットにはギリシャ神話に登

場する名医アスクレーピオス（Aes-

culapius）が持つ杖をモチーフとした

保健医療学部のエンブレムをあしら

い、右袖には学生氏名の刺繍が施さ

れている。

学生を代表して伊東保風さんから

「患者様に寄り添った保健医療を実

践するために、自覚と責任感を持ち、

知識と技術、医療人としての感性を

磨き、日々学び続けます。今日の日の

思いを深く胸に刻み、仲間とともに

成長し歯科衛生士への道を歩み続け

ることを誓います」と力強い宣誓が

あった。

４月21日～23日の３日間、福岡県

福岡市の福岡国際会議場で開催され

た「第76回NPO法人日本口腔科学会

学術集会」で、歯学部の松本安吏助教

（口腔顎顔面外科学分野）が「Rising

Scientist賞」を受賞した。この賞は日

本口腔科学会活動の振興を目的とし

て設置され、日本口腔科学会学術集

会で応募された口演、ポ

スター発表の中から優れ

た発表に対し贈られるも

のである。松本助教の発

表は第76回NPO法人日本

口腔科学会学術集会で発

表された多数の演題の中から、厳正

な審査を経て特に優れた研究内容と

評価され、受賞に至った。

松本助教から今回の受賞について

「研究についてご指導いただいた大

森喜弘名誉教授、森一将准教授、廣井

美紀講師、医局員の先生方のおかげ

で名誉ある賞をいただくことができ

感謝しております。大変光栄です」と

の喜びの声が聞かれた。

歯学部松本安吏助教（口腔顎顔面外科学分野）「Rising Scientist賞」受賞

「Rising Scientist賞」を受賞された松本安吏助教

白衣に袖を通す保健医療学部生

医療人としての自覚と責任感をホワイトコート
セレモニー開催
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ホスピタリティ・
ツーリズム学部

