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インターネット出願
24時間どこからでも出願OK!!
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。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、試験内容等に変更が生じた

注意事項

場合はホームページでお知らせします。
（常にホームページで最新の情報を確認してください）
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フローチャート

インターネット出願から入学手続完了までのフローチャート
出願方法等の詳細は、本冊子内「インターネット出願について」
をご覧ください。

1

受験生サイトのインターネット出願バナーからマイページへアクセス
本学受験生サイト（https://www.takudai.jp/）にインターネット出
願バナーが表示されるのでクリックし、マイページログイン画面にアク
セスします。

2

拓殖大学 受験生サイト

検索

マイページにて必要事項を入力し、証明写真の登録
① メールアドレスを登録すると、入力したアドレスに「利用登録確認メール」が自動送信されます。
② パスワードを設定 ③ 個人情報の入力 ④ 証明写真の登録 を行ってください。

3

マイページより、出願登録
① 入試区分・学部・学科などの入力
② 登録内容は、登録確認画面や登録したメールアドレスに送信される「出願確認メール」で確認してください。
③ 各種問い合わせに必要となりますので「志願票管理番号」を控えてください。

4

入学検定料の支払い
「出願確認メール」から「支払いサイト」へ進み、支払期日内に入学検定料をお支払いください。
支払方法の詳細は、２1頁に記載してあります。
入学検定料支払い後は、振込情報を大切に保管してください。
また、本学では入学検定料の支払いを証明する書類は発行できませんのでご了承ください。
入学検定料支払い後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。

5

出願書類の郵送
マイページより「宛名ラベル」
「出願確認票」を印刷（Ａ４サイズ）してください。
市販されている角２封筒に宛名ラベルをはがれないように貼付し、
「出願確認票」
「調査書（厳封したもの）」
「出願
に必要な書類」を入れ、郵便局から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
インターネット出願のみでは、出願は完了していません。

6

オンライン受験票取得・印刷（受験票は郵送いたしません）
オンライン受験票をマイページ上より取得・印刷（Ａ４サイズ）し、試験名、志望学部学科、受験番号等の記載内
容を確認してください。
出願から、オンライン受験票発行まで、７〜 10日程度かかります。
試験日３日前までに発行されない場合は、拓殖大学入学課（03-3947-7159）にお問い合わせください。
詳細は56 〜 57頁をご参照ください。
試験前日に再度、オンライン受験票記載内容を確認してください。

7

試験当日
拓殖大学文京キャンパスが試験場となります。
当日は必ず「オンライン受験票」を印刷し、持参してください。

8

合格発表
インターネットにて合否結果を発表します。
※電話や掲示による合格発表は行いません。

9

合格通知書受け取り
合格発表日から2日以内に合格者に郵送されます。

10

入学手続完了
① 入学金・学費等の振り込み ② 入学手続書類の送付
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入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）
拓殖大学では「学生一人ひとりが国際的な視野を持ち、国内外の人々と協働して積極的に課題の発見と解決にチャレン
ジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材（『拓殖人材』）」の育成を目標としています。このような人材を育
成するため、本学での学修に対する目的や意欲を持ち、個性あふれる人材を受け入れます。以下の学部・学科が求めるア
ドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識を持っている者を求めます。

商学部
■入学者に求める知識・技能、意欲・態度
商学部では、学生が、商学分野における専門的な知識・技能を修得し、さらに、それらの「『知』に基づいた行動力」
を身につけることのできる教育を通じて、グローバル化時代に活躍できる人材の育成・輩出を目指している。そのため
に必要な、基本的知識・技能、思考力や主体性、協働して学ぶ態度や意欲等を備えた次のような人を求めます。
（ア）経営、IT経営、流通マーケティング、国際ビジネス、会計等、商学分野の学修に関心をもち、旺盛な学習意欲をもつ人。
（イ）授業はもちろん、目的意識をもって大学での様々な活動に積極的に参加し、自分自身の成長を図ろうとする人。
（ウ）高等学校で修得すべき基本的な知識、言語運用能力、論理的思考能力および社会的適応能力をもつ人。

■入学者選抜方法
以上のような能力・資質を有する者を入学者として選抜するため、以下の通り審査します。
（ア）高校での活動実績や人物を、主に面接・口頭試問を通じて審査する。
（イ）筆記試験を通じて学力レベルを審査する。

経営学科 
入学前に求められる能力、水準等
商学部経営学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、企業、
組織、流通及び市場の仕組みやその活動を理解する能力と、経営を実践する能力を修得し、国内外の企業、団体、官
公庁等で、身に付けたスキルを活かし高い業務遂行能力を有した、有為の人材を輩出することを目的とする。このた
め、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに次のア学習歴を有するとと
もに、イ学力水準及びウ能力を身につけている学生を求める。

ア

学習歴

（ア）高等学校での教育課程を幅広く学習している。
（イ）外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

イ

学力水準

（ア）高等学校で修得すべき基礎的な知識、言語運用能力、論理的思考能力および社会的適応能力を身につけている。
（イ）商学・経営学の領域を学修するために必要とする基礎的な学力や技能を身につけている。
（ウ）外国人留学生は、授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

ウ

能力

（ア）課題分析に必要となる基本的な知識を理解し分析することを身につけている。
（イ）他者の意見を聞き内容を正確に理解することを身につけている。
（ウ）順序立ててわかりやすく文書を書くことや説明することを身につけている。
（エ）共通の目標を達成するために個人の役割を理解し行動することを身につけている。
（オ）目的意識をもち大学の活動に積極的に参加し、目標を実現するための方向性を自ら示す力を身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学者選抜方法は、高等学校での活動実績（資格含む）や人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学
習歴及び能力を審査するための面接・プレゼンテーション等に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」
と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の三つに大きく分かれ、各々の区分において入学に求められる水準、
能力等を個別に審査・判定する。
外国人留学生の入学者選抜方法も同様に、外国人留学生専用の「外国人留学生選抜（自己推薦）
」
「学校推薦型選
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抜」及び「一般選抜」の三つからなる。
「外国人留学生選抜（自己推薦）」及び「学校推薦型選抜」では学修意欲、学
外国人留学生特別枠の入学試験は、学修意欲、学習歴及び能力の審査に重点をおく「日本語教育機関推薦指定校」
と学力水準の審査に重点をおく「日本留学試験利用型」の二つの制度を設ける。

国際ビジネス学科 
入学前に求められる能力、水準等
商学部国際ビジネス学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、
貿易、サービス・ビジネス、ホスピタリティ・ビジネス、コミュニケーション、ビジネス英語の各領域における実学を
総合的に修得し、国内外の商社、貿易会社、観光産業、金融業等の分野で活躍できる、また、多国籍企業の本部または
諸外国の支店など国際的な職場で従業員のコミュニケーションを円滑にする職務において、優れた能力を発揮すること
ができる有為の人材を輩出することを目的とする。このため、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分
野に高い関心を持ち、さらに次のア学習歴を有するとともに、イ学力水準及びウ能力を身につけている学生を求める。

ア

学習歴

（ア）高等学校での教育課程を幅広く学習している。
（イ）外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

イ

学力水準

（ア）商学の学問領域を学修するために必要とする基礎的な学力や技能を身につけている。
（イ）国際コミュニケーションを学修するために必要とする基礎的な英語力を身につけている。
（ウ）外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

ウ

能力

（ア）課題分析に必要となる基本的な知識を理解することを身につけている。
（イ）他者の意見を聞き内容を正確に理解することを身につけている。
（ウ）順序立ててわかりやすく文書を書くことや説明することを身につけている。
（エ）共通の目標を達成するために個人の役割を理解し行動することを身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・プレゼ
ンテーション能力に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選
抜」の三つの方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た
知識や体験、資格も審査の対象とする。
外国人留学生の入学選抜も同様に大きく外国人留学生専用の「外国人留学生選抜（自己推薦）」「学校推薦型選抜」
及び「一般選抜」の三つからなる。
「外国人留学生選抜（自己推薦）」及び「学校推薦型選抜」では学修意欲、学習歴
及び能力の審査に重点をおき、
「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定する。
外国人留学生特別枠の入学試験は、学修意欲、学習歴及び能力の審査に重点をおく「日本語教育機関推薦指定校」
と学力水準の審査に重点をおく「日本留学試験利用型」の二つの制度を設ける。

会計学科 
入学前に求められる能力、水準等
商学部会計学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、ビジネ
ス世界における会計情報の役割及び企業法制度の仕組みを修得し、職業的会計人（会計のプロフェッショナル）とし
て活躍できる人材を育成し、活躍する有為の人材を輩出することを目的とする。このため、本学科に入学を希望する
場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに次のア学習歴を有するとともに、イ学力水準及びウ能力
を身につけている学生を求める。とくに、会計情報や職業的会計人の社会的な役割に強い関心を持ち、深く考察して
みたいという知的探究心を備えている人、各種の検定試験へチャレンジしているなど、段階を追った学修ができるだ
けの基礎的な学習習慣が身についている人を求める。
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入学者受け入れの方針

（アドミッション・ポリシー）

習歴及び能力の審査に重点をおき、
「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定する。

ア

学習歴
高等学校等で国語、英語および数学または社会（日本史、世界史、政治・経済）を学習している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

会計学の学問領域を学修するために必要とする基礎的な学力や技能を身につけている。

ウ

外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

（ア）課題分析に必要となる基本的な知識を理解することを身につけている。
（イ）他者の意見を聞き内容を正確に理解することを身につけている。
（ウ）順序立ててわかりやすく文書を書くことや説明することを身につけている。
（エ）共通の目標を達成するために個人の役割を理解し行動することを身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・プレゼ
ンテーション能力に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選
抜」の三つの方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た
知識や体験、資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜も同様に大きく外国人留学生専用の「外国人留学生選抜（自己推薦）」「学校推薦型
選抜」及び「一般選抜」の三つからなる。
「外国人留学生選抜（自己推薦）
」及び「学校推薦型選抜」では学修意欲、
学習歴及び能力の審査に重点をおき、
「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定する。

政経学部
政経学部は、法律学・政治学・経済学という社会科学の基盤的思考枠組みに立脚し、現前する課題に他者と協働の
上、現場の第一線で総合的かつ現実的見地から対処しようとする意欲に溢れた人材を広く受け入れることを入学者受け
入れの方針とし、高等学校で修得すべき基本的な知識に加え、グローバリゼーションへの興味と論理的思考力を持ち、
国内外の社会現象への強い関心と行動力を持った人材を求めます。
そのため入学者の選抜においてはそれぞれの入試区分ごとに、応募書類審査、筆記試験、面接等の方法を単独または
組み合わせて用い、学力水準や学修への意欲、学部が求める人材との適合性等を評価します。その際、高校時代の留
学・ボランティア活動や、文化・芸術面の受賞歴を一定の評価の対象とする入試区分も設けます。また学部内に多様な
民族・文化への対応力を実践する場を設けるため、国籍を問わず広く留学生に門戸を開きます。

法律政治学科 
入学前に求められる能力、水準等
政経学部法律政治学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、
法律学・政治学分野における理論的・実践的知識を身につけ、グローバル化時代の実社会の諸問題を的確に指摘し、
解決できる能力を修得し、海外雄飛のみならず、国内においても政界や法曹界、国家公務員や地方公務員、国際社会
を視野に事業を展開する出版やマスコミ等の民間部門で、活躍する有為の人材を輩出することを目的とする。このた
め、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに次のア学習歴を有するとと
もに、イ学力水準及びウ能力を身につけている学生を求める。

ア

学習歴
高等学校等で国語、英語、政治・経済や世界史などの社会科系科目を学習している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

法律学や政治学の学問領域を学修するために必要とする基礎的な学力や技能を身につけている。
外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。
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ウ

能力

（イ）グローバリゼーションへの興味と論理的思考力を身につけている。
（ウ）国内外の社会現象への強い関心と行動力を身につけている。
（エ）地域社会やグローバル社会を支える志を身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・基礎学
力検査に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の三つの
方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や体験、
資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜も同様に大きく外国人留学生専用の「外国人留学生選抜（自己推薦）」「学校推薦型
選抜」及び「一般選抜」の三つからなる。
「外国人留学生選抜（自己推薦）
」及び「学校推薦型選抜」では学修意欲、
学習歴及び能力の審査に重点をおき、
「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定する。

経済学科 
入学前に求められる能力、水準等
政経学部経済学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、経済
学分野における理論的・実践的知識を身につけ、グローバル化時代の実社会の諸問題を的確に指摘し、解決できる能
力を修得し、海外雄飛のみならず、国内においても国際社会との関わりが深い公益事業や流通・金融・サービス・
IT・製造等の各分野で現場を支える人材を輩出することを目的とする。このため、本学科に入学を希望する場合、
本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに次のア学習歴を有するとともに、イ学力水準及びウ能力を身に
つけている学生を求める。

ア

学習歴
高等学校等で国語、英語、政治・経済や世界史などの社会科系科目を学習している。さらに、外国人留学生は、入

イ

学前に日本語を学習している。

学力水準

経済学の学問領域を学修するために必要とする基礎的な学力や技能を身につけている。さらに、外国人留学生は、

ウ

本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

（ア）高等学校で修得すべき基本的知識を身につけている。
（イ）グローバリゼーションへの興味と論理的思考力を身につけている。
（ウ）国内外の社会現象への強い関心と行動力を身につけている。
（エ）地域社会やグローバル社会を支える志を身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・基礎学
力検査に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の三つの
方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や体験、
資格も審査の対象とする。
外国人留学生の入学選抜も同様に大きく外国人留学生専用の「外国人留学生選抜（自己推薦）」「学校推薦型選抜」
及び「一般選抜」の三つからなる。
「外国人留学生選抜（自己推薦）」及び「学校推薦型選抜」では学修意欲、学習歴
及び能力の審査に重点をおき、
「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定する。
外国人留学生特別枠の入学試験は、学修意欲、学習歴及び能力の審査に重点をおく「日本語教育機関推薦指定校」
と学力水準の審査に重点をおく「日本留学試験利用型」の二つの制度を設ける。
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入学者受け入れの方針

（アドミッション・ポリシー）

（ア）高等学校で修得すべき基本的知識を身につけている。

外国語学部
外国語学部は、国際交流の新たな道を切り開くチャレンジ精神を持つ外国語スペシャリストを目指す人を広く受け入
れることを入学者受け入れの方針とし、高等学校で修得すべき、基本的な理解力、表現力、言語運用能力及び目標実現
のための実行力を持った熱意ある人を求めます。

英米語学科 
英米語学科は、英語圏を中心とした地域の文化・社会に強い関心を持ち、留学等の異文化体験或いは交流プログラ
ムに積極的に参加し、将来、国際的な相互文化交流に貢献したいと考えている人を求めます。さらに次の要件を満た
していることが望まれます。
ア．高校卒業程度の英語の４技能（聴く・話す・読む・書く）と英文法を偏りなく学修し、英語の運用能力を自律的に
伸ばす意欲がある。
イ．世界に活動の場を求め、英語を使う仕事を目指している。
ウ．英語学習の基礎である母語（主に日本語）を使用し、大学レベルの教養を修める能力があり、日常的に自律的学修
を実践している。
エ．国内外での異文化体験があり、文化活動、スポーツ、ボランティアなどにも積極的に参加し、連帯協力の重要性を
認識している。
選抜試験は、面接・口頭試問を重視する総合型選抜・学校推薦型選抜と、筆記で学力を審査する一般選抜の２種類
を用意します。前者では、高校時代の様々な活動と日常の英語学習（音読、日常会話）を多面的に評価します。後者
では、英語を重視した筆記試験（英文読解力、英文法知識、基本的な英会話表現等を問う）を実施します。

中国語学科 
中国語学科は、中国・中国語圏の文化に興味をもち、将来、何らかの形や分野において、高度な中国語運用能力
と、中国・中国語圏に関する幅広い知識でもって積極的に携わっていきたい人を次のとおり求めます。
ア．中国語の学習に励み、卒業時点で高度な中国語運用能力を持てるよう努力できる人。
イ．外国語学習は多大な時間を要することを自覚し、入学後、学修意欲と学修習慣を確立することと、学修時間を最大
限確保することのできる人。
ウ．協調心と集団意識をもち、周囲の学生や教員などと積極的に交流して良好な関係を保ち、明るい生活と学習環境
や、相互学習の雰囲気を作り出すことに積極的である人。
エ．留学や海外インターンシップ、留学生との交流などによる異文化摂取や、日本国内及び学内の文化活動などに積極
的に参加する意欲のある人。
選抜試験は、面接・口頭試問を重視する総合型選抜・学校推薦型選抜と、筆記で学力を審査する一般選抜の２種類
を用意する。前者では、高校時代の様々な活動と日常の学習成果を多面的に評価する。後者では、言語を重視した筆
記試験（読解力、文法知識、基本的な表現等を問う）を実施します。
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スペイン語学科 

