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外外国国人人留留学学生生入入学学試試験験要要項項 
（（２２００２２３３年年４４月月入入学学））  

（（方方式式））  

  ⅠⅠ型型  明明治治大大学学ににおおけけるる試試験験をを実実施施すするる入入学学試試験験  

法法学学部部  

商商学学部部  

政政治治経経済済学学部部  

文文学学部部  

理理工工学学部部  

農農学学部部  

経経営営学学部部  

情情報報ココミミュュニニケケーーシショョンン学学部部  

国国際際日日本本学学部部  

総総合合数数理理学学部部  

ⅡⅡ型型  書書類類選選考考ののみみにによよるる入入学学試試験験（（渡渡日日不不要要））  

商商学学部部  

理理工工学学部部  [[日日本本国国外外在在住住者者]]  

経経営営学学部部［［日日本本国国外外在在住住者者］］  

国国際際日日本本学学部部  [[日日本本国国外外在在住住者者]]  

明明  治治  大大  学学  

所所在在地地  〒〒110011--88330011  東東京京都都千千代代田田区区神神田田駿駿河河台台 11--11  
電電    話話  0033--33229966--44114444（（国国際際教教育育事事務務室室））

FF  AA  XX 0033--33229966--44336600（（国国際際教教育育事事務務室室））
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新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの拡拡大大防防止止対対策策ななどどにによよりり、、記記載載内内容容にに変変更更

がが生生じじたた場場合合はは、、ホホーームムペペーージジ等等ででおお知知ららせせししまますすののでで、、必必ずず確確認認ししてて

くくだだささいい。。  
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外外国国人人留留学学生生入入学学試試験験でで求求めめるる留留学学生生像像 
明治大学は、「個を強くする」教育理念のもと、「世界に開かれた大学」として、国や文化が異なる人々

が学び合い、知を創造する「グローバルコモン」の実現、国際社会で活躍する人材を輩出することを目

標に掲げています。さまざまな国・地域から留学生を受け入れ、日本人学生と交流を持ち、互いに影響

を与えることで大学の国際性を高めることができると期待しています。

明治大学では、日本とは異なる教育制度のもとで身に着けた知識・経験・価値観などを自らの「個」

として生かし、本学に多様な影響を与えられる留学生、本学での学生生活を通して「個」を育み、専門

知識を身に着け、世界に羽ばたいていける留学生を求めています。

WWeebb出出願願ににつついいてて  
明治大学の外国人留学生入学試験は Web 出願サイトを使用します。本要項に記載されている出願に係わる日

付・時間は全て日本時間です。 

 Web 出願サイトを利用する際はメールアドレスが必要です。出願に際して本学から志願者に確認事項がある

場合、Web 出願サイトからメールで連絡することもありますので、明治大学に入学するまで使用可能なメール

アドレスを使用して、登録を行ってください。

WWeebb出出願願ササイイトト  UURRLL  hhttttppss::////ee--aappppllyy..jjpp//ddss//mmeeiijjii//

個個人人情情報報のの取取扱扱いいににつついいてて  
 出願及び入学手続にあたって提出していただいた個人情報は、入学試験、合格発表、入学手続及びこれ

らに付随する事項を行うために利用します。これらの業務の一部を、明治大学が指定した業者に委託しま

す。業務委託にあたり、同業者に対して、提出していただいた個人情報を提供することがあります。また、

個人が特定されないように統計処理した情報を、明治大学における入学選抜及び教育改善のための調査に

利用します。予め御了承ください。

受受験験及及びび修修学学ににおおけけるる配配慮慮ににつついいてて  
身体等の機能に障がいがあり、受験及び修学上、配慮を必要とする者は、出願締切日の 1 か月前までに

必ず国際教育事務室に問い合わせてください。（２８ページ「１７ 問い合わせ先等」参照）

出出願願手手続続ににつついいてて  
出願手続について不明な点がある場合は、ホームページのＱ＆Ａを必ずお読みください。

hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjii..aacc..jjpp//cciipp//pprroossppeeccttiivvee//iinntt--aaddmmiissssiioonn__ffaaqq..hhttmmll 

学学校校保保健健安安全全法法でで出出席席のの停停止止がが定定めめらられれてていいるる感感染染症症にに関関すするる注注意意事事項項  

入学試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症、

インフルエンザ、麻疹、水疱瘡等）に罹患し治癒していない場合は、他の受験生や監督者等への感染の恐

れがありますので、原則として受験を御遠慮願います。ただし、病状により学校医その他の医師において

伝染のおそれがないと認めた場合は、この限りではありません。

 なお、上記により受験を御遠慮いただいた場合でも、追試験等の特別措置及び入学検定料の返還は行い

ません。試験当日の体調管理については十分に注意してください。  
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１１  募募集集学学部部・・学学科科（（専専攻攻））及及びび募募集集人人員員

学 部 学 科・専 攻 

募集人員 

Ⅰ型 Ⅱ型

明治大学における試験を実施する 

入学試験 
書類選考のみによる入学試験（渡日不要） 

法学部 法律学科 ２０名 ― 
商学部 商学科 ３０名 

政治経済学部 

政治学科 ５名 

― 経済学科 １０名 

地域行政学科 ５名 

文学部 

文学科 

７名 

― 

日本文学 

英米文学 

ドイツ文学 

フランス文学

演劇学 

文芸メディア 

史学地理学科 

６名 

日本史学 

アジア史

西洋史学 

考古学 

地理学 

心理社会学科 

３名 
臨床心理学 

現代社会学 

哲学 

理工学部 

電気電子生命学科 

２０名 

電気電子工学 

生命理工学 

機械工学科 

機械情報工学科 

建築学科 

応用化学科 

情報科学科 

数学科 

物理学科 

農学部 

農学科 

１２名 ― 農芸化学科 

生命科学科 

食料環境政策学科 

経営学部 

経営学科 

４０名 会計学科 

公共経営学科 

情報コミュニケーション学部 情報コミュニケーション学科 ２０名 ― 
国際日本学部 国際日本学科 ４０名 

総合数理学部 

現象数理学科 ３名 ― 
先端メディアサイエンス学科 ４名 ― 
ネットワークデザイン学科 ３名 ― 
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２２  出出願願資資格格 
以下に定める「（１）全学部共通要件」及び「（２）学部別要件（※該当する学部のみ）」を満たす者

（（１１））全全学学部部共共通通要要件件

次の①～④の全全ててのの要要件件を満たす者

① 日本国以外の国籍を有する者

② 次の（ａ）～（ｄ）のいずれかに該当する者

（ａ）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又は２０２３年３月３１日までに修了

見込みの者

※日本での修学歴がある場合、最終学年を含め継続して２学年以上は外国の高等学校に在籍し、

かつ修了（見込み）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を修了（見込み）した者

※国際的な評価団体（WASC・ACSI・NEASC・CIS）の認定を受けた国内外のインターナショ

ナルスクール等の１２年の課程を修了（見込み）した者を含む

※文部科学大臣が高等学校相当として指定した日本国内の外国人学校を修了（見込み）した者を

含む

※指定された１１年の課程を修了（見込み）した者を含む

（ｂ）外国において、学校教育における１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、２０２３年３

月３１日までに１８歳に達する者

（ｃ）外国の大学入学資格である国際バカロレア・アビトゥア・バカロレア・GCE A レベルを保有する

者

（ｄ）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められ、２０２３年３月３１日までに１８歳に達する者

③ 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」のうち、各学部が指定する実施回・科目

を受験する者又は受験した者（３ページ「３ 入学試験 試験科目・日程等一覧」参照）

④ 各学部が指定する英語外部試験を受験し、その証明書を提出できる者（３ページ「３ 入学試験 試

験科目・日程等一覧」参照）

（（２２））学学部部別別要要件件（（※※該該当当すするる学学部部ののみみ））

① 理工学部（Ⅱ型）

２０２２年４月１日以降２０２２年１２月１７日以前に、日本国内において住民登録をしていない者

② 経営学部（Ⅱ型）

２０２２年９月１日以降２０２２年１１月２２日以前に、日本国内において住民登録をしていない者

③ 国際日本学部（Ⅱ型）

２０２２年９月１４日以降２０２３年１月１４日以前に、日本国内において住民登録をしていない者

（（３３））事事前前のの出出願願資資格格審審査査

複雑な学歴を有する等の理由により、出願資格について不明な点がある場合には本学ホームページから

「出願資格審査申請書」をダウンロードの上、必ず所定の期限までに出願資格審査を申請してください。  

① 提出期限 志志願願学学部部のの出出願願締締切切日日２２週週間間前前ままでで

② 提出方法 「出願資格審査申請書」を以下からダウンロードし、必要事項を記入の上、メールで提出し

てください。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/ug_application.html 
③ 提出先 明治大学国際教育事務室 intadmi@meiji.ac.jp 
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３．　入学試験　試験科目・日程等一覧

科目
有効受験回

（いずれか一つ）
提出が必要な試験
（いずれか一つ）

有効受験期間

政治学科 ５名

経済学科 １０名

地域行政学科 ５名

文学科 ７名

史学地理学科 ６名

心理社会学科 ３名

機械工学科

機械情報工学科

建築学科

応用化学科

情報科学科

数学科

物理学科

経営学部
（国外在住者）

経営学科
会計学科

公共経営学科
Ⅱ

４０名
（Ⅰ型含む）

①日本語
②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４１点以上

現象数理学科 ３名

先端メディアサイエンス学科 ４名

ネットワークデザイン学科 ３名

商学部 商学科 Ⅱ
３０名

（Ⅰ型含む）

①日本語
②総合科目

③数学（コース１）
合計３科目

TOEFL iBT ４８点以上
TOEIC L&R ６００点以上

理工学部　

（国外在住者）

電気電子生命学科
機械工学科

機械情報工学科
建築学科

応用化学科
情報科学科

数学科
物理学科

Ⅱ
２０名

（Ⅰ型含む）

①日本語
②③理科(物理・化学）

④数学(コース２）
合計４科目

TOEFL iBT
TOEIC L&R

出願基準点なし

農芸化学科
①日本語

②理科（化学）
合計２科目

生命科学科
①日本語

②③理科（生物・化学）
合計３科目

食料環境政策学科
①日本語

②総合科目
合計２科目

国際日本学部
（国外在住者）

国際日本学科 Ⅱ
①日本語

②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４８点以上
TOEIC L&R ６００点以上

IELTS ４．０点以上

国際日本学部 国際日本学科 Ⅰ

４０名

①日本語
②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４４点以上
TOEIC L&R ５６５点以上