ホスピタリティ・ツーリズム学部

（以下、HT学部）は、社会における責

任感や自主性、リーダーシップ、ホス

ピタリティマインドを醸成する実

学・実践的な教育に力を入れてお

り、そのひとつとして、様々な業界か

ら企業の経営トップなどの社会的影

響力のある方を講師として招聘し、

各業界の特性や必要なスキルなどに

ついて講演いただいている。

７月７日、２年次必修科目「プレゼ

ミナールⅡ-a」で、石川県和倉温泉

「加賀屋」の若女将であり、HT学部客

員講師の小田絵里香氏が「笑顔で気

働き―加賀屋の流儀―」と題した講

演をグループワークを交えて行っ

た。

110年以上の歴史を誇る老舗高級

旅館「加賀屋」は、創

業以来「笑顔で気働

き」という精神に基

づいた「おもてなし」

を提供しており、顧

客満足には「温か

み ・快 適 さ ・特 別

感」の要素が重要。ま

た、「おもてなし」は

一時的な感動・満足

を生むだけではなく、広く波及して

いき新たな縁にも繋がる、と説いた。

ホスピタリティ産業への就職を志す

学生たちは、小田氏の話を一心に聞

き入り、講演の最後には多くの質疑

応答がなされ、大変有意義な時間と

なった。

加賀屋の若女将 小田絵里香氏

高大連携協定を結んでいる私立富

士見丘高等学校２年生を対象に、ホ

スピタリティ・ツーリズム学部（以

下、HT学部）グローバル・マネジメ

ント メジャーのサマースクール

「Destination Management集中講義」

が８月２日と３日の

２日間で開催された。

初日午前は本学客員

教授でハワイ大学の

ラッセル・ウエノ教

授による「ハワイが抱

えるオーバーツーリ

ズムの問題」について

のオンライン講義を

実施。午後からはオー

バーツーリズムの是

正案についてグルー

プに分かれディスカッションをし、

プレゼンテーションの準備を行っ

た。２日目はHT学部の神末武彦教

授、吉田成利准教授の助言を得なが

ら引き続き準備を行い、午後に各グ

ループによる10分間のプレゼンテー

ションが実施された。審査には、ハワ

イ大学からウエノ教授とケアラ・チ

ョック教授の２人がオンライン参加

し、本学からはHT学部の内苑孝美学

部長、三輪祥宏教授、外国語学部の中

川仁学部長、小林裕子教授の４人が

参加。生徒たちは多くの大学教授を

前に最初は緊張した面持ちだったも

のの、すべて英語での発表を原稿を

持たずにやり遂げた後は、達成感に

満ちた表情が見られた。

HT学部が富士見丘高校との高大連携活動

石川県和倉温泉「加賀屋」の
若女将が講演

高校生に説明をする神末教授

●坂戸キャンパス「第52回 けやき祭」
日　程：10月8日（土）
テーマ：「PRIDE」
内　容：ステージ発表（軽音、オーケストラ、

チアリーディング、ダンス同好会）、
ビンゴ大会など

問合せ先：明海大学歯学部学事課
TEL：049-279-2711

※学内関係者のみで開催

●浦安キャンパス「第35回 明海祭」
日　程：11月12日（土）・13日（日）
テーマ：「世界旅行 ～Go Beyond～」
内　容：模擬店、キッチンカー出店、お笑いライブ、