ア．スペイン語学科入学を希望する人で、国内外において学校教育による12年の課程を修了した人にあっては、いわゆ
る理系・文系・技術系・芸術系などの区別無く、その課程において開設されている全ての教科を履修していること。
 また、個々人の学修歴などから、学校教育による12年の課程を修了したものと同等以上の学力を有すると判断され
る人においては、あらゆる学問・技術・芸術の分野に興味を持続し、幅広い経験と知識を持っていること。
イ．日本語や英語その他の外国語や文化、また「言語」そのものに強い好奇心と興味を持っていること。
ウ．異文化体験や集団的な活動に積極的に参加した経験があること。
選抜試験は、面接・口頭試問を重視する総合型選抜・学校推薦型選抜と、筆記で学力を審査する一般選抜の２種類
を用意します。前者では、高校時代の様々な活動と日常の英語学習（音読、日常会話）を多面的に評価します。後者
では、英語を重視した筆記試験（英文読解力、英文法知識、基本的な英会話表現等を問う）を実施します。

国際日本語学科 
国際日本語学科は、国際社会という枠組みの中で日本語と日本文化とを学問の対象としてとらえ、分析研究するこ
とにより、日本の言語・文化・社会に対する正確な理解と深い教養を身につけた学生を育て、国内外の様々な分野で
活躍する有為の青年を送り出すことを目的とします。
このため、国際日本語学科に入学を志望する場合、国籍を問わず、まず日本語をはじめとする諸言語と言語文化、
言語を使用する社会と人々への高い関心を有することが必要であり、さらに以下のいずれかの要件に該当することと
します。
ア．広く世界に活躍の場を求め、日本語や日本文化に関わる仕事を目指している者
イ．国内外での異文化体験をきっかけとして、言語や文化について強い関心を有する者
ウ．言語の構造、用法に関心を持ち、人々の言語活動を論理的に分析、理解してみたい者
エ．言語・文化の差異を理解したうえで、異文化間交流に積極的に参加、関与したい者
 国際日本語学科での学修には、上記の関心、意欲、目標に加え、学修の基礎となる学力、つまり、大学入学までの
12年間の教育課程において学修すべき内容を十分に理解し、修得していることが求められます。
なお、外国人にあっては、大学での学修に必要な基本的日本語運用能力のあることも求められます。
選抜試験は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲と能力を審査するための面接・口頭試問に重きを
おく総合型選抜・学校推薦型選抜と、学力の審査に重点をおく一般選抜との二つのタイプを用意します。前者におい
ては、それまでに学校の内外で得た知識や体験、資格も審査の対象とします。このような選抜試験を用意することで
多様な背景、能力を有する学生を選抜できるようにします。また、選抜試験は日本人向け、留学生向けをそれぞれ別
に設け、実施します。
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入学者受け入れの方針

（アドミッション・ポリシー）

スペイン語学科は母語の言語文化に強い興味と関心を持ち、スペイン語とスペイン語圏の文化にも同等の興味と関
心を持つ人を積極的に受け入れます。次の要件のいくつかに該当することが望まれます。

国際学部
入学前に求められる能力、水準等
国際学部国際学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」および「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、ア
ジア、アフリカ、中南米を中心に国際社会への関心を持ち、三つの力（基礎知識、コミュニケーション力、実践力）
を身につけ、選択したコースの専門的知識を体系的かつ実践的に修得する機会を提供します。これにより、グローバ
ル化された社会が目指しているSDGs（持続可能な開発目標）を達成する時代に活躍できる人材の育成を目指します。
そのために外国語によるコミュニケーション力を修得して、授業と留学や研修等を通じて海外や国内の事情を学び
実践力を身につけます。さらに次の各要件を満たしている学生を求めます。

ア

学習歴

イ

学力水準

高等学校での教育課程（相当）を幅広く学習している。さらに外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。
国際学の領域を学修するために必要となる、高等学校で修得すべき基礎的な知識、言語運用能力、論理的思考能力

および社会的適応能力を身につけている。さらに外国人留学生は、授業を受けるために必要な水準の日本語能力を身

ウ

につけている。

能力・関心

（ア）国際社会に関心を持っている。特にアジア、アフリカ、中南米等、特定の国・地域に深い関心を持っている。
（イ）人、文化、社会等の多様性を理解・尊重できる。また、多様な考え方も理解できる。
（ウ）国際学部国際学科の学びをよく理解し、目的意識をもって大学の活動に積極的に参加し、自身の目標を実現する
ための方向性を自ら考えて示す力を身につけている。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学者選抜方法は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲と経験・能力を審査するための面接・プレ
ゼンテーション、応募書類等に重点をおく「総合型選抜・学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般
選抜」の２つに大きく分かれ、各々の区分において入学に求められる水準、能力等を個別に審査・判定します。前者
においては、高等学校在学中の国内外での活動実績、留学、資格取得も審査の対象とします。
外国人留学生についても同様に、
「外国人留学生選抜（自己推薦）
」
「学校推薦型選抜」および「一般選抜」に分か
れます。
「外国人留学生選抜（自己推薦）
」および「学校推薦型選抜」では本学部を第１志望とする強い学修意欲、学
習歴、活動実績および能力の審査に重点をおき、「一般選抜」では学力水準の審査に重点をおいて判定します。
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工学部は、国際性、専門性、人間性を備えた人材の育成という本学の教育目標に共感し、わが国および世界の発展に
貢献したいと希望する学生を積極的に受け入れます。
工学部が志願者に期待する項目を以下に示します。
ア．
「ものづくり」や技術への好奇心と工学への興味を抱き、人間教育に基づいた工学技術を修得したい人。
イ．海外で活躍できる技術コミュニケーション力とともに国際的なセンスと行動力を身に付けたい人。
ウ．高等学校で修得すべき基本的な知識、言語運用能力、論理的思考能力および社会的適応能力を持った熱意ある人。
エ．国際化の推進のためには多様な人種、出身の学生によって、工学部を構成する必要があるとの認識のもと、次のよ
うな留学生受け入れ方針を定め、積極的な留学生の選抜を行う。
（ア）社会が直面する課題の解決に率先して取り組む開拓者精神にあふれ、国際社会の発展と人類の未来への貢献を
めざし、日本語コミュニケーション能力を有するエンジニアとして活躍したいとの意欲にあふれる人。
（イ）物事の本質を的確に把握する洞察力と信念に裏付けられた行動力ならびに国際的センスをもつエンジニアをめ
ざす人。
（ウ）世界の人々との相互理解を深めようとする気概を有し、最先端の研究開発に挑戦できるエンジニアをめざす人。
入学者の選抜においては、試験の種別に応じ、上述の要件を応募書類、面接、筆記試験等に基づき判断します。

機械システム工学科 
入学前に求められる能力、水準等
工学部機械システム工学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏ま
え、国際感覚と教養を身につけるとともに、機械システム工学に関する均整のとれた知識を修得し、機械工学分野の
設計、製造、保守・整備や新しい技術の研究開発の分野で活躍する有為の人材を輩出することを目的とする。
このため、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに以下に示すアから
ウの要件に該当するものとする。

ア

学習歴
高等学校等において理数系の科目を履修している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

大学での学修に必要な基礎学力の素養がある。

ウ

外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

機械システム工学分野の知識・技能を修得しようとする熱意を有し、修得した成果をもとに有用な工業製品を考案
する思考力の柔軟性とその製品価値を見極めるための基礎的な判断力を兼ね備えていること。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・プレゼ
ンテーションに重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の
三つの方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や
体験、資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜は、
「外国人留学生選抜」を実施しているが、理数系科目の基礎学力と日本語能力
の水準、そして当該分野の学修意欲を審査し判定する。

11

入学者受け入れの方針

（アドミッション・ポリシー）

工学部

電子システム工学科 
入学前に求められる能力、水準等
工学部電子システム工学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏ま
え、現代社会を支える多様化した電子システムを開発・運用するために必要な知識と技術能力を修得し、電子情報通
信工学分野の設計、生産、保守・整備や新しい技術の研究開発の分野で活躍する有為の人材を輩出することを目的と
する。
このため、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに以下に示すアから
ウの要件に該当するものとする。

ア

学習歴
高等学校等において理数系の科目を履修している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

大学での学修に必要な基礎学力の素養がある。

ウ

外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

電子システム工学分野の知識・技術を修得しようとする熱意を有する。回路、通信、計測、制御、材料などエレク
トロニクスの主要分野、およびこれらを支えるプログラミング技術とシステム構成（応用）技術について強い関心を
持ち、社会に貢献したい、ならびに国際社会で活躍したいという熱意を持つ。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・プレゼ
ンテーションに重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の
三つの方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や
体験、資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜は、
「外国人留学生選抜」を実施しているが、理数系科目の基礎学力と日本語能力
の水準、そして当該分野の学修意欲を審査し判定する。

情報工学科 
入学前に求められる能力、水準等
工学部情報工学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、情報
社会及び多彩な産業分野におけるコンピュータ活用技術を身につけ、情報システムの構築並びに情報サービスの発展
に貢献できる人材を育成し、情報工学・コンピュータサイエンス分野の開発、設計、製造、サービスやAI、IoT、デ
ータサイエンス、サイバーセキュリティなどの新しい技術の研究開発の分野で活躍する有為の人材を輩出することを
目的とする。
このため、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに以下に示すアから
ウの要件に該当するものとする。

ア

学習歴
高等学校等において理数系の科目を履修している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

大学での学修に必要な基礎学力の素養がある。

ウ

外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

情報工学分野の知識・技術を修得して、それを応用し新しい分野を開拓しようとする熱意を有すること。
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入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法

三つの方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や
体験、資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜は、
「外国人留学生選抜」を実施しているが、理数系科目の基礎学力と日本語能力
の水準、そして当該分野の学修意欲を審査し判定する。

デザイン学科 
入学前に求められる能力、水準等
工学部デザイン学科は、本学科の「卒業認定・学位授与の方針」及び「教育課程編成・実施の方針」を踏まえ、工
学における「ものづくり」を基盤に、デザイン提案に必要な知識と技術能力を身につけ、生活文化の発展に貢献でき
る人材を育成し、デザイン分野の創作、設計、製造、サービスや新しい技術の研究開発の分野で活躍する有為の人材
を輩出することを目的とする。
このため、本学科に入学を希望する場合、本学科の目的及び研究分野に高い関心を持ち、さらに以下に示すアから
ウの要件に該当するものとする。

ア

学習歴
高等学校等において理数系または芸術系の科目を中心に教育課程を幅広く履修している。

イ

外国人留学生は、入学前に日本語を学習している。

学力水準

大学での学修に必要な基礎学力の素養がある。

ウ

外国人留学生は、本学科の授業を受けるために必要とする日本語能力を身につけている。

能力

デザインに強い興味・関心を持ち、デザイン分野の知識・技術の修得に自ら取組む主体性を有し、身の回りや社会
に貢献したいという熱意と行動力を有する。また、積極的に視野を広げ、さまざまな人々と協働できるコミュニケー
ション力を持つ。

入学希望者に求められる能力、水準等の判定方法
入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・デザイ
ン適性に重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の三つの
方法により入学に求められる水準、能力等を判定する。前者においては、それまでに高等学校等で得た知識や体験、
資格も審査の対象とする。
なお、外国人留学生の入学選抜は、
「外国人留学生選抜」を実施しているが、理数系及び芸術系科目の基礎学力と
日本語能力の水準、そして当該分野の学修意欲を審査し判定する。
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入学者受け入れの方針

（アドミッション・ポリシー）

入学選抜は、人物ならびに目的意識とそれを実現しうる学修意欲、学習歴及び能力を審査するための面接・プレゼ
ンテーションに重点をおく「総合型選抜」及び「学校推薦型選抜」と、学力水準の審査に重点をおく「一般選抜」の

特別奨学生奨学金について
特別奨学生とは学部学生の模範となる優秀な人材を受け入れるために設置している制度で、奨学金として入学年次の授
業料が全額免除となります。なお、合格発表時に特別奨学生として採用されたかがわかります。
対象となった学生は免除になった授業料分を活用して「海外留学」や「資格取得」などに取り組んでいます。
本学は特別奨学生に選抜された学生の皆さんが、より有意義な学生生活を過ごされることを応援しています。
なお、採用条件・選抜方法は各学部により異なりますので、下記に掲げた条件を確認してください。
採用枠：若干名

■商学部【特別奨学生（資格）】
対象となる選抜区分：総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制）
商学部では、次の難関資格を有する人を募集します。
この選抜は、全国の受験者の中から極めて合格の難しい資格を取得された人を特別奨学生として採用し奨学金を支給
するものです。
入学後、専門分野の能力向上をめざし、学部を代表する学生として活躍することが期待されます。
●採用条件：次の１または２の条件を満たしている者（証明書の写しを添付）
１ 経営学科・会計学科は（財）日本商工会議所主催の簿記検定試験１級に合格した者
２ 経営学科・国際ビジネス学科は次の条件のいずれかに該当する者
（１）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級、または１級合格者
（２）TOEIC L&R（IP［団体受験版］を含む）700点以上
（３）TOEFL ①ITP［団体受験版］
：520点以上
②PBT［ペーパー版］
：520点以上
③iBT［インターネット版］
：68点以上
※（１）〜（３）の資格・スコアは、2020年４月１日以降に取得したものが有効です。
●選抜方法：総合型選抜：「書類審査」
、
「基礎学力検査（英語・国語）
」
、
「プレゼンテーション・面接」の結果を総合判定。
学校推薦型選抜（公募制）
：「書類審査」、「基礎国語」、「面接」の結果を総合判定。

■政経学部【特別奨学生（資格）】
対象となる選抜区分：総合型選抜
政経学部では、以下の英語外部試験の取得資格（スコア）を採用条件にし、３つの選抜方法の結果を総合して特別奨
学生を選抜します。選抜された学生は入学後に専門分野の能力向上を目指し、学業面において学部の模範となることが
期待されています。
●採用条件：次のいずれかの資格を有する者、または取得している者（証明書の写しを添付）
（１）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級、または１級合格者
（２）TOEIC L&R（IP［団体受験版］を含む）700点以上
（３）TOEFL ①ITP［団体受験版］
：520点以上
②PBT［ペーパー版］
：520点以上
③iBT［インターネット版］
：68点以上
※（１）〜（３）の資格・スコアは、2020年４月１日以降に取得したものが有効です。
●選抜方法：「書類審査」
、
「基礎学力検査（英語・国語）」、「プレゼンテーション・面接」の結果を総合判定。

■外国語学部【特別奨学生（資格）】
対象となる選抜区分：総合型選抜
外国語学部は、外国語の運用に秀でた人の語学力に磨きをかけ、語学力と異文化理解の力を生かして社会に貢献する
人材の育成を目指し、英米語学科・中国語学科・スペイン語学科・国際日本語学科の総合型選抜受験者を対象にした特
別奨学生制度を設けています。以下の条件のいずれかに当たる人について、審査のうえ「特別奨学生」として採用しま
す。該当する方は出願時に採用条件に当たる証明書の写しを忘れずに添付してください。
●採用条件：外国語学部総合型選抜の合格者（特に成績優秀者）で次の条件のいずれかの資格を有する者、または取
得している者（証明書の写しを添付）
（１）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級、または１級合格者
（２）TOEIC L&R（IP［団体受験版］を含む）700点以上
（３）TOEFL ①ITP［団体受験版］
：520点以上
②PBT［ペーパー版］
：520点以上
③iBT［インターネット版］
：68点以上
※（１）〜（３）の資格・スコアは、2020年４月１日以降に取得したものが有効です。
●選抜方法：【英米語学科】
「書類審査」
「
、基礎学力検査
（英語・国語）
」
「
、英語プレゼンテーション・面接」
の結果を総合判定。
【中国語学科、スペイン語学科、国際日本語学科】
「書類審査」
「基礎学力検査（英語・国語）」、
、
「プレゼンテーション・面接」の結果を総合判定。
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■国際学部【特別奨学生（資格）】
対象となる選抜区分：総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制）

特別奨学生
奨学金について

国際学部では、語学能力が特に優れ、入学後もその能力を十分に発揮して国際社会の舞台で活躍できる人材を発掘す
るために特別奨学生制度を設けています。
●採用条件：次のいずれかの資格を有する者、または取得している者（証明書の写しを添付）
（１）日本英語検定協会主催の実用英語技能検定準１級、または１級合格者
（２）TOEIC L&R（IP［団体受験版］を含む）700点以上
（３）TOEFL ①ITP［団体受験版］
：520点以上
②PBT［ペーパー版］
：520点以上
③iBT［インターネット版］
：68点以上
※（１）〜（３）の資格・スコアは、2020年４月１日以降に取得したものが有効です。
●選抜方法：総合型選抜：
「書類審査」
「基礎学力検査（英語・国語）」、
、
「プレゼンテーション・面接」の結果を総合判定。
学校推薦型選抜（公募制）
：「書類審査」、「基礎英語」、「面接」の結果を総合判定。

