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は じ め に 
 

● 出願後の内容変更・取消は、いかなる場合も認めません。 

● 授業は原則的に日本語で行われるため、授業が理解できる日本語能力（日本語能力試験〈JLPT〉

N2程度）が必要です。 

● 在学中は、本学での学修に加え、卒業後の進路選択を見据え、日本語運用能力の向上に努め

てください。総合日本語科目のほか、技能別・テーマ別日本語科目を積極的に履修し、卒業まで

に日本語能力試験〈JLPT〉N1合格をめざしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取扱いについて 

出願においてお知らせいただいた個⼈情報（⽒名・住所等）は本学におきまして⼊学案
内、⼊学試験に関する業務を⾏うために利⽤します。 
詳細につきましては、本学ホームページにてご確認ください。

入試についてのお問い合わせ先および出願書類提出先 

帝京短期大学 入試広報課 TEL：03-3379-9708 

帝京短期大学 入試広報課 FAX：03-3377-9533 

〒151-0071 東京都渋谷区本町 6-31-1 

 
受付時間：月曜～金曜 9：00～17：00 土曜 9：00～12：00  

[日曜・祝日・年末年始（12/29～1/3）を除く] 
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１. 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

帝京短期⼤学 

 本学の建学の精神は、豊かな良識ある円満な⼈格を備えるために、「礼儀・努⼒・誠実」としていま
す。教育は充実した環境のなかで、実学を重視した実践的指導と⾃分の意志で⾏動でき、⼈に優しい配
慮のできる豊かな⼈格を形成します。そのために本学では、建学の精神を尊重し、（１）コミュニケー
ション能⼒の⼤切さを理解し、協調できる⼈物（２）専⾨性を修得することに対し、常に積極的に学ぶ
意欲を有している⼈物を多くの⼊試機会を通して求めています。   
 

⽣活科学科 

 ⾼等教育を受けるに相応しい学⼒と、⾃ら積極的に学ぶ態度をもっている⼈材を求めています。 
 

⽣活科学専攻 ⽣活⽂化コース 

 良き社会⼈として成⻑しようとする意欲の⾼い学⽣を求めています。建学の精神を尊重し、⽣活⽂化
コースのカリキュラムを理解し⼀⽣懸命学びに取り組む姿勢を有する⼈材を求めています。 
 

２. 出願資格 

出願するには、次の（１）〜（４）の条件をすべて満たす必要があります。 
（１）⽇本国籍を有しない者 
（２）「出⼊国管理及び難⺠認定法」による在留資格「留学」を有している者。あるいは、現在、⽇

本に中⻑期滞在可能な「留学」以外の在留資格を有している者で、本学⼊学試験に合格し、
所定の⼊学⼿続きを完了後、在留資格変更許可申請にて2023年3月3１日までに本学の学生とし

ての在留資格「留学」の取得が可能な者（ただし、Ⅱ期試験は在留資格「留学」を有している者のみ受

験を認めます）。 
 

 

（３）⽇本国内に居住する者 
  

※在留資格「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」および日本国との

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」を有する者は、留学生入学試験の受験を認めません。 
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（４）次のいずれかの学歴条件を満たす者。  
① 外国において通常の課程による12年の学校教育（⽂部科学⼤⾂が別に指定した11年以上の課

程を含む）を修了した者（2023年3⽉までに修了⾒込みの者を含む）。ただし、⽇本の学校教
育法にもとづく⼩学校・中学校・⾼等学校等に在学した者は、その期間が通算3年以内である
場合に限る。 
※「⽇本にある外国⼈学校」および「⽂部科学⼤⾂が認定した在外教育施設」に在学した場

合は、その在学期間を⽇本の学校教育法にもとづく⼩学校・中学校・⾼等学校等に在学し
たものと同様とみなします。 

② 外国において中等教育の課程を12年未満で修了し、⽇本国の⽂部科学⼤⾂が指定した教育施
設において⼤学に⼊学するための準備教育課程を修了した者および2023年3⽉までに修了⾒込
みの者。 

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18歳以上の者（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を修了する必要があり
ます）。  

④ 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、GCEAレベルを保有す
る者。  

⑤ 国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した
者（2023年3⽉までに修了⾒込みの者を含む）。 

 

３. 出願要件 

⽇本留学試験成績利⽤で受験する本学B⽅式志願者は「2.出願資格（2〜3ページ）」に加え、次の条
件を満たす必要があります。  

・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」で「⽇本語」を受験し、試験の得点が
以下の出願基準を満たす成績である者。   

