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2021年丑年の新年を迎えました。明海大学の学生と教職員の皆様、そして同窓

会、教育後援会、自治体や企業をはじめとして明海大学を支援してくださる多くの

皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

地球の歴史、生物の歴史からみれば、

人間の一生などほんの一瞬に過ぎ

ない。しかし、その一瞬がなければ

歴史にならないわけであるから、そ

の一瞬は歴史の重みの中で重要な

重みをもっている」は、常に私たち

明海大学関係者の心にあると思い

ますが、まさに次なる歴史を創造す

るための一歩の年になると心新た

にしております。

新型コロナウイルス感染

症のために、学位記授与式や

入学式も完全な形でできず、

教職員との触れ合いの中で

自己研鑽と主体的な学修を

通じての自分づくりが遠隔

授業のためになかなか思う

ようにいかなかった忸怩た

る思いの一年でもありまし

た。

2021年4月からの新年度に

おいては、明海大学らしい教

育課程が実践できるような

社会環境になっていること

を期待しますが、現実は「新

たな生活様式」の中での最高の教育

を求めていく新たな教育の在り方

を形成していく年になりそうです。

明海大学が50年に亘って培ってきた

力を全員の力を結集して「教育の質

保証」を確立するつもりです。

浦安キャンパスにおいても、今

年、ホスピタリティ・ツーリズム学

部のグローバル・マネージメント

メジャーは初めての卒業生を出す

ことになります。また、保健医療学

部は3年生まで進み、次年度は完成年

度を迎えます。昨年、初年次教育の

柱である「学修の基礎」をキャンパ

スの全学部学科の学生を一緒にし

て、キャンパスの学部学科の先生が、

すべての学生に対応する形になり

ましたが、今度は、国も進めるデー

タサイエンス教育のリテラシーを

全員に教育する機会を作りました。

歯学部、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、そして保健医療学部の6学

部8学科そして4研究科のますますの

発展を教職員全員と力を合わせて

頑張る所存です。加えて体育会にお

いても学生の自己実現を図るよう

な指導体制を組みたいと思います。

本年も何とぞ宜しくお願い申し

上げます。

明海大学の新たな一歩の年を迎えて学長年頭所感

安井利一学長

学長　安井利一

さて、昨年は新型コロナウイルス

感染症に振り回された一年でした。

予定をされていた東京でのオリン

ピックとパラリンピックも延期と

なり、改めて本年の開催となりまし

た。昨年、創立50周年という記念すべ

き年を終えて、本年は「新たな一歩」

を創り出す年になります。創立者宮

田慶三郎先生のお言葉「宇宙の歴史、
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12月24日、明海大学と在日中国企業

協会は、人的または知的資源の交流

を図り、教育、文化などの分野におけ

る連携を通じて相互の発展と日中友

好に資することを目的に、在日中国

企業協会と「包括連携に関する協定」

を、また、国際人材交流協会と「キャ

リア支援に関する覚書」を締結した。

締結式では、宮田淳理事長が「これ

らの取組をさらに強固なものとし、

建学の精神をより一層具現化してい

くために、在日中国企業協会の皆様

とは、このたび締結させていただく

包括連携協定を基に、さまざまな連

携協力体制を築いてまいりたいと考

えております」と挨拶した。在日中国

企業協会の王家馴会長は「明海大学

は立派なキャンパスとすばらしい学

生を有している大学だと存じてい

る。在日中国企業として日本社会の

発展に責任をもち、貢献していく。日

中発展のためにお互い協力し合い、

人材育成、インターンシップなどで

連携をつくっていきたい」と今後の

発展について述べた。今後、本協定の

下、３者がますます友好な関係を築

くことが期待される。

写真左から、国際人材交流協会会長・張一成氏、在日中国企業協会副会長・鞠文永氏、在日中国企業協会会長・王家馴氏、 学校法人明海
大学理事長・宮田淳、明海大学学長・安井利一、明海大学浦安キャンパス キャリアサポートセンター長・内苑孝美 ※撮影のためマスクを外しています