IELTS ４．０点以上

経営学部
経営学科
会計学科

公共経営学科
Ⅰ

４０名
（Ⅱ型含む）

①日本語
②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４１点以上

農学部

農学科

Ⅰ １２名

①日本語
②理科（生物）

③数学（コース２）
合計３科目

TOEFL iBT
TOEIC L&R

IELTS

出願基準点なし

後

期

２０２２年９月１４日（水）
～９月２２日（木）

２０２１年度第１回

２０２１年度第２回

２０２２年度第１回

２０２２年度第２回

２０２０年１０月１日(木)
～２０２２年７月３１日(日)

総合数理学部 Ⅰ

①日本語
②数学(コース２）

③理科(１科目を選択）
合計３科目

TOEFL iBT
TOEIC L&R

IELTS
出願基準点なし

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 Ⅰ ２０名
①日本語

②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４２点以上
TOEIC L&R ５５０点以上

理工学部

電気電子生命学科

Ⅰ
２０名

（Ⅱ型含む）

①日本語
②③理科(物理・化学）

④数学(コース２）
合計４科目

TOEFL iBT
TOEIC L&R

出願基準点なし

２０２０年１０月１日(木)
～２０２２年７月３１日(日)

文学部 Ⅰ

①日本語
②総合科目

③数学(コース１）
合計３科目

政治経済学部 Ⅰ

①日本語
②総合科目，数学(コース１)のうち，

いずれか１科目
合計２科目

TOEFL iBT
TOEIC L&R

IELTS
出願基準点なし

商学部 商学科 Ⅰ
３０名

（Ⅱ型含む）

①日本語
②総合科目
合計２科目

TOEFL iBT ４８点以上
TOEIC L&R ６００点以上

２０２１年度第１回

２０２１年度第２回

２０２２年度第１回

TOEFL iBT ４５点以上

２０２０年１０月１日(木)
～２０２２年７月３１日(日)

前

期

法学部 法律学科 Ⅰ ２０名

２０２２年９月１日（木）
～９月８日（木）

①日本語
②総合科目，数学(コース１又は２）

のうち，いずれか１科目
合計２科目

学部 学科
選考
方法

募集
人員

出願期間

日本留学試験 英語外部試験
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試験時間・科目
第一次選考
合格発表

入学試験日

２０２２年
１１月２２日（火）

２０２３年
１月１３日（金）

２０２３年
１月１８日（水）

２０２３年
１月１８日（水）

書類選考
２０２２年

１２月２４日（土)
２０２３年

１月１４日（土）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月１８日（水）口頭試問（オンライン）

書類選考
２０２２年

１１月２２日（火）
２０２２年

１２月１７日（土）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月１８日（水）口頭試問（オンライン）

２０２３年
１月１２日（木）

事前課題の提示

２０２３年
１月２８日（土）

試験実施

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月３１日（火）面接（オンライン）

書類選考
２０２３年

１月１２日（木)

２０２２年
１２月３日（土）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２２年
１２月９日（金）口頭試問（オンライン）

書類選考
２０２２年

１０月２８日（金）

書類選考
２０２２年

１１月１５日（火)
２０２２年

１２月１７日（土）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月１８日（水）面接（オンライン）

口頭試問（オンライン）

口頭試問（オンライン）

２０２２年
１２月６日（火）

２０２２年
１２月６日（火）

事前課題の提示

２０２２年
１２月１７日(土)

試験実施

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月１８日（水）

口頭試問（オンライン）

口頭試問（オンライン）

口頭試問（オンライン）

面接（オンライン）

口頭試問（オンライン）

口頭試問（オンライン）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２２年
１２月２１日（水)口頭試問（オンライン）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２２年
１２月９日（金）

口頭試問（オンライン）

書類選考
２０２２年

１０月１９日（水）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２３年
１月１３日（金）口頭試問（オンライン）

書類選考
（事前課題を含む）

※事前課題は受験票公開と同時に提示します

２０２２年
１１月１８日（金）

２０２２年
１２月３日（土）

開始時間は第一次選考合格者に案内

２０２２年
１２月９日(金）口頭試問（オンライン）

書類選考

書類選考
２０２２年

１０月２１日（金）
２０２２年

１２月３日（土）

２０２２年
１１月１１日（金）

２０２２年
１１月２６日（土）

２０２２年
１２月１７日（土）

書類選考

第一次選考 第二次選考

試験時間・科目

本学における入学試験

最終合格発表

２０２２年７月５日更新版

4



10

４４  出出願願にに関関すするる注注意意事事項項
（（１１））選選考考方方法法ににつついいてて

以下の２つの方式があります。

Ⅰ型：明治大学における試験を実施する入学試験

Ⅱ型：書類選考のみによる入学試験（渡日不要）

※Ⅰ型・Ⅱ型共に、合否については提出書類、試験成績等を併せて総合的に判断します。

（（２２））併併願願ににつついいてて

① 同一学部内における学科間の併願について

全学部とも、複数の学科（専攻）を併願することはできません。

② 学部間の併願について

全ての学部間で併願することができます。

ただし、入学試験日時が重複している学部があります。学部が指定した日時以外での受験や日程調整は

一切できませんので注意してください。

③ 同一学部内での選考方法別の併願について

学部 併願の可否

国際日本学部 Ⅰ型とⅡ型を併願することができます。

商学部

理工学部

経営学部

Ⅰ型とⅡ型を併願することはできません。

④ 本学における他の入学試験との併願について

外国人留学生入学試験と法学部海外就学者特別入学試験は、併願することはできません。

（（３３））本本学学ににおおけけるる入入学学試試験験ににつついいてて

第一次選考、第二次選考のある学部については、第一次選考合格者にのみ第二次選考を実施します。

（（４４））出出願願書書類類のの氏氏名名・・生生年年月月日日ににつついいてて

出願書類に記載されている氏名・生年月日は、必ずパパススポポーートトに記載されているものと同一にしてくださ

い。異なる場合は、出願書類として認めません。

（（５５））学学部部別別注注意意事事項項ににつついいてて

① 文学部

志望する専攻まで選択してください。

② 理工学部

電気電子生命学科志願者は、志望する専攻まで選択してください。

③ 経営学部

２年次から学科に所属します。出願時に学科の選択はできません。

5



11

５５  日日本本留留学学試試験験・・英英語語外外部部試試験験にに関関すするる注注意意事事項項  

(１)日日本本留留学学試試験験

① 受験言語について

経営学部を除き、受験言語は日本語のみです。経営学部のみ、受験言語は日本語又は英語です。

② 受験科目について

学部の指定科目を受験していない場合、出願資格なしとなります。ただし、本学の受験票公開日以

降に受験していないことが判明した場合は、当該科目を０点として扱います。

数学及び理科の選択科目については、学部の指定科目以外を受験した場合、当該科目を０点として扱

います。

③ 複数科目を受験した場合の取扱いについて（法学部、政治経済学部、総合数理学部）

複数科目から１科目を選択する学部において、指定の科目を複数受験した場合、得点の高い科目を合

否判定の対象とします。

④ 提出する成績について

提出できる成績は１回分のみです。２回以上受験した場合は、いずれか１回分を選択してください。

出願後、選選択択ししたた実実施施回回のの変変更更はは、、いいかかななるる理理由由ががああっっててもも認認めめらられれまませせんん。。

(２)英英語語外外部部試試験験ににつついいてて

２０２０年１０月１日～２０２２年７月３１日までの試験を有効とします。

出願後、選選択択ししたた試試験験のの変変更更はは、、いいかかななるる理理由由ががああっっててもも認認めめらられれまませせんん。。

① TOEFL iBT®®
（ａ）IInnssttiittuuttiioonnaall  ((OOffffiicciiaall))  SSccoorree  RReeppoorrtt をを EETTSS かからら明明治治大大学学へへ直直送送ししててくくだだささいい。。

明治大学の登録コード番号 (Institution Code) は『『７７７７１１３３』』です。

（ｂ）受験者の手元に届く Test Taker (Examinee) Score Report は認めません。

（ｄ）TOEFL ITP・Paper-delivered Test のスコアは認めません。

（ｅ）MyBest スコアは認めません。Test Date スコアを使用します。

（ｆ）出願時に「TOEFL iBT®」を選択した場合、スコアを出願書類と一緒に送る必要はありません。

（ｇ）本学に到着している Institutional (Official) Score Report の Appointment (Registration)
Number を、以下の日程でホームページに公開予定です。電話、メール等での到着状況の問い

合わせには一切応じません。

【【ホホーームムペペーージジ】】  

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html 
【【公公開開日日】】  

２０２２年８月２２日（月）、９月１日（木）、９月８日（木）、 

９月１４日（水）、９月２２日（木）  

（ｈ）Appointment (Registration) Number は、Test Taker (Examinee) Score Report で確認でき

ます。 

 （ｉ）複数学部に出願する場合でも、直送手続は 1 回のみとしてください。

② TOEIC® L&R
（ａ）OOffffiicciiaall  SSccoorree  CCeerrttiiffiiccaatteeのの原原本本をを提提出出ししててくくだだささいい。。インターネットで出力したスコアは認め

ません。

（ｂ）TOEIC L&R IP のスコアは認めません。

（ｃ）同一出願期間内の学部に併願する場合、証明書の原本は一通で構いません。その他の学部はコ

ピーを提出してください。

③ IELTS™
（ａ）TTeesstt  RReeppoorrtt  FFoorrmmののココピピーーをを提提出出ししててくくだだささいい。。
（ｂ）Academic Module のみ利用を認めます。

（ｃ）複数学部に出願する場合、学部ごとにコピーを提出してください。

6
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6  Web出願の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。 （スマートフォン、タブレットは非推奨）

出願書類は、発行まで時間を要する場合があります。
早めに準備を始め、出願前には必ず手元にあるように
しておいてください。

出願申込完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。入学検定料納入前であれば、出願申込を取り消
した後、正しい出願内容で再度申込をして修正してください。
※「入学検定料の納入方法」でクレジット・カードネット銀聯を選択した場合は、出願登録と同時に入学検定料の納入が完了しますので注意してください。

STEP

1

各学部の出願期間になると出願が可能になります。
STEP1で作成したアカウント情報でログインし、出願情報を入力してください。

Web出願サイト ▶

事前準備 Web出願サイトの
マイページに登録

入学検定料の
納入

出願書類の
印刷と郵送 出願完了出願申込を

行う

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

出願申込完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

STEP

2

STEP

3

●コンビニエンスストア
●クレジットカード　●ネット銀聯

①マイページにログインし、
「出願する」ボタンを
クリックします。

②出願情報を入力します。 ③出願申込完了 ④入学検定料の納入方法

ローソン、ミニストップ、ファミリーマートの場合

払込票番号
番号メモ（13桁）

セブン-イレブンの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

お客様番号
メモ（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

入学検定料の納入方法で「コンビニエンスストア」を選択された方は、納入方法の選択後に表示されるお支払いに必要な
番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「納入期限」内にコンビニエンスストアにてお支払いください。