■工学部【特別奨学生】
対象となる選抜区分：総合型選抜（国際コース）
工学部国際コースでは、未来のエンジニアを目指し、創造することに強い関心のある意識の高い学生を募集するため
に特別奨学生制度を設けています。
●選抜方法
総合型選抜（国際コース）
： 【機械システム工学科・電子システム工学科・情報工学科】
「書類審査」
、
「基礎数学」
、
「英語［コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現
Ⅰ・Ⅱ］
（記述式）」、「英語による面接」の結果を総合判定。
【デザイン学科】
「 書類審査」
、
「デザイン適性（描画表現）
」
、
「英語［コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ］（記述式）」、「英語による面接」の結果を総合判定。
	本学が指定する英語外部試験のスコア（資格）を有する者は、
「英語（記述式）」の試
験を免除とします（見なし得点として100点換算とする）。なお、2020年４月以降（高
校入学後）に取得したものが対象となります。
名

称

取得スコア

備

考

TOEFL ITP

450点以上 ※TOEFL ITPのレベルは「Level 1」を対象

TOEFL PBT

450点以上

TOEFL iBT

45点以上

TOEIC L&R

500点以上

実用英語技能検定 ２級以上
GTEC

960点以上

※G TECのタイプは「CBT」と「Advanced」を対象
とし、検定受検（OFFICIAL SCORE）のみ有効
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インターネット出願手続
出願登録は受験生サイトhttps://www.takudai.jp/の「インターネット出願バナー」からアクセスしてください。
拓殖大学 受験生サイト

検索

注意事項
・ホームページで申し込み手順を確認してから出願登録を行ってください。
・出願期間は、試験の種類により異なりますので、各試験の該当頁でしっかりと確認してください。出願書類の郵送は、
願書受付最終日消印有効です。締切日を過ぎた消印のものは一切受け付けられません。また、窓口での受け付けは行っ
ておりません。
・出願書類は入学検定料支払いの後、市販されている角２封筒に「出願確認票」、「調査書（厳封）」、「出願に必要な書類」
を入れ、
「宛名ラベル」をしっかりと貼り付け、郵便局の窓口から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
・一度提出された出願書類および納入された入学検定料は一切返還しません。
・入学検定料支払い後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めませんので、登録の際はしっかりと確認してください。
・受験票は、オンライン受験票（マイページ上で取得）のみとなります。受験票は郵送しておりませんのでインターネッ
ト上で取得・印刷（A4サイズ）し、当日持参してください。詳細は56〜57頁をご参照ください。
・出願書類を受け付けた後、オンライン受験票を発行します。オンライン受験票の発行には、出願書類の受付状況・郵便
事情などにより、７〜10日程度かかります。試験日３日前までにオンライン受験票が発行されない場合は、氏名・出願
試験名・志望学科・出願書類の送付日等を明らかにして、拓殖大学入学課［TEL：03-3947-7159］までお問い合わせく
ださい。
・受験の際、特別な配慮を必要とする場合は58頁を参照してください。

1．入学検定料
◎総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制）
・海外帰国子女選抜・社会人選抜

１出願

35,000円

2．インターネット出願の登録等締切日一覧表

試験区分

出願登録期限

入学検定料支払期限

出願書類郵送期限

総合型選抜

１０月１２日（水）
１５時まで

１０月１２日（水）
２３時５９分まで

１０月１２日（水）
（消印有効）

学校推薦型選抜（公募制）

１１月１５日（火）
１５時まで

１１月１５日（火）
２３時５９分まで

１１月１５日（火）
（消印有効）

１１月８日（火）
１５時まで

１１月８日（火）
２３時５９分まで

１１月８日（火）
（消印有効）

海外帰国子女選抜
社会人選抜

＜（重要）出願登録締切最終日の注意事項＞
インターネット出願登録（登録完了まで）の締切は上記の通りです。出願登録開始から出願登録完了まで約20分ほ
どかかります。必ず上記日時までに出願登録を完了させてください。上記日時を過ぎて出願登録が完了できていない
場合は出願を受け付けることはできませんので、余裕を持って出願してください。なお、出願登録完了後に、入学検
定料の支払い、出願書類の郵送が必要となります。
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3．入学検定料の納入方法
【インターネット出願】
以下の方法から入学検定料を納入してください。詳細は18〜21頁を参照してください。
【納入方法】
コンビニエンスストア

ペイジー（ATM）

クレジットカード

ネットバンキング

銀行窓口

○

○

○

○

×

4．出願書類 ※一度提出された出願書類は返還できません。
（１）出願確認票
インターネット
出 願 手 続

インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印刷することができます。

（２）調査書
①高等学校・中等教育学校（特別支援学校の高等部および高等専門学校第３学年修了見込みの者を含む）を2023年
３月卒業見込みの者は、原則として2022年10月１日以降に作成された「調査書」
（厳封されたもの）を提出して
ください。
既卒者・修了者は、卒業後もしくは修了後の「調査書」（厳封されたもの）を提出してください。
②高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格成績証明書」
、合格見込み者は「合格見込成績証明書」を提出
してください。
③外国における12年の課程を修了した者は、「修了証明書」と「成績証明書」を提出してください。ただし、日本
と外国の双方の高等学校に在籍した者は、日本の高等学校在学中の「調査書」も提出してください。

（３）出願に必要な書類
試験の種類によって異なりますので、詳しくは受験したい試験の「出願に必要な書類」を確認してください。

5．出願方法
出願に必要な書類をそろえ、入学検定料を納入・支払い後、郵便局の窓口から「簡易書留・速達郵便」で郵送して
ください。なお、願書受付最終日消印有効です。締切日を過ぎた消印のものは一切受け付けられません。また、窓
口での受け付けは行っておりません。
※市販されている角２封筒に印刷した「宛名ラベル」を貼付して郵送してください。

6．出願上の注意
一度提出された出願書類および納入された入学検定料は一切返還できません。
入学検定料支払い後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。

7．出願書類郵送先
〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14

拓殖大学入学課

※郵便局から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
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インターネット出願について

利用開始日（2022 年 10 月１日）より、「拓殖大学

受験生サイト」からマイページ登録が可能です。

出願開始日（2022 年 10 月６日）より、「マイページ」から出願登録が可能です。
※パソコン動作環境を確認のうえ、「操作手順」に従って操作してください。
インターネット上で入力しただけでは正式な出願とはなりません。入学検定料の支払いおよび必要書類
が不備なく受理されて初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料を支払った後、必要書類（出
願確認票、調査書等）
を郵便局窓口から郵送してください。
入学検定料の納入は、コンビニエンスストア、ペイジーマークのある ATM や、クレジットカード、ネット
バンキングが利用可能です。
入力方法やトラブルは、FAQ や説明ボタンをクリックすると、いつでも確認できます。
また、Windows 特有の設定による不具合なども詳しく説明されていますので必ず確認してください。
Microsoft Windows 8, 10（デスクトップ画面環境のみ），Mac OS X（10.6 以降）
A4普通紙に印刷をすることができるカラープリンター
○Google Chrome 最新版
Adobe Reader 最新版

STEP1

○Microsoft Edge

○Safari 最新版

※Firefox や Windows 8 に標準搭載の PDF ビューアは使用しないでください。

本学ホームページの
「インターネット出願バナー」
からアクセス

https://www.takudai.jp/

拓殖大学 受験生サイト

検索

インターネット出願バナーをクリックしてください。まずは
「入学試験要項」
をダウンロード・
印刷し、内容をよく読んで確認してください。次にガイダンスページを経由して利用規約
に同意し、
マイページログイン画面にアクセスしてください。メールアドレスを登録します。

※こちらのページは昨年度のものです。
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※画面デザインは開発中のものです。

STEP2

拓殖大学マイページにて必要事項を入力し、
写真をアップロード
入力したメールアドレスに「利用登録確認メール」が自動送
信されます。
「利用登録確認メール」本文内の URL から「パ
スワード設定」に進んでください。ここで設定したパスワード
は、スクリーンショット等で必ず控えておいてください。

マイページ登録が完了します。続いて、「個人情報の登録」
を行ってください。生年月日・住所・出身高校等の個人情報
を入力してください。

インターネット
出 願 について

続いて、「証明写真の登録」を行ってください。写真は、試
験日の本人確認に使用します。注意事項をよく確認した上
で、写真をアップロードしてください。
ファイル仕様
・ファイルサイズ・・100KB 以上、5MB 以下
・拡張子・・jpg

ファイルダイアログを表示して、アップロードする画像ファ
イルを選択

STEP3

マイページより、
出願登録
①入試区分・学部・学科などを登録してください。
②登録内容は、登録確認画面や登録したメールアドレス
に送信される「出願確認メール」で確認してください。
③志願票管理番号を控えてください。

※入力後、入学検定料を支払わないと、出願確認票は印
刷できませんので、ご注意ください。
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インターネット出願について
STEP4

入学検定料支払い方法の選択・支払い

登録完了画面には支払いで必要な番号は表示されません。
登録完了画面に表示される「決済サイトへ」から、入学検定料の支払方法および支払機関を選
択してください。
その際、お支払い時に必要な番号が表示されますので、その番号を持って、支払期日内に入学
検定料を支払います（支払期限を過ぎると無効になるのでご注意ください）
。
※支払いについての手順は次頁の「入学検定料の支払いについて」をご確認ください。

支払方法の選択

※一度納入された入学検定料は一切返還できません。
入学検定料支払いの際は、登録内容に間違いがないか確認の上、お支払いく
ださい。
※入学検定料支払い後は、振込情報を大切に保管してください。
本学では入学検定料の支払いを証明する書類は発行できませんのでご了承ください。
※入学検定料支払いが完了すると、「入金確認メール」が送信されます。

STEP5

必要書類を取りまとめ、
封筒に宛名ラベルを貼付する

市販されている角２封筒に「出願確認票」と「調査書（厳封したもの）」、「出願に必要な書類」
を入れ、印刷した「宛名ラベル」をはがれないようにしっかりと貼付してください。
市販封筒を用意

出願に必要な書類

調査書

出願確認票

提出用の
出願確認票

112

東京都文京区小日向

8 5 8 5

3-4-14

拓殖大学 入学課 行

出願封筒を郵便局の窓口から郵送する
（出願確認票は折り曲げ厳禁）
。
入学検定料支払い後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。
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入学検定料の支払いについて
入学検定料の支払方法

詳しい支払方法は、登録完了画面、または申込確認画面にてご確認ください。

※クレジットカードでの支払いは登録と同時に決済となりますので、出願登録の内容に間違いがないか最終確認をしてください。

１

2

画面表示に従ってお支払い
を完了してください。お支
払い完了後、Step4へ進ん
でください。

● クレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club
● ネットバンキング
楽天銀行、じぶん銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、三井住友
銀行、セブン銀行の他にPay-easy対応の全国1,000行以上のネットバンキング
をご利用いただけます。 ご利用には、ネットバンキングの利用契約が必要です。

コンビニ・銀行ATMでのお支払いに必要なお支払い情報を取得します。
お支払い情報は、お支払いをする際に必要な情報ですので、必ずメモを取るか
印刷してください。

お支払い情報を確認します。

● コンビニ
コンビニ名を選択した後、お支払い情報取得ボタンを押してください。

インターネット
出 願 について

Step

4

2
Step 3
Step 4
Step

インターネットで
お支払い完了

Step

登録完了画面、または申込確認画面より決済代行業者の専用サイトへ移動し、
支払い方法を選択します。

入学検定料の支払方法を選択します。

Step

● ATM（ペイジー）
画面表示に従い、お支払い情報取得ボタンを押してください。

入学検定料の
支払いについて

Step

3

選択した支払方法で入学検定料を支払います。

レジで入学検定料を現金で支払う※

Step

4

Step2で取得したお支払い情報を持参し、コンビニ（レジ、設置端末）・銀行
ATMにて入学検定料を支払います。領収書は必ず受け取ってください。

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、入学検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて支払ってください。

必要書類を大学へ郵送し、出願を完了させます。

必要書類を準備し大学へ郵送し、出願を完了させてください。

入学
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受験Ｑ＆Ａ

Q.
A.

入学試験の出願・受験・合格発表について、受験者からの質問が多い項目をまとめたものです。

出願について

受験について

インターネット出願

Q. 試験当日に文京キャンパスの学生食堂を利用するこ
とはできますか？
A.

インターネットで出願手続きをした場合、郵送する
書類等はありますか？

マイページ上から印刷した提出用の「出願確認票」
「調査書」
「出願に必要な書類」を郵送してください（当日消印有効）。

Q. 間違えて入力してしまった場合、修正できますか？
A.

入学検定料支払い前であれば、受験生側でマイページから住所
等個人情報の修正や出願取消操作が可能です。ただし、入金済
みの場合はマイページ上からの変更はできませんので、入学課
（TEL 03-3947-7159）へお問い合わせください。

Q.
A.

インターネット出願は、パソコン、スマートフォン、
タブレット等で出願登録したら、出願手続きは終了
ですか？
インターネットで必要事項を登録しただけでは、出願手続きは
完了しません。登録後、入学検定料の支払い、出願書類を送付
することにより、出願手続完了になります。

Q. 自宅にプリンタがありません。
A.

高等学校等利用できる場所がないかご確認ください。一部のコ
ンビニエンスストアには、メディアリーダーを備えたコピー機
があります。利用方法についてはコンビニエンスストアでお尋
ねください。

Q.
A.

高等学校卒業程度認定試験合格者ですが、調査書の
代わりに何を提出すればいいのでしょうか？

合格者は「高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書」、合格
見込み者は「高等学校卒業程度認定試験合格見込成績証明書」
を提出してください。

Q. 受験票が届きません。
A.

全てオンライン受験票となりますので郵送しておりません。イ
ンターネット上より取得・印刷（A4サイズ）し、試験当日持
参してください。
詳細は56〜57頁をご参照ください。

Q.
A.

オンライン受験票を紛失したのですが。
試験当日までに再印刷してください。

Q. 出願書類を大学へ直接持って行きたいのですが。
A.

出願書類は郵送のみ受け付けています。窓口での受付は行って
おりません。
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学生食堂を利用することはできません。昼食は各自で用意して
きてください。

Q. 試験場の下見は可能ですか？
A.

可能です。ただし、試験室への入室はできません。

Q. 降雪などの悪天候の時はどうすればいいですか？
A.

状況に応じて試験開始時間を遅らせる場合があります。
当日、最寄りの交通機関が事故等でストップしている場合は、
入学課へお問い合わせください。（TEL 03-3947-7159）

Q. 試験当日に、付き添いの人は入場できますか？
A.

付き添いの方の控室はありませんので試験場には入場できません。

合格発表について

Q. 合格発表にはどのような方法がありますか？
A.

インターネットを利用した合格発表を行います。（60頁参照）
なお、入学課への合否の問い合わせには一切応じられません。

Q. 合格したのに合格通知書が届かないのですが。
A.

合格者の方で、合格発表日から３日たっても合格通知書が届か
ない場合は、必ず入学課へお問い合わせください。
（TEL 03-3947-7159）

Q. 出願時から住所が変わりました。
A.

引越し、退寮などで、現住所に変更があった場合は、すぐに拓
殖大学入学課（TEL 03-3947-7159）までご連絡ください。

総合型選抜
〔商学部・政経学部・外国語学部・国際学部・工学部〕
※工学部：国際コースは37〜39頁に掲載

総合型選抜は書類審査、基礎学力検査に加え、プレゼンテーション・面接重視の選抜方法で
す。学部・学科により、配点基準は異なります。プレゼンテーションで資格や部活の活動実
績、あなたの意志と意欲もPRできます。昨年度からの変更点として、今年度より他大学との
併願も可能になり、選択肢が広がりました。特別奨学生奨学金（商学部・政経学部・外国語
学部・国際学部）の対象でもあります。

建学の理念

積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具え
た有為の人材の育成

教育目標

・世界のあらゆる民族・人種との共存、ならびに相互信頼を実現する柔軟
な理解力、豊かな受容力を備えた人材の育成
・激
 動する国内外の情勢下にあって、事柄の本質を冷静かつ的確に把握し、
確固たる信念をもって行動するための洞察力と決断力を備えた人材の育成
・人間社会が直面する課題の解決に率先して立ち向かう開拓精神にあふれ、
かつ、そのために必要な知力と体力を備えた実践的な人材の育成
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商学部
総合型選抜