在日中国企業協会と包括連携協定を締結

（目的）
教育、文化等の分野で相互に協力し、人材育成に寄与
することを目的とする
（連携協力事項）
●教育・文化及び研究促進に関すること
●人材の育成に関すること
●人材及び知的資源の活用に関すること
●在日中国企業協会加盟企業関係者への歯科医療等を
通じた健康増進に関すること

●その他、両者が必要と認める包括連携に関すること
●その他、両者が必要と認める包括連携に関すること

明海大学と国際人材交流協会との
キャリア支援に関する覚書

（目的）
明海大学に在籍する学生に対するキャリア支援を通
じてグローバル人材を育成することで、日中相互の
発展と友好に資することを目的とする
（連携協力事項）
●企業人育成研修の実施に関すること
●各企業へのインターンシップの実施に関すること
●日本国内での就職希望学生の推薦及び採用に関す
ること

●その他、相互が必要と認める事項に関すること

学校法人明海大学と在日中国企業協会との
包括連携に関する協定
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歯学部では、９月28日に坂戸キャ

ンパスで５年生を対象に開催。５年

次から開始される臨床実習に向け

て、歯科医師になるためのモチベー

ション向上を図ることを目的に、学

生に白衣の授与を行った。歯学部で

のホワイトコートセレモニーは今回

が初めての試みとなった。

セレモニーでは、申基喆歯学部

長・病院長からの訓示、中村睦夫歯

学部同窓会長からの祝辞の後、学生

はそれぞれの席に用意された白衣を

受け取った。白衣はこの日のため

に、歯学部同窓会により製作・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の

決意を新たにした様子だった。

ホワイトコートセレモニー開催
歯学部および保健医療学部の学生へ白衣を授与し、医療に携わる自覚を促す

式典「ホワイトコートセレモニー（白衣授与式）」が、新型コロナウイルス感染拡大防

止策を講じた上で９月と10月に坂戸、浦安の両キャンパスでそれぞれ開催された。

10月19日と22日、坂戸キャンパス

で2020年度歯学部学業成績優秀者表

彰式が行われ、学業成績が優秀で、

品行方正な各学年上位10位（２年生

は該当年度入学者の上位10％）の学

生52人が表彰された。これは、学生

の修学意欲の向上を図ることを目的

に毎年行われているもので、今年で

36回目を迎え

る。例年５月

に行われてい

るが、新型コ

ロナウイルス

感染拡大の影

響で延期とな

り、10月によ

うやく開催。

本来なら受賞者が一堂に会するとこ

ろだが、学年別分散登校のため、２

日間に分けて行われた。表彰式では

教職員が見守る中、学年ごとに受賞

者の名前が呼ばれ、申基喆歯学部長

から表彰楯が授与されると、会場は

温かい祝福の拍手につつまれた。

受賞者の１人である大久保透さん

（歯学科５年、写真中央）は「学業

成績優秀者として大学から表彰され

たことを大変嬉しく、また誇りに思

います。表彰をひとつの目標とする

ことで日々の学修意欲の向上に繋が

り、勉学に励むことができました。

今後も引き続きがんばります」と語

った。5年生の受賞者ら ※撮影のためマスクを外しています

2020年度歯学部学業成績優秀者表彰式

保健医療学部口腔保健学科では10

月13日、二期生である１年生を対象

に浦安キャンパスで開催。これか

ら、医療従事者としての自覚と責任

を持った歯科衛生士をめざしてもら

うことを目的として、学生に白衣の

授与を行った。一期生を対象に開催

した昨年に引き続き、今回で２度目

の開催となった。

セレモニーでは、藤内祝保健医療

学部長からのあいさつの後、学生を

代表して小野瀬結衣さんが登壇し、

金久弥生学科主任から受け取った

白衣に袖を通した。小野瀬さんから

は「知識と技術を磨き、仲間とともに

成長し、医療人としての自覚と責任

を持った歯科衛生士をめざします」と

宣誓が述べられ、医療人としての第

一歩を踏み出したことへの期待に胸

を膨らませている様子がうかがえた。

白衣に袖を通す保健医療学部生歯学部生に授与された白衣

医療従事者としての自覚と責任を
保健医療学部

歯科医師へのモチベーション向上へ
歯学部
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11月12日、ホスピタリティ・ツーリズム学部の授業科目