フリーマーケット、ステージ発表など
問合せ先：明海大学浦安キャンパス学友会

学園祭実行委  員会　TEL：047-355-5127

学園祭開催のお知らせ



MEIKAI NEWS LETTER October, 2022 Vol.248

5

あけみ英語村～小学生異文化交流プロジェクト～
明海大学の地域学校教育センター

では、足立区との教育連携事業の一

環として「明海大学あけみ英語村～

小学生異文化交流プロジェクト～」

を主催している。小学生に英語教育

と異文化交流の機会を提供するとと

もに、本学の教職課程を履修してい

る学生にとっては教育の現場を体験

することで、より深く教育について

学ぶきっかけとなっている。

６月29日に足立区立舎人小学校の

５年生80人が浦安キャンパスを訪

れ、本学の教職課程を履修し

ている学生や外国人留学生約

60人と英語を使ったコミュニ

ケーションや異文化交流を楽

しんだ。

英語コミュニケーション

は、本学のPatrizia Hayashi教

授とTyson Rode准教授が担当

し、体育館を活用したゲーム形式で

遊びながら自然と英語を使うような

工夫がなされ、小学生も緊張が解け

た様子で笑顔がみられた。

足立区とはこれまでにも本学学生

と小・中学生との交流会を継続的に

開催し、生徒たちの英語学習に対す

る興味関心が高まるとともに、異文

化理解が深まるなど高い教育成果を

上げてきた。

本プロジェクトは10月４日に足立

区立栗原小学校の４年生を招いて２

回目を実施予定。今後も足立区と連

携した様々な取組みを通じて、地域

学校教育やグローバル人材の育成に

も貢献していく。英語コミュニケーションの様子

７月６日、明海大学教職課程セン

ター（METTS）主催の「2023年度教

員採用試験壮行会」が開催され、今

年度、東京都や千葉県などの教員採

用試験を受験する学生、指導にあた

っているMETTSの教員らが参加し

た。

高野敬三教職課程センター長か

ら激励の言葉と、一人ひとりにあて

たメッセージ、合格祈願のお守りな

どが贈呈された。その後、受験生を

代表して日本語学科４年の大友晋之

介さんと英米語学科４年の佐藤向日

葵さんから、試験合格に向けて

力強い決意表明があった。

そして、８月末に教員採用試

験1次試験の合格者が発表され、

東京都、千葉県、埼玉県、群馬県

で17人が見事合格した。

教職課程センターでは、コロ

ナ禍にあっても教職に関する様々

な課題をトータルにサポートでき

るよう万全の体制を整え、引き続き

２次試験の突破に向けて指導を行っ

ていく。

2023年度教員採用試験壮行会開催

んか？　観点別評価―明日から使え

る評価手法のabc―」「中高授業にお

ける『ラジオ英語講座』活用法」「小

中接続のリタラシー指導」「小学校

『外国語』の指導と評価―教科化３年

目の今こそアップデート！」の４テ

ーマで、白熱した議論が展開された。

本セミナーは、学校で授業を担う

現役教員がメインターゲットだが、

本学の教職課程を履修している学生

も多く聴講している。中には、運営ス

タッフとしてワークショップのアシ

スタントを担当している者もおり、

教員をめざす学生にとても有意義な

経験となった。

８月26日に第５回「明海大学・朝

日大学共催・2022英語授業改革セミ

ナー」が開催された。新型コロナウイ

ルス感染拡大防止の観点から、浦安

キャンパスで、対面形式とZoomによ

るオンライン形式を併用した形で実

施し、全国の小学校、中学校、高等学

校教員、教育委員会、大学教員など

230人以上が参加した。

開講式で本学安井利一学長と朝日

大学大友克之学長のあいさつの後、

基調講演では、東京国際大学教授・

立教大学名誉教授の松本茂先生が登

壇。「どんな力を児童・生徒に身につ

けてもらいたいのか？」というテー

マで、コミュニケーションや英語指

導で大事なことについて講演を行っ

た。その後はテーマごとに４つのワ

ークショップを実施。「困っていませ

英語授業改革セミナー「本気で授業改革」

分科会の様子

決意表明する４年生
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都立田柄高校で「留学生との交流会」実施
７月13日、本学と高大連携協定を

