NEWS LETTER

2022.4 Vol.246

編集・発行

企画広報課

Contents

２０２2年 度
入 学 式

1 2022年度入学式

5 「うらやすハニープロジェクト」スタート

2 2021年度学位記授与式

6 浦安市サッカー協会と包括連携協定を締結

3 保健医療学部登院式

7 明海スポーツ

4 「都市住宅学会賞・著作賞」を受賞

8 2023年度入学試験日程一覧

明海生としてのキャンパスライフがスタート

2022年度入学式が、４月
４日に浦安キャンパス、同
５日に坂戸キャンパスで
挙行され、1,123人の新入生
は期待に満ち溢れた表情
で式に臨んだ。新型コロナ
ウイルス感染症対策とし
て、密集を避けるためキャ
ンパスごとに分かれ、浦安
キャンパスでは学部ごと
に午前と午後に分かれて
実施した。
安井利一学長は学長告
示で教育の原点である建
学の精神について触れた
後、
「大学は、主体的に自ら

力強く宣誓する新入生代表の海老原さん

の意志で学んでいく場です。皆さん

ピタリティ・ツーリズム学部）と午

精神として掲げる広く国際未来社

が持っている内なる力を、このキャ

後の部代表の海老原唯さん（不動産

会に活躍し得る有為な人材になら

ンパスでぜひ花開かせてください」

学部）のそれぞれが「学識仁徳に優

んことを希うものです」
「目標に向

と激励した。続いて宮田淳理事長か

れた諸先生の下で人格形成に精進

かってより実り多き学生生活を送

らは「大学生活は長いようで短い時

し、健全明朗な学風の樹立に進んで

ることをここに誓います」と力強く

間です。自分の目標をしっかりと見

努力します。やがては本学が建学の

宣誓した。

定め、その目標達成に向けて、限ら
れた時間の中で順序立てて準備を

明海大学 建学の精神

してください。辛い時もあるかもし
れませんが、明海大学の先生や友人
たちと心を寄せ合い、励ましあって
乗り越えてください」と激励があっ

『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』

た。これに対し、新入生を代表し、坂

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

戸キャンパスでは坪井日向子さん

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

（歯学部）
、また、浦安キャンパスで

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

は午前の部代表の瀧澤愛さん（ホス
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2021年度
学位記授与式

夢に向かって旅立つ

らった４年間でした。４年間で出会
った方々の思いを胸に、次は自分
が出会いをつないでいきたい」と

2021年度学位記授与式が３月14日

業後も多様化する患者様のニーズ

述べ、午後の部代表の不動産学部

に浦安キャンパス、同15日に坂戸キ

に寄り添えるような歯科医師にな

卒業生の菰澤萌々さんが「４年間で

ャンパスで挙行され、844人の卒業

るために日々努力を重ねていきま

得た学びは一生涯にわたる財産で

生および修了生がそれぞれの夢に向

す」と力強く決意を表明。また、

あり、これからの人生で大きく成

かって旅立った。新型コロナウイル

浦安キャンパスでは午前の部代表

長するための基盤となるでしょ

ス感染症対策として、密集を避ける

のホスピタリティ・ツーリズム学

う。日本で唯一、不動産学を学べ

ためキャンパスごとに分かれ、浦安

部卒業生の水溜一也さんが「素晴

る不動産学部を卒業したことを誇

キャンパスでは学部ごとに午前と午

らしい出会いの機会をつくっても

りに思います」と謝辞を述べた。

後に分かれて実施した。
両キャンパスで安井利一学長は
「皆さんにとって本学の建学の精
神は、これから社会を乗り越える
ための羅針盤になると信じていま
す」と卒業生らを激励。また、宮
田淳理事長は「本学の建学の精神
を胸に、無限に広がる輝かしい未
来で活躍されることを祈念してい
ます」と述べた。
学生を代表して、坂戸キャンパ
スでは歯学部卒業生の福島広喜さ
んが「多くの方に支えられ、学修
の機会に恵まれた６年間でした。卒