「プレゼミⅡ」の特別講演のため、チュニジア共和国のモハ

メッド・エルーミ特命全権大使が浦安キャンパスに来訪し

た。毎年、さまざまな国の大使を招いて行っているこの特別

講演だが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

初めてオンデマンド配信で行われた。

講演では、チュニジアの人口や通貨などの概要に触れた

上で、GDP（国内総生産）の約10％を占める主要産業である

観光業について、世界遺産、

観光地、郷土料理、伝統工芸

品などさまざまな側面から

紹介があった。また、日本と

チュニジアの関係について

説明があり、大使からは「日

本とチュニジアは天然資源

が少ない代わりに、人的資源を大切にしている点が共通し

ている。今日は観光を専門に学ぶ日本の皆さんにお話しで

き、とても光栄に思う」との言葉をいただいた。

11月19日、スロバキア共和国特命全権大使のマリアー

ン・トマーシク閣下ご夫妻が浦安市2020東京オリンピッ

ク・パラリンピック推進課および千葉県スポーツコンシェ

ルジュの担当者と浦安キャンパスに来訪した。

本学は2019年４月にスロバキアオリンピック委員会、浦

安市、公益財団法人日本オリンピック委員会と東京2020オ

リンピック競技大会期間中のキャンプ実施に関する覚書を

締結しており、それを縁に同年11月にはホスピタリティ・

ツーリズム学部の学生を対象とした閣下による特別講演を

実施。今回はそれ以来、約１年ぶりの訪問となった。安井利

一学長とホスピタリティ・ツーリズム学部の教員らは閣下

との再会に喜びの意を示すとともに、改めて昨年の特別講

演に対する謝意を伝えると、閣下からは「大変いい思い出に

なっている。このような機会を設けていただきありがとう

ございました」との感謝の言葉があった。懇談の最後には安

井学長から「無事にオリンピックが開催できることを願い、

ぜひそのときにまたお会いしましょう」との言葉が送られ、

再会を誓った。

歯 学 部
海外研修 メキシコ州立自治大学とWEB上で交流

チュニジア共和国大使、スロバキア共和国大使が来訪

１年ぶりの再会で学長らとの友好を深めるスロバキア
共和国大使

特別講演で学生にチュニジア観光の魅力を伝えるチュニジア
共和国大使

歯学部では世界有数の大学との相

互交流協定を結び、諸外国の歯科医

学の現状を学ぶことができる「国際

的な歯科医師を育成する環境」の拡

充に注力してきた。中でも、「交換研

修プログラム」はその大きな特色の

ひとつであり、５年次に行われる海

外派遣や海外協定校からの研修生の

受け入れにより、学生同士の活発な

交流が行われている。

10月30日、歯学部、朝日大学歯学部

の教員と学生らが、姉妹校メキシコ

州立自治大学(以下、UAEM)との

WEBミーティングを開催した。この

ミーティングは、毎夏実施している

奨学海外研修が新型コロナウイルス

感染症の影響で延期になっているこ

とをきっかけに実現したもの。参加

した2020年度派遣予定学生た

ちは、UAEMの歯学部長であ

るDr. Edith Lara Carrilloから

直々にメッセージをいただい

たり、この日のために作成し

た自己紹介画像を披露したり

するなど、カメラの向こうの

姉妹校学生たちとの交流を深

めた。

参加した学生からは「慣れない

WEB会議システム、コロナ禍、15時

間の時差を乗り越え、無事に交流を

実現できてよかった」「まだ見ぬ姉妹

校の友人にようやく会うことがで

き、感無量だった」といった感想が聞

かれ、充実したひと時を過ごした。

WEBミーティングの様子

講演するチュニジア共和国のエルーミ大使

スロバキア共和国のトマーシク閣下ご夫妻を囲んで
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浦安キャンパス学園祭「明海祭」が

