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入学方法 一般入学選考のみ　〈10月1日（日）入学願書受付開始〉

応募資格
◉留学生で本校の英語専門課程（海外留学科を除く）への入学ができるのは、以下項目を満たす者｡
1   12年の学校教育課程を修了した者 2   6年以上の英語学習歴がある者
3   日本語能力試験N1・N2 程度の日本語能力がある者 4   日本語学校の出席率が90%以上の者

選考方法

2・3	年制全学科  
1  英語（筆記）・日本語（筆記）※　2  面接（日本語）

英語本科　上級英語専攻  
1  英語（筆記）・日本語（筆記）※　2  面接（英語・日本語）　3  提出書類（課題作文※P.15参照）

※日本語能力試験N1合格または日本留学試験（日本語科目）260点以上の証明書を提出することにより、
　日本語（筆記）試験を免除します。
※母国語が英語の方やTOEIC400点以上の方は英語筆記を免除します。

提出書類

上記の項目を満たす留学生は、以下の書類を期日（一般入学各日程願書締切日）までに、本人が直接入学事務局へ提出
してください｡
1  入学願書（応募書類  A-3  を使用）　	※ただし英語本科上級英語専攻希望者は  A-4  を使用
2  入学動機カード（応募書類 Ｂ  を使用）
3  成績証明書（本国の最終校／英語または日本語・中文・ベトナム語の翻訳文を添付）
4  卒業証明書（本国の最終校／英語または日本語・中文・ベトナム語の翻訳文を添付）
5  現在通学先の学校の卒業見込証明書・成績証明書（出席状況含む）
6  学費の支弁能力を証明する書類　●預金通帳の写しまたは預金残高証明書
　●来日時から現在までの収入を証明できるもの（源泉徴収票・アルバイト給与明細・海外送金証明書）

7  旅券（パスポート）
8  在留カード
9  写真2枚（タテ4cm╳ヨコ3cm）
　● 願書と選考票に貼付   ● 写真はきちんとした服装で正面上半身脱帽、3ヵ月以内に撮影したものを使用。

10 選考結果等送付用500円切手（500円切手を切手用封筒に同封）
11 選考料 30,000円★（持参）

願書受付最終締切日 1	海外出願者・短期滞在者：12月15日（金） 2	留学ビザでの在留者：2024年2月17日（土）

受付できない期間 ● 日曜日・祝日［ただし、オープンキャンパス等イベント開催日（入学案内参照）は入学願書を受け付けます。］
● 冬期休業期間／2023年12月27日（水） ～2024年1月6日（土）

入学手続
◉	合格の場合は、必ず手続締切日までに学費と行事費を納入してください｡
● 納入確認後、入学許可となり、入学許可証等を送付します。
● 学費・特待生奨学金制度については各ページをご参照ください。（留学生減免制度はありません）

9  ケース別入学方法
How to Apply

11  留 学 生 の 入 学
How to Apply

■受験可能な入学方法	 AO入学 ／ 推薦入学 ／ 一般入学 ／ 併願入学　※詳細は各入学方法のページをご覧ください。（P.5 ～ 16）
 ★「AO特別枠」「指定校入学」は適用されません。
■提出書類	 所定の提出書類に成績証明書（最終学歴・学年／卒業（見込）の記載があるもの）を提出してください。（ない場

合は卒業（見込）証明書もあわせて提出。）※最終学歴が高校の場合は出身高校の「調査書」を提出してください。

学校教育12年の課程を修了し、入学時18歳以上の入学希望者は、所定の提出書類に海外の出身高校・大学からの成績証明書と卒業証明書を添
えて提出してください。

一般の高校生と同じように AO入学 ／ AO特別枠 ／ 指定校入学 ／ 推薦入学 ／ 一般入学 ／ 併願入学での出願が可能ですが、場合により
別途「日本語レベルチェック」や在留資格の確認を行うことがあります。「日本語に自信がない」という方は、日本語を集中的に学ぶコース
もあるので安心して相談してください。

高認（高等学校卒業程度認定試験）・大検（大学入学資格検定）合格者で入学時18歳以上の方は入学の資格があります。
入学希望者は、所定の提出書類に合格成績証明書を添えて提出してください。

大学・短大・専門学校生・社会人の入学1

海外の高校・大学を卒業・中退した場合の入学3

日本の高校に在籍する外国人等の高校生の入学2

高等学校卒業程度認定試験合格者の入学4

願書受付締切日 試験日 選考料 合格発表日 手続締切日 願書締め切り
第1回  10月 7日 （土）  10月 8日 （日）  10月 16日 （月）  10月 23日 （月）

※ビザの有効期限により、
　上記以降の受験も可能
　です。
　お問い合わせください。
※定住権・永住権のある方は
　別途お問い合わせください。

第2回  10月 27日 （金）  10月 28日 （土）  11月  8日 （水）  11月 15日 （水）
第3回  11月 11日 （土）  11月 12日 （日）  11月 20日 （月）  11月 27日 （月）
第4回  11月 24日 （金）  11月 25日 （土）  12月 5日 （火）  12月 12日 （火）
第5回  12月 8日 （金）  12月 9日 （土）  12月 18日 （月）  12月 25日 （月）
第6回  12月 15日 （金）  12月 16日 （土）  12月 22日 （金）  1月 5日 （金）
第7回