ホワイトコート
セレモニー開催

歯学部教員と卒業生ら。坂戸キャンパスで

※撮影のためマスクを外しています

歯科医師への決意新たに

４月５日、坂戸キャンパスで「ホワ

を図ることを目的に、学生に白衣の

中村会長および若尾樹歯学部同窓会

イトコートセレモニー」が開催され

授与を行うもの。当日は、申基喆歯学

専務理事から白衣を授与された。そ

た。このセレモニーは、５年次から開

部長からの訓示、中村睦夫歯学部同

の後、德安颯さんから「医療に携わる

始される臨床実習に向けて、歯科医

窓会長からの祝辞の後、石田りえさ

一員として、積極的に臨床実習に参

師になるためのモチベーション向上

ん、古谷真彦さんの２人が代表して

加することを誓います」と学生代表
宣誓が述べられた。白衣はこの日の
ために歯学部同窓会によって製作・
贈呈されたもので、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（Aesculapius）が持つ
杖と、国際未来社会で活躍する歯科
医師をイメージした地球をモチーフ
としたエンブレムが施されている。
学生はネーム入りオーダーメイドの
白衣を手にし、歯科医師になるため

中村会長（中央右）、若尾専務理事（中央左）と５年生ら

※撮影のためマスクを外しています
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保健医療学部登院式

医療の道へ自覚新たに

３月31日、保健医療学部口腔保健

て、歯科衛生士の倫理綱領に謳われ

姿勢で臨床実習に臨んでください。

学科２年次を対象に2022年度登院式

ていることについて誓います」と力

また、歯科衛生士としての根拠を持

が行われた。登院式とは、客観的臨床

強い宣誓があった。

って衛生活動ができるよう、成長し

能力試験（OSCE）を修了した学生が

藤内学部長からは「今までの学生

３年次から臨床臨地実習に臨むにあ

生活とこれから医療人として過ごす

たり医療の道へ進む自覚を新たにす

学生生活は大きく変

る式典で、保健医療学部口腔保健学

わります。医療人と

科では開設以来２回目の実施とな

しての意識を明確に

る。初めに、登院許可された学生の名

持ち、実習に臨んで

前が呼び上げられると、代表して小

ください」とメッセ

林友里奈さんに藤内祝学部長から

ージが送られた。ま

OSCE修了証が授与された。続いて、

た、金久弥生学科主

小野瀬結衣さんから「私たち口腔保

任からは「みなさん

健学科２期生は、歯科衛生士となる

は患者様からの『あ

ため、臨床実習に臨む行動指針とし

りがとう』に見合う

第115回 歯科医師国家試験結果
１月に実施された第115回歯科医
師国家試験の合格者が厚生労働省か

全17私立大学歯学部の平均値を上回
る実績を残している。

ら発表され、歯学部の新卒者100人が

本学は、今後も歯科医師国家試験

受験し76人が合格した。今回の合格

の合格に向けてきめ細かい指導を行

率は76.0％で、これにより過去５年間

うとともに、臨床に強く国際社会で

の新卒者合格率は平均81.4％となり、

活躍できる歯科医師を養成する。

歯学部優秀論文賞授賞式

てくれることを期待しています」と
激励があった。

宣誓をする学生代表の小野瀬さん

新卒者合格率

（第 110 回〜第 115 回平均値）

81.4％

山亜希子助教（歯科矯正学分野）
、町
谷亜位子助教（オーラル・リハビリ
テーション学分野）
、村上小夏助教

１月26日、 坂戸キャンパスで「明

な特色を持ち、独創性に富む国際的

（クラウン・ブリッジ補綴学分野）の

海大学歯学部優秀論文賞授賞式」が

なレベルの優れた研究論文であるこ

３人が受賞した。授賞式では、申基喆

行われた。この賞は、主に学内で実施

とが選考基準となっている。

歯学部長から受賞者に表彰盾と副賞

された研究に基づくもので、学術的

多数の応募者から、2021年度は杉

が授与され、激励の言葉が送られた。

受賞論文
杉山亜希子助教：”
Regeneration in Experimental Alveolar
Bone Defect Using Human Umbilical Cord Mesenchymal
Stem Cells”
町谷亜位子助教：”
Smad4-dependent transforming growth factor-β family signaling regulates the diﬀerentiation of dental
epithelial cells in adult mouse incisors”

天野優秀論文賞審査委員長、申歯学部長と受賞者ら

村上小夏助教：”
Daytime masticatory muscle electromyography biofeedback regulates the phasic component of sleep
bruxism”

※撮影のためマスクを外しています
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山本教授、
小松准教授

「都市住宅学会賞・著作賞」を受賞

昨年12月11日に行われた都市住宅

erence Data of the Tenants」が収め

学会賞表彰式で、山本卓教授が執筆

られた『Frontiers of Real Estate Sci-

した「Professional Practices in Fixed

ence in Japan』
(Springer Nature,2021)