特別奨学生奨学金給付対象区分

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）
学

部

商

学

科

募集
人数

経営

5名

国際ビジネス

5名

会計

若干名

験

日

試

10月23日（日）

試

験

科

験

場

文京キャンパス

目

10 : 40〜11 : 00

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

試 験 時 間
11 : 00〜12 : 00

割

13 : 00〜

■書 類 審 査………… 50点
■基礎学力検査… …… 100点
（英語・国語）

諸説明

基礎学力検査
プレゼンテーション・面接
（英語・国語）

■プレゼンテーション・面接……… 150点



※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について

出願資格

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識
を持っている者〔他大学との併願可〕
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を2022年３月卒業の者および2023年３月卒業見込みの者
※その他出願資格については、40頁の出願資格一覧を確認してください。

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（商学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（様式②）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。

商学部
「総合型選抜 入学願書」
記入上の注意事項
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総合型選抜 入学願書の内容に基づいて面接を行います。本学の志望学科を選んだ理由やあなた自身
のアピール項目も含めて、具体的に記入してください。

試験場
プレゼンテーション・
面接について

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）
プレゼンテーション後、質疑応答を行い、引き続き面接を行う。
（１）志望学科毎の課題（下記参照）について調べ、作成した発表資料を面接時に持参し、その資料
を効果的に用いて発表する。
（２）発表時間は５分。
（３）各学科の課題は以下のとおり。
［経営学科］
企業における経営上の取組、例えば新規事業、事業変革、社会や環境への取組などを取り上
げ、その出来事の背景や影響を及ぼした点などについて資料をもとに発表しなさい。また、
その内容と関連させて、本学科に入学して学びたいことも発表しなさい。
［国際ビジネス学科］
最近の新聞記事から国際ビジネスに関する報道を取り上げ、その内容を説明し、それが日本
で生活する私たちにどのような影響を与えるのか、資料をもとに発表しなさい。また、その
内容と関連させて、本学科に入学して学びたいことも発表しなさい。
［会計学科］
これまでに報道された会計に関する印象深い出来事を取り上げ、その背景や社会的影響につ
いて、資料をもとに発表しなさい。また、その内容と関連させて、本学科に入学して学びた
いことも発表しなさい。
試 験 要 項

発表資料の作成方法

（１）発表資料はA4用紙２枚に作成し、用紙２枚を左右に並べてA3サイズにコピーしたものを３部
作成し、プレゼンテーション・面接時に持参する。資料の内２部を面接担当者に提出し、１部
を手元に残して発表を行う。

総合型選抜 商学部

（２）資料の書式は横書きとし、発表資料左上に受験番号と氏名を、改行の後に内容のタイトル（題
名）を中央揃えで記述する。本文の記述は箇条書きなど簡潔なものとし、口頭の説明がなくと
も発表資料のみで概要を理解できる構成とする。
（３）図・表、引用記事等は説明したい内容順に、見やすいデザインとなるよう工夫して発表資料に
貼付する。
（４）資料を引用した場合、その図・表・文章部分について、その出所を明示する。図表や引用資料
の上には、図１、図２、表１、資料１などの通し番号を付ける。

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
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政経学部
総合型選抜

特別奨学生奨学金給付対象区分

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）
学

部

学

科

法律政治
政

募集
人数
7名

験

日

試

10月23日（日）

試

験

科

経済

7名

場

文京キャンパス

目

10 : 40〜11 : 00

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

試 験 時 間
11 : 00〜12 : 00

割

13 : 00〜

■書 類 審 査………… 50点
■基礎学力検査… …… 100点
（英語・国語）

経

験

諸説明

基礎学力検査
プレゼンテーション・面接
（英語・国語）

■プレゼンテーション・面接……… 50点



※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について

政経学部が
求める学生像

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。
（１）人間と社会との関係を法律学・政治学・経済学といった観点から探求することに知的関心を有
している者
（２）十分な基礎学力に加え、グローバリゼーションへの興味と論理的思考力を有している者
（３）国際性や専門性、人間性を実践的に活用し、地域社会やグローバル社会を支える志を有してい
る者

出願資格

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識
を持っている者〔他大学との併願可〕
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
※その他出願資格については、41頁の出願資格一覧を確認してください。

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）（政経学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（様式②）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。
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試験場

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）

プレゼンテーション・
面接について

プレゼンテーション後、質疑応答を行い、引き続き面接を行います。
■志望学科ごとに以下の課題について発表してください。
［法律政治学科］
国内外の法律および政治問題について、興味のある報道を取り上げ、文献を参考にしながら、
その内容について発表してください。その際、なぜその問題に興味を持ったのか、また入学後
に学びたい内容とどのように関係しているかについても発表してください。
［経済学科］
国
 内外の経済問題について、興味のある報道を取り上げ、文献を参考にしながらその内容につ
いて発表してください。その際、なぜその問題に興味を持ったのか、また入学後に学びたい内
容とどのように関係しているかについても発表してください。
■発表の方法について
１．プレゼンテーションの時間は５分です。発表用の資料を持参して、その資料を用いて発表してく
ださい。
２．資料はA４用紙２枚以内にまとめてください。
３．資料は計３部準備してください。（自身用に１部、面接教員用に２部）
４．資料の左上に氏名、受験番号、テーマを明記してください。
５．図や表、グラフ、写真、箇条書き等、見やすくなるよう工夫してください。
試 験 要 項

６．提示する情報が引用である場合は、その出典を明記してください。オリジナルの図や表を作成し
ても構いません。
７．資料の説明をしながら口頭で発表してください。
８．発表内容について５分程度の質疑応答を行います。

総合型選抜 政経学部

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
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外国語学部
総合型選抜

特別奨学生奨学金給付対象区分

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）
学

部

学

科

募集
人数

験

日

試

10月23日（日）

試

験

科

験

場

文京キャンパス

目

10 : 40〜11 : 00

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

試

験 時 間 割
11 : 00〜12 : 00

13 : 00〜

■書 類 審 査………… 50点
英米語
外

国

語

9名

■基礎学力検査… …… 100点
（英語・国語）
■英語プレゼンテーション・面接…… 100点

中国語

8名

■書 類 審 査………… 50点

スペイン語

8名

■基礎学力検査… …… 100点
（英語・国語）

国際日本語

3名

■プレゼンテーション・面接…… 100点

英語プレゼンテーション
・面接
諸説明

基礎学力検査
（英語・国語）



※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について
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プレゼンテーション
・面接

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。

外国語学部が
求める学生像

（１）日本語を含め、言語によるコミュニケーション力を高めたい者
（２）外国の言語や文化・社会について強い関心と学習意欲を持つ者
（３）外国語能力を生かし、国際的な相互文化交流に貢献できる者
（４）海外留学など異文化体験プログラムに積極的に参加しようとする者

出願資格

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）（外国語学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（様式②）
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。

を持っている者〔他大学との併願可〕
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
※その他出願資格については、41頁の出願資格一覧を確認してください。

試験場

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）

プレゼンテーション・
面接について

プレゼンテーション後、質疑応答を行い、引き続き面接を行います。

プレゼンテーションの内容について
■英米語学科

外国人のおもてなし方法について英語でプレゼンテーションを行ってください。

■中国語学科

ビブリオバトル方式を用い、自分が読んで面白いと思った本を持ってきて、その内容を紹介してください。

■スペイン語学科

 ペイン語圏の世界遺産を一つ選んで紹介してください。プレゼンテーションで使用する資料（「発表の方法について」の提示
ス
資料のこと）は、終了後提出してもらうので、受験番号、氏名、選んだ世界遺産名を、表側の右上に記入しておいてください。

■国際日本語学科

プレゼンテーションでは、以下の点をわかりやすく示してください。
①テ
 ーマの設定：国際日本語学科で何を学びたいのか、テーマを示してください。テーマは、国際日本語学科での学びに関係
することであれば何でもよいです。国際日本語学科で学べることについては、大学案内やホームページ上の情報を参考にし
てください。
②テーマを選んだ理由：そのテーマについて考えることが、自分にとって、また、今の時代や社会にとって、どのような意義
を持つのかを示してください。
③テ
 ーマの学び方：そのテーマについて今現在知っていることをもとに、今後の学びについての計画と期待できる学びを示し
てください。
④テーマと進路の関係：選んだテーマが自分の将来の進路とどのように関係するかを示してください。

発表の方法について
■英米語学科

試 験 要 項

１．英語プレゼンテーションの時間は３分です（時間厳守）
。その後２分程度の質疑応答を英語で行います。
２．
「アメリカ人の高校生があなたの家に３日間ホームステイします。あなたはどのようにこの高校生をもてなしますか」という

テーマでプレゼンテーションしてください。
３．パワーポイントのスライド３～５枚を使って、プレゼンテーションしてください。
データはUSBに保存して持参してください。また、各スライドをA4横書きで印刷して持参してください。機器の不具合が起
こった場合に使用します。
＊パワーポイントで作成できない場合には、ワードなどで作成した原稿を印刷して持参しても結構です。
４．発表時に原稿やメモを見ることはできません。

■中国語学科

総合型選抜

１．受験生１組３名を基準に行います（面接を同時並行で進めます）
。
２．各自３分間で、原稿、レジュメや資料、映像やパワーポイントなどを使用せずに、口頭で説明します。説明後、同組内およ
び面接担当者から１人１問の質疑応答を行います。
３．書名・作者は出願時に入学願書所定欄に記入し届け出ます。当日は現物を持参してください。

外国語学部

■スペイン語学科

１．グループで（例えば３名）プレゼンテーション・面接を行います。
２．手
 順は次の通りです。①まずグループの人たちで自己紹介、皆で少し話をして、場の雰囲気に慣れてもらいます。②順次隣
の人を面接担当者に向けて紹介します（①でメモなどは取らない）。③グループの人たちを相手に、用意してきた３分間プレ
ゼンテーションを行います（提示資料はB4画用紙１枚で準備、表裏２面使用可）。④グループの人たちに、面接担当者も加わ
って質問したりコメントしたりします。
３．面接担当者から出願書類に記載した事項などについて、それぞれいくつか質問に答えてもらいます。

■国際日本語学科

１．プレゼンテーションの時間は５分です。その後、５〜10分の質疑応答を行います。
２．発表用の資料を３部用意（自分用に１部、面接教員用に２部）し、持参してください。
３．当日は、面接室備え付けのオーバーヘッドカメラ（OHC）を用いて、自分用の資料をスクリーン、またはディスプレイに投
影し、その投影画面を使いながら説明してもらいます。なお、PC（PowerPointなど）は使用できません。
●発表用の資料について
１．資料は、PCで作成したもの、手書き・手作り、いずれも可です。
２．資料は、A4用紙で２枚以内にまとめてください。
３．資料の左上に、必ず受験番号、氏名、テーマを明記してください。
４．図や表、グラフ、写真、箇条書きなど、見やすくする工夫をしてください。
５．提示する情報が引用である場合は、出典も明記してください。オリジナルの図や表を作成してもかまいません。

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
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国際学部
総合型選抜

特別奨学生奨学金給付対象区分

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）
学

部

学

科

募集
人数

験

日

試

10月23日（日）

試

験

科

験

場

文京キャンパス

目

10 : 40〜11 : 00

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

試 験 時 間
11 : 00〜12 : 00

割

13 : 00〜

■書 類 審 査………… 50点
国

際

国際

10名

■基礎学力検査… …… 100点
（英語・国語）

諸説明

基礎学力検査
プレゼンテーション・面接
（英語・国語）

■プレゼンテーション・面接……… 100点


※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について

国際学部が
求める学生像

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。
（１）英語などの外国語のコミュニケーション能力を活かし、世界の人々と交流したり、ともに働い
たりすることに強い意欲をもつ者
（２）６つのコース（国際協力・国際経済・国際政治・国際文化・国際観光・農業総合）の特徴を知
り、いずれかのコースにおいて、アジアをはじめとする世界の動向と地球社会の課題について
学ぶことに強い意欲をもつ者
（３）これまでに学んだ知識を活かし、さまざまな出来事について論理的に考え、その考えを適切に
表現し、行動に結びつけられる者
（４）社会に関わる活動（ボランティア、インターンシップなど）、異文化交流（留学や外国人との交
流など）
、意見表明の活動（スピーチコンテストや作文コンクールなど）
、リーダーシップの発
揮（生徒会役員、学校行事実行委員など）など、個性ある活動体験をもつ者

出願資格

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識
を持っている者〔他大学との併願可〕
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
※その他出願資格については、41頁の出願資格一覧を確認してください。

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）（国際学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（様式②）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。
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試験場
プレゼンテーション・
面接について

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）
プレゼンテーション後、質疑応答を行い、引き続き面接を行います。
「プレゼンテーション・面接」では、まず、国際学部のいずれかのコースを選び、学ぶ場合に、何
を（どのようなテーマについて）、どのように（どのような手段で、どのコースで）学ぶつもりかが
わかるようにプレゼンテーションをしてもらいます。
（１）プレゼンテーション・面接の進め方について
まず、５分間のプレゼンテーションをしてもらいます。試験日にプレゼンテーションのための
資料（下記（２）参照）を持参し、面接担当者に配付して説明してもらいます。PC（PowerPoint
など）は使用しません。プレゼンテーション終了後に、説明内容やその他について質疑応答を
10〜15分ほどします。
（２）プレゼンテーション資料の作成について
ａ
 ．資料はＡ４用紙２枚以内にまとめてください。白黒、カラー、どちらでもかまいません。
ｂ．自身が使う１部のほか、面接担当者用に２部、あわせて３部をプレゼンテーション・面接
時に持参してください。
ｃ．資料左上に、必ず受験番号と氏名、第１希望コースとテーマを明記してください。
ｄ．資料作成時には以下の点に留意してください。
① 資料は、見る人にわかりやすく作ること。そのために、箇条書き、色付き文字、グラフ、
試 験 要 項

表、イラスト、写真の利用など、見やすくする工夫をしてください。
② 自分の考えを述べるにあたっては根拠を示すこと。なお、根拠となる情報が引用である
場合には、出所についての情報を明記してください。独自の図や表を作成しても構いま
せんが、その場合も発表者独自の図・表と出典を明示してください。

総合型選抜 国際学部

（３）プレゼンテーション時に考慮してほしいことについて
ａ．テーマの明示：国際学部のそれぞれのコースの特徴を考え、いずれかのコースと密接に関
わったテーマであることをわかりやすく示すこと
ｂ．テーマを選んだ理由：今の時代、そして今後におけるそのテーマの持つ意義や重要性をわ
かりやすく示すこと
ｃ．テーマの学び方：そのテーマについて今現在知っていることをもとに、今後の学びについ
ての計画と期待をわかりやすく示すこと
ｄ．テーマの選択と自分の将来の進路の関係：選んだテーマが自分の将来の進路とどのような
関わりを持っているのかを示すこと

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）

31

工学部
〔工学部：国際コース〕の募集

総合型選抜

については37〜39頁をご覧ください。

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）

学

部

学

日

試

10月23日（日）

募集
人数

科

験

試

験

験

場

文京キャンパス

科

目

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

試

験

時

間

割

10 : 40〜11 : 00 11 : 00〜12 : 00

13 : 00〜

機械システム工 若干名
■書類審査…………………………… 50点

基礎数学

電子システム工 若干名 ■基礎数学…………………………… 100点
工

■プレゼンテーション・面接……… 100点

情報工

若干名

デザイン

5名

諸説明

■書類審査…………………………… 50点
■デザイン適性（描画表現）… ……… 100点
■プレゼンテーション・面接……… 100点



プレゼンテーション・面接

デザイン適性
（描画表現）
※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について

工学部が
求める学生像

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。
（１）
「ものづくり」や技術への好奇心と工学への興味を抱き、人間教育に基づいた工学技術を修得し
たい者
（２）海外で活躍できる科学技術コミュニケーションの能力とともに国際的なセンスと行動力を身に
付けたい者
（３）高等学校で修得すべき基本的な知識、言語運用能力、論理的思考能力および社会的適応能力を
持った熱意ある者

出願資格

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識
を持っている者〔他大学との併願可〕
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
※その他出願資格については、41頁の出願資格一覧を確認してください。

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）（工学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（様式②）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。
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（１）
「志望理由」