（１）⽇本留学試験 
利⽤科⽬：⽇本語 （記述含む） 
出願基準：合計と記述がそれぞれ平均点以上であること。 

（２）有効な⽇本留学試験の実施時期 
以下に指定した実施時期の中から⼀つを選択し、受験番号を志願票（受験票）に記⼊してくだ
さい。 
出願後、選択した実施時期の変更はできません。 

Ⅰ期 2020年11⽉ 2021年6⽉ 2021年11⽉ 2022年6⽉ 

Ⅱ期 2021年6⽉ 2021年11⽉ 2022年6⽉ 2022年11⽉ 
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４. 募集人員 

募集学科・専攻・コース 募集学年 募集人員 修業年限 キャンパス 

⽣活科学科 ⽣活科学専攻 ⽣活⽂化コース 1年次 若⼲名 2年 幡ヶ⾕ 

 

５. 納入金 

2023年度の⼊学に必要な諸費⽤は以下のとおりです。 

納⼊⾦の振り込み期限は⼊学⼿続締切⽇（5ページ⼊試⽇程参照）となります。⼊学⼿続締切⽇の延
期等は⼀切できませんのでご注意ください。 

            （単位：円） 
⼊学⾦ 
＜⼊学時のみ＞ 

250,000 

授業料 
（半期分） 

790,000 
(395,000) 

施設拡充費 
（半期分） 

149,000 
(74,500) 

実験実習費 
（半期分） 

20,000 
(10,000) 

学⽣傷害保険費※1 
＜⼊学時のみ＞ 

2,080 

⼊学⼿続時納⼊⾦額※2 731,580 
後期分 479,500 

初年度納⼊⾦額合計※3 1,211,080 

※１ 学⽣傷害保険費は、学研災付帯賠償責任保険を含む⾦額です。なお、保険費は変更になること
があります。 

※２『⼊学⼿続時納⼊⾦額』の内訳は、⼊学時のみ納⼊するものと授業料・施設拡充費・実験実習
費の前期分です。後期分の納⼊⽅法については、⼊学後の10⽉初旬に本学より通知します（後
期分の納⼊期限は2023年10⽉末⽇となります）。納⼊⽅法等詳細については、14ページを参照
してください。 

※３ 休学・留年等により進級できなかった場合、新たに所属する年度および年次の学納⾦が適⽤さ
れます。 

また、上記以外にも教材費等が必要になります。 
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６. 日程・試験場 

時期区分 出願期間 選考試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験場

I期 
2022年10⽉3⽇(⽉)〜10⽉7⽇(⾦) 

        〈締切日必着〉 
11⽉19⽇(⼟) 12⽉1⽇(⽊) 12⽉15⽇(⽊) 

幡ヶ⾕ 

II期 
2023年1⽉4⽇(⽔)〜1⽉11⽇(⽔) 
        〈締切日必着〉 

2⽉21⽇(⽕) 3⽉1⽇(⽔) 3⽉15⽇(⽔) 

※在留資格「留学」を有している者のみ出願できます。 

 

７. 試験方式および選考方法 

試験方式 選考方法 

A⽅式 ⽇本語による筆記試験 書類審査 
および 
⾯接※ B⽅式 ⽇本留学試験成績利⽤ 

 
※⾯接 時間：15〜20分程度（⽇本語での質疑応答とします） 

形式：受験者1名に対し、教員1名 
面接を欠席した場合、試験結果はすべて無効となります。 

 

８. 時間割 

試験方式 受験上の注意 筆記試験 休憩 面接の注意 面接 

A⽅式 9:00〜9:30 9:30〜10:30 10:30〜11:00 11:00〜11:15 11:15〜 

B⽅式    11:00〜11:15 11:15〜 
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９. 出願書類 

 （１）出願書類はすべて志願者本⼈が黒のボールペンを使⽤し、⽇本語で記⼊してください。鉛筆や
消せるボールペンは使⽤しないでください。 

（２）証明書類（No.6〜13）は原則として発⾏⽇が記載された原本を提出してください。  
（３）記⼊⽅法については、記⼊例（17〜19ページ）を参照してください。  
（４）外国の証明書を提出する場合は、書類の到着に時間がかかる可能性があるので出願期間より前