Assets Valuation and Assessor Edu-

が著作賞を受賞した。

cation in North America : Suggestions

山本教授からは「日頃の地道な研

for Japan」と、小松広明准教授が執筆

究活動が、今回図らずも評価を頂き

した「Study on Premium Rent of Re-

大変うれしく思っています。今まで

山本教授（左）と小松准教授

furbished Apartments Based on

の研究の蓄積を、教育や社会貢献に

所存です」といった喜びの声が聞か

Bayesian Modeling Using Stated Pref-

活かせるよう今後とも精進を続ける

れた。

中国語学科

北京・上海・台湾オンライン留学

長引くコロナ禍によって失われた

ンライン留学という形で取り戻す試

現地学生とのディスカッションが実

海外留学・異文化交流の機会を、オ

みが中国語学科で行われた。２月24

現。また、故宮や現地のスーパーマー

日・25日の２日間、
「中国語学科国際

ケットを現地ガイドが紹介しながら

交流プログラム」と題して北京・上

巡るオンラインツアーも行われた。

海・台湾オンライン留学を実施し

参加した学生からは、今回のプロ
グラムを通して実際にネイティブの

た。

現地ガイドの説明に聞き入る参加学生

大学と地域連携の
未来シンポジウム

今回は本学の海外協定校である北

中国語に触れる機会を得られ、ます

京師範大学と東呉大学の協力を得

ます中国語に興味を持ったとの声が

て、オンラインによる中国語講義や

聞かれた。

社会に開かれた教育課程から考える

２月５日、教職課程センター・地

式で開催し、約180人が参加した。

続いて、学生発表と基調講演者の

域学校教育センター主催のシンポジ

基調講演では「ナナメの関係の可

今村氏と足立区学力定着推進課の田

ウム「2022明海大学～大学と地域連

能性～大学生ボランティアの全国事

巻正義課長、東京都立南葛飾高校の

携の未来～」がオンラインで開催さ

例から考える～」というタイトルで

佐藤幸司校長、英米語学科の君塚翔

れた。このシンポジウムは、本学の学

桜美林大学入学部高大連携コーディ

伍さんとマドゥランガ・クマーラさ

生や教職員らが実施した小中高等学

ネーターの今村亮氏が登壇した。今

んによるパネルディスカッションが

校に対する支援の実施状況について

村氏自身の幅広いボランティア経験

行われ、活発で実りの多いディスカ

紹介するとともに、その成果と課題

などに基づいて、
「ボランティアは送

ッションが繰り広げられた。

などについて、広く地域関係者・関

り手にも受け手にもウィン・ウ

係機関等とともに共通理解を図り、

ィンの関係をもたらす」と話し、

本学の今後の地域支援の在り方を探

特に大学生ボランティアが子ど

ることを目的としている。

もたちに関わることで発生す

今回のテーマは、
「大学生ボランテ

る、親や教師との縦の関係や友

ィアの関わり方を探る ～社会に開

達との横の関係ではない「ナナ

かれた教育課程から考える～」で、コ

メの人間関係」が重要だと説明

ロナ禍のため昨年同様オンライン形

した。

パネルディスカッションの配信風景
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「うらやすハニープロジェクト」スタート
ホスピタリティ・ツーリズム学部
（以下、HT学部）の学生有志が、学内
でも可能な養蜂「うらやすハニープ
ロジェクト」の取り組みを始めた。都
市型養蜂に取り組んでいる「銀座ミ
ツバチプロジェクト」などからノウ
ハウを学び、蜂蜜を採取していく。活
動開始に伴い、３月18日には浦安観
光コンベンション協会をはじめとす
る関係者を招いて、浦安キャンパス
30周年記念館５階でミツバチを浦安
の空に放つ「放蜂式」
が行われた。