工学部
「総合型選抜 入学願書」
志望学科および総合型選抜を選んだ理由について、550字以上600字以内で書いてください。
記入上の注意事項
なお、32頁の「工学部が求める学生像」および「学士課程教育に関する３つの基本方針」の志
望学科の部分を十分に参考にして記述してください。
（https://www.takushoku-u.ac.jp/academics/feng-about.html）
（２）
「自己ＰＲ」
あなた自身を強くアピールできることや得意な科目などについて、450字以上500字以内で詳し
く書いてください。
（３）
「将来の進路」
将来どのような仕事をしたいか、何を目指しているのかについて、250字以上300字以内で書い
てください。
（注）作文内容だけでなく文章表現力、文字数、誤字脱字なども評価の対象になります。

試験場
基礎数学とは

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）
出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱまでとし、工学部に入学した後に必要となる数学の基礎学力を備えているか
どうかを確かめるものです。高校の教科書に出ている基本的事項を、例題の理解などに重点を置いて
理解しているかを確かめる内容としています。
デザインを学び、研究する上で必要な基礎的能力（理解力、創造力、構成力、表現力、色彩感覚な

試 験 要 項

デザイン適性
（描画表現）とは

どを踏まえて、全体をまとめる力）を調べるためのものです。問題をよく理解し、想像して鉛筆、色
鉛筆を用いて、画用紙に表現してもらいます。
デザイン学科受験者は、次の筆記用具を必ず用意してください。

プレゼンテーション・
面接について

総合型選抜

①鉛筆（B 〜4B程度）②色鉛筆（12色以内）③鉛筆削り ④消しゴム
プレゼンテーション後、質疑応答を行い、引き続き面接を行います。
詳細は34〜35頁を参照してください。

工学部［一般募集］

面接時に自作の装置やプログラム、デザイン作品などを持参し、自己アピールすることもできます。

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
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プレゼンテーション・面接について（工学部詳細）

■機械システム工学科

選択したテーマについて、５分以内で発表してください。いずれのテーマも概要（250字以内）を入学願書の所定の
欄（様式①－４）に記してください。
※プロジェクタ・スクリーンまたはディスプレイ、およびノートPC（OSはWindows 10、プレゼンテーションソフト
ウェアはPowerPoint2016）を用意します。USBメモリで発表用のデータを持参してください。
※ノートPC等を持参しても構いません。プロジェクタまたはディスプレイの接続ケーブル（VGA および HDMI）を
用意します。ノートPC等の接続にアダプタが必要な場合は持参してください。
※説明用のポスターや作品の実物、配付資料を用いて発表しても構いません。資料を配付する場合は、配付用として
２部用意してください。
※事前に用意した原稿を見ながら発表しても構いませんが、できる限り自分の言葉で説明できるように準備してくだ
さい。
〈テーマについて〉
次の２つのテーマ（タイプＡまたはタイプＢ）から１つを選択してください。
・タイプＡ（研究）
：
「高校時代に手掛けた、課題研究、自由研究、課外活動あるいは作品について説明してください。進行中の場
合は、経過と現状を説明してください。
」
・タイプＢ（課題）
：
「今から５年後、あなたの周りではどのような機械が利用されていると思いますか？その機械との関わりにつ
いても説明してください。
」
〈評価について〉
・発表時間が守られているか。
・適切な言葉で分かりやすく説明しているか。
・声の大きさや発表態度が適切であるか。
・質問に対して適切に答えているか。
・工学への興味と学修意欲が伝わってくるか。

■電子システム工学科

選択したテーマについて、５分以内で発表してください。いずれのテーマも概要（250字以内）を入学願書の所定の
欄（様式①－４）に記載してください。
※プロジェクタ・スクリーンまたはディスプレイ、およびノートPC（OSはWindows 10、プレゼンテーションソフト
ウェアはPowerPoint2016）を用意します。USBメモリで発表用のデータを持参してください。
※ノートPC等を持参しても構いません。プロジェクタまたはディスプレイの接続ケーブル（VGA および HDMI）を
用意します。ノートPC等の接続にアダプタが必要な場合は持参してください。
※説明用のポスターや作品の実物、配付資料を用いて発表しても構いません。資料を配付する場合は、配付用として
２部用意してください。
〈テーマについて〉
次の２つのテーマ（タイプＡまたはタイプＢ）から１つを選択してください。
・タイプＡ（研究）
：
「高校時代に手掛けた、課題研究、自由研究、課外活動あるいは作品について説明してください。進行中の場
合は、経過と現状を説明してください。
」
・タイプＢ（課題）
：
「今から５年後、あなたの周りではどのような電子または通信の機器や技術が利用されていると思いますか？
その機器や技術との関わりについても説明してください。」
〈評価について〉
・発表内容に独自性があるか。
・自分の言葉で分かりやすく説明しているか。
・声の大きさや発表態度が適切であるか。
・質問に対して適切に答えているか。
・学修意欲が伝わってくるか。
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試 験 要 項

■情報工学科
選択したテーマについて、あらかじめ準備した提示資料を使って８分間の発表を行い、その後に質疑応答を行いま
す。プレゼンテーションのタイトル（50字以内）を入学願書の所定の書式（様式①－５）に記載してください。
〈テーマについて〉
次の３つのテーマから１つを選択してください。
・「作ったもの」

：これまでに手がけた情報関係のプログラム、システムまたは作品について説明してください。進
行中の場合は、経過と現状を説明してください。実物の持参も歓迎します。
（例：学校紹介のWebページ、ロボ
ット制御のプログラムなど）
・「調べたこと」

：自分で調べてまとめた情報関連の技術、歴史、社会との関連などの調査結果について説明してく
ださい。
（例：家庭用ゲーム機の消費電力の調査、個人情報流出問題の調査など）
インターネットなどの情報をそのまま用いるのではなく、独自の視点でまとめてください。
・「考えたもの」

：将来、実現できたらよいと考えた情報関係のシステム、サービス、器具などについて、具体的な
機能、使い方、デザインなどを説明してください。新しいものだけに限らず今あるものの改良のアイデアでも構
いません。
（例：ペットとの会話システム、自動小説生成システムなど）
〈提示方法について〉
・プロジェクタ・スクリーンまたはディスプレイ、および接続ケーブル（VGA および HDMI）を用意します。ノー
トPC等の機器と、接続に必要なアダプタを持参してください。
・試験会場内でのインターネット利用を禁止します。
・配付資料がある場合には、３部用意してください。
〈評価について〉
次の項目について評価を行います。
・提示資料が分かりやすいように工夫されていること。
・説明に曖昧な点や矛盾している点がないこと。
・情報の引用が適切になされ、その情報元が明確に示されていること。
・声の大きさや発表態度などが適切であり、発表時間を有効に使っていること。
・質疑応答で質問内容をよく理解して回答していること。
・プレゼンテーション・面接担当者の興味を引きつける内容であること（テーマ別の評価）。
◇作ったもの：作成に使った技術など
◇調べたこと：結果のまとめ方など
◇考えたもの：着想のユニークさなど

総合型選抜
工学部［一般募集］

■デザイン学科
下記テーマについて、５分以内で発表してください。また、概要（250字以内）を入学願書の所定の欄（様式①－４）
に記載してください。
※プロジェクタ・スクリーンまたはディスプレイ、およびノートPC（OSはWindows 10、プレゼンテーションソフト
ウェアはPowerPoint2016）を用意します。USBメモリで発表用のデータを持参してください。
※ノートPC等を持参しても構いません。プロジェクタまたはディスプレイの接続ケーブル（VGA および HDMI）を
用意します。ノートPC等の接続にアダプタが必要な場合は持参してください。
※説明用のポスターや作品の実物、配付資料を用いて発表しても構いません。資料を配付する場合は、配付用として
２部用意してください。
※事前に用意した原稿を見ながら発表しても構いませんが、できる限り自分の言葉で説明できるように準備してくだ
さい。
〈テーマについて〉
次のテーマについて発表してください。
「高校時代に手掛けた、課題研究、自由研究、課外活動あるいは作品について説明してください。進行中の場合は、
経過と現状を説明してください。
」
〈評価について〉
・発表時間を有効に使用しているか。
・自分の言葉で分かりやすく説明しているか。
・声の大きさや発表態度が適切であるか。
・質問に対して適切に答えているか。
・デザインに対する興味と学修意欲が伝わってくるか。
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総合型選抜
〔工学部：国際コース〕

工学部（国際コース）は工学の基礎と英語を身につけ、
「アメリカ留学（最長２年間）
」を実
施する特別プログラムです。工学部４学科のいずれかに属し、留学前の１年半で工学の基礎
と英語を徹底的に鍛え、アメリカの提携大学に留学します。グローバルな視点を持ち、世界
で活躍できる国際エンジニアを育成します。本学を第一志望とする者で、本学の理念や教育
目標を十分に理解した者を選抜します。

建学の理念

積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具え
た有為の人材の育成

教育目標

・世界のあらゆる民族・人種との共存、ならびに相互信頼を実現する柔軟
な理解力、豊かな受容力を備えた人材の育成
・激
 動する国内外の情勢下にあって、事柄の本質を冷静かつ的確に把握し、
確固たる信念をもって行動するための洞察力と決断力を備えた人材の育成
・人間社会が直面する課題の解決に率先して立ち向かう開拓精神にあふれ、
かつ、そのために必要な知力と体力を備えた実践的な人材の育成
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工学部（国際コース）
工学部（一般募集）

総合型選抜

については32〜35頁をご覧ください。

願書受付期間

試

◎郵送受付
10月 6 日（木）
〜10月12日（水）
（消印有効）

学

部

特別奨学生奨学金給付対象

学

科

募集
人数

験

日

試

10月23日（日）

試

験

験

場

文京キャンパス

科

目

合格発表日

入学手続締切日

11月 1 日（火）

11月24日（木）

10 : 40〜
11 : 00

試 験 時 間 割
11 : 00〜 13 : 00〜
:
12 : 00
14 : 00 14 40〜

機械システム工 若干名
電子システム工
工

情報工

デザイン


若干名

■書類審査
■デザイン適性（描画表現）… …………… 100点
若干名 ■英語［コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ］（記述式）………………… 100点
■英語による面接

基礎数学
諸説明

英語
英語に
（記述式） よる面接
デザイン
適性
（描画表現）
※昼食は各自で用意してきてください

総合型選抜について

総合型選抜は、本学の建学の理念や教育目標に適合した学生を選抜する試験です。
受験生の適性、学修意欲、目的意識などを重視して、総合的に合否の判定を行います。

国際コースとは

国際感覚を養い、海外で活躍できる技術者を養成する特別選抜コースです。各所属学科の専門を留学
先で学修することを目指す、国際エンジニアプログラムを受講してもらいます。

工学部（国際コース）が
求める学生像

（１）米国留学を通して英語による科学技術コミュニケーションの能力をスキルアップし、米国にお
いて機械・電気通信・情報処理技術やデザイン分野における最新の動向について知見を深めた
い者
（２）英 語による高い科学技術コミュニケーションの能力を生かして海外でも活躍できるエンジニ
ア・クリエイターを目指す者

出願資格

（１）本学を第一志望とする者で、志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、
何を学ぶか明確な目的意識を持っている者
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、
印刷することができます。
（２）出身学校調査書（2022年10月１日以降に作成されたもの）
（３）総合型選抜  入学願書［所定用紙］
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）（工学部様式①）
※学部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、記入してください。
（４）総合型選抜  資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（様式②）
公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動実績記入表に資格名
称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資料または写し（A4サイズにコピー）を添
え提出してください。団体活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。

外国籍の方への
注意事項
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■書類審査
■基礎数学………………………………… 100点
若干名 ■英語［コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、
英語表現Ⅰ・Ⅱ］（記述式）………………… 100点
■英語による面接

留学には米国ビザの発給が条件となります。ビザ申請が不受理となった時は各学科の通常の履修に変
更となる場合があります。

（１）国際コースを志望する者は総合型選抜 入学願書［所定用紙］
（様式①）志望学科記入欄に「志
工学部
望学科」とともに「国際コース」と記入してください。
「総合型選抜 入学願書」
記入上の注意事項
（２）
「志望理由」

志望学科および総合型選抜を選んだ理由について、550字以上600字以内で書いてください。
（３）
「自己ＰＲ」
あなた自身を強くアピールできることや得意な科目などについて、450字以上500字以内で詳し
く書いてください。
（４）
「将来の進路」
将来どのような仕事をしたいか、何を目指しているのかについて、250字以上300字以内で書い
てください。
（注）作文内容だけでなく文章表現力、文字数、誤字脱字なども評価の対象になります。
国際コースを志望する者は総合型選抜志望学科記入欄に「志望学科」とともに「国際コース」と記入し
てください。

試験場

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）

基礎数学とは

出題範囲は数学Ⅰ・Ⅱまでとし、工学部に入学した後に必要となる数学の基礎学力を備えているか
どうかを確かめるものです。高校の教科書に出ている基本的事項を、例題の理解などに重点を置いて
理解しているかを確かめる内容としています。

デザイン適性
（描画表現）とは

デザインを学び、研究する上で必要な基礎的能力（理解力、創造力、構成力、表現力、色彩感覚な
どを踏まえて、全体をまとめる力）を調べるためのものです。問題をよく理解し、想像して鉛筆、色
鉛筆を用いて、画用紙に表現してもらいます。
デザイン学科受験者は、次の筆記用具を必ず用意してください。
①鉛筆（B 〜4B程度）②色鉛筆（12色以内）③鉛筆削り ④消しゴム

総合型選抜

面接

試 験 要 項

工学部
「総合型選抜 資格・活動実績
記入表」記入上の注意事項

英語による面接を行います。
面接時に自作の装置やプログラム、デザイン作品などを持参し、自己アピールすることもできます。

次のいずれかにあたる者は「英語（記述式）」の試験は満点とします。当日「英語（記述式）」試験
を受験する必要はありません。出願時に受験結果（スコア）の写し（コピー）を提出してください。
なお、2020年 4 月以降（高校入学後）に取得したものが対象となります。
名

称

取得スコア

TOEFL ITP

450点以上

TOEFL PBT

450点以上

TOEFL iBT

45点以上

TOEIC L&R

500点以上

備

工学部［国際コース］

英語（記述式）

考

※TOEFL ITPのレベルは「Level 1」を対象

実用英語技能検定 ２級以上
GTEC

合格発表

工学部一般募集
合格について
その他

960点以上

※G TECのタイプは「CBT」と「Advanced」を対象とし、検定受
検（OFFICIAL SCORE）のみ有効

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。
国際コースの合格基準に達しなかった者でも、志望した学科で一般合格となる場合があります。

（１）出願手続の詳細は42頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
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総合型選抜 出願資格
出願資格

〔商学部〕 下記の（１）〜（３）のすべての条件を満たす者

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識を持っている者
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）次の①〜⑩のいずれかの条件を満たす者
①高等学校（特別支援学校の高等部含む）または中等教育学校を2022年３月卒業した者および2023年３月卒業見
込みの者
②外国において、学校教育における12年の課程を2022年３月修了した者。
（12年未満の課程の場合は、さらに指
定された準備教育課程または研修施設の課程等を2022年３月修了した者および2023年３月修了見込みの者（注
1））
③外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者で、2023年３月31日までに18歳に達する者。
（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を2022年３月修了した者
および2023年３月修了見込みの者（注1））
④我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を2022年３月修了した者および2023年３月卒
業見込みの者（注2）
。
（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を
修了した者および2023年３月修了見込みの者（注1））
⑤高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を2022年３月修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑥指定された専修学校の高等課程を2022年３月修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑦国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAなど、外国の大学入学資格の保有者
⑧国際的な評価団体（WASC、ACSI、CIS）の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者（注3）
 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に2021年４月
⑨
１日から2022年３月までに合格した者および2022年４月１日から2023年３月までに合格または合格見込みの者
⑩本学において個別の入学資格審査により認めた者で、2023年３月31日までに18歳に達する者。
※出願資格⑩に該当する場合において、本学にてあらかじめ出願資格を認定している次の８校については、個別
の入学資格審査の手続きは必要ありません。
〔朝鮮高級学校８校〕
東京朝鮮中高級学校（高級部／北区）
、神奈川朝鮮中高級学校（高級部／横浜市）
、北海道朝鮮初中高級学校（高
級部／札幌市）
、愛知朝鮮中高級学校（高級部／豊明市）、神戸朝鮮高級学校（高級部／神戸市）、京都朝鮮中高
級学校（高級部／京都市）
、大阪朝鮮高級学校（高級部／東大阪市）、九州朝鮮中高級学校（高級部／北九州市）
（注1）＜文部科学大臣指定準備教育課程一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm
（注2）＜我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
（注3）＜国際的な評価団体認定外国人学校一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm
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出願資格

