
７．入学手続

（２）入学手続時納付金

（１）オンライン入学手続情報登録

　　【第１次入学手続】

　　【第２次入学手続】　

　入学手続には、オンライン入学手続サイトから入学手続情報を登録し、所定の期間内における「入学手続時納付
金（第１次・第２次）」の納入、および「入学手続書類」の提出が必要です。所定の期間を過ぎての入学手続は一
切受け付けません。入学手続の詳細は、合格者に送付する入学手続要項とオンライン入学手続ガイダンスでお知ら
せします。

入学金 200,000 円を第１次入学手続期間内に納入してください。
※いったん納入された入学金は返還しませんので注意してください。

入学手続要項で詳細を確認し、所定の期間内に入力してください。
オンライン入学手続サイトへのログインに必要なID・パスワードは、郵送する手続書類に同封しています。

※高等教育の修学支援制度に関しては57ページを参照ください。

第１セメスター授業料を第２次入学手続期間内に納入してください。
※納入された入学金を除く学費（第１セメスター授業料）は、次の日程までに本学所定の手続

により入学の辞退を申し出た場合に限り、後日返還します（消印有効）。ただし、期日を過
ぎての申し出には応じません。　

　【４月入学者】2023年３月31日㈮　【９月入学者】2023年９月20日㈬

入試方式 募集区分 合格発表日

入学手続時納付金の納入期間

開始日
終了日

第1次 第2次

世界を変える
人材育成入試

第1回 2022 年 11 月1日㈫ 2022 年 11 月2日㈬ 2022 年 11 月 11 日㈮

2023 年３月 10 日㈮第2回 2022 年 12 月 13 日㈫ 2022 年 12 月 14 日㈬ 2022 年 12 月 23 日㈮

第３回 2023 年1月 10 日㈫ 2023 年1月 11 日㈬ 2023 年1月 20 日㈮

第４回 2023 年３月 17 日㈮ 2023 年３月 18 日㈯ 2023 年３月 24 日㈮

総合評価入試

第1回 2022 年 11 月1日㈫ 2022 年 11 月2日㈬ 2022 年 11 月 11 日㈮

2023 年３月 10 日㈮第2回 2022 年 12 月 13 日㈫ 2022 年 12 月 14 日㈬ 2022 年 12 月 23 日㈮

第３回 2023 年1月 10 日㈫ 2023 年1月 11 日㈬ 2023 年1月 20 日㈮

第４回 2023 年３月 17 日㈮ 2023 年３月 18 日㈯ 2023 年３月 24 日㈮

活動実績アピール入試

第1回 2022 年 11 月1日㈫ 2022 年 11 月2日㈬ 2022 年 11 月 11 日㈮

2023 年３月 10 日㈮

第2回 2022 年 11 月 22 日㈫ 2022 年 11 月 23 日㈬ 2022 年 12 月2日㈮

第３回 2022 年 12 月 13 日㈫ 2022 年 12 月14日㈬ 2022 年 12 月 23 日㈮

第４回 2023 年1月 31 日㈫ 2023 年2月1日㈬ 2023 年2月 10 日㈮

海外就学経験者
（帰国生）入試

第1回 2022 年 11 月1日㈫ 2022 年 11 月2日㈬ 2022 年 11 月11 日㈮

第2回 2023 年1月 10 日㈫ 2023 年1月 11 日㈬ 2023 年1月 20 日㈮

第３回 2023 年1月31日㈫ 2023 年2月1日㈬ 2023 年2月 10 日㈮

国際バカロレア
（IB）入試

第1回 2022 年 12月13 日㈫ 2022 年 12 月14日㈬ 2022 年 12 月 23 日㈮

第2回 2023 年1月 10 日㈫ 2023 年1月 11 日㈬ 2023 年1月 20 日㈮

編入学・転入学試験
第1回 2022 年 11 月1日㈫ 2022 年 11 月2日㈬ 2022 年 11 月 11 日㈮

第2回 2023 年1月31日㈫ 2023 年2月1日㈬ 2023 年2月 10 日㈮

■ 4 月入学　入学手続時納付金の納入
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７．入学手続

（２）入学手続時納付金

（１）オンライン入学手続情報登録

　　【第１次入学手続】

　　【第２次入学手続】　

　入学手続には、オンライン入学手続サイトから入学手続情報を登録し、所定の期間内における「入学手続時納付
金（第１次・第２次）」の納入、および「入学手続書類」の提出が必要です。所定の期間を過ぎての入学手続は一
切受け付けません。入学手続の詳細は、合格者に送付する入学手続要項とオンライン入学手続ガイダンスでお知ら
せします。

入学金 200,000 円を第１次入学手続期間内に納入してください。
※いったん納入された入学金は返還しませんので注意してください。

入学手続要項で詳細を確認し、所定の期間内に入力してください。
オンライン入学手続サイトへのログインに必要なID・パスワードは、郵送する手続書類に同封しています。

※高等教育の修学支援制度に関しては57ページを参照ください。

第１セメスター授業料を第２次入学手続期間内に納入してください。
※納入された入学金を除く学費（第１セメスター授業料）は、次の日程までに本学所定の手続

により入学の辞退を申し出た場合に限り、後日返還します（消印有効）。ただし、期日を過
ぎての申し出には応じません。　

　【４月入学者】2023年３月31日㈮　【９月入学者】2023年９月20日㈬

（３）入学手続書類
　　入学手続時に提出する書類の詳細については、合格者に送付する「入学手続要項」でお知らせします。

入試区分 入学手続書類提出期間（最終日消印有効）

４月入学 2023年２月10日㈮～３月10日㈮

９月入学 2023年８月４日㈮～８月18日㈮

※入学手続書類を日本国外から直接送付する場合、上記の提出期間最終日までに到着するように「書留」、「DHL」、
「EMS」、「FedEx」等の郵送記録の残る方法で発送してください。

入学手続では卒業証明書の原本が必要です（期限厳守）。遅延の場合は入学できません。

入試方式 募集区分 合格発表日

入学手続時納付金の納入期間

開始日
終了日

第1次 第2次

秋期・世界を変える
人材育成入試

第1回 2023 年７月 18 日㈫ 2023 年７月 19 日㈬ 2023 年７月 28 日㈮

2023 年８月 18 日㈮

秋期・活動実績
アピール入試

第1回 2023 年1月 10 日㈫ 2023 年1月 11 日㈬ 2023 年1月 20 日㈮

第2回 2023 年５月９日㈫ 2023 年５月 10 日㈬ 2023 年５月 19 日㈮

第３回 2023 年７月 18 日㈫ 2023 年７月 19 日㈬ 2023 年７月 28 日㈮

秋期・海外就学
経験者（帰国生）入試

第1回 2023 年1月31日㈫ 2023 年2月1日㈬ 2023 年2月 10 日㈮

第2回 2023 年４月４日㈫ 2023 年４月５日㈬ 2023 年４月 14 日㈮

第３回 2023 年５月 30 日㈫ 2023 年５月31日㈬ 2023 年６月９日㈮

秋期・国際バカロレア
（IB）入試

第1回 2023 年５月９日㈫ 2023 年５月 10 日㈬ 2023 年５月 19 日㈮

編入学・転入学試験
第1回 2023 年1月31日㈫ 2023 年2月1日㈬ 2023 年2月 10 日㈮

第2回 2023 年５月 30 日㈫ 2023 年５月31日㈬ 2023 年６月９日㈮

■ ９月入学　入学手続時納付金の納入
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