事前準備

出願申込を行う

Web出願サイトのマイページに登録

（ ）

受付番号（12桁）メモ

https://e-apply.jp/ds/meiji/

初回利用時は「初めての方はこちら」を
クリックし、Web出願サイトで利用する
メールアドレスを登録し、アカウントを
作 成してください 。登 録 済 み の 方 は
STEP3からご利用ください。

2022年8月22日（月）より、マイページ
登録が可能になります。

その他
必要書類

入学志願票
A票

7



入学検定料の納入STEP

4

セブン-イレブン ローソン
ミニストップファミリーマート セイコーマートデイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストアー

1 クレジットカード・ネット銀聯での納入
出願申込時に選択し、支払いができます。

【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

【ネット銀聯】

出願登録時に入学検定料の納入完了

2 コンビニエンスストアでの納入

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

Loppi店頭レジ店頭レジ

マルチコピー機

レジで検定料を現金で支払う※

マルチコピー機の場合、申込券発行後30分以内にレジでお支払いください。

発券された申込券
（受付票）をレジへ持参し、

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。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る

※コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

レジで
「インターネット代金

支払い」と伝える

レジで
「インターネット代金

支払い」と伝える

「オンライン決済番号
（11桁）」を入力

2

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を納入してください。

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」を入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「代金支払い」
を選択

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

出願申込後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、コンビニエンスストアでお支払いください。

店頭レジ

レジで検定料を
現金で支払う※

マルチコピー機

8



出願申込、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を印刷し、その他の必要書類と併せて出願期間内に
郵送してください。 

① 入学志願票A票（所定用紙１）

② 「日本留学試験」受験票又は成績確認書（通知書）提出用紙（所定用紙２）

③ 志願理由書（所定用紙３）

④ 志願者評価書（所定用紙４）※経営学部Ⅱ型志願者のみ

⑤ 出身高等学校の卒業（見込）証明書および出身高等学校の成績証明書

⑥ 「TOEFL iBT 」、「TOEIC (L&R)」又は「IELTS」の公式スコア
※TOEFLを選択した場合は直送手続を行ってください。出願書類に同封する必要はありません。

⑦ パスポートのコピー

⑧ 在留カードのコピーまたは住民票の写し　※日本国内在住者のみ

⑨ 出席状況証明書または在学証明書　※日本国内在住者で該当者のみ

出願書類の印刷と郵送

■郵送書類

STEP

5
出願書類

送付先

入学
志願票

入学志願票 出願書類

必要書類

宛名シート

■受験票は、Web出願サイトのマイページから取得できます。
■受験票を取得したら、試験日などの記載事項を必ず確認してください。不備がある場合は速やかに本学まで連絡してください。
■受験票は、A4サイズの用紙に印刷し、試験当日必ず持参してください。

受験票の発行

＊出願申込と検定料の支払いを完了しただけでは出願は完了して
いませんので注意してください。

明治大学 国際教育事務室  外国人留学生入試（学部）係
〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台１-１

International Admission Center
International Student Office, Meiji University
1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8301, Japan

出願はWeb出願サイトでの出願申込後、入学検定料を納入し、出願書類を郵送して完了となります。
出願申込が完了しても、出願書類の提出期限に書類が届かなければ、出願を受理できませんので注意してください。
Web出願は24時間可能です。ただし、出願申込は出願締切日23時30分まで、入学検定料の納入は出願申込完了時に送られてくるメールに記載の日
時までです。（営業時間はコンビニエンスストアやATMなど、施設によって異なります。） ゆとりを持った出願を心がけてください。

〈出願完了〉
出願時の
注意点

9



10

７７ 出出願願手手続続
（（１１））ママイイペペーージジ登登録録期期間間及及びび 出出願願ササイイトトででのの出出願願申申込込期期間間

出願学部・方式 マイページ登録開始日時 出願申込期間

法学部、商学部（Ⅰ型）

政治経済学部、文学部

理工学部（Ⅰ型）

経営学部（Ⅱ型）

情報コミュニケーション学部

総合数理学部
２０２２年８月２２日（月）

１３時００分

２０２２年９月１日（木）１０時００分

～

２０２２年９月８日（木）２３時３０分

商学部（Ⅱ型）

理工学部（Ⅱ型）、農学部

経営学部（Ⅰ型）

国際日本学部（Ⅰ型・Ⅱ型）

２０２２年９月１４日（水）１０時００分

～

２０２２年９月２２日（木）２３時３０分

注注 意意
出出願願手手続続はは、、出出願願締締切切日日ままででにに「「 出出願願ササイイトトででのの出出願願申申込込」」「「入入学学検検定定料料のの納納入入」」「「出出願願書書類類のの郵郵送送」」をを

すするる必必要要ががあありりまますす。。Web 出願サイトでの出願申込は２４時間可能ですが、出出願願締締切切日日のの当当日日はは２２３３時時３３００

分分ままででにに出出願願申申込込をを完完了了してください。入学検定料は、出願申込完了時に送られてくるメールに記載されて

いる日時までに、支払いを完了してください。

出願書類の郵送は出願締切日必着（日本国内からの出願のみ消印有効）です。大学所定用紙は、入学検定

料納入後に印刷できるようになります。締切に間に合うよう十分に余裕をもって手続してください。

（（２２））入入学学検検定定料料をを納納入入すするる
① 入学検定料 ※入学検定料の他に手数料が必要です。

選考方法 金額 手数料

Ⅰ型 明治大学における試験を実施する入学試験 ３５，０００円 ８８０円

Ⅱ型 書類選考のみによる入学試験 １５，０００円 ４４０円

② 納入方法

入学検定料は、次のいずれかの方法で納入してください。

（ａ）コンビニ（現金払い）

（ｂ）クレジットカード

 ※お支払いされるカードの名義人は、志願者本人でなくても構いません。

③ 注意事項

（ａ）納入期限は、 出願サイトの出願申込日から４日間です。ただし、出願締切日までの日数が

４日より短い場合、出願締切日が優先されます。納入期日は、出願申込完了時に送られてくる

メールで確認してください。納入期限内に入金がない場合、出願申込は自動的にキャンセルと

なりますので、再度出願し直してください。

（ｂ）入学検定料は出願学部ごとに納入してください。併願する場合でも、複数の学部の入学検定料

をまとめて納入することはできません。

（ｃ）入学検定料納入が完了した際に、登録したメールアドレス宛に入学検定料納入が完了した旨の

通知が届きますので確認してください。
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④ 入学検定料の返還について

いったん納入した入学検定料は、原則として返還しません。ただし、以下の場合は入学検定料を返還し

ます。

（ａ）入学検定料を納入したが、出願書類を出願期間内に提出しなかった場合

（ｂ）受験資格を欠く者が出願した場合

（ｃ）納入すべき入学検定料より過剰に納入した場合

入入学学検検定定料料のの返返還還請請求求期期限限・・方方法法ににつついいてて

（１）２０２３年１月２７日（金）１７時までに国際教育事務室に連絡してください。

※期限を過ぎた返還請求には、応じません。

（２）返還事由に該当する場合には、返還方法の詳細を案内します。確認の上、指示された書類を

提出してください。

（３）入入学学検検定定料料返返還還ににかかかかるる手手数数料料はは全全てて志志願願者者のの負負担担ととななりりまますす。。手手数数料料をを差差しし引引いいたた金金額額がが

返返還還さされれまますす。。

（（３３））出出願願書書類類をを郵郵送送すするる
 出願書類の提出は、郵送に限ります。国際教育事務室窓口での受付は一切行わないので注意してください。

 出出願願書書類類はは全全てて揃揃ええてて郵郵送送ししててくくだだささいい。。

① 日日本本国国内内から出願する場合（出願締切日 消消印印有有効効）

所定の「出願書類提出用宛名用紙（所定用紙５）」を貼付した封筒に出願書類を封入し、必要事項を記入

の上、必ず郵便局の窓口から「「簡簡易易書書留留郵郵便便」」で送付してください。封筒は A4 サイズを折り曲げずに入

れることができるサイズのもの(角形２号 240×332mm)を使用してください。

 ② 日日本本国国外外から出願する場合（出願締切日 必必着着）

所定の「出願書類提出用宛名用紙（所定用紙５）」を同封し、EMS や DHL 等、速速達達でで配配達達状状況況がが確確認認可可

能能なな国国際際郵郵便便ままたたはは国国際際宅宅配配便便で送付してください。送付にかかる日数を十分考慮し、余裕をもって発

送してください。

③ 同同じじ出出願願期期間間でで異異ななるる学学部部をを複複数数出出願願すするる場場合合

 （ａ）学部ごとに出願書類を準備してください。

（ｂ）封筒に貼付しなかった「出願書類提出用宛名用紙（所定用紙５）」は、学部ごとの出願書類の中に

入れてください。

 （ｃ）学部ごとに出願書類をクリップ止めしてください。

 （ｄ）全ての出願書類を一つの封筒に入れて送付してください。

出出願願書書類類のの送送付付先先

＜日本国内からの出願＞

〒１０１－８３０１ 東京都千代田区神田駿河台１－１

明治大学 国際教育事務室 外国人留学生入学試験 係

＜日本国外からの出願＞

International Admission Center, International Student Office, Meiji University 
1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8301, Japan
TEL：+81-3-3296-4144

※出願書類の配達状況については、追跡番号でご確認ください。電話、メール等での到着状況の問い合

わせには一切応じません。

 

11



12 

８８ 出出願願書書類類
注注 意意
（１）所定用紙は、入学検定料納入後、 出願サイトのマイページから印刷してください。志願理由書及び志

願者評価書（経営学部Ⅱ型）のみ、明治大学ホームページから印刷してください。

https://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/ug_application.html 
（２）出出願願書書類類にに記記載載さされれてていいるる氏氏名名・・生生年年月月日日ががパパススポポーートトのの記記載載とと異異ななるる場場合合はは、、出出願願書書類類ととししてて認認めめまませせんん。。

（３）提出された書類について確認したいことがある場合、志願者本人にメールなどで問い合わせます。また、

証明書の発行元などに連絡を取ることがあります。

（４）「受験番号」欄には、何も記入しないでください。

（５）出願後の学部・学科・専攻の変更は一切認めません。

（６）いったん提出した書類は、出願資格の有無にかかわらず、いかなる理由があっても返還できません。

（７）提提出出さされれたた出出願願書書類類のの記記載載事事項項にに虚虚偽偽がが判判明明ししたた場場合合はは、、判判明明ししたた時時点点ででのの資資格格（（出出願願・・合合格格・・入入学学））をを取取

