
 
2022 年度秋学期試験の「特別試験受験願」の申請締切日時は

以下のとおりです。 

申請方法及び申請にあたり必要な書類に関しては次ページ

をご確認ください。 

 

受験願申請期間について 

 試験実施日 
特別試験受験願 

申請締切日時 

定
期
試
験
期
間 

実
施
試
験 

2023 年 1 月 24 日（火） 1 月 30 日（月）17 時 30 分 

2023 年 1 月 25 日（水） 1 月 31 日（火）17 時 30 分 

2023 年 1 月 26 日（木） 2 月 1 日（水）17 時 30 分 

2023 年 1 月 27 日（金） 2 月 2 日（木）17 時 30 分 

2023 年 1 月 30 日（月）※ 2 月 4 日（土）12 時 30 分 

 

※1/30 試験実施分については、締切日がキャンパスの閉館

日（日曜）にかかるため、締切日が通常と異なります。申

請締切日時に注意して下さい。 

 

※アルバイトやインターンシップなど、私的な都合による特

別試験の申請は認められません。 

  



申請方法について 
①  Oh-o!Meiji の「グループ」機能から、国際日本学部のグループを選択

 
②  「提出物」の「特別試験受験願申請フォーム」から必要書類(所定様式)を提出

 
 

必要書類について 
以下の表を参考に、必要書類を提出してください。なお、後日原本の提出を求め

る場合がございます。  

※特別試験受験願および保証人による経緯説明文書は必ず所定の様式を使用して

ください。 

※やむを得ない理由で保証人直筆の経緯説明文書を提出できない場合には、欠席

理由を自筆で記載の上、保証人による直筆ができない理由を合わせて記載して

ください。 

 
 

 

以   上  

中野教務事務室 (国際日本学部 ) 

２０２３年 1 月   



 
AY2022 Fall Semester School of Global Japanese Studies 

Application Period for Requesting Make-up Examination 

 
The deadlines for submitting the “Make-up Examination Request 

Form” are shown below. 

Please refer to the next page for the application procedure and 

required documents. 

 

 Date of Examination 
Deadline to submit 

form 

 

Tue, January 24, 2023 Mon, January 30, 12:30pm 

Wed, January 25, 2023 Tue, January 31, 5:30pm 

Thu, January 26, 2023 Wed, February 1, 5:30pm 

Fri, January 27, 2023 Thu, February 2, 5:30pm 

Mon, January 30, 2023※  Sat, February 3, 5:30pm 

※The deadline to submit the form for the exam conducted on Jan 30 is 

different from the usual deadline because the deadline falls on Sunday, 

when the campus is closed. Please pay attention to the application 

deadline. 

 

※Personal reasons, such as part-time jobs or internships, will not be 

approved as the reason to request a make-up examination. 

 

Nakano Academic Affairs Office  

January, 2023 

  



Where to apply 
①   Select the Group “School of Global Japanese Studies”  from the "Group" 

function of Oh-o!Meiji.  

 
②  Submit the required documents (use the designated form) from the "Make-up 

Examination Request Form" under "Item Submitted".    

 
 

What to submit 
Please refer to the table below and submit the required documents. Please note 

that you may be asked to submit the original documents at a later date.  

 

※Please be sure to use the designated forms for the “Application form for Make-

up Examination” and the “Letter from Guarantor stating the reason”. 

 

※ If you are unable to submit a letter of explanation of the circumstances in the 

guarantor's handwriting for an unavoidable reason, please state the reason for 

the absence in your own handwriting, together with the reason why the letter 

cannot be handwritten by the guarantor. 

 
End of Document 