10月30日、11月１日の２日間にわた

りオンラインで開催された。今回の

テーマ「Reborn～明海祭の新たなカ

タチ～」には、新しい生活様式に対応

した明海祭をつくるために、学園祭

実行員会全員が明海祭の実施意義を

一から見つめ直し、原点回帰するこ

とで新たに“生まれ変わった”という

思いが込められている。

オンラインの明海祭では、YouTube

で「明海祭YouTubeチャンネル」を

立ち上げ、各種のイベントが配信さ

れた。吹奏楽部、ジャズオーケストラ

部、軽音楽部による演奏が配信され

日頃の成果が発表された。今年は新

型コロナウイルス感染拡大の影響で

活動が制限される中、吹奏楽部部長

の工藤楓さん（日本語学科３年）は、

「コロナ禍での練習は、慣れないこと

ばかりで苦労した点も多くあった

が、オンラインでの演奏の配信を通

して、新しい音楽の届け方を学ぶこ

とができた」と感想を話した。

また、今年も千葉のFMラジオ局

bayfmの人気番組「あしたの音楽」と

のコラボレーション企画として、当

ラジオ番組のパーソナリティーでソ

ングライタープロデューサーの

Shusuiさんとシンガーソングライタ

ーの曽根由希江さんによる明海祭だ

けのオリジナル動画が配信された。

オンラインの明海祭を終えて、学

園祭実行委員長の酒主悠紀さん（ホ

スピタリティ・ツーリズム学科３

年）は「初めてのオンライン学園祭で

慣れないことが多く、不安があった

が、無事に成功させることができ、た

くさんの方に支えられて明海祭を実

施できていることを改めて実感し

た」と話した。

オンライン明海祭を運営した学園祭実行委員会 ※撮影のためマスクを外しています

浦安キャンパス

明 海 祭 今年はオンラインで開催

令和２年度に行われた教員採用試

験（令和３年度採用）に、本学の学

生と卒業生11人が合格した。

本学では、1990年から外国語学部

で中学校と高等学校の国語、英語、

中国語の教員免許状を取得すること

ができる教職課程を設置して教員養

成に力を入れ、多くの優れた教員を

社会に送り出してきた。こうした取

り組みをさらに推進するため、2016

年に「教職課程センター」を設置

し、免許状の取得に必要となる教職

課程の履修、教育実

習、教員採用試験、赴

任後に求められる授業

実践力など、教職に関

するさまざまな課題を

トータルにサポートし

ている。センターの設

置から５年、今年は新

型コロナウイルスの影

響で例年のように授業

が行えないなか、少人数での面接対

策やオンラインでのサポートに注力

して、途切れることなく指導を続け

たことが結実した。

東京都教員採用試験の中学校・高

等学校（英語）に合格した金子駿太

さん（英米語学科４年）は「合格の

知らせを聞いてほっとしたと同時

に、さらに学びを深めなくてはなら

ないと気持ちを新たにしました。常

にサポートしてくださった先生方へ

の感謝の気持ちを忘れずに、卒業ま

での期間も勉強に励みたい」と、喜

びと意気込みを語った。

明海大学は、今後も優秀な教員を

世に送るための支援を続けていく。コロナ禍での指導の一幕

令和２年度教員採用試験（令和3年度採用）に11人が合格！教 員 採 用
試 験 結 果
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明海大学の教職課程センターで