りり消消ししまますす。。

＜＜複複数数のの学学部部をを併併願願すするる場場合合＞＞

＜＜①①～～④④のの書書類類＞＞

各学部・方式ごとに作成 印刷してください。

＜＜⑤⑤～～⑨⑨のの書書類類＞＞

次の（１）（２）のいずれかを確認して用意してください。

（１）同一出願期間内の学部に併願する場合、証明書の原本は一通で構いません。そそのの他他のの学学部部ははココピピーーをを提提出出ししててくくだだささいい。。

（２）出願期間の異なる学部に併願する場合、証明書の原本はそれぞれの期間に一通ずつ提出してください。

※⑧において在留カードのコピーを提出する場合は、それぞれの学部に在留カードのコピーを送ってください。

住民票を提出する場合は、上記（１）（２）いずれかを確認して、必要に応じて原本またはコピーを用意してください。

提提 出出 書書 類類 

① カラー印刷した入学志願票Ａ票（所定用紙１）

入学検定料納入後、 出願サイトのマイページから印刷してください。

印刷する際は、片面２枚・カラー印刷にして、顔写真がはっきり見えるようにしてください。

＜＜ＡＡ票票にに表表示示さされれるるカカララーー写写真真ににつついいてて＞＞

（ａ）出願に当たって顔写真データ（デジタル写真 、 、 又は ファイル、 以内）が必要です。 出願サイ

トの画面の案内に従ってアップロードしてください。画像のファイル名は半角英数字のみにしてください。漢字などが含

まれていると正常にアップロードされないことがあります。顔写真だけを郵送する必要はありません。

（ｂ）写真は入学試験時に本人確認をするために使用するほか、入学後、在学期間を通して使用する学生証に使用します。

（ｃ）写真の縦横の比率に制限はありませんが、写真をアップロードする時に指定の大きさ（約：縦４×横３）に切り取りを行

います。

（ｄ）アップロードする写真は以下の条件を満たしている必要があります。

◇出願前３か月以内に撮影した本人のみが写ったカラー写真（モノクロ不可）

◇上半身・正面（焦点が合っているもの）・無帽・背景無地・枠無しのものを使用して

ください。

◇制服・私服は問いません。

◇眼鏡着用の場合、レンズは無色透明に限ります（ブルーライトカットレンズ等の反射するものは不可）。

◇画像に加工を施していないこと。

◇不鮮明なものや、髪や影で目元・輪郭を隠している等、個人の判別・本人確認が困難な写真は不可。

◇プリントアウトした写真を撮影したものは不可。

35

出願に必要な書類を，Web出願ページおよび一般選抜要項39～40ページで確認してください。

画面の指示に従って，入学検定料の納入方法を選択してください。納入方法として，「クレジットカードで支払う」も
しくは「コンビニ，金融機関ATM【Pay-easy】，ネットバンキング【Pay-easy】のいずれかで支払う」のどちらか
を選択できます。
※入学検定料の他に手数料1,200円が必要です。
※「STEP５」では，支払方法を選択したのみであり，この段階では「入学検定料納入」は完了しておりません。Web
出願ページでの登録完了後に，36ページ「2�入学検定料納入」のとおり，入学検定料を納入してください。

※�入学検定料納入後は，登録内容の変更ができませんので，注意してください。追加出願は，出願期間内であれば可能です。（37ペー
ジ参照）

出願登録完了画面に表示される必要情報は，次のとおりです。
①出願番号（6桁）　※受験番号ではありません。出願内容確認および追加出願の際に必要です。
②入学検定料納入方法（納入に必要な番号等の情報）
③必要書類および郵送方法
この画面から必要書類を郵送する封筒に貼る宛名ラベルを印刷してください。（白黒可）

※�「印刷する」ボタンはパソコンのみ表示されます。印刷できない方は，出願登録完了画面に表示される必要情報をメモし，
宛名ラベルについては，必要書類を郵送する封筒に宛名ラベルの内容を転記してください。なお，スマートフォン・タブレッ
トの場合は，出願登録完了画面に表示される「▼送付先」と「▼出願番号」を，必要書類を郵送する封筒の表面に転
記し，裏面に住所・氏名（漢字・カナ）を記入してください。

※�出願登録が完了した際に，Web出願ページで登録したメールアドレス宛に登録が完了した旨の通知が届きますので確認してく
ださい。

STEP4　必要書類の確認・写真アップロード

デジタル写真（ファイル形式：JPEG，10MB以内）は画面の案内に従ってアップロードしてください。
学部別入試・全学部統一入試においては，入学試験当日に出願写真と受験者本人を試験室で照合します。

・出願前3か月以内に撮影した本人のみが写ったカラー写真（モノクロ不可）
・上半身・正面（焦点が合っているもの）・無帽・背景無地・枠無しのものを使
用してください。

・制服・私服は問いません。ただし，入学後，在学期間を通して使用する学生証
に使用します。

・眼鏡着用の場合，レンズは無色透明に限ります。（ブルーライトカットレンズ
等の反射するものは不可）

・画像に加工を施していないこと。また，不鮮明なものや，髪や影で目元輪郭を
隠している等，個人の判別・本人確認が困難な写真は受け付けません。

・証明写真等，プリントアウトした写真を撮影したものは不可。

●受け付けできる写真例

・上部に隙間がある。
・水平かつ正面を向いている。
・顔の大きさが全体の3分の
1以上ある。

・両目の瞳が確認できる。

・肩の一部が写っている。

●受け付けできない写真例

※�顔写真データは画面上でサイズを調整して登録することができますので，顔がはっきり映るように適宜調整してください（顔が大き過ぎるまたは
小さ過ぎるものは不可）。
※�出願写真として適切ではないと判断された場合は，再提出になることがあります。期限内に再提出を行わない場合，出願は受理できません。
※�障がい等により着帽での受験を希望する方は，41ページに従って受験上の配慮申請をしてください。着帽を認められた場合は，着帽の写真を使用
して出願することができます。

出願写真について

髪や撮影機材の
影がかかってい
る

髪が目にかかっ
ている

どちらかの目が
かくれている

マフラーやサン
グラスを着用し
ている

顔が枠から出て
いる

顔が小さすぎる 背景がある
（カーテン，窓等
が映っている）

正面を向いてい
ない

STEP5 入学検定料納入方法の選択

STEP6 出願登録完了画面に表示される必要情報・宛名ラベルを印刷する

「1 Web出願ページに登録する」のみでは出願手続は完了しません。36ページ「2 入学検定料納入」，
「3 必要書類の郵送」を確認のうえ，出願手続を完了してください。

35

出願に必要な書類を，Web出願ページおよび一般選抜要項39～40ページで確認してください。

画面の指示に従って，入学検定料の納入方法を選択してください。納入方法として，「クレジットカードで支払う」も
しくは「コンビニ，金融機関ATM【Pay-easy】，ネットバンキング【Pay-easy】のいずれかで支払う」のどちらか
を選択できます。
※入学検定料の他に手数料1,200円が必要です。
※「STEP５」では，支払方法を選択したのみであり，この段階では「入学検定料納入」は完了しておりません。Web
出願ページでの登録完了後に，36ページ「2�入学検定料納入」のとおり，入学検定料を納入してください。
※�入学検定料納入後は，登録内容の変更ができませんので，注意してください。追加出願は，出願期間内であれば可能です。（37ペー
ジ参照）

出願登録完了画面に表示される必要情報は，次のとおりです。
①出願番号（6桁）　※受験番号ではありません。出願内容確認および追加出願の際に必要です。
②入学検定料納入方法（納入に必要な番号等の情報）
③必要書類および郵送方法
この画面から必要書類を郵送する封筒に貼る宛名ラベルを印刷してください。（白黒可）
※�「印刷する」ボタンはパソコンのみ表示されます。印刷できない方は，出願登録完了画面に表示される必要情報をメモし，
宛名ラベルについては，必要書類を郵送する封筒に宛名ラベルの内容を転記してください。なお，スマートフォン・タブレッ
トの場合は，出願登録完了画面に表示される「▼送付先」と「▼出願番号」を，必要書類を郵送する封筒の表面に転
記し，裏面に住所・氏名（漢字・カナ）を記入してください。
※�出願登録が完了した際に，Web出願ページで登録したメールアドレス宛に登録が完了した旨の通知が届きますので確認してく
ださい。

STEP4　必要書類の確認・写真アップロード

デジタル写真（ファイル形式：JPEG，10MB以内）は画面の案内に従ってアップロードしてください。
学部別入試・全学部統一入試においては，入学試験当日に出願写真と受験者本人を試験室で照合します。

・出願前3か月以内に撮影した本人のみが写ったカラー写真（モノクロ不可）
・上半身・正面（焦点が合っているもの）・無帽・背景無地・枠無しのものを使
用してください。

・制服・私服は問いません。ただし，入学後，在学期間を通して使用する学生証
に使用します。

・眼鏡着用の場合，レンズは無色透明に限ります。（ブルーライトカットレンズ
等の反射するものは不可）

・画像に加工を施していないこと。また，不鮮明なものや，髪や影で目元輪郭を
隠している等，個人の判別・本人確認が困難な写真は受け付けません。

・証明写真等，プリントアウトした写真を撮影したものは不可。

●受け付けできる写真例

・上部に隙間がある。
・水平かつ正面を向いている。
・顔の大きさが全体の3分の
1以上ある。

・両目の瞳が確認できる。

・肩の一部が写っている。

●受け付けできない写真例

※�顔写真データは画面上でサイズを調整して登録することができますので，顔がはっきり映るように適宜調整してください（顔が大き過ぎるまたは
小さ過ぎるものは不可）。

※�出願写真として適切ではないと判断された場合は，再提出になることがあります。期限内に再提出を行わない場合，出願は受理できません。
※�障がい等により着帽での受験を希望する方は，41ページに従って受験上の配慮申請をしてください。着帽を認められた場合は，着帽の写真を使用
して出願することができます。

出願写真について

髪や撮影機材の
影がかかってい
る

髪が目にかかっ
ている

どちらかの目が
かくれている

マフラーやサン
グラスを着用し
ている

顔が枠から出て
いる

顔が小さすぎる 背景がある
（カーテン，窓等
が映っている）

正面を向いてい
ない

STEP5 入学検定料納入方法の選択

STEP6 出願登録完了画面に表示される必要情報・宛名ラベルを印刷する

「1 Web出願ページに登録する」のみでは出願手続は完了しません。36ページ「2 入学検定料納入」，
「3 必要書類の郵送」を確認のうえ，出願手続を完了してください。
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② 「日本留学試験」受験票又は成績確認書（通知書）提出用紙（所定用紙２）