放蜂式の様子

浦安市は、第１次産業がほとんど

経験を積み重ねてきた。また、養蜂と

なく、今回の養蜂を通

同時に蜂蜜づくりに重要な蜜源とな

じて第１次産業を生み

る花を育てるプロジェクトも進めて

出せないかと、2021年

いる。

巣箱の内見を行う渡邊さん

浦安市学生防犯委員会V5

６月から当プロジェク

プロジェクト代表の渡邊桃花さん

トがスタートした。学

（HT学部３年）は「採取した蜂蜜を地

生たちは東京・丸の内

域や学内イベントなどで配ったり、

や銀座などで実際に都

蜂蜜を使った商品を開発し、将来的

市型養蜂を行っている

には浦安市の第１次産業として知名

現場視察や経験者たち

度を上げ、人と街と自然を繋げる架

とのオンラインミーテ

け橋になるプロジェクトにしていき

ィングなどを実施し、

たい」
と意気込みを語った。

浦安警察署長から感謝状

２月２日、浦安警察署から浦安市

し、感謝状を受け取った鈴木陸さん

あり、自らの防犯意識も高めること

学生防犯委員会V５の功労に対し、

（英米語学科３年）は「感謝状をいた

ができました。コロナ禍ではありま

本学の学生に感謝状が授与された。

だき大変光栄です。啓発活動を通じ

すが、今後もより活発に活動してい

浦安市学生防犯委員会V５とは、本

て地域住民の方と交流する機会も

きたいです」
と感想を話した。

学をはじめとする市内の３大学と高
校４校で組織される防犯委員会で、
自転車盗難を防止することを活動の
中心として、防犯キャンペーンや啓
蒙活動を行っている。今回は浦安警
察が行うJR京葉線新浦安駅構内や
駅前広場、浦安市内の交差点での痴
漢撲滅運動をはじめとする犯罪抑止
活動や自転車の盗難防止、マナーの
啓発活動などに協力した功労に対
し、感謝状が贈られた。活動に参加

感謝状を受け取る鈴木さん（右）

5
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浦安市サッカー協会と
包括連携協定を締結

サッカーを通じて地域貢献で連携

３月14日、明海大学と一般社団法人浦安市サッカー協会
は、浦安市のサッカーやフットサルを通じて、スポーツ・文
化活動の振興、地域振興、地域貢献、人材育成などに寄与す
ることを目的に包括連携協定を締結した。協定に関する締
結式は、浦安キャンパスで
行われた。今後、相互が協力
して、主にサッカーを通じ
たイベントや選手や指導者
の人材育成などで浦安市の
発展に向けて連携協力して
いく。

署名された協定書

左から浦安市サッカー協会塩谷シニア委員長、鳥居会長、
明海大学安井学長、中川体育会会長 ※撮影のためマスクを外しています

浦安キャンパス

大学体験会開催
３月27日、浦安キャンパスで、歯
学部を含む全学部を対象とした初
の試みとなる大学体験会が開催さ
れ、2023年度入試で本学の受験を視
野に入れた受験生らが参加した。
この大学体験会は、各学科による
体験授業や学生スタッフによるキ
ャンパスツアーのほか、各種個別相

大学体験会体験授業の様子

談など大学の雰囲気を味わえる内

気持ちが強くなった」
「施設が充実し

容で、
参加した高校生たちからは
「体

ていて驚いた」
「先生や在学生との距

大学体験会を通じて高校生たち

験授業では、先生の説明がわかりや

離が近く、疑問に思っていたことを

の大学への興味・関心をより強く

すく、明海大学に入学したいという

いろいろと聞くことができた」とい

する内容となった。

浦安キャンパス

坂戸キャンパス

オープンキャンパス 10：00～15：00

5月29日（日）、6月19日（日）、7月10日（日）、7月24日（日）、
8月7日（日）、8月21日（日）、9月25日（日）、10月23日（日）

※5月29日
（日）
および6月19日
（日）
は、歯学部の紹介や個別相談を浦安キャンパスで開催します。

要予約

12月18日（日）、2月12日（日）
One Dayセミナー

5月29日（日）、6月19日（日）、

※浦安キャンパスで開催

※浦安キャンパスで開催

7月17日（日）、8月21日（日）、
9月25日（日）、
10月8日（土）
・9日
（日）
、
12月4日（日）

※10月は学園祭
「けやき祭」
同時開催

要予約

不動産学部：9月11日
全学部：5月15日
（日）
、3月26日
（日）
（日）
外国語学部（日本語・英米語・中国語学科）：6月26日
（日） HT学部：6月12日
（日）
、9月11日
（日）
（日）
、7月17日
（日）
（日）
経済学部：6月5日
保健医療学部：12月18日

お問い合わせ／企画広報課 TEL 047-355-1101

歯学部

オープンキャンパス 10：30～ 要予約

要予約

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）

入試相談会

った声が寄せられた。

お問い合わせ／歯学部入試事務室
TEL 049-279-2852

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。

https://www.meikai.ac.jp

※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。
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明海スポーツ
陸上競技部