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2020

～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。

今年度は、新型コロナウイルス感

染症の拡大防止策を講じた上で、10

月29日に足立区渕江小学校、11月24

日に足立区大谷田小学校の小学生を

招いて開催した。渕江小学校からは

6年生約80人、大谷田小学校からは6

年生約40人が参加し、本学の外国人

留学生・日本人学生約60人と、簡単

な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。

あけみ
英語村 小学生と英語でコミュニケーション

英語コミュニケーションは、本学

のパトリシア・ハヤシ教授とタイソ

ン・ロード准教授が担当し、大型ス

クリーンに映された絵を英語で説明

するクイズを出題した。音楽に乗せ

ながらリズミカルにクイズが出題さ

れると、小学生も緊張が解けた様子

で笑顔がみられた。クイズのあとは

大学生と小学生が一緒になってグル

ープワークが行われ、会場には子ど

もたちの元気のよい英語が飛び交っ

ていた。その後、学生が学内施設を

英語で説明するキャンパスツアーを

行い、英語尽くしの１日となった。

足立区とは、これまでにも本学外

国人留学生と小・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。

明海大学は、今後も足立区と連携

したさまざまな取組みを通じて、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

異文化交流を楽しむ

世代を超えて英語で交流

浦安キャンパス
外国語／経済／不動産／ホスピタリティ・ツーリズム（HT）／保健医療学部

https://www.meikai.ac.jp
お問い合わせ／企画広報課　TEL 047-355-1101
2月14日（日）

入試相談会　要予約

3月21日（日）： 全学科対象

One Dayセミナー 要予約

予定は変更になる可能性があります。
必ず本学公式HPでご確認ください。
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。



数多くのチャンスを演出した青山慶紀選手（経済1年）
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９月28日に開催された「アミノバ

イタル®」カップ2020 第９回関東大

学サッカートーナメント大会初戦

で、関東１部リーグ所属の順天堂大

学に延長戦の末２−１で見事勝利し

た。２回戦では東洋大学と対戦し善

戦するも一歩及ばず１−２で敗れて

しまったが、関東ベスト16という結

果を残した。

その勢いのまま、11月22日に開催

された千葉県大学サッカー１部リー

グ最終節で中央学院大学を２−１で

下し、千葉県大学リーグの優勝が決

まり、2020年度第53回関東大学サッ

カー大会に千葉県代表として出場が

決定した。

7

明海スポーツ 輝かしい戦績を残す！
体育会公式ホームページ　http://meikai-sports.jp

関東大学サッカー大会では、A・B

ブロックに分かれ上位２チームが代

表決定戦に進み、勝利した大学が関

東大学サッカーリーグ２部へ昇格と

なる。八津川義廣監督は「母校の創立

50周年に花を添えられるようがんば

ります」と意気込みを語った。

関東大学サッカー大会Aブロック試合予定
第1節 12/12（土）VS 山梨学院大学
第2節 12/19（土） VS 防衛大学校
第3節 12/26（土） VS 國學院大学
代表決定戦 12/30（水）

体育会サッカー部

関東大学サッカーリーグ昇格をめざして

体育会ヨット部

第87回関東学生ヨット選手権大会女子レース　総合優勝！！
新型コロナウイルス感染拡大防止

対策がとられた中、９月26日・27日

の２日間、神奈川県の葉山町で開催

された「第87回関東学生ヨット選手

権大会女子レース」で体育会ヨット

部が２年ぶり４回目の総合優勝を果

たした。

レース前のミーティングでは「各

艇で上位をめざし、総合優勝をめざ

す」という意気込みで臨んだ大会で

あった中、470級では、長岡叶子（経

済学科３年）・青木美優（英米語学科

４年）／ラミレス イオナ アラナ（英

米語学科３年）が３位入賞、スナイプ

級でも加藤凡尋（経済学科３年）・秋

岡なおみ（日本語学科３年）が３位入

賞と、風に悩まされながらも両艇と

も上位入賞を果たし、総合優勝した。

また、同会場で10月9日・10日・17

日の３日間で開催された「第87回関

東学生ヨット選手権大会」で総合６

位となり、11月１日から３日にかけ

て和歌山県和歌山市で開催された

「第85回全日本学生ヨット選手権大

会」に出場した。惜しくも総合11位

と、全国の壁の高さを感じた大会と

なった。今年の結果を受けて國府田

由隆監督は「勝つためには練習から

気が抜けない。よりハードな練習を

していかないと全国の壁は越えられ

ない」と語った。

千葉県大学サッカーリーグ優勝メンバー ※撮影のためマスクを外しています

大会レースの様子 総合優勝の表彰式を終えて ※撮影のためマスクを外しています
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る中、個別相談、学内見学などが行わ