（ａ）受受験験票票又又はは成成績績確確認認書書（（通通知知書書））のの氏氏名名・・生生年年月月日日はは、、パパススポポーートトにに記記載載さされれてていいるるももののとと同同一一ににししててくくだだささいい。。

（ｂ）提出する「日本留学試験」の受験票又は成績確認書（通知書）のうち、受験科目・受験番号・氏名・生年月日・国・写真

が記載されている部分の画像ファイルを用意してください。（jpeg、jpg、png 又は bmp ファイル）アップロードする画像

のファイル名は半角英数字のみにしてください。

（ｃ）受験票又は成績確認書（通知書）に記載されている情報が、きちんと読み取れるように画像ファイルを用意してください。 
（ｄ）各学部の出願期間になると、受験票又は成績確認書（通知書）の画像ファイルが Web 出願サイトのマイページからアップ

ロードできるようになります。

（ｅ）入学検定料納入後、Web 出願サイトのマイページから印刷してください。 
＜＜２２００２２２２年年度度第第２２回回日日本本留留学学試試験験をを選選択択ししたた場場合合＞＞

（ｆ）２２００２２２２年年１１００月月２２１１日日（（金金））かからら１１１１月月４４日日（（金金））ままででにに、、 出出願願ササイイトトののママイイペペーージジかからら、、受受験験票票又又はは仮仮連連絡絡票票のの画画

像像フファァイイルルををアアッッププロローードドししててくくだだささいい。。

（ｇ）複数学部に併願している場合も、アップロードは１回だけ行ってください。

（ｈ）受験票又は仮連絡票を郵送する必要はありません。

③ 志願理由書（所定用紙３）

（ａ）志願する学部の「志願理由書」を明治大学ホームページからプリントアウトし、指示に従って記入してください。

（ｂ）消えない黒のボールペンを使用し、志願者本人が日本語で記入してください。

（ｃ）課題が複数ある場合は、その全てについて記入してください。

（ｄ）「志願学科（専攻）」、「氏名」及び「国・地域」欄も必ず記入してください。

④ 志願者評価書（所定用紙４）【※経営学部Ⅱ型志願者のみ提出が必須】

（ａ）「志願者評価書」を明治大学ホームページからプリントアウトしてください。

（ｂ）作成した志願者評価書は、作成者の方が厳封をして提出してください。

（ｃ）高校在学時（又は１５～１７歳ぐらいの時期）から志願者のことをよく知り、客観的な評価ができる方（原則として高校な

どの教育機関で直接指導をされた教師など）が、作成してください。

評評価価者者のの方方へへ

ア 評価者の方は、記載事項すべてを、日本語又は英語で記入してください。やむを得ず、それ以外の言葉で作成されたもの

しか提出できない場合は、原本が正しく翻訳されたものであることを大使館等公的機関が証明した、日本語又は英語の訳

文原本を添付してください。

イ 評価者に関する記入欄には、「氏名」、「志願者との関係」、「役職」、「所属機関」、「住所」、「電話」、「メールアドレス」、「日

付」を記入し、必必ずず署署名名ををししててくくだだささいい。。

ウ 「受験番号」欄には、何も記入しないでください。

エ 記入後は、評価者ご自身が、志願者評価書を封筒に入れ、封をし、封をした箇所に、署名（※厳封という）をし、志願者に

お渡しください。厳封のないものは、出願書類として認めません。

⑤ 出身高等学校の卒業（見込）証明書 および 成績証明書

（ａ）原原本本（（卒卒業業ももししくくはは在在籍籍ししてていいるる学学校校がが発発行行しし、、証証明明ししたた文文書書））をを提提出出ししててくくだだささいい。。原本を提出できない者は、Certified 
True Copy を提出してください。

※Certified True Copy：原本から正しく複製されたものであることを、卒業もしくは在籍している高校又は大使館・公証処

等の公的機関が証明したコピー。日本語学校は公的機関とは認められません。

（ｂ）日日本本語語又又はは英英語語でで作作成成さされれたたももののをを提提出出ししててくくだだささいい。。それ以外の言語で作成されたものしか提出できない場合は、原本が

正しく翻訳されたものであることを大使館・公証処等の公的機関が証明した、日本語又は英語の訳文の原本を、証明書原本

もしくは Certified True Copy に添付してください。

※大使館・公証処等公的機関における証明については、１６ページ「証明書の公証について」を参照してください。

公証印や、証明することを記載した書類の言語については、日本語又は英語であることを原則とします。

大使館・公証処等公的機関での証明には時間を要しますので、余裕をもって手続してください。

（ｃ）証証明明書書のの氏氏名名・・生生年年月月日日はは、、パパススポポーートトのの記記載載とと同同じじももののをを提提出出ししててくくだだささいい。。

（ｄ）氏氏名名・・生生年年月月日日・・入入学学年年月月・・卒卒業業年年月月・・（（ささららにに成成績績証証明明書書はは出出身身高高等等学学校校在在学学中中のの全全期期間間学学年年毎毎のの成成績績））がが記記載載さされれてていい

るるここととを必須とします。入学年月・卒業年月がいずれの証明書にも記載されていない場合は、在学期間が分かる証明書（例

在学期間証明書等）を提出してください。

（ｅ）卒業見込者は出願時の３ヵ月以内、既卒者は卒業後に発行されたものを提出してください。

（ｆ）卒卒業業証証明明書書がない場合は、卒卒業業証証書書の Certified True Copy を提出してください。（卒業証書の原本は提出しないでくださ

い。）
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（ｇ）最終出身学校が大学・短期大学・専門学校等の場合でも、必ず高等学校の卒業証明書及び成績証明書を提出してください。 
（ｈ）出願資格を確認するために、追加で別途書類の提出を求める場合があります。

＜＜自自国国のの教教育育制制度度にによよりり高高等等学学校校ままででのの教教育育課課程程年年限限がが１１２２年年にに満満たたなないい場場合合＞＞

（ｉ）日本の大学に入学するための準備教育課程修了（見込）者は、その修了（見込）証明書及び成績証明書も、併せて提出して

ください。

（ｊ）自国の正規の教育課程とされる高等教育機関等にて修学し、合計１２年を満たす場合には、当該教育機関発行の成績証明書

も、併せて提出してください。

＜＜高高等等学学校校をを卒卒業業ししてておおららずず、、外外国国ににおおいいてて大大学学入入学学資資格格検検定定にに合合格格ししてていいるる場場合合＞＞

（ｋ）高等学校の卒業証明書・成績証明書に代えて、検定試験の合格証明書及び成績証明書を提出してください。

＜＜転転校校等等でで複複数数のの高高等等学学校校にに在在籍籍ししたた場場合合＞＞

（ｌ）成績証明書をそれぞれ在籍した高等学校から発行してもらい、提出してください。ただし、最終の高等学校において、それ

までの成績を認定され、高等学校在学中の全期間の成績が記載されている場合は、その証明書を提出してください。

＜＜日日本本国国外外のの高高等等学学校校をを卒卒業業しし、、ささららにに日日本本国国内内のの学学校校にに通通っったた場場合合＞＞

（ｍ）日本国外の高校を卒業したうえで、日本国内の学校に通ったことがある場合は、日本国外の学校が発行した証明書に加えて、 
日本国内の学校に通っていた期間がわかる在籍証明書（卒業証明書）と成績証明書を在籍した日本国内の高等学校から発行

してもらい、提出してください。

⑥「TOEFL iBT®」、「TOEIC® L&R」又は「IELTS™」の公式スコア

（ａ）スコアの提出方法は、６ページ「５ 日本留学試験・英語外部試験に関する注意事項」を参照してください。

（ｂ）ススココアアのの氏氏名名・・生生年年月月日日はは、、パパススポポーートトのの記記載載とと同同じじももののをを提提出出ししててくくだだささいい。。

（ｃ）顔写真を確認できるスコアを提出してください。

（ｄ）スコアは、有効受験期間内に受験し、かつ出願期間最終日までに到着したものを有効とします。出願期間前に到着したスコ

アも有効です。

＜＜国国際際日日本本学学部部（（ⅡⅡ型型））志志願願者者のの場場合合＞＞

（ｅ）英語を母語とする者については、スコアの提出を免除する場合がありますので、事前に国際日本学部までお問い合わせくださ

い。（２８ページ「１７ 問い合わせ先等」参照）

⑦ パスポートのコピー

（ａ）出願時に有効なパスポートの氏名・生年月日・パスポート番号・顔写真・有効期限が記載されたページをＡＡ４４ササイイズズのの用用紙紙

ににコピーして提出してください。※ビザのページではありません。

（ｂ）二重国籍者は両国のパスポートのコピーを提出してください。

（ｃ）パスポートを更新中または更新予定の場合は、現在のパスポートのコピーを提出し、更新後、新しいパスポートのコピーを

提出してください。

⑧⑧・・⑨⑨ににつついいててはは該該当当者者ののみみ提提出出がが必必須須なな書書類類でですす。。

⑧ 「在留カードのコピー」または「住民票」 【※日本国内在住者のみ提出が必須】

＜「在留カードのコピー」を提出する場合＞

（ａ）出願時に有効な在留カード（特別永住者証明書）のコピーを提出してください。

（ｂ）在留カード（特別永住者証明書）のコピーを提出する場合は、裏面に記載事項がなくても、必ず表表・・裏裏両両面面ををＡＡ４４ササイイズズのの

用用紙紙にコピーしてください。コピーする際は、在留カード番号が切れないよう注意してください。

（ｃ）在留カードを更新中の場合は、現在の在留カードのコピーを提出し、更新後、新しい在留カードのコピーを提出してくださ

い。

（ｄ）在留資格認定証明書（CoE）の提出は不要です。出願後に入国し、在留カードを入手した場合は速やかに在留カードのコピ

ーを提出してください。

＜「住民票」を提出する場合＞

（ｅ）在留資格・在留期間・在留期間満了日の記載を含むもので、出願時の３ヵ月以内に発行された住民票の写しを提出してくだ

さい。※※ママイイナナンンババーーがが記記載載さされれたた住住民民票票はは提提出出ししなないいででくくだだささいい。。

（ｆ）市役所や区役所などで発行された「住民票の写し」の原本を提出してください。
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⑨ 「出席状況証明書」または「在学証明書」