新たな目標に向けてスタート

体育会公式ホームページ

東日本インカレ制覇
女子バレーボール部

関東インカレ総合入賞

http://meikai-sports.jp

負ける悔しさより勝つ喜びを
ヨット部

創部から４年目を迎え、昨年度は

1988年（昭和63年）に創設された明

関東インカレは１部16校、２部約

「天皇杯・皇后杯千葉県予選」で優

海大学ヨット部は創部から34年目に

100校あり、明海大学は２部に所属し

勝し勢いがついてきた。またリーグ

入った。2006年から「明海大学体育会

ている。関東インカレには大学の代

戦は秋リーグのみの開催だったが、

ヨット部」として強化指定となり、以

表として１種目３人、リレーは４人

昇格を果たし今年は関東５部から

来13年連続の全日本インカレに駒を

しか出場することができないこと

のスタートとなった。今年は、春リ

進めている。そして伝統校と勝負が

と、そのなかで標準記録を突破した

ーグ（５部）優勝、秋リーグ（４部）

できるチームに育ってきた。間もな

選手しか出場することができない。

優勝、そして東日本インカレを制覇

く創部35 年を迎えるチームのモット

今年はチームの代表＝関東インカレ

し、全日本インカレの切符を手にし

ー「負ける悔しさより勝つ喜びを」を

優勝・入賞ができる選手が多数いる

たい。チームとしては「考えるバレ

味わうために学生たちが頑張ってい

ので、各大会で上位に入れるよう

ーボール」をモットーに日々の 練

る。この機にもう一度「目標」を見直

日々頑張っていきたい。

習に励み、そして社会に出てからも

し、チーム一丸となって立ち向かい、

自立して活躍できる人材を育てた

素晴らしい結果が生まれるチームに

監督 川幡俊行

サッカー部

監督 太田豊彦

い。

関東大学サッカーリーグ２部昇格
４月からの公式戦に向けて、意識

空手道部

していきたい。

監督 國府田由隆

女子硬式庭球部

全日本優勝をめざす

戦えるチームへ

を高く持ち、雰囲気良く練習に取り

コロナ禍でも、
自分たちにできること、
目

人数も増え活気のあるチームとな

組めている。昨年よりも、自分たちで

の前のことだけに集中し、
主体的に行動

ってきた。レギュラー争いに向けて

コミュニケーションを取り、チーム

していく。空手道部で活動する目的を忘

切磋琢磨し、チーム全体のレベルが

を良くしようとしている。

れず、明確な目標を持って稽古に励む。

上がることを期待している。男子硬

関東大学空手道選手権大会、全日本

式庭球部と合同での活動を増やした

格できるように、日々の練習から全

大学空手道選手権大会優勝を目標に、

ことで一人ひとりの士気も上がり、

力で取り組んでいく。また、サッカー

高い技術はもちろん、勝負所で絶対に

戦う厳しさもわかってきた。昨年度

だけではなく、学業はもちろん課外

逃げない強い精神力を持って、勝ち方・

もリーグ戦が開催されず悔しい１年

活動などもしっかり取り組み、サッ

戦い方にこだわった勝負をしていきた

となったが、今年こそ関東学生テニ

カーを通じて社会で貢献できる学生

い。

監督 上田 航

スリーグ４部昇格を目標に準備を進

今年こそ目標である関東２部に昇

を育てていきたい。監督 岩田正太

めていく。

コーチ 小泉順一

陸上競技部

女子バレーボール部

ヨット部

サッカー部

空手道部

女子硬式庭球部
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2023年度入学試験日程一覧

2022年5月1日現在

■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
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
第1次(GMM含む)
A日程
第2次
第1次(GMM含む)
総合型選抜（AO一般型）
B日程
第2次
第1次(GMM含む)
C日程
第2次
A日程(GMM含む)
総合型選抜（AO基礎学力型）
B日程(GMM含む)
A日程
総合型選抜
B日程
（スポーツ･文化活動）
C日程
A日程
総合型選抜（企業推薦）
B日程
A日程
総合型選抜（社会人）
B日程
総合型選抜（なりたいじぶん入試）
指定校
全国商業高等学校長協会
学校推薦型選抜
沖縄特別奨学生
SDGs（高大連携入試）
統一
一般選抜

出願期間
9月15日（木）〜9月28日（水）
10月10日（月）〜10月21日（金）
10月31日（月）〜11月11日（金）
11月28日（月）〜12月9日（金）
2月21日（火）〜3月7日（火）
10月10日（月）〜10月14日（金）
11月28日（月）〜12月2日（金）
2月27日（月）〜3月3日（金）
10月27日（木）〜11月9日（水）
2月21日（火）〜3月3日（金）
10月3日（月）〜10月14日（金）
2月21日（火）〜3月7日（火）
10月10日（月）〜10月21日（金）