結んでいる東京都立田柄高等学校で

「留学生との交流会」が行われた。

2016年度に初めて開催して以来、

本学の外国人留学生と高校生との交

流を通じてお互いの文化に触れ理解

を深める貴重な機会となっている。

本学からは、教職課程センター・

地域学校教育センターの坂本純一教

授引率のもと、中国、台湾、ベトナム

出身の外国人留学生６人が交流会に

参加し、それぞれの自国文化につい

て写真や動画を使って紹介した。参

加者たちは初めこそ緊張した様

子だったが、日本語と英語を織

り交ぜてお互いを紹介していく

うちに打ち解けたようで、会話

を楽しむ姿が見られた。

日本語学科４年で台湾出身の

呉義偉さんから「これまでに経

験した交流会はすべて英語によ

るものでしたが、日本語で交流

するのは初めてで、とてもいい経験

になりました」とコメント。本学の外

国人留学生にとっても意義のあるイ

ベントとなった。

交流会の様子

浦安キャンパスでは、７月から９

月にかけて計５回オープンキャンパ

スを開催。受験生向けの「入試ガイダ

オープンキャンパス開催報告
浦安キャンパス

ンス」や「AO対策講座」に加え、高

校１、２年生でも楽しめる「学生トー

クライブ」「体験授業」「学生フリート

ークエリア」など、入学後の自分を想

像してもらえるプログラムも実施し

た。また、保護者向けに大学概要や就

職サポートについて紹介する「保護

者ガイダンス」も行い、受験生だけで

なく様々なニーズに対応。参加者か

らは「実際に大学で話を聞き、見るこ

とで、大学での学びがイメージでき

た。ぜひ明海大学で学びたい」といっ

た声が寄せられた。

坂戸キャンパスでは、７月から９

月にかけて計３回オープンキャンパ

スを開催。７月は歯学部の１日が体

験できる「模擬授業」「キャンパスラ

イフガイダンス」などのプログラム

を行い、８月からは「入試ガイダン

ス」「総合型選抜（AO）対策講座」な

ど入試本番に向けた受験生向けのプ

ログラムを実施。参加した受験生か

らは「模擬授業で医療器具にふれる

ことができ、受験意欲が高まった」と

いった感想が聞かれ、入試に向けて

一段とやる気が入った様子だった。

坂戸キャンパス

学生フリートークエリアの様子（浦安キャンパス）

外国語学部
英米語学科 慶應義塾大学名誉教授 井田良氏が講演
７月７日、外国語学部英米語学科

の２年次必修科目「課題探求セミナ

ーⅠ」において、慶應義塾大学名誉教

授・中央大学法科大学院教授の井田

良氏による講演が行われた。

講演テーマを「法がわかれば人と

社会が見えてくる―学際科学として

の法律学」とし、法律を理解するため

には外国語の知識と能力がいかに重

要であるか、また、法は人と社会への

理解を深化させ、日常的な判断の延

長線上にあることを法の歴史

や現代の具体的な例を挙げて

講義された。学生たちは、法律

と日々学ぶ外国語学との関わ

りについて身近な例が多く取

り上げられていたこともあ

り、興味をかき立てられ、熱心

にノートを取りながら真剣な

様子で聞き入っていた。講演後、学生

たちからは「難しいと思っていた法

律がとても身近な存在であることを

知った」「外国語と他の学問との関わ

りに興味をもった」などの声が聞か

れ、学際的な視野を学ぶ貴重な機会

となった。    

【略歴】
井田　良（いだ　まこと）
法務省・法制審議会委員 会長（2021年～現在）
最高裁判所・下級裁判所裁判官指名諮問委員会委
員（2018年～現在）
中央大学大学院法務研究科教授（2016年～現在）
慶應義塾大学名誉教授（2016年）
ドイツ連邦共和国功労勲章（功労十字小綬章）