【※日本国内に滞在し、日本語教育施設、専修学校または大学に在籍している者は必須】

（ａ）証明書の氏名・生年月日は、パスポートの記載と同じものを提出してください。

＜出願時に日本国内に滞在し日本語教育施設又は専修学校等に在籍している者＞

（ｂ）所属している教育機関の出出席席状状況況証証明明書書（出願時の１ヵ月以内に発行されたもの）を提出してください。

※出席状況がわかる証明書であれば、証明書の名称が異なっても問題ありません。

※日本語教育施設又は専修学校等：在籍することで在留資格「留学」の取得が可能となる、日本語学校、大学・短期大学の日本

語別科、その他各種専門学校等。

＜出願時に日本国内に滞在し大学に在籍している者＞

（ｃ）所属大学の在在学学証証明明書書（出願時の１ヵ月以内に発行されたもの）を提出してください。

＜文部科学大臣が高等学校相当として指定した日本国内の外国人学校（東京韓国学校など）に在籍している者＞

出願時に、文部科学大臣が高等学校相当として指定した日本国内の外国人学校（東京韓国学校など）に在籍している場合はこの

証明書は不要です。卒業証明書、成績証明書を提出してください。
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○○証証明明書書のの公公証証ににつついいてて（（１１３３ペペーージジ⑤⑤のの補補足足））

証証明明書書のの言言語語はは？？
証証明明書書のの原原本本がが
提提出出ででききるるかか？？

提提出出書書類類

≪≪注注：：中中国国国国内内のの教教育育機機関関卒卒業業((見見込込))・・修修了了((見見込込))者者へへ≫≫

○○CCeerrttiiffiieedd  TTrruuee  CCooppyyのの作作成成ににつついいてて
以以下下のの手手順順ににししたたががっってて、、CCeerrttiiffiieedd  TTrruuee  CCooppyyをを作作成成ししててくくだだささいい。。

①証明書の原本を用意してください。原本を複数用意できる場合はCertified True Copyではなく原本を提出してください。

②原本を公証処などに持参して以下③のように対応するように依頼してください。

＝ここからは公証処の担当者が行う作業となります＝

Certified True Copyの証明書が完成となります。

最後に志願者本人が、ほかの書類と一緒にCertified True Copyを提出してください。

提出できる

日本語又は英語

日本語又は英語
以外のもの

次の①①とと②②のの両両方方をを提提出出すするること。
①日本語又は英語以外で作成された証明

書の原本
②大使館・公証処等公的機関で認証を受

けた日本語又は英語の訳文の原本

　日本語又は英語の訳文を作成し、原本から正
しく翻訳されたものであることを、大使館・公
証処等公的機関に認証してもらう。
　公的機関には「「ここのの訳訳文文がが原原本本とと内内容容がが相相違違なな
いいここととをを証証明明ししててくくだだささいい。。」」と伝えてください。
＊＊日日本本語語又又はは英英語語にによよるる認認証証をを原原則則ととししまますす。。

必必要要なな手手続続

提出できる 日本語又は英語で作成された証明書の原本

提出できない
　証明書又は証書の原本をコピーし、原本から
正しく複製されたものであることを、卒業もし
くは在籍している高校又は大使館・公証処等公
的機関に認証してもらう。(Certified True Copy
を作成してもらう。)
　公的機関には「「ここのの写写ししがが原原本本かからら正正ししくく複複製製ささ
れれたたももののででああるるここととをを証証明明ししててくくだだささいい。。」」と伝えて
ください。
＊＊日日本本語語又又はは英英語語にによよるる認認証証をを原原則則ととししまますす。。

日本語又は英語で作成された証明書の
Certified True Copy

１）証明書又は証書の原本をコピーし、原本
から正しく複製されたものであることを、
卒業もしくは在籍している高校又は大使館
・公証処等公的機関に認証してもらう。
(Certified True Copyを作成してもらう。)

２）日本語又は英語の訳文を作成し、原本か
ら正しく翻訳されたものであることを、大
使館・公証処等公的機関に認証してもらう。

  公的機関には「「ここのの写写ししがが原原本本かからら正正ししくく複複製製ささ
れれたたももののででああるるここととととここのの訳訳文文がが原原本本とと内内容容がが相相違違
なないいここととのの２２点点をを証証明明ししててくくだだささいい。。」」と伝えてくだ
さい。
＊＊日日本本語語又又はは英英語語にによよるる認認証証をを原原則則ととししまますす。。

提出できない
次の①①とと②②のの両両方方をを提提出出すするること。
①日本語又は英語以外の証明書の

Certified True Copy
②大使館・公証処等公的機関で認証を受け

た日本語又は英語の訳文の原本

③公証者が証明書が正しく原本であることを確認し、その証明書のコピーを取ります。
公証処でコピーを行わない場合は、本人が持参したコピーを原本と照合し、原本と一致することを確認してください。
表裏両面の場合は必ず両面でコピーを取ってください。

④原本と相違ないことが確認されたコピーに、公証者が「原本と相違ないことを証明する/Certified True Copy」
ということを余白に記載してください。ゴム印等を使用しても構いません。
必ず公証者のサインまたは印をつけてください。エンボス印でも構いません。

　中華人民共和国駐日本国大使館及び総領事館では、中国国内で発行された卒業証書及び成績表等の文書のコピーと原文一
致、翻訳文と原文一致の公証・認証手続きを行っていません。
　中国国内で発行された卒業証書及び成績表等の公証・認証手続きは、各地方の公証処（各地方の司法局に認定された機関）
において行われています。また、中国学歴・学籍認証センター日本代理機構（株式会社メリットファイブ内：03-6909-2235）
に中等教育学歴認証を申請することもできます。
　したがって、日本国内において留学生入試の出願手続きを行う中国出身の方は、出出願願書書類類のの準準備備にによよりり多多くくのの時時間間ががかかかか
るるここととがが予予想想さされれまますすののでで、、早早めめにに手手続続ききをを開開始始ししててくくだだささいい。。

 15
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９９  受受験験票票
（１）受験票は、各学部の受験票取得開始日時より、  出願サイトのマイページから取得できます。

 （２）Ａ４サイズの用紙に印刷し、明治大学における入学試験日当日に必ず用意してください。

 （３）受験票は、合格発表の際にも必要となるため、大切に保管してください。

 

学部 受験票取得開始日時

法学部 ２０２２年１０月 ７日（金）１０：００

商学部（Ⅰ型） ２０２２年１０月２８日（金）１０：００

商学部（Ⅱ型） ２０２２年１２月２４日（木）１０：００

政治経済学部 ２０２２年１１月 ８日（火）１０：００

文学部 ２０２２年１０月 ５日（水）１０：００

理工学部（Ⅰ型） ２０２２年１１月２５日（金）１０：００

理工学部（Ⅱ型） ２０２２年１２月２３日（金）１０：００

農学部 ２０２２年１２月２２日（木）１０：００

経営学部（Ⅰ型・Ⅱ型） ２０２２年１１月 ８日（火）１０：００

情報コミュニケーション学部 ２０２２年１１月 ４日（金）１０：００

国際日本学部（Ⅰ型） ２０２２年１２月 ９日（金）１０：００

国際日本学部（Ⅱ型） ２０２２年１２月２２日（木）１０：００

総合数理学部 ２０２２年１０月１４日（金）１０：００

１１００ 入入学学試試験験（（ⅠⅠ型型））受受験験にに関関すするる注注意意事事項項
（１）Ⅰ型の入学試験は第一次選考（書類選考）と第二次選考（明治大学における試験）の二段階で実施します。
(２)第二次選考は、第一次選考 書類選考 に合格した受験生のみ実施します。

(３)第二次選考を受験する際は、次の①～②を必ず用意してください。
① ２０２３年度明治大学外国人留学生入学試験受験票

② 在留カード（特別永住者証明書）又はパスポート
(４)試験開始時刻は学部によって異なります。集合時間等の詳細は、第一次選考合格通知と一緒に、Web出願

サイトのマイページから通知します。

(５)各学部の第二次選考はオンラインで実施します。

出願学部 試験会場

法学部、商学部、政治経済学部

文学部、経営学部、情報コミュニケーション学部 オンラインで実施
明治大学に来校する
必要はありません。理工学部、農学部

国際日本学部、総合数理学部

（６）不正行為があるとみなされた場合は、当該年度における本学のすべての入学試験の結果を無効とします。

また、これ以降の当該年度における本学の入学試験の出願・受験も認めません。なお、この取り扱いに伴

う入学検定料の返還は行いません。

（７）受験のためのビザ取得について ※短期滞在ビザにおける入国制限が解除されるまで発行しません。

日本国外から「Ⅰ型：明治大学における試験を実施する入学試験」に出願する者のうち、入管法により、一般

旅券所持者に対する相互査証免除国に制定されていない国から「短期滞在（受験のため）」ビザを取得する者は、

出願受付完了後に本学が発行する「受験許可証」が必要です。「受験許可証」の発行を希望する者は、Web 出

願サイトの登録ページにある「受験許可証」欄の「要」を選択し、「入学志願票Ａ票（所定用紙１）」及び「写

真貼付台紙（所定用紙２）」と同一の写真（タテ４cm×ヨコ３cm）をもう１枚用意し、出願書類と一緒に送

付してください。写真裏面には、志願学部・学科・氏名を記入してください。ただし、入管法により、一般

旅券所持者に対する相互査証免除国に制定されている場合は、「受験許可証」は不要のため、申し込みがあっ

たとしても発行しません。

17
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【査証免除国の一例】韓国、台湾、香港など

※明治大学から交付された「受験許可証」により在外日本国公館（大使館・領事館）でビザ申請手続を行

っても、必ず許可されるとは限りません。

１１１１ 合合格格発発表表
（（１１））第第一一次次選選考考合合格格発発表表ににつついいてて【【ⅠⅠ型型】】

第一次選考の合否結果は、Web 出願サイトのマイページまたは本学のホームページで確認することがで

きます。合格者には、発表と同時に合格通知及び第二次選考通知を、Web 出願サイトのマイページから

通知しますので、各自でダウンロードしてください。郵送による案内は行いません。補助的な手段とし

て、各学部のホームページに合格者の受験番号一覧を掲載します。

合格者の受験番号一覧を確認できるのは、合格発表日当日を含めて７日間です。

第一次選考合格者には、第二次選考を実施し、最終の合否を決定します。

学部 第一次選考合格発表日時

法学部 ２０２２年１０月２１日（金）１０：００

商学部 ２０２２年１１月１１日（金）１０：００

政治経済学部 ２０２２年１１月１８日（金）１０：００

文学部 ２０２２年１０月１９日（水）１０：００

理工学部 ２０２２年１２月 ６日（火）１０：００

農学部 ２０２３年 １月１２日（木）１０：００

経営学部 ２０２２年１１月２２日（火）１０：００

情報コミュニケーション学部 ２０２２年１１月１５日（火）１０：００

国際日本学部 ２０２２年１２月２４日（土）１０：００

総合数理学部 ２０２２年１０月２８日（金）１０：００

（（２２））合合格格発発表表ににつついいてて【【ⅠⅠ型型、、ⅡⅡ型型共共通通】】
最終選考の合否結果は、Web 出願サイトのマイページまたは本学のホームページで確認することができ