〔政経学部・外国語学部・国際学部・工学部〕 下記の（１）〜（３）のすべての条件を満たす者

（１）志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目的意識を持っている者
（２）本学の教育方針を理解し、強い学修意欲と基礎学力を有する者
（３）次の①〜⑪のいずれかの条件を満たす者
①高等学校（特別支援学校の高等部含む）または中等教育学校を卒業した者および2023年３月卒業見込みの者
②外国において、学校教育における12年の課程を修了した者。
（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準
備教育課程または研修施設の課程等を修了した者および2023年３月修了見込みの者（注1））
③外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者で、2023年３月31日までに18歳に達する者。
（12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了した者および2023
年３月修了見込みの者（注1）
）
④我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者（注2）
。
（12年未満の課程の場
合は、さらに指定された準備教育課程または研修施設の課程等を修了した者および2023年３月修了見込みの者
（注1）
）
⑤高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑥指定された専修学校の高等課程を修了した者および2023年３月修了見込みの者
⑦旧制学校等を修了した者
⑧国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAなど、外国の大学入学資格の保有者
⑨国際的な評価団体（WASC、ACSI、CIS）の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者（注3）
出願資格・出願手続

 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験に合格した
⑩
者および2023年３月までに合格見込みの者
⑪本学において個別の入学資格審査により認めた者で、2023年３月31日までに18歳に達する者。
※出願資格⑪に該当する場合において、本学にてあらかじめ出願資格を認定している次の８校については、個別

総合型選抜

の入学資格審査の手続きは必要ありません。
〔朝鮮高級学校８校〕
東京朝鮮中高級学校（高級部／北区）
、神奈川朝鮮中高級学校（高級部／横浜市）
、北海道朝鮮初中高級学校（高
級部／札幌市）
、愛知朝鮮中高級学校（高級部／豊明市）、神戸朝鮮高級学校（高級部／神戸市）、京都朝鮮中高
級学校（高級部／京都市）
、大阪朝鮮高級学校（高級部／東大阪市）、九州朝鮮中高級学校（高級部／北九州市）
（注1）＜文部科学大臣指定準備教育課程一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm
（注2）＜我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
（注3）＜国際的な評価団体認定外国人学校一覧＞
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm
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総合型選抜 出願手続
1．出願の方法
出願に必要な書類をそろえ、入学検定料を納入・支払い後、郵便局の窓口から「簡易書留・速達郵便」で郵送して
ください。なお、願書受付最終日消印有効です。締切日を過ぎた消印のものは一切受け付けられません。また、窓口
での受け付けは行っておりません。

2．出願書類
（１）出願確認票（本学所定の用紙）

※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印刷するこ
とができます。

（２）出身学校調査書

①卒業見込み者は、2022年10月１日以降に作成された「調査書」
（厳封され
たもの）を提出してください。既卒者・修了者は、卒業または修了後に発
行された「調査書」
（厳封されたもの）を提出してください。
②高 等学校卒業程度認定試験に合格した者は、「合格成績証明書」を、合
格見込み者は、「合格見込成績証明書」を提出してください。（出願前３
カ月以内に作成されたもの）（「合格証明書」では受理できません。）
③外国において12年の課程を修了した者は、
「修了証明書」と「成績証明書」
を提出してください。ただし、日本と外国の双方の高等学校に在籍した
者は、日本の高等学校在学中の「調査書」も併せて必要です。

（３）総合型選抜 入学願書（様式①） ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
※学 部ごとに所定用紙が異なりますので、出願学部の用紙をよく確認し、
記入してください。
（４）総合型選抜 資格・活動実績記入表 ※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
   （様式②）
①公的な資格または高等学校入学後の活動実績を有する者は、資格・活動
実績記入表に資格名称あるいは活動名称を記入し、それらを証明する資
料または写し（A4サイズにコピー）を添えて、提出してください。団体
活動での実績の場合は、団体のメンバー表を添付してください。
②総合型選抜 資格・活動実績記入表記載の番号を各証明書類（写し）の右
上に明記してください。
③総合型選抜 資格・活動実績記入表に公的な資格または高等学校入学後の
活動実績が記載されていても、証明できる書類が提出されていない場合
は無効とします。また、各証明書類（写し）が提出されていても、総合
型選抜 資格・実績記入表に記載がない場合には無効とします。
④資格や活動実績がない場合は提出不要です。
※（３）の書類は、片面印刷、両面印刷どちらでも可。

3．出願上の注意
（１）出願書類に虚偽の記載があった場合は入学を取り消す場合があります。
（２）一度提出された出願書類および納入された入学検定料は一切返還できません。
（３）入学願書への記入が自筆でない場合、出願を受け付けないことがあります。
（４）出願書類は、必ずペンまたはボールペン（黒、またはブルーブラック色のインク）で記入してください。
消すことができる筆記用具で記入した書類は受け付けられません。
（５）出願後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。

4．願書郵送先

〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14

拓殖大学入学課

※郵便局から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
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学校推薦型選抜
（公募制）
出願資格
●

本学を第一志望とする者で、志望する学部・学科のアド
ミッション・ポリシーを十分に理解し、何を学ぶか明確な目
的意識を持っている者〔専願制〕

●

2023年3月卒業
（修了）見込みの者で、学業成績、人物
共に優秀で学校長の推薦する者

全体の学習成績の状況
（評定平均値）
が次の基準にある者
［全学部］ 3.3以上

●

※その他の出願資格については44頁をご確認ください。

建学の理念

積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具え
た有為の人材の育成

教育目標

・世界のあらゆる民族・人種との共存、ならびに相互信頼を実現する柔軟
な理解力、豊かな受容力を備えた人材の育成
・激
 動する国内外の情勢下にあって、事柄の本質を冷静かつ的確に把握し、
確固たる信念をもって行動するための洞察力と決断力を備えた人材の育成
・人間社会が直面する課題の解決に率先して立ち向かう開拓精神にあふれ、
かつ、そのために必要な知力と体力を備えた実践的な人材の育成
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学校推薦型選抜
（公募制）
願書受付期間

試

◎郵送受付
11月 1 日（火）
〜11月15日（火）
（消印有効）
学

部
商

学

経

外国語

国

際

工

（商学部、国際学部）

験

日

試

11月27日（日）

科

10名

国際ビジネス

5名

場

試

験

科

出願資格

7名

経済

10名

英米語

若干名

スペイン語

若干名

中国語

若干名

国際日本語

若干名

12月 6 日（火）

12月15日（木）

試

若干名

電子システム工

若干名

情報工

若干名

デザイン

若干名

験

時

間

10:40〜11:00 11:00〜12:00

割

13:00〜

■書類審査…………………… 100点
■基礎国語…………………… 100点
■面接

基礎国語
■書類審査…………………… 100点
■基礎国語…………………… 100点
■面接
■書類審査…………………… 100点
■基礎英語…………………… 100点
■面接
■書類審査…………………… 100点
■基礎国語…………………… 100点
■面接
■書類審査…………………… 100点
■基礎英語…………………… 100点
■面接

5名

機械システム工

基礎英語
諸説明

基礎国語

面接

基礎英語

■書類審査…………………… 100点
■基礎数学…………………… 100点
■面接

基礎数学

■書類審査…………………… 100点
■デザイン適性（描画表現）
…… 100点
■面接

デザイン適性
（描画表現）
※昼食は各自で用意してきてください

公募制は、高校３年間を通じて学業や課外活動に意欲的に取り組み、入学後も学修や諸活動に積極
的に取り組むことのできる者を対象に選抜します。また、全国規模の大会、コンクール、コンテスト
に出場した実績のある者［団体の場合は本人の出場しているものに限る］も評価します。
下記の（１）
〜
（４）のすべての条件を満たす者
（１）本学を第一志望とする者で、志望する学部・学科のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、
何を学ぶか明確な目的意識を持っている者〔専願制〕
（２）学業成績、人物共に優秀で学校長の推薦する者
（３）次の①～④のいずれかの条件を満たす者
①高等学校または中等教育学校を2023年３月卒業見込みの者
②高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を2023年３月修了見込みの者
③指定された専修学校の高等課程を2023年３月修了見込みの者
④本学において個別の入学資格審査により認めた者で、2023年３月31日までに18歳に達する者。
※出願資格④に該当する場合において、本学にてあらかじめ出願資格を認定している次の８
校については、個別の入学資格審査の手続きは必要ありません。
〔朝鮮高級学校８校〕
東京朝鮮中高級学校（高級部／北区）、神奈川朝鮮中高級学校（高級部／横浜市）、北海道朝
鮮初中高級学校（高級部／札幌市）
、愛知朝鮮中高級学校（高級部／豊明市）、神戸朝鮮高級
学校（高級部／神戸市）、京都朝鮮中高級学校（高級部／京都市）、大阪朝鮮高級学校（高級
部／東大阪市）
、九州朝鮮中高級学校（高級部／北九州市）
（４）学習成績の状況（評定平均値）が次の基準にある者
学

部
商
政 経
外 国 語
国 際
工
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入学手続締切日

目

試験科目の出題方針・出題形式は46頁に掲載していますので参照してください。


公募制について

合格発表日

若干名

法律政治

国際

験

文京キャンパス

募集人数

経営
会計
政

特別奨学生奨学金給付対象区分

推

薦

基

準

全体の学習成績の状況（評定平均値）が
3.3以上の者
※学校ごとの推薦枠数の制限はありません。

書類審査点について

１．書類審査（100点）の評価方法
（１）高校生活、課外活動、資格取得等を評価 50点（下表１参照）
（２）学業成績点 50点
（内訳①25点満点+②25点満点）
①全体の学習成績の状況（評定平均値）× 5
②志望学科の指定する教科の学習成績の状況（評定平均値）× 5 （下表２参照）
（表１）
■高校生活等評価点
分野
項目
高校生のためのアジアの言語と文化
全国高校生・留学生作文コンクール
大学指定
オレンジカップ
出席
諸活動（文化・芸術・学術・応援・
高校生活等
スポーツ活動／リーダーシップ
評価
（生徒会活動等）／海外生活体験・
ボランティア活動・表彰）
その他

２．学業成績点（50点）の計算方法（例）
（１）全体の学習成績の状況（評定平均値）
英語の学習成績の状況（評定平均値）
（２）全体の学習成績の状況（評定平均値）
英語の学習成績の状況（評定平均値）
（３）全体の学習成績の状況（評定平均値）
英語の学習成績の状況（評定平均値）

３．学業成績点 学科指定教科 （表２）
学

部
商

政

経

外国語
国

際

デザイン

出願書類

工学

農業

項目
数学
無線
電気
通信
技能
技術
デザイン
技術

分野

項目
英語
フランス語
ドイツ語
ロシア語
中国語
語学 スペイン語
韓国語
インドネシア語
その他の
語学資格
漢字

計36点
計35点
計35.5点=36点
（小数点以下切り上げ）
指定する教科

「英語」または「商業」の高い値を採用
英語
英語
国語
英語
「数学」または「理科」の高い値を採用
理科
「数学」または「芸術」（美術Ⅰ〜Ⅲ、もしくは工芸Ⅰ〜Ⅲのうち履修して
いる科目の平均値）の高い値を採用

（１）出願確認票（本学所定の用紙）
※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印刷することができます。
（２）志望理由書
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（３）学校推薦型選抜（公募制）推薦書
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
（４）出身学校調査書
2022年10月１日以降に作成されたもの
（５）資格活動実績等を有する者は、それを証明する書類の写し（47頁参照）
※団体活動での実績の場合は団体活動実績証明書を本学ホームページよりダウンロード（A4
サイズ）してください。また、団体のメンバー表を添付してください。

学校推薦型選抜（公募制）

試験場

3.6× 5 ＝18
3.6× 5 ＝18
3.5× 5 ＝17.5
3.5× 5 ＝17.5
3.6× 5 ＝18
3.5× 5 ＝17.5

分野

試 験 要 項

工

学
科
経営
国際ビジネス
会計
法律政治
経済
英米語
スペイン語
中国語
国際日本語
国際
機械システム工
電子システム工
情報工

■資格点
分野
項目
簿記
珠算
商業
販売士
商業経済
情報処理
ワープロ
情報
パソコン
電卓

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続の詳細は47頁、試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載さ
れています。
（２）入学手続者に対して「入学準備教育プログラム」を実施します。（61頁参照）
（３）デザイン学科受験者は、次の筆記用具を必ず用意してください。
①鉛筆（B 〜4B程度）②色鉛筆（12色以内）③鉛筆削り ④消しゴム
（４）
「デザイン適性（描画表現）
」とは、デザインを学び、研究する上で必要な基礎能力（理解力、
創造力、構成力、表現力、色彩感覚などを踏まえて、全体をまとめる力）を調べるためのもの
です。問題をよく理解し、想像して鉛筆、色鉛筆を用いて、画用紙に表現してもらいます。
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2023年度 学校推薦型選抜（公募制） 出題方針・出題形式について
学校推薦型選抜（公募制）では、次のような「出題方針・出題形式」で実施いたします。昨年度の問題につい
ては、「2022年度入学試験問題集」をご参照ください。

基礎国語

〔マークシート方式〕

商学部・政経学部・外国語学部（中国語学科／国際日本語学科）
大学生に必要とされる基礎的な国語力を測るために、中程度の分量（2000字程度）の現代文の読解の問題を出題する。さらに漢
字の読み書きの問題、語彙や慣用表現（四字熟語やことわざなどを含む）の問題、文学史（近現代に限る）の問題を出題する。古
文・漢文は出題しない。

基礎英語

〔マークシート方式〕

外国語学部（英米語学科／スペイン語学科）
・国際学部
問題はすべて、比較的平易な英語の文章を基にした客観テストです。基本的な語彙力、英文法についての理解度、会話力、そし
て、英文読解力などを測ることを目的としています。
はじめに、英文読解問題については、内容理解を問う設問を中心に出題します。日頃から、英語で書かれた文章を読み慣れてお
く必要があります。辞書で英単語を一々引かずに、読み進めながら文脈を把握する練習を行ってください。
次に、会話問題については、英語による会話表現の使い方を確認する設問だけではなく、会話の内容についても理解することが
できるかどうかを問う設問も出題します。
最後に、英文法・構文・語彙力については、短文空所穴埋め問題や英文整序問題などの形式で問う設問を出題します。英文法参
考書や英単語集などで理解を深め、断片的知識ではなく体系的に理解するように心がけてください。

基礎数学

〔マークシート方式〕

工学部（機械システム工学科／電子システム工学科／情報工学科）
◆出題方針
 大学に入学した後に必要となる数学の基礎学力を備えているかどうかを確かめることが出題の目的です。
 基礎的で平易な設問が中心で、高度な知識や複雑な問題への解決能力は要求されません。工学部の他の試験区分における数学
の出題に比べて、より基礎的な事項の理解度の確認を目的としており、高校の教科書に出ている基礎的事項を、例題の理解など
に重点を置いて学んでおくことが重要です。
◆出題形式
 機械システム工学科、電子システム工学科、情報工学科の３学科に共通の問題で、題意にしたがって計算を進め、計算結果を
マークシートに解答する形式です。ただし、列記された語句や記述文から適切なものを選択・マークする形式のものも含まれる
かもしれません。出題の範囲は、通常高校２年までに勉強する「数学Ⅰ」
、「数学Ⅱ」の範囲で、式の展開や因数分解などの基礎
的な計算法、関数とグラフ、三角関数、微積分の分野など大きく４つの問題からなります。どの分野についても基礎的事項が理
解できているかどうかを、教科書の例題を中心に確認しておくことが大切です。

デザイン適性（描画表現）


〔記述式〕

工学部（デザイン学科）
基礎的な描画をとおして、デザインに対する関心やデザインを学ぶ意欲を確認します。描画表現は、デザインに必要なプロセス
であり、アイデアを確認し、人に伝えるためのコミュニケーションツールのひとつです。高校での美術の授業や身近にある日用品
を描くなどの練習で解答できる範囲で出題します。
描画による実技試験は、実際に目の前に置かれたものを描くのではなく、文章や図からイメージして描画する問題です。内容は、
問題から描画の対象とその状態（形・大きさ・材質・数・配置など）を読み取り描画する設問や日用品に図柄などをデザインして
描画する設問があります。配布される画用紙にイメージする解答を鉛筆と色鉛筆を用いてフリーハンドで描画します。

46

出題方針・形式

学校推薦型選抜（公募制）出願手続
1．出願の方法

学校推薦型選抜（公募制）

出願に必要な書類をそろえ、入学検定料を納入・支払い後、郵便局の窓口から「簡易書留・速達郵便」で郵送して
ください。なお、願書受付最終日消印有効です。締切日を過ぎた消印のものは一切受け付けられません。また、窓口
での受け付けは行っておりません。

2．出願書類
（１）出願確認票（本学所定の用紙）

※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印刷するこ
とができます。

（２）志望理由書

※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）

（３）学校推薦型選抜（公募制）
推薦書

①担当教員が記入し、学校長が証明したものを厳封して提出してください。
②推薦基準（出願資格）については、44頁を参照してください。
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）