（2015年）
日本学術会議会員（2005年～2014年）井田良氏講演の様子



学科２年）が男子十種で総合２位の

成績を収めた。

女子走り幅跳びで優勝に輝いた

山田きらり選手は、「今年初めて優

勝できて嬉しかった。ただ、目標に

していた６mに届かなかったので、

次は６m以上を跳んで優勝したい」

と次への意気込みを語った。

また、今大会の結果を受けて川幡

俊行監督は「明海大学体育会陸上競

技部女子では初めての優勝となっ

た。今回、好成績を残した２人はも

来年開催される世界大会にU21日本

代表として選ばれるよう頑張りま

す」と語ってくれた。
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て海外遠征に召集され、とても緊張

していました。アジアチャンピオン

になった経験はもちろん、チームメ

イトはプロ選手や高校生が入ってお

り、バレーボールに対しての色々な

考えを持っている選手たちと交流で

きたことが良い経験となりました。

この経験を明海大学女子バレーボー

ル部で活かし、しっかり結果につな

げていきたいです。また個人的には、

７月４日から11日までヌルスルタ

ン（カザフスタン）で開催された「第

21回アジアU20（ジュニア）女子バレ

ーボール選手権大会」にU20女子バ

レーボール日本代表チームの一員と

して、本学体育会女子バレーボール

部の堤亜里菜（英米語学科１年）選手

が選出され、見事アジア大会優勝の

メンバーとなった。　

堤選手は「はじめて日本代表とし

7

明海スポーツ 世界へチャレンジ！！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

体育会女子バレーボール部

堤亜里菜（英米語学科1年）選手が選出されたU20女子日本代表
が第21回アジアU20（ジュニア）女子選手権大会で優勝！

堤選手と日本代表ユニフォーム、
アジアチャンピオンメダル

世界の強豪アメリカとブラジルとの

試合はともに1セットを先取し互角

の戦いをするなど健闘した。

菊地選手は「初めて外国の選手と

戦うことができ、あらためてビーチ

バレーボールの楽しさや難しさを感

じました。今後、世界で戦える選手に

なれるよう練習を重ね、レベルアッ

プしていきたい」、衣笠選手は「初め

て世界に挑戦させていただき、自分

たちの足りない部分や強みを知るこ

９月６日から10日までマセイオ

（ブラジル）で開催された「2022 FISU

World University Championships

Beach Volleyball（世界大学選手権）」

に日本代表チームの一員として、菊

地真結選手（日本語学科3年）と衣笠

乃愛選手（日本語学科3年）が選出さ

れ、19か国29チームが参加した世界

大学選手権に出場した。

菊地、衣笠ペアは全５試合を戦い、

２勝３敗の19位で戦いを終えたが、

菊地真結選手（日本語学科３年）と衣笠乃愛選手（日本語学科３年）がビーチバ
レーボールの日本代表（大学生）に選出され、世界大学選手権に出場！

９月17日から19日にかけて、相模

原ギオンスタジアムにおいて行わ

れた「第33回関東学生新人陸上競技

選手権大会兼関東学生リレー競技

会」に出場し、女子走り幅跳びで山

田きらり選手（経済学科１年）が見

事優勝（記録：５m84）を収めた。ま

た、同大会で山﨑健太選手（日本語

とができた。世界で戦い、勝ち上がる

選手になるために、たくさん練習を

重ね、より成長できるよう頑張りま

す」と語ってくれた。

女子走り幅跳びで
見事優勝！！

体育会陸上競技部 っと上の記録をめざせる力がある

ので、これからの記録に期待した

い」と語った。

試合会場での菊地（左）、衣笠（右）ペア

山田選手（左）、山�選手（右）
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オープンキャンパス
浦安キャンパス

10月23日（日）　10：00～14：30

オープンキャンパス
坂戸キャンパス

10月8日（土）　10：30～14：30
10月9日（日）　10：30～14：30
12月4日（日）　10：30～13：30

https://www.meikai.ac.jp

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

12月18日（日）　10：00～13：00

入試相談会　要予約

12月18日（日）　10：00～12：00

One Dayセミナー　 要予約

要予約

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。

※新型コロナウイルスの感染状況により、内容が変更となる可能性がございます。

詳細は必ず入学者選抜試験要項をご確認ください。資料請求は本学公式HPから。https://www.meikai.ac.jp

2023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／保健医療学部

入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

総合型選抜
（AO一般型）

B日程
第1次 10月10日（月）～10月21日（金） 10月30日（日） 11月3日（木）
第2次 - 書類審査 11月17日（木）

C日程
第1次 10月31日（月）～11月11日（金） 11月20日（日） 11月24日（木）
第2次 - 書類審査 12月8日（木）

総合型選抜
（AO基礎学力型） A日程 11月28日（月）～12月9日（金） 12月18日（日） 12月22日（木）

総合型選抜（なりたいじぶん入試） 10月10日（月）～10月21日（金） 10月30日（日） 11月3日（木）

総合型選抜
 （スポーツ･文化活動）

A日程 10月10日（月）～10月14日（金） 10月30日（日） 11月3日（木）
B日程 11月28日（月）～12月2日（金） 12月18日（日） 12月22日（木）

学校推薦型選抜

指定校

11月1日（火）～11月11日（金） 11月27日（日） 12月1日（木）
全国商業高等学校長協会
沖縄特別奨学生
SDGs高大連携入試

外国人留学生
特別入学試験 A日程

GMM以外
10月10日（月）～10月21日（金） 11月20日（日） 11月24日（木）

GMM第1次
GMM第2次 - 11月27日（日） 12月1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

●お問い合わせ　浦安キャンパス入試事務室 ＴＥＬ：047-355-5116

■坂戸キャンパス　　歯学部
入試区分名 出願期間 試験日 合格発表日

総合型選抜（AO） 10/1（土）～10/15（土） 10/22（土） 11/1（火）

総合型選抜（自己推薦型）
Ⅰ期 11/14（月）～11/22（火） 11/26（土） 12/1（木）
Ⅱ期 11/30（水）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木）

学校推薦型選抜（指定校） 11/14（月）～11/22（火） 11/26（土） 12/1（木）
帰国生徒選抜 Ⅰ期 11/30（水）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木）
外国人留学生特別入学試験 Ⅰ期 11/30（水）～12/12（月） 12/17（土） 12/22（木）

●お問い合わせ　歯学部入試事務室 ＴＥＬ：049-279-2852

外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部
大学院（応用言語学研究科・経済学研究科・不動産学研究科）

保健医療学部

外国語/経済/不動産/ホスピタリティ・ツーリズム/保健医療学部

歯学部要予約