ます。合格者には、入学手続に関する案内文を、Web 出願サイトのマイページから通知しますので、各

自でダウンロードしてください。郵送による案内は行いません。補助的な手段として、各学部のホーム

ページに合格者の受験番号一覧を掲載します。

合格者の受験番号一覧を確認できるのは、合格発表日当日を含めて７日間です。

学部 合格発表日時

法学部 ２０２２年１２月 ９日（金）１０：００

商学部（Ⅰ型、Ⅱ型） ２０２３年 １月１３日（金）１０：００

政治経済学部 ２０２２年１２月 ９日（金）１０：００

文学部 ２０２２年１２月２１日（水）１０：００

理工学部（Ⅰ型、Ⅱ型） ２０２３年 １月１８日（水）１０：００

農学部 ２０２３年 １月３１日（火）１０：００

経営学部（Ⅰ型） ２０２３年 １月１８日（水）１０：００

経営学部（Ⅱ型） ２０２２年１１月２２日（火）１０：００

情報コミュニケーション学部 ２０２３年 １月１８日（水）１０：００

国際日本学部（Ⅰ型、Ⅱ型） ２０２３年 １月１８日（水）１０：００

総合数理学部 ２０２２年１２月 ９日（金）１０：００

18
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（（３３））そそのの他他
① 出願時の本人住所や連絡先などに変更があった場合は、速やかに出出願願学学部部事事務務室室に連絡してください。

（２８ページ「１７ 問い合わせ先等」参照）

② 不合格者には、本学からの個別通知は行いません。

③ 合合否否ににつついいててのの問問いい合合わわせせににはは、、一一切切応応じじまませせんん。。

１１２２ 入入学学手手続続
（（１１））入入学学手手続続方方法法及及びび入入学学手手続続書書類類のの提提出出

① 入学手続については、受験ポータルサイト「UCARO」を利用します。利用方法などの詳細は、最終選

考合格者に Web 出願サイトのマイページから通知します。出願時の情報を用いて「UCARO」にログ

インし、「入学手続の手引 外国人留学生入学試験合格者用」を確認して、入学手続を行ってください。

② 入入学学手手続続はは、、入入学学手手続続締締切切日日ままででにに必必ずず行行っっててくくだだささいい。。入学手続締切日後の入学手続は一切認めま

せん。

③ 合格したにも関わらず、「UCARO」にログインすることができない場合は、至急、合合格格ししたた学学部部事事務務室室

に問い合わせてください（２８ページ「１７ 問い合わせ先等」参照）。

④ 提提出出さされれたた書書類類のの記記載載事事項項にに虚虚偽偽がが判判明明ししたた場場合合、、合合格格又又はは入入学学をを取取りり消消ししまますす。。

⑤ いったん提出された書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

（（２２））入入学学手手続続方方法法のの概概要要
次の①及び②の手続を、必ず入学手続締切日（厳守）までに行ってください。

① 入学諸費用の納入

入学諸費用の納入方法には、次の二通りがあります。

（ａ）一一括括納納入入手手続続（明治大学に入学を決定した者）

入学手続締切日までに入学諸費用を全額納入し、入学手続を完了する方法。

（ｂ）延延納納手手続続（他大学の合格発表待ちの者）

入学手続締切日までに入学金のみを納入し、その後２０２３年３月２４日（金）までにその他

の諸費用を納入し、入学手続を完了する方法。

② 入学手続書類の提出

入学手続書類の提出方法は、郵送での受付となります。

提

出

方

法

ア 日本国内から郵送する場合

入学手続締切日（消消印印有有効効）までに、「速達・簡易書留郵便」で郵送してください。

イ 日本国外から郵送する場合

入学手続締切日（必必着着）までに、EMS や DHL 等、速達で配達状況が確認可能な国

際郵便または国際宅配便で送付してください。

19
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（（３３））入入学学手手続続期期限限

学学部部 入入学学手手続続締締切切日日

法学部 ２０２３年２月 １日（水）

商学部 ２０２３年２月 ２日（木）

政治経済学部 ２０２３年２月 １日（水）

文学部 ２０２３年２月 １日（水）

理工学部 ２０２３年２月 １日（水）

農学部 ２０２３年２月１３日（月）

経営学部 ２０２３年２月 １日（水）

情報コミュニケーション学部 ２０２３年２月 １日（水）

国際日本学部 ２０２３年２月 １日（水）

総合数理学部 ２０２３年２月 ３日（金）

※入学手続書類の提出方法、入学手続期限は変更になる場合があります。

（（４４））保保証証人人ににつついいてて
出願時に保証人は必要ありませんが、合格後、入入学学手手続続時時ににはは保保証証人人がが必必要要でですす。。保保証証人人はは、、原原則則ととししてて

独独立立ししてて生生計計をを営営むむ者者でで、、次次のの優優先先順順位位にによよりり届届けけ出出ててくくだだささいい。。

① 日日本本にに在在住住すするる親親又又ははそそのの他他のの親親族族

② 日日本本にに在在住住ししなないい親親又又ははそそのの他他のの親親族族

③ ①①、、②②ととももににいいなないい場場合合にに限限りり、、日日本本にに在在住住すするる知知人人等等

※保証人は、入学手続時に保証人届及び住民票の提出が必要となります。保証人が日本国内に在住してい

ない場合は、保証人の住所、氏名が記載された公的機関が発行する証明書が必要です。

（（５５））連連絡絡人人ににつついいてて
保証人が日本国内に在住していない場合、日本に在住し、次の役割を果たす人を届け出てください。出願

時に連絡人は必要ありませんが、入学時には連絡人が必要です。

連絡人の役割は以下のとおりです。

① 在学中、留学生に諸問題が発生した場合には、本学と連絡を取り合う。また、本学から要請がある場

合には、本人への連絡等適切に対応する。

② 本人が勉学活動を将来にわたって中断する等、その目的に応じた本邦滞在が困難となった場合には、

適切な方法により休学・退学等について相談相手となる。

※連絡人の例：日本に在住する兄弟姉妹、配偶者又はその他の親族、友人、知人等。できる限り社会

人で独立して生計を営み、日本語能力が十分である者が望ましいとされます。

20
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１１３３ 留留学学ビビザザ（（査査証証））
（１）日本に在留する在留資格を有している場合

① 「留学」の在留資格を有している者

在留資格更新許可申請は、在留期間が満了する３ヵ月前から可能です。ただし、在留資格に該当する活

動を行うことなく３ヵ月以上滞在すると、在留資格取り消しの対象となりますのでご注意ください。

また、「留学」の在留期間が入学後まで残っている場合にも、所属する学校に変更があった場合には、

変更後１４日以内に入国管理局へ「活動機関に関する届出」を提出することが義務付けられています。

② 「留学」以外の在留資格で日本に滞在していて、「留学」の在留資格取得を希望する者

在留資格変更申請をしてください。希望者には、入学手続完了時に各学部より「入学許可書」を発行し

ます。この「入学許可書」を使用し、日本国内で「留学」の在留資格に変更することが可能です。ただ

し、「短期滞在」ビザで日本に入国している者は、原則として日本国内で在留資格の取得は認められて

いないので、一度日本国外へ出国し、「留学」ビザを取得しなければならなくなることもあります。

※本学入学前に、日本において日本語教育施設又は専修学校（日本語学校、大学・短期大学の日本語別

科、その他各種専門学校等）に在籍している者は、在留期間更新・資格変更申請の際に、法務省入

国管理局から、在籍していた教育機関が交付する出席状況証明書の提出を求められます。在籍状況

に問題がある場合は、不許可となる場合があります。

（２）日本に在留する在留資格を有していない場合

本国の日本大使館又は領事館にて「留学」ビザ発給の申請を行ってください。なお、予め本人又は代理人

が、法務省東京入国管理局から「在留資格認定証明書」を取得し、これを使用して「留学」ビザ発給の申請

を行うと、審査が円滑に行われるとされています。日本に親族や経費支弁者又は奨学金支給者がいる場合は、

法務省東京入国管理局に「在留資格認定証明書」交付の代理申請を依頼してください。代理申請を明治大学

が行うことを希望する者は、合格者に案内する必要書類を入学手続時に提出してください。

※ビザ取得の審査は法務省が行うため、不許可となった場合、大学は一切責任を負いません。

※留学生を対象とする授業料補助及び大部分の各種奨学金は、在留資格「留学」の者を対象としています。

１１４４ 「「明明治治大大学学教教育育振振興興協協力力資資金金」」ににつついいてて
明治大学では、全学部学生・大学院生のご父母（一部学生本人）の皆様に、「明治大学教育振興協力資金」へ

のご協力をお願いしております（一部の方を除く）。

頂戴しました寄付金は、本学の教育・研究の充実・発展に必要な資金として活用いたします。この寄付金は

任意でございますが、ご子息・ご息女の教育・研究環境のさらなる充実に活用させていただきますので、ご協

力くださるようお願い申し上げます。
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１１５５　　入入学学諸諸費費用用等等一一覧覧((参参考考))
下記の学費等は、２０２２年度入学者のものです。
２０２３年度入学者の学費等は、合格者に公開される「入学手続の手引」でご確認ください。

≪≪２２００２２２２年年度度　　入入学学諸諸費費用用≫≫　　 （単位：円）

学部・学科

科 目

入 学 金 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

授 業 料 881,000 881,000 881,000 841,000 1,063,000 1,194,000 1,194,000 1,194,000 1,085,000 1,194,000 1,194,000

専 攻 指 導 料 ― ― ― 45,000 ― ― ― ― ― ― ―

教 育 充 実 料 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000

実 験 実 習 料 ― ― ― ― ― 90,000 70,000 90,000 45,000 50,000 90,000

実 習 料 8,000 7,000 10,000 5,000 10,000 ― ― ― ― ― ―

学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

父 母 会 費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

法 学 会 費 1,300 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1,313,300 1,311,000 1,314,000 1,314,000 1,496,000 1,811,000 1,791,000 1,811,000 1,652,000 1,771,000 1,811,000

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

564,800 563,000 564,500 564,500 655,500 813,000 803,000 813,000 733,500 793,000 813,000