（４）出身学校調査書

2022年10月１日以降に作成された「調査書」
（厳封されたもの）を提出して
ください。

（５）資格・表彰・ボランティア活動や、 ①高校３年間を通じて残した資格・表彰・ボランティア活動や、全国規模の
大会、コンクール、コンテストに出場した実績［団体の場合は本人の出場
全国規模の大会、コンクール、コ
しているものに限る］等がある者は、担当教員にその旨を伝え、
「学校推薦
ンテストに出場した実績［団体の
型選抜（公募制）推薦書」に記載してください。また、記載した資格や活
場合は本人の出場しているものに
動実績等を証明する書類の写し（A4サイズにコピーしたもの）を添付して
限る］等記入欄および証明資料
ください。なお、証明書類は出願時までに取得したものとします。
について
②学校推薦型選抜（公募制）推薦書記載の番号を各証明書類（写し）の右
上に明記してください。
③学 校推薦型選抜（公募制）推薦書に資格・表彰・ボランティア活動や、
全国規模の大会、コンクール、コンテストに出場した実績［団体の場合は
本人の出場しているものに限る］等が記載されていても、証明できる書類
が提出されていない場合は無効とします。また、各証明書類（写し）が
提出されていても、学校推薦型選抜（公募制）推薦書に記載がない場合
には、無効とします。
④団体活動での実績の場合は団体活動実績証明書を提出してください。
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）。また、団体のメンバー
表を添付してください。

3．出願上の注意
（１）出願書類に虚偽の記載があった場合は入学を取り消す場合があります。
（２）一度提出された出願書類および納入された入学検定料は一切返還できません。
（３）出願書類は、必ずペンまたはボールペン（黒、またはブルーブラック色のインク）で記入してください。
消すことができる筆記用具で記入した書類は受け付けられません。
（４）出願後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。

4．願書郵送先
		

〒112-8585 東京都文京区小日向3-4-14

拓殖大学入学課

※郵便局から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
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MEMO

48

海外帰国子女選抜
社会人選抜

建学の理念

積極進取の気概とあらゆる民族から敬慕されるに値する教養と品格を具え
た有為の人材の育成

教育目標

・世界のあらゆる民族・人種との共存、ならびに相互信頼を実現する柔軟
な理解力、豊かな受容力を備えた人材の育成
・激
 動する国内外の情勢下にあって、事柄の本質を冷静かつ的確に把握し、
確固たる信念をもって行動するための洞察力と決断力を備えた人材の育成
・人間社会が直面する課題の解決に率先して立ち向かう開拓精神にあふれ、
かつ、そのために必要な知力と体力を備えた実践的な人材の育成
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海外帰国子女選抜
願書受付期間

試

◎郵送受付
11月 1 日（火）
〜11月 8 日（火）
（消印有効）
学

部

学

験

日

試

11月27日（日）

科

募集人数

験

場

文京キャンパス

合格発表日

入学手続締切日

12月 6 日（火）

12月15日（木）

試験科目

試 験 時 間 割

10:40〜11:00 11:00〜12:00

13:00〜

経営
国際ビジネス

商

会計
政

経

法律政治
英米語

外国語

中国語
スペイン語

基礎英語
・
基礎国語

■書類審査
■基礎英語・基礎国語…… 100点
■面
接

経済
各学科
若干名

諸説明

面接

国際日本語
国

際

国際
機械システム工

工

電子システム工
情報工
デザイン

■書類審査
■基礎数学… ………………… 100点
■面
接



基礎数学

※昼食は各自で用意してきてください

「海外帰国子女選抜」とは、以下の「出願資格」に該当する者であって、既に帰国している者および帰国して受験しようとする者を対象とした入学者選抜をいいます。

出願資格

下記の（１）
〜
（２）のすべての条件を満たす者
（１）海外留学体験の豊富な者
（２）日本国籍を有し（※１）、保護者の海外在住または単身留学に伴い外国で教育を受けた者で、次
の①〜⑤のいずれかに該当する者
※１（出入国管理および難民認定法による「永住者」、または日本国との平和条約に基づき日本
の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」を含む）
①国の内外を問わず、学校教育における12年の課程を卒業（修了）した者および2023年３月31
日までに卒業（修了）見込みの者で、外国において日本の中学校・高等学校に相当する課程
に通算２年以上在籍した者。
ただし、既卒者は2023年３月31日現在で卒業後２年以内の者とする。
②外国において、スイス民法典に基づく財団法人国際バカロレア事務局から「国際バカロレア
資格証書」を授与された者。
③外国において、ドイツ連邦共和国の各州で大学入学資格として認められているアビトゥア資
格を取得した者。
④外国において、フランス共和国で大学入学資格として認められているバカロレア資格を取得
した者。
⑤外国において、グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国で大学入学資格として
認められているGCE Aレベル（ジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーショ
ン・アドバンスト・レベル）資格を取得した者。
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出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）

試 験 要 項

※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印
刷することができます。

（２）入学願書［所定用紙］
（３）志望理由書［所定用紙］

※本学ホームページよりダウンロード（A4 サイズ）

（４）自己 PR 書［所定用紙］
①成績証明書に卒業年月が明記されている場合は省略可。
②教育制度上、学校教育 12 年の課程を修了しても卒業証明書に該
当するものが発行されない場合は、出身高等学校発行の学校教
育 12 年の課程を修了した証明書を提出すること。

（６）出身高等学校全期間の成績証明書（原本）

①飛び級・繰り上げ卒業のある場合、その事実が記載されたもの。
成績証明書にその事実の記載がない場合は、それを証明する出
身学校の作成した書類を提出すること。
②日本の高等学校に在籍した者は、日本の高等学校の調査書また
は成績証明書（在籍期間も証明されていること）を提出すること。
③教育制度上、成績証明書に該当するものがない場合は、これに
代わるもの（学期ごとの学業評価レポートの写し等）を提出す
ること。
※写 し を 提 出 す る 場 合 は、 原 本 か ら 正 し く 複 製 さ れ た も の
（Certified true copy）であることの証明を出身高等学校から
受けた後、提出すること。
④記載事項のうち科目名・成績評価表等が符号または略字により
表示されている場合は、必ずその説明を添付すること。

海外帰国子女選抜

（５）出身高等学校の卒業証明書（原本）または
卒業見込証明書（原本）

─ ①の「通算２年」に関わる者のみ）
（７）外国の中学校の在籍証明書（原本）（出願資格（２）
（８）国際バカロレア資格証書（写し）および最終試験６科目の成績評価証明書（原本）
（出願資格（２）─②に該当する者のみ）
（９）一般的大学入学資格証明書（出願資格（２）
─ ③に該当する者のみ）
（10）バカロレア資格証書（写し）および資格試験成績証明書（原本）（出願資格（２）
─ ④に該当する者のみ）
（11）GCE Aレベル資格試験の資格証書（写）および成績評価証明書（出願資格（２）
─ ⑤に該当する者のみ）
（12）最終出身（在学）学校の推薦書［所定用紙］ ※本学ホームページよりダウンロード（A4 サイズ）
（13）健康診断書［所定用紙］

※出願前３カ月以内に発行されたもの。
※本学ホームページよりダウンロード（A4 サイズ）

（14）写真１枚

※写真は、縦４cm ×横３cm、無帽、上半身、正面、無背景、出
願前３カ月以内に撮影のもの。カラー・白黒のいずれでも可。
スナップ写真は不可。のり付けして、入学願書に貼付。

（15）日本国籍を有することを証明する書類
（①、②のいずれか１つ）

①パ スポートのコピー（氏名・本籍・パスポート No.・発行年月
日記載部分）
②住民票または住民票の除票
※マイナンバーが記載されていないもの

（16）外国の大学入学資格試験・統一試験成績評価証明書（原本）（受験していれば提出すること）

出願書類に
ついての注意

（１）提出書類が和文・英文以外の場合は、和訳または英訳を添付してください。
（２）出願書類等に記入漏れなど不備がある場合は受け付けません。
（３）出願書類に虚偽の記載があった場合は入学を取り消す場合があります。
（４）上記出願書類以外に、国・地域により出身学校のステイタスを証明した書類等の提出を求める
場合があります。

試験場
合格発表

文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）
（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続・試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載されています。
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社会人選抜
願書受付期間

試

◎郵送受付
11月 1 日（火）
〜11月 8 日（火）
（消印有効）
学

部

学

験

日

試

11月27日（日）

科

験

場

文京キャンパス

募集人数

試験科目

合格発表日

入学手続締切日

12月 6 日（火）

12月15日（木）

試 験 時 間 割

10:40〜11:00

11:00〜

経営
国際ビジネス

商

会計
政

経

法律政治
経済
英米語

外国語

中国語
スペイン語

各学科
若干名

国際日本語
国

際

■書類審査
■面

接

諸説明

面

接

国際
機械システム工

工

電子システム工
情報工
デザイン

出願資格

下記の（１）および（２）の両方の条件を満たす者
（１）社会での経験を積んだ者
（２）大学入学資格を有し、25歳以上の者（2023年４月１日までに25歳に達する者を含む）

出願書類

（１）出願確認票（本学所定の用紙）

※イ ンターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた
後、印刷することができます。

（２）入学願書［所定用紙］
（３）志望理由書［所定用紙］

※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）

（４）自己PR書［所定用紙］
（５）出身学校調査書（54頁参照）
（６）最終出身校の卒業証明書

出願書類に
ついての注意
試験場
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（７）健康診断書［所定用紙］

※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
※出願前３カ月以内に発行されたもの。

（８）写真１枚

※写 真は、縦４cm×横３cm、無帽、上半身、正面、無背
景、出願前３カ月以内に撮影のもの。カラー・白黒のい
ずれでも可。スナップ写真は不可。のり付けして、入学
願書に貼付。

（１）出願書類等に記入漏れなど不備がある場合は受け付けません。
（２）出願書類に虚偽の記載があった場合は入学を取り消す場合があります。
文京キャンパス（試験場交通案内図は64頁参照）

合格発表

（１）インターネットを利用した発表（https://www.takudai.net/gouhi/）を行います。
（詳細は59頁参照）
試 験 要 項

（２）合格者には合格通知書および入学手続書類を「簡易書留・速達郵便」で郵送します。
（３）電話・郵便による合否の問い合わせには、一切応じられません。

その他

（１）出願手続・試験当日の注意事項・合格発表・入学手続の詳細は58頁以降に記載されています。

社会人選抜
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海外帰国子女選抜・社会人選抜 出願手続
1．出願の方法
出願に必要な書類をそろえ、入学検定料を納入・支払い後、郵便局の窓口から「簡易書留・速達郵便」で郵送して
ください。なお、願書受付最終日消印有効です。締切日を過ぎた消印のものは一切受け付けられません。また、窓口
での受け付けは行っておりません。
海外からの送金や出願書類の送付は受け付けておりません。日本在住者を通じて手続きをしてください。

2．出願書類
（１）出願確認票（本学所定の用紙）

※インターネットで出願登録し、入学検定料が支払われた後、印刷するこ
とができます。

（２）入学願書

本学所定の用紙に記入し、提出してください。
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）
入学願書に貼付する写真について
写真は、縦４cm×横３cm、無帽、上半身、正面、無背景、出願前３カ月以内に撮影のも
の。カラー・白黒のいずれでも可。スナップ写真は不可。のり付けして、入学願書に貼付。

（３）志望理由書

本学（志望学科）を志望した理由を本学所定の用紙に記入し、提出してく
ださい。
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）

（４）自己PR書

自分についてPRできることを本学所定の用紙に記入し、提出してください。
※本学ホームページよりダウンロード（A4サイズ）

（５）出身学校調査書

（海外帰国子女選抜については51頁の出願書類を参照してください。
）
①高等学校卒業者および高等専門学校第３学年修了者は、「調査書」（厳封
されたもの）を提出してください。
②高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、
「合格成績証明書」を、合格
見込み者は、「合格見込成績証明書」を提出してください。
③調査書が発行されない場合は、卒業証明書を提出してください。
④外国において12年の課程を修了した者は、
「修了証明書」と「成績証明書」
を提出してください。ただし、日本と外国の双方の高等学校に在籍した
者は、日本の高等学校在学中の「調査書」も併せて必要です。

（６）その他、各試験により定められた書類を提出してください。（51・52頁参照）
※（２）
、
（３）
、
（４）において、複数ページのものは片面印刷、両面印刷どちらでも可。

3．出願上の注意
（１）出願書類に虚偽の記載があった場合は入学を取り消す場合があります。
（２）一度提出された出願書類および納入された入学検定料は一切返還できません。
（３）入学願書への記入が自筆でない場合、出願を受け付けないことがあります。
（４）出願書類は、必ずペンまたはボールペン（黒、またはブルーブラック色のインク）で記入してください。
消すことができる筆記用具で記入した書類は受け付けられません。
（５）出願後の試験の種類や学部・学科の変更は一切認めません。

4．願書郵送先
〒112-8585

東京都文京区小日向3-4-14

拓殖大学入学課

※郵便局から「簡易書留・速達郵便」で郵送してください。
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共通事項
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オンライン受験票について
総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制）
・海外帰国子女選抜・社会人選抜の受験票は、すべて
オンライン受験票となります。受験票は郵送いたしませんのでマイページ上より各自取得・印
刷し、試験当日に持参してください。
（１）出願書類を受け付けた後、オンライン受験票を発行します。オンライン受験票の発行には、出願書類の受付状況・
郵便事情などにより、７～10日程度かかります。試験日３日前までにオンライン受験票が発行されない場合は、氏
名・出願試験名・志望学科・出願書類の送付日等を明らかにして、拓殖大学入学課［TEL：03-3947-7159］にお
問い合わせください。
（２）受験番号の表示の読み方は以下の通りです。オンライン受験票発行後、マイページ上より取得・印刷（A4サイズ）
し、試験日、受験番号、志望学科等を確認してください。なお、内容に誤りがある場合は、至急、拓殖大学入学課
［TEL：03-3947-7159］までご連絡ください。また、オンライン受験票は試験当日に必ず持参してください。

例

101─A─0001
◎出願学科を表します

◎試験の種類を表します
総合型選抜
総合型選抜（工学部国際コース）
学校推薦型選抜（公募制）
海外帰国子女選抜
社会人選抜

101
401
180
131
141

経営
国際ビジネス
会計
法律政治
経済
英米語
中国語

A
B
N
C
D
E
F

スペイン語
国際日本語
国際
機械システム工
電子システム工
情報工
デザイン

G
K
J
P
Q
R
S

（３）オンライン受験票を印刷する用紙はA4サイズ・両面無地（白紙）をご使用ください。

受験票発行期間
試験区分

総合型選抜
総合型選抜（工学部国際コース）
学校推薦型選抜（公募制）
海外帰国子女選抜
社会人選抜

オンライン受験票発行期間

出願確認完了後〜2023年３月18日（土）
※印刷（A4サイズ）した受験票は、
試験当日に必ず持参してください。

インターネット（パソコン・スマートフォン・タブレット等）による
オンライン受験票の取得方法
①マイページにログイン

②マイページ内の「オンライン受験票」をクリック

③オンライン受験票の取得
印刷 ▶

ボタンを押下後、試験当日持参してください。
）

パソコン・スマートフォン・タブレット等共に手順は同じです。※図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。
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注意事項

【携帯電話をご利用の際のご注意】
この受験票確認サービスは、「なりすまし」や「盗聴」、「データの
改ざん」などを防止するため、全ての通信に暗号化プロトコルSSL
認証をしております。したがって、携帯電話の使用上SSL認証がと
れない携帯電話（旧機種または特定機種）は利用できません。オ
ンライン受験票取得画面が表示されない場合（エラー画面がでる）
などは、まずはご利用中の携帯電話の契約内容、仕様などを携帯
電話会社やメーカーなどに確認してください。
●本システムの「誤操作」「見間違い」等を理由とした、入学手続
期間終了後の入学手続は認めません。

オンライン
受 験 票

●こ こで表示される受験票および、受験番号等は正式なものであ
り、別途受験票等の郵送はしませんので、必ず取得・印刷して
ください。
●本 受験票の表示内容を確認してください。表示内容に誤りがあ
る場合は入学課までご連絡ください。
●試験時間割は入学試験要項にてご確認ください。
●本受験票は合格発表まで大切に保管してください。
●パ ソコンの性能やインターネットへの接続方法などにより、表
示に時間がかかる場合があります。
●パ ソコンのブラウザの設定によっては、画像のずれ・文字化け
などが発生する場合があります。その場合はブラウザを調整し
てください。
●大学では操作方法に関するお問い合わせには応じかねます。