 2024年
 1月 13日 （土）

 2024年

 1月 14日 （日）  1月 22日 （月）  1月 29日 （月）
第8回  1月 19日 （金）  1月 20日 （土）  1月 29日 （月）  2月 5日 （月）
第9回  2月 3日 （土）  2月 4日 （日）  2月 13日 （火）  2月 20日 （火）

第10回  2月 10日 （土）  2月 11日 （日）  2月 20日 （火）  2月 27日 （火）
第11回  2月 17日 （土）  2月 18日 （日）  2月 27日 （火）  3月 5日 （火）

試験日・合格発表日

20,000円

10/1（日）

〜

12/26（火）

30,000円

1/7（日）

〜

2/17（土）

●海外出願者・短期滞在者

 12月15日（金）

●留学ビザでの在留者
2024年
2月17日（土）

★出願時期により選考料免除があります。（詳しくは下記をご覧ください）

（自撮りやアプリ使用、
  スナップ写真不可）

10  入学優遇特別制度
項目 活動内容 提出書類

進路選択活動

◆ 本校の行事に参加した者
●学校・進路決定説明会 ●留学説明会 ●エアライン説明会　
●ホテル・テーマパーク・マリン説明会 ●ブライダル説明会　
●観光・ツアコン・鉄道説明会 ●大学編入説明会 ●大学編入トークライブ
●日外授業オープンキャンパス ●公務員フェア ●公務員説明会
●海外大学留学フェア ●ディズニーフェア ●エアラインフェア
●ホテルフェア ●ブライダルフェア ●ビューティーフェア
●韓国フェア ●第2外国語フェア ●観光フェア 
●アート＆デザインワークショップ ●海外留学科卒業生ライブ
●AO入学説明会 ●学校見学 　
●保護者説明会 ●クリスマススペシャル ●英検対策セミナー
●春のオープンキャンパススペシャル ●英検1day ●英検2days 
●スカラシップ対策セミナー ●英語＆留学プレップスクール　
●マジックワールド（児童英語教室見学会） ●個別進路相談
●「全国」進路＆留学ガイダンス／エアライン＆ホテル説明会／公務員＆大学編入説明会

◆ 「（全国）進路＆留学ガイダンス」や「平日の学校見学」等で
　 本校スタッフの入学相談を受けた者

本校の「イベント参加ポイントカード」（左の行事参加者
に発行されます）や「特別イベント参加カード」、各種「セ
ミナーの修了証の写し（コピー）」など

資格取得
◆ 実用英語技能検定の3級以上　　◆ 日商ビジネス英語検定の3級以上
◆ 漢字検定・ペン習字の3級以上　◆ 珠算、簿記検定の2級以上
◆ TOEIC 300点以上　◆ TOEFL iBT22点以上　◆ 国家資格取得者（自動車免許は除く）

合格証、認定証、スコアレポートの
写し（コピー）

皆　勤 高等学校入学時から調査書作成日まで皆勤の者

記載のある調査書か担任の証明書
または証明できる書類の写し（コピー）クラブ活動

◆ 高等学校のクラブ活動において部長（主将）、副部長（副主将）、 マネージャー等経験者
◆ 高等学校のクラブ活動において地区大会以上 
　（例：関東大会等）の大会出場者（登録メンバー含む）

生徒会＆クラス活動 ◆ 生徒会長  ◆ 生徒会副会長  ◆ 生徒会書記  ◆ 学級委員

文化活動 地区大会以上の展覧会、弁論大会等の出展、出場者 記載のある調査書か担任の証明書
または証明できる書類の写し（コピー）ボランティア活動 ボランティア活動で表彰される等、顕著な活動をした者

帰国子女 過去3年間に6ヵ月以上の海外生活経験があり、
日本または海外の高等学校卒業資格を有する者

記載のある調査書または海外の高等学校の
卒業証書の写し（コピー）

その他
◆大学・短大･専門学校卒業者または卒業見込みの者
◆上記条件に該当しないが、特殊な能力や技術を有すると判断される者
　（ただし、本校入学審査委員会が認めたものに限る）

大学・短大・専門学校の卒業（見込）証明書
または特殊な能力や技術を証明できるもの

イベント参加ポイントカード

各種セミナー修了証のコピー

●英会話セミナー
●英語＆留学プレップスクール
　･･･etc.

イベントに参加すると
このポイントカードを
差し上げます。
イベントに参加するたびにポイ
ントが加算され、願書提出時に
同封すると学校研究してくれた
証明になります。

過去に以下の顕著な活動または資格を取得した入学希望者は、選考において特別に優遇いたします。
◉特待生願書または入学願書提出時に下記書類を同封してください｡