764,800 763,000 764,500 764,500 855,500 1,013,000 1,003,000 1,013,000 933,500 993,000 1,013,000

548,500 548,000 549,500 549,500 640,500 798,000 788,000 798,000 718,500 778,000 798,000

注

（２）学費の納入は、半期ごとの分納になります。入学諸費用は、入学金と入学金を除いた学費の１/２と諸会費です。

（３）入学後、特定の科目を履修する場合は別途に履修料を徴収します。（教職・社会教育主事・学芸員・司書・司書教諭の各関係科目等）

（４）校友会費（終身会費30,000円）は、4年次に一括して徴収します。

（５）納入された入学諸費用は,返還しません。ただし、入学金以外の諸費用については、所定の期日までに入学辞退の手続を行った場合に返還いたしま
す。

（６）入学諸費用に消費税は課税されません。

（７）次年度以降の学費等は次のページのとおりです。

（８）次年度以降の学費等は、変更される場合があります。納入額については、合格者に交付される「入学手続の手引」及び毎年４月に送付される学費

　振込用紙同封の明細を参照してください。

春学期 入学金＋学費（入学金以外）の１/２＋諸会費 入学手続時、次年度以降は４月３０日 秋学期の振込用紙は、９月下旬に「入学手続者登録票」
で登録した学費振込用紙送付先に郵送します。秋学期 学費（入学金以外）の１/２ １０月２０日

（１）他大学を併願している場合は、入学手続日までに所定の手続を行えば、入学金を除く学費等の延納が３月下旬の所定の期日まで認められます。

納入区分 納入の割合 納入期限 備　考

諸
会
費

合計（年額）

入学金

入学金以外の諸費用

秋学期

春学期（入学諸費用）

国際日本学部

農  学  部 総合数理学部

数学科を
除く学科

数 学 科
農   学   科
農芸化学科
生命科学科

食料環境政策
学科

現象数理学科

先端メディア
サイエンス学科

ネットワーク
デザイン学科

理工学部

学

費

法 学 部 商 学 部

政治経済学部
経 営 学 部
情報コミュニ
ケーション学部

文 学 部
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＜２０２３年度（２年次）の学費等＞ （単位：円）

学部・学科

科 目

授 業 料 886,000 886,000 886,000 846,000 1,068,000 1,199,000 1,199,000 1,199,000 1,090,000 1,199,000 1,199,000

専 攻 指 導 料 ― ― ― 45,000 ― ― ― ― ― ― ―

教 育 充 実 料 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000

実 験 実 習 料 ― ― ― ― ― 90,000 70,000 90,000 45,000 50,000 90,000

実 習 料 8,000 7,000 10,000 5,000 10,000 ― ― ― ― ― ―

学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

父 母 会 費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

法 学 会 費 1,300 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1,118,300 1,116,000 1,119,000 1,119,000 1,301,000 1,616,000 1,596,000 1,616,000 1,457,000 1,576,000 1,616,000

＜２０２４年度（３年次）の学費等＞ （単位：円）

学部・学科

科 目

授 業 料 891,000 891,000 891,000 851,000 1,073,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,095,000 1,204,000 1,204,000

専 攻 指 導 料 ― ― ― 45,000 ― ― ― ― ― ― ―

教 育 充 実 料 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000

実 験 実 習 料 ― ― ― ― ― 90,000 70,000 90,000 45,000 50,000 90,000

実 習 料 8,000 7,000 10,000 5,000 10,000 ― ― ― ― ― ―

学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

父 母 会 費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

法 学 会 費 1,300 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1,123,300 1,121,000 1,124,000 1,124,000 1,306,000 1,621,000 1,601,000 1,621,000 1,462,000 1,581,000 1,621,000

＜２０２５年度（４年次）の学費等＞ （単位：円）

学部・学科

科 目

授 業 料 896,000 896,000 896,000 856,000 1,078,000 1,209,000 1,209,000 1,209,000 1,100,000 1,209,000 1,209,000

専 攻 指 導 料 ― ― ― 45,000 ― ― ― ― ― ― ―

教 育 充 実 料 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 312,000 312,000 312,000 307,000 312,000 312,000

実 験 実 習 料 ― ― ― ― ― 90,000 70,000 90,000 45,000 50,000 90,000

実 習 料 8,000 7,000 10,000 5,000 10,000 ― ― ― ― ― ―

学生健康保険互助組合費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

父 母 会 費 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

校 友 会 費 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

法 学 会 費 1,300 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1,158,300 1,156,000 1,159,000 1,159,000 1,341,000 1,656,000 1,636,000 1,656,000 1,497,000 1,616,000 1,656,000

学
費

諸
会
費

合計（年額）

農  学  部 総合数理学部

数学科を
除く学科

数　学　科
農   学   科
農芸化学科
生命科学科

食料環境政策
学科

現象数理学科

先端メディア
サイエンス学科

ネットワーク
デザイン学科

先端メディア
サイエンス学科

ネットワーク
デザイン学科

学
費

諸
会
費

合計（年額）

法　学　部 商　学　部

政治経済学部
経 営 学 部
情報コミュニ
ケーション学部

文　学　部

現象数理学科

国際日本学部

理工学部

文 学 部 国際日本学部

理工学部

学
費

諸
会
費

合計（年額）

法 学 部 商 学 部

政治経済学部
経 営 学 部
情報コミュニ
ケーション学部

農  学  部 総合数理学部

数学科を
除く学科

数 学 科
農   学   科
農芸化学科
生命科学科

食料環境政策
学科

現象数理学科

先端メディア
サイエンス学科

ネットワーク
デザイン学科

理工学部

農  学  部 総合数理学部

数学科を
除く学科

数 学 科
農   学   科
農芸化学科
生命科学科

食料環境政策
学科

法 学 部 商 学 部

政治経済学部
経 営 学 部
情報コミュニ
ケーション学部

文 学 部 国際日本学部
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      １１６６ キキャャンンパパスス案案内内
（（１１））駿駿河河台台キキャャンンパパスス  

〒１０１－８３０１ 東京都千代田区神田駿河台１－１ 
＊ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線／御茶ノ水駅下車 徒歩３分 
＊東京メトロ千代田線／新御茶ノ水駅 下車徒歩５分 
＊都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線／神保町駅下車 徒歩５分 

 
■法学部・商学部・政治経済学部・文学部・経営学部・情報コミュニケーション学部（３・４年次） 
■大学院［法学研究科・商学研究科・政治経済学研究科・経営学研究科・文学研究科・情報コミュニケーシ

ョン研究科・グローバル・ガバナンス研究科］ 
■専門職大学院［ガバナンス研究科・グローバル・ビジネス研究科・会計専門職研究科・法務研究科］ 

 
学部事務室 電話 場所 

法学部事務室 03-3296-4152 

リバティタワー４階 
商学部事務室 03-3296-4159 

政治経済学部事務室 03-3296-4173 

文学部事務室 03-3296-4189 

経営学部事務室 03-3296-4194・4195 
リバティタワー５階 

情報コミュニケーション学部事務室 03-3296-4262・4263 
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（（２２））和和泉泉キキャャンンパパスス
〒１６８－８５５５ 東京都杉並区永福１－９－１ 
＊京王線・井の頭線／明大前駅下車 徒歩５分 

 
■法学部・商学部・政治経済学部・文学部・経営学部・情報コミュニケーション学部（１・２年次） 
■大学院［教養デザイン研究科］ 
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（（３３））生生田田キキャャンンパパスス

〒２１４－８５７１ 神奈川県川崎市多摩区東三田１－１－１ 
＊小田急線／生田駅下車 南口徒歩１０分 
＊小田急線／向ヶ丘遊園駅下車 小田急バス「明大正門前」行き終点下車 
 

■理工学部・農学部 
■大学院［理工学研究科・農学研究科］ 

 
 

学部事務室 電話 場所 

理工学部事務室 044-934-7600 
中央校舎１階 

農学部事務室 044-934-7571 
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（（４４））中中野野キキャャンンパパスス
〒１６４－８５２５ 東京都中野区中野４－２１－１

＊ＪＲ中央線・総武線、東京メトロ東西線／中野駅下車 北口徒歩８分

■国際日本学部・総合数理学部

■大学院［国際日本学研究科・先端数理科学研究科・理工学研究科建築・都市学専攻］

学部事務室 電話 場所

中野教務事務室（国際日本学部） 03-5343-8045
低層棟３階

中野教務事務室（総合数理学部） 03-5343-8040
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１１７７ 問問いい合合わわせせ先先等等

（（１１））問問いい合合わわせせ先先

問い合わせ内容 問い合わせ先 電話番号等

出願資格・出願書類

入学検定料

在留資格（受験ビザ・留学ビザ）等

国際教育事務室

外国人留学生入学試験係

TEL：03-3296-4144 
E-mail：intadmi@meiji.ac.jp

学部のカリキュラム

受験票

出願後の住所変更

明治大学での試験（Ⅰ型）

合格発表の方法 等

法学部

商学部

政治経済学部

文学部

経営学部

情報コミュニケーション学部

国際日本学部

総合数理学部

理工学部

農学部

TEL：03-3296-4152 
TEL：03-3296-4159 
TEL：03-3296-4173 
TEL：03-3296-4189 
TEL：03-3296-4194・4195 
TEL：03-3296-4262・4263 
TEL：03-5343-8045 
TEL：03-5343-8040 
TEL：044-934-7600 
TEL：044-934-7571 

Web 出願サイトの操作方法 
「学び・教育」出願・申込サービス

サポートセンター

（運用会社：株式会社ディスコ）

TEL：0120-202079（日本国内のみ） 

学費 財務課（学費係） TEL：03-3296-4096 
問い合わせについての事務取扱時間（日本時間）：月－金曜日 9:00～11:30、12:30～17:00 

（理工学部・農学部事務室は 16:30 まで） 
土曜日 9:00～12:00 

※日曜日・祝祭日・夏季休業期間中の土曜日及び一斉休暇期間（8 月 10 日～16 日、12 月 26 日～1 月 7 日）は、対応いたしません。

※事務取扱時間は変更になる場合がありますので、本学ホームページをご確認ください。

（（２２））出出願願書書類類送送付付先先
日本国内からの出願 日本国外からの出願

送付先

〒101-8301 
東京都千代田区神田駿河台 1-1 
明治大学 国際教育事務室

外国人留学生入学試験 係

International Admission Center 
International Student Office, Meiji University 
1-1 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8301, Japan
TEL：+81-3-3296-4144

送付方法 速達・簡易書留郵便
ＥＭＳやＤＨＬ等、速達で配達状況が確認可能な国際郵便また

は国際宅配便
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