【お問い合わせ先】
オンライン受験票に関する問い合わせ：拓殖大学入学課 03-3947-7159

感染症への
対 応 について

〔重要〕感染症への対応について
学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ・はしか・新型コロナウイルス感染
症等）にかかり、治癒していない場合、その感染症が他の受験生や試験監督者に拡がるおそれがありますの
で、以下の受験上の注意をご確認ください。
（１）自主検温
試験日の７日程度前から、朝などに体温測定を行うこととし、体調の変化の有無を確認するようにしてください。
（２）医療機関での受診
試験日の２週間程度前から発熱・咳等の症状がある受験生は、あらかじめ医療機関での受診を行ってください。
（３）受験できない者
 新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中または自宅や宿泊施設において療養中の者は受験できません。
 また、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患し治癒していない場合も受験
できません。
（４）受験の取り止め、入学検定料の返還
 試験の前から継続して発熱・咳等の症状のある受験生は、新型コロナウイルスに感染している可能性もありますの
で、受験を取り止めてください。受験を取り止め、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウ
イルスを含むインフルエンザ等）に罹患していることが判明し、その証明として本学所定の「罹患証明書」が提出でき
る場合は、入学検定料を返還します。
手続方法等についてはホームページでお知らせします。
（５）特別措置（別室受験）
 濃厚接触者として認定され、かつ発熱・咳などの症状のない者でＰＣＲ検査等の結果が陰性の場合、別室受験の対象
となります。
 同じく、濃厚接触者として認定され、かつ発熱・咳などの症状がない者でＰＣＲ検査等を未検査の無症状者について
も別室受験の対象となります。
手続方法等についてはホームページでお知らせします。
（６）ワクチンの接種
他の疾患の罹患等のリスクを減らすため、各自の判断において予防接種を受けておくことを推奨します。
（７）「新しい生活様式」等の実践
 日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、
「三つの密」の回避などを行うとともに、
バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理を心がけてください。
（８）「新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）」のダウンロード
 利用者が新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、
その後の検査の受診など保健所のサポートを早く受けることができることから、活用することを推奨します。
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試験当日の注意事項
（１）発熱・咳等の症状があり、試験当日の検温で、37.5度以上の熱がある場合は受験を取り止めてください。また37.5
度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状のある受験生は、その旨を試験監督者等に申し出てください。症状の
有無にかかわらず、各自マスクを着用し、試験場では昼食時以外は常に鼻と口を覆い、正しく着用してください。
感覚過敏等によりマスクの着用が困難であり、受験上での配慮が必要な場合は出願する前に大学に相談してくださ
い。休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力避けるようにしてください。試験場および試験室への
入退出を行うごとに必ず、アルコール消毒液による手指消毒を行ってください。
（２）試験当日は、午前９時50分に開室します。試験室には、試験開始20分前までに入室してください。
（３）試験当日は、すべての時限の試験を受験してください。１時限でも受験しない時限があったり、志望する学科で選
択できない科目を受験した場合は、合否判定の対象となりませんので、注意してください。
（４）遅刻は１時限目のみ、試験開始後30分以内に限り受験を認めます（２時限目以降、あるいはプレゼンテーションや
面接の遅刻は、一切認めません）
。
（５）受験票は試験当日、必ず携帯し、試験時間中は机の上に置いてください。
（６）受験票を忘れたり紛失した場合は、受験前に係員に申し出て仮受験票の交付を受けてください。
（７）試験中に気分が悪くなった場合は、試験監督者・面接教員あるいは係員に申し出てください。
（８）受験票以外に試験時間中、机の上に置くことができるのは、ハンカチ（タオル含む、無地のもの）、HBの鉛筆（シ
ャープペンシル可）
、鉛筆キャップ、消しゴム、色鉛筆（デザイン適性受験者）
、鉛筆削り（電動式は不可）、時計
（辞書、電卓、端末等の機能があるものや、それらの機能の有無が判別しづらいもの、秒針音のするもの、キッチ
ンタイマー、大型のものの使用は禁ずる）、眼鏡、ティッシュペーパー（袋から出した中身のみ）
、目薬です。な
お、各試験ごとに指定がある場合はその指示に従ってください。
（９）定規（定規の機能を備えた鉛筆等を含む。
）、コンパス、電卓、そろばん、グラフ用紙等の補助具や電子辞書は使用
不可。また、携帯電話・スマートフォン・腕時計型端末・ICレコーダー等の電子機器類は、試験室に入る前に必
ずアラームの設定を解除し、電源を切ってかばん等にしまってください。アラームは、設定を解除しないと、電源
を切っていても鳴ることがありますので注意してください。なお、試験時間中にかばん等の中で携帯電話・スマー
トフォン・腕時計型端末等の着信音やマナーモードの振動音が発生した場合には、監督者が本人の了解を得ずに、
かばん等を教室外へ持ち出し、試験実施本部で当該試験時間終了まで保管する場合もあります。
（10）英文字や地図等がプリントされている服等は着用不可です。着用している場合には、見えないように上着を着用す
るか、裏返して着用する等で対応していただきます。
（11）デザイン学科受験者で試験科目が「デザイン適性（描画表現）」の方は、次の筆記用具を必ず用意してください。
①鉛筆（B 〜4B程度）②色鉛筆（12色以内）③鉛筆削り ④消しゴム
（12）写真照合を毎時限行うので、氏名または受験番号を呼ばれたら、顔を上げて本人確認を受けてください。
（マスク
着用の場合は一旦マスクを外す）
（13）試験時間中の退室は認めません。
（14）不正行為を行った場合には即座に退室を命じ、試験を無効とします。
（15）試験当日は、自動車・オートバイ・自転車の構内乗り入れは禁止します。
（16）試験当日は、試験監督者・面接教員あるいは係員の指示に従ってください。
（17）付き添いの方の控室はありませんので試験場には入場できません。
（18）試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、コート、上着など暖かい衣服を持参してくだ
さい。
（19）昼食は、各自で用意し、自席でとるようにしてください。
（20）受験者数等の影響により、面接の終了時刻が遅くなる場合があります。
（21）身体等の個々の事情による特別措置を希望する場合は、必ず出願開始日前までに拓殖大学入学課（03-3947-7159）
までご相談ください。期限後の申し出については、対応できません。
（22）医務室での受験はできません。
※入学試験当日、大学外でのパンフレット等の配布活動、および合否に関する電報・電話などの私設業者は、本学とは全く関
係ありませんのでご注意ください。
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合格発表
合格発表
発

表

方

法

期

間

インターネット（https://www.takudai.net/gouhi/） 発表日10時から7日後（発表日を含めて）まで
郵送

合格者のみ合格通知書および入学手続書類を郵送

※上記以外の合否に関する問い合わせには、一切応じられません。
※電話・掲示による合格発表は行いません。

インターネット
（パソコン・スマートフォン・タブレット等）による確認方法
インターネット（パソコン・スマートフォン・タブレット等）による合否確認
パソコン・スマートフォン・タブレット等による合否確認方法（画面操作手順）
※図はイメージであり、実際の画面とは異なる部分があります。

合否案内開始時間（合格発表日のみ）
試験当日の
注 意 事 項

利用可能な受験番号

時間

（全試験・全学科）

0001番〜0100番

10：15〜

0001番〜0300番

10：30〜

0001番〜0600番

10：45〜

0001番〜1000番

11：00〜

0001番〜1500番

11：15〜

0001番〜2000番

11：30〜

0001番〜2500番

11：45〜

0001番〜3000番

12：00〜

0001番〜すべて

合 格 発 表

10：00〜

インターネットの URL

合否に関する情報が
画面に出ますので
確認してください。

URL : https://www.takudai.net/gouhi/
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入学手続
（１）合格者は、入学手続期間中に所定の振込用紙によって学費・諸費を銀行へ振り込み、入学手続書類を郵送してください。本学
窓口では受け付けません。
（２）入学手続時に必要な納付金は下表のとおりです。
（３）学費・諸費は、次の２つの方法（一括納入・分割納入）から、希望する方法で納入できます。
①【一括納入】入学手続締切日までに学費・諸費の全額を一括納入する。
②【分割納入】入学手続締切日までに分納（１回目）分を納入し、残りの学費は、入学後の所定期日までに納入する。
（所定期日（予定）
：６月、10月、12月）
  
なお、分納（１回目）分については入学金および諸費の全額を含みます。
（４）入学手続書類の不着および遅配を理由とした入学手続期間終了後の入学手続は一切認めません。
（５）入
 学手続完了者には、本学の事業会社である 株式会社 紅陵企画 より新入生および保護者の利便に供する資料、案内を送付し
ますので予めご了承ください。

学費・諸費
学部

（単位：円）
（注 １ ）諸費内訳

学費

諸費

合計

2年次以降

入学金

授業料

施設設備資金

商学部

200,000

792,000

290,000

28,900

1,310,900

1,106,300

政経学部

200,000

792,000

290,000

28,900

1,310,900

1,106,300

外国語学部

200,000

907,000

230,000

28,900

1,365,900

1,161,300

国際学部

200,000

907,000

230,000

28,900

1,365,900

1,161,300

工学部

200,000

1,000,000

430,000

28,900

1,658,900

1,454,300

納入方法
学部

（単位：円）

一括納入の場合

①麗澤会入会金（初年度のみ）
②麗澤会費（1〜4年次）
③後援会費（1〜4年次）
④学生健保入会金（初年度のみ）
⑤学生健保会費（1〜4年次）
⑥学友会入会金（初年度のみ）
⑦学友会費（2〜4年次）

1,000円
6,200円
10,000円
100円
1,600円
10,000円
6,500円

初年度合計①〜⑥
28,900円
次年度以降②+③+⑤+⑦
24,300円
（注２）次年度以降の諸費については、変更になる
場合もあります。
（注３）工学部（国際コース）では留学時に別途費
用が発生します。

4分割納入の場合
分納１回目

分納２回目

分納３回目

分納４回目

商学部

1,310,900

499,400

270,500

270,500

270,500

政経学部

1,310,900

499,400

270,500

270,500

270,500

外国語学部

1,365,900

513,150

284,250

284,250

284,250

国際学部

1,365,900

513,150

284,250

284,250

284,250

工学部

1,658,900

586,400

357,500

357,500

357,500

入学辞退
・入学手続完了者（学費・諸費の納入者）で入学を辞退する場合は、2023年３月31日（金）まで（必着）に本学所定の入学辞退届
および必要書類を入学課に提出した者に限り、学費・諸費のうち入学金を除いた金額を返還いたします。詳細は合格者に送付す
る「入学の手びき」で確認してください。
・入学辞退または入学手続未了の場合も、入学手続書類の返還はできません。提出された書類は、適正に管理し、裁断または焼却
により一括処分いたします。
・学校教育法に定められた大学・短期大学・高等専門学校に複数在籍することはできません。
（二重学籍の禁止）
・学校推薦型選抜（公募制）合格者は、学校長の推薦による試験のため、入学辞退はできません。

寄付金について
本学では、入学前における寄付金募集は行っていません。入学後に任意のご寄付をお願いしています。
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入学準備教育プログラム［総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制）合格者が対象］
〈目的〉本学への入学に向けての準備期間（11月〜２月）を活用して基礎学力の維持、さらなる学力向上を図ります。
〈内容〉

（2022年度

参考）

◎商学部
学力診断テスト・学力補習課題（国語・数学）
英語リスニング・リーディング課題
オンライン英会話講座
◎政経学部
基礎学力充実課題（英語・国語・数学）
◎外国語学部
基礎学力確認課題（英語・国語）
文章作成課題
各学科の語学文法課題
◎国際学部
学力診断テスト・学力補習課題（英語）
文章作成課題
日本語力向上課題
オンライン英会話講座（総合型選抜のみ）
◎工学部
基礎学力確認課題（英語）
学力課題プログラム（英語・数学・物理・デザイン課題）
〈注意事項〉各プログラムには、課題提出の締め切りが設定されています。計画的に課題に取り組み、期日を厳守してく
ださい。
※入学準備教育プログラムの日程・内容などの詳細については、合格通知書類と併せてお知らせいたします。

入 学 手 続

【重要】
本学では当該選抜合格者を対象に入学準備教育プログラムを
重要な位置づけとして実施しています。課題の提出状況や内容が
不十分な場合は、高等学校を通じて指導させていただきます。
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個人情報保護に関する取り扱い／資料・案内等の送付について
拓殖大学では、個人情報保護の重要性に鑑み、
「個人情報の
保護に関する法律」および関係法令、文部科学省による指針等
の基準を遵守するとともに、「拓殖大学個人情報の保護に関す
る規程」を制定し個人情報を適切に取り扱います。
記

個人情報の利用目的
入学志願者および保証人（ご父母等）の個人情報は個人デー
タとして管理し、入学試験の実施およびその後の情報提供な
ど、次のとおり必要な範囲内において利用します。
このほか、個人を特定せずに統計上の資料として集計等に利
用する場合があります。
（１）入学志願者の個人情報
入学試験関係：①受験票の作成（送付）
②入学試験の実施および合否判定に必要なリ
スト・資料の作成
③合格通知書の作成（送付）

個人情報の第三者提供
個人情報は、あらかじめ入学志願者の同意を得た上で、以下
の第三者に提供することがあります。
これ以外に提供の必要が生じた際には、その都度、意思確認
の手続きをとります。
（１）本法人（学校法人拓殖大学）の設置する拓殖大学北海道
短期大学への氏名、住所、電話番号、出願学部学科の情
報提供
（２）本法人（学校法人拓殖大学）の事業会社である㈱紅陵企
画への氏名、住所、電話番号、出願学部学科の情報提供
 ただし、特定の個人を識別できない状態で開示する場合およ
び次の場合を除きます。
①本人の同意がない場合
②法令の定めがある場合
③個人の生命、身体または財産の安全を守るために緊急的必
要がある場合
④同一性確認を目的とする公的機関からの依頼がある場合

④繰り上げ補欠合格候補通知の作成
（送付）
・
連絡
入試広報関係：①当該出願入学試験以外の試験案内（拓殖大

個人情報の開示、訂正、削除等
入学志願者またはその保護者は、提供した個人情報の開示、

学および本法人の設置校である拓殖大学北

修正、削除等を請求することができます。ただし請求に適用さ

海道短期大学の試験案内等）連絡および送

れる情報は、入学試験への出願時に提供されたものに限定し、

付

個別の入学試験結果（得点など）は、その対象としません。ま

入学準備教育：①入学準備教育の連絡

た法令に基づき、その保存期限まで一部の個人情報を削除でき

②添削結果等の送付
入学手続関係：①合格者の学費等納入状況調査
②入学手続担当部署へのデータ提供

ない場合があります。
なお、請求には個人情報の提供者本人であることを明らかに
したうえで、次の事項を記載した文書をご提出ください。

③入学辞退に伴う処理

①所属および氏名

④外国人留学生等の入学許可証明書発行

②個人情報の名称および記録項目

⑤入学手続者の利便に供する資料・案内の送付

③請求の理由

（２）保証人の個人情報
入学志願者の個人情報利用に係る事項のうち必要な連絡およ

個人情報の開示、訂正、削除等は、速やかに調査のうえ、原
則として文書で回答します。

び送付。

連絡および問い合わせ先
個人情報利用目的の変更
入学志願者および保証人から提供を受けた個人情報の利用目

入学課（個人情報保護管理責任者：入学課長）

〒112-8585

東京都文京区小日向3-4-14

的を変更する場合は、文書もしくはホームページ等で通知また

TEL：03（3947）7159

は公表します。

受付時間

個人情報の適正管理
個人情報の安全保護および正確性の維持のため、紛失、毀
損、破壊その他の事故の防止、改竄および漏洩の防止等につい
て適正な措置を講じます。
また、個人データは、上記の利用目的のために必要な範囲内
で学外に業務委託することがあります。委託する際は、適正と
認められる委託先を選定し、委託業者と個人情報の保護に関す
る契約を締結するとともに、適正な指導・管理に努めます。
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拓殖大学

FAX：03（3947）7234

平日 9：00〜17：00、土曜 9：00〜15：00

試験場キャンパス図

C館

入学課は
ココ!

B館

G館

F館

（A館1F）

A館

D館

E館

中庭

守衛所

正門

個人情報保護
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63

試験場交通案内図（文京キャンパス）

29

53

37
※上記の時間は乗車時間のみです。時間帯や乗継ぎ等の条件により所要時間が異なります。

29

37

48

53
至護国寺
※上記の時間は乗車時間のみです。時間帯や乗継ぎ等の条件により所要時間が異なります。

（池袋駅より5分、東京駅より10分）
東京メトロ有楽町線 護国寺駅下車 徒歩12分
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