れ、参加した受験生が熱心に聞き入

る様子が見られた。

また、12月13日には、事前申込者を

対象に一般選抜対策講座をWebで配

信。河合塾の講師が赤本を使用し、受

験必須科目の英語と選択科目の数学

をわかりやすく解説した。

歯学部では、公式ホームページで

Webオープンキャンパスを公開して

おり、大学紹介や模擬授業、総合型選

抜（AO）理解力テスト解説や入試相

談がいつでも体験できるようになっ

ている。

MEIKAI NEWS LETTER vol.241 発行日：2021年1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　URL:http://www.meikai.ac.jp
本学公式HPからバックナンバーもご覧いただけます。

11月３日、浦安キャンパスで今年

最後のオープンキャンパスが開催さ

れた。本格的な受験シーズン直前と

なる今回は、受験生のための対策講

座を重点に置き、今年から変更され

た入試制度を分かりやすく説明する

「入試ガイダンス」をはじめ、今回新

たに留学生を対象とした「留学生の

ための入試ガイダンス」を実施した。

参加した留学生からは積極的に質問

が出るなど、本学入試に向けての真

剣さが伝わるガイダンスとなった。

また、新型コロナウイルス感染防

止策の一環として、ガイダンスの

LIVE配信を行い、遠方で来学が困難

な多くの方々に視聴いただいた。

今年度は感染症拡大の影響により

例年とは異なったオープンキャンパ

スの開催となったが、対面とオンラ

インの併用にて多くの方に本学を知

ってもらう新たなイベント開催を構

築する機会となった。これからも受

験生を応援するイベントを実施して

いく。

坂戸キャンパスでは、10月10日に

対面式のオープンキャンパスを開催

し、歯学部を志望する高校生や保護

者が多く参加した。新型コロナウイ

ルス感染症の影響で内容が制限され浦安キャンパス 坂戸キャンパス

対策講座プログラムが盛況
浦安キャンパス

Webオープンキャンパスを開催
坂戸キャンパス

オープンキャンパス開催報告

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

2021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

一般選抜

統一 1月6日（水）～1月19日（火） 2月1日（月） 2月12日（金）

A日程
全学科 1月6日（水）～1月19日（火） 2月2日（火）・3日（水） 2月12日（金）
二次選抜（GMM） - 2月15日（月） 2月18日（木）

B日程
全学科 2月8日（月）～2月19日（金） 3月1日（月）・2日（火） 3月10日（水）
二次選抜（GMM） - 3月18日（木） 3月19日（金）

大学入学共通テスト利用選抜
（GMM以外）

A日程 1月6日（水）～1月19日（火）
1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト）

2月12日（金）
B日程 2月8日（月）～2月19日（金） 3月10日（水）
C日程 2月22日（月）～3月5日（金） 3月19日（金）

大学入学共通テスト利用選抜
（GMM）

A日程
一次選抜 1月6日（水）～1月19日（火） 1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト） 2月12日（金）

二次選抜 - 2月15日（月） 2月18日（木）

B日程
一次選抜 2月8日（月）～2月19日（金） 1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト） 3月10日（水）

二次選抜 - 3月18日（木） 3月19日（金）

C日程
一次選抜 2月22日（月）～3月5日（金） 1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト） 3月15日（月）

二次選抜 - 3月18日（木） 3月19日（金）
※　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
※　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2/3（水）、B日程3/2（火）、C日程3/18（木）］

■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

一般選抜
Ａ日程 1月8日（金）～1月21日（木） 1月26日（火） 2月1日（月）
Ｂ日程 2月15日（月）～2月25日（木） 2月28日（日） 3月4日（木）

大学共通テスト利用選抜

Ａ日程 1月8日（金）～1月21日（木）
1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト）
1月26日（火）に東京会場・福岡会場で面接試験実施

2月12日（金）

Ｂ日程 2月15日（月）～2月25日（木）
1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト）
2月28日（日）に坂戸キャンパスで面接試験実施

3月4日（木）

Ｃ日程 3月1日（月）～3月11日（木）
1月16日（土）・17日（日）又は1月30日（土）・31日（日）

（大学入学共通テスト）
3月17日（水）に坂戸キャンパスで面接試験実施

3月24日（水）