試験日
10月9日（日）
書類審査
10月30日（日）
書類審査
11月20日（日）
書類審査
12月18日（日）
3月16日（木）
10月30日（日）
12月18日（日）
3月16日（木）
11月27日（日）
3月16日（木）
10月22日（土）
3月16日（木）
10月30日（日）

合格発表日
10月13日（木）
11月1日（火）
11月3日（木）
11月17日（木）
11月24日（木）
12月8日（木）
12月22日（木）
3月17日（金）
11月3日（木）
12月22日（木）
3月17日（金）
12月1日（木）
3月17日（金）
11月1日（火）
3月17日（金）
11月3日（木）

11月1日（火）〜11月11日（金）

11月27日（日）

12月1日（木）

1月5日（木）〜1月18日（水）

2月1日（水）
2月2日（木）
2月3日（金）
3月1日（水）
3月2日（木）

2月10日（金）

A日程

全学科

B日程

全学科

2月7日（火）〜2月17日（金）
1月5日（木）〜1月18日（水）
2月7日（火）〜2月17日（金）
2月21日（火）〜3月7日（火）

1月14日（土）
・15日（日）
（大学入学共通テスト）

2月10日（金）
3月9日（木）
3月17日（金）

A日程

A日程
B日程
C日程
GMM以外
GMM第1次
GMM第2次
GMM以外
GMM第1次
GMM第2次

10月10日（月）〜10月21日（金）

11月20日（日）

11月24日（木）

-

11月27日（日）

12月1日（木）

1月16日（月）〜1月27日（金）

2月14日（火）

2月17日（金）

10月3日（月）〜10月14日（金）

2月24日（金）
10月22日（土）

2月27日（月）
10月27日（木）

大学入学共通テスト利用選抜

外国人留学生特別入学試験
B日程
編入学試験

3月9日（木）

※ 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 メジャーの大学入学共通テスト利用選抜は、
別途面接があります。（面接日：A 日程 2 月 3 日（金）
、B 日程 3 月 2 日（木）
、C 日程 3 月 16 日（木））
※ 保健医療学部口腔保健学科の大学入学共通テスト利用選抜は、別途面接があります。
（面接日：A 日程 2 月 3 日（金）
、B 日程 3 月 2 日（木）
、C 日程 3 月 16 日（木））
■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
総合型選抜（AO）
総合型選抜

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

学校推薦型選抜（指定校）
一般選抜
一般選抜（共通テストプラス）
大学入学共通テスト利用選抜
帰国生徒選抜
外国人留学生

Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ａ日程
Ｂ日程
Ｃ日程
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅰ期
Ⅱ期

出願期間
10月1日（土）〜10月15日（土）
11月14日（月）〜11月22日（火）
11月30日（水）〜12月12日（月）
2月27日（月）〜3月9日（木）
11月14日（月）〜11月22日（火）
1月7日（土）〜1月18日（水）
2月6日（月）〜2月21日（火）
1月7日（土）〜1月18日（水）
2月6日（月）〜2月21日（火）
1月7日（土）〜1月18日（水）
2月6日（月）〜2月21日（火）
2月27日（月）〜3月9日（木）
11月30日（水）〜12月12日（月）
2月27日（月）〜3月9日（木）
11月30日（水）〜12月12日（月）
2月27日（月）〜3月9日（木）

試験日
10月22日（土）
11月26日（土）
12月17日（土）
3月16日（木）
11月26日（土）
1月24日（火）
2月26日（日）
1月24日（火）
2月26日（日）
1月24日（火）
2月26日（日）
3月16日（木）
12月17日（土）
3月16日（木）
12月17日（土）
3月16日（木）

※ 決定次第、本学公式ホームページにおいて公表します。
MEIKAI NEWS LETTER vol.246

発行日：2022年4月1日 編集発行／明海大学企画広報課
〒279-8550 千葉県浦安市明海１丁目 TEL：047-355-1101
本学公式HPからバックナンバーもご覧いただけます。
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合格発表日
11月1日（火）
12月1日（木）
12月22日（木）
3月24日（金）
12月1日（木）
1月30日（月）
3月2日（木）
※
3月2日（木）
※
3月2日（木）
3月24日（金）
12月22日（木）
3月24日（金）
12月22日（木）
3月24日（金）