に準備を開始してください 
NO. 提出書類 注意点 

1 志願票（受験票） 所定用紙（別紙） 

・記⼊例を確認し記⼊漏れがないように注意してください。 

2 履歴書・志望理由書 所定用紙（別紙） 

3 カラー顔写真 1枚 
（縦4cm × 横3cm） 

・出願前3ヶ⽉以内に撮影した証明写真（正⾯上半⾝・無帽・無背景）。 
 なお、試験中に眼鏡をかける⽅は、眼鏡をかけて撮影してください。 

※家庭⽤プリンターで普通紙に印刷した写真は不可とします。  
・写真裏⾯に志望コース・⽒名を記⼊してください（裏⾯がシールの場合は記

⼊不要）。  
・志願票（受験票）の写真貼付欄に貼付してください。 
・指定の規格以外のものは受け付けません（出願時に提出した写真を入学後、 

学生証に使用します）。 

4 振込⾦受取書のコピー ・志願票（受験票）の裏に入学検定料振り込み控え（振込金受取書）のコピーを貼付 

してください。 

5 志願票（受験票）返信⽤封筒 ・84円切手を貼付し、表⾯に⽒名、住所を記⼊してください。 

6 出
⾝
校
に
関
す
る
証
明 

卒業（⾒込）証明書の原本
※1 ・出⾝⾼等学校の卒業（⾒込）証明書・成績証明書を提出してください。 

・最終出⾝校が⼤学等の場合も出⾝⾼等学校の証明書のみ提出してください。 
※証明書が日本語以外の言語で作成されている場合は、必ず公的機関や日本語学

校等が公印を押し証明する日本語訳を提出してください。 

原本を提出できない場合は、原本から正しく複製されたものであることを出身学校ま

たは公的機関によって証明されたコピー（certified true copy）を提出してください。 

飛級、繰上卒業、転校をした場合は、そのことを証明する出身学校発行の証明書を

提出してください。 

7 卒業（⾒込）証明書の⽇本
語訳 

8 成績証明書の原本※2  
（在学全期間分） 

9 成績証明書の⽇本語訳 

10 在 学 中 の ⽇ 本 
国 内 教 育 機 関 
に 関 す る 証 明 
《該当者のみ》 

卒 業 ⾒ 込 証
明 書 ま た は 
在 学 証 明 書
の原本 

・入学年月、卒業見込年月（在学期間）が記載されているもの。 

11 成 績 証 明 書
の原本※2 

・出席率が記載されているもの。  

出席率の記載がない場合は、別途出席証明書も提出してください。 
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NO. 提出書類 注意点 

12 過去に在籍した
⽇本国内教育機
関の証明《該当
者のみ》 

卒 業 証 明 書
の原本※1 ・入学年月、卒業年月（在学期間）が記載されているもの。 

13 成 績 証 明 書
の原本※2 

・出席率が記載されているもの。  
・出席率の記載がない場合は、別途出席証明書も提出してください。 

14 在留カードのコピー 
・在留期間、現住所が更新されたもの。  
・記載がない場合でも必ず両面を文字が欠けることがないようにコピーして所定

用紙（別紙）枠内に貼付して提出してください。 

15 パスポートのコピー ・顔写真、⽒名、パスポート番号が記載されているページを文字が欠けること 

がないようにコピーして所定用紙（別紙）枠内に貼付して提出してください。 

16 語学能⼒試験証明書のコピー※3 ・各種公的な語学能⼒試験（⽇本語など）の証明書がある場合、 その証 
明書のコピーを必ず提出してください。 

17 
⽇本留学試験 成績通知書また
は成績確認書のコピー※3  
【B方式志願者のみ提出】 

・志願票（受験票）に記⼊した⽇本留学試験受験番号が記載されたものと同⼀
の成績通知書のコピーを提出してください。または、独⽴⾏政法⼈⽇本学⽣
⽀援機構のホームページにて成績確認書をダウンロードし、そのコピーを提
出してください。 

※1 卒業証書の原本およびコピーでは受け付けません。  
※2 成績評価が A 〜 E、１〜５などの符号または略字評価されている場合、100 点法やパーセンテー

ジ等の評価基準の詳細が記載されているもの。なお、記載がない場合は、他の⽤紙に評価基準を記
⼊し提出してください。  

※3 コピーはすべて A4 サイズで⽚⾯に印刷してください。 
＜写真撮影時の注意＞ 
 以下の良い例を参考に、写真を準備してください。 

   

 

１０. 志願票（受験票）、履歴書記入方法 

下記ページの記⼊例をご参照ください。 
（１）志願票（受験票） ： 17ページ 
（２）履歴書      ： 18ページ 
（３）提出書類貼付⽤紙 ： 19ページ 
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１１. 入学検定料（受験料） 

（１）受験料 

A⽅式：35,000円 
B⽅式：20,000円 
⼊学検定料は必ず⽇本国内の⾦融機関から振り込んでください。 
納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 

 

１２. 入学検定料（受験料）納入方法 

 （１）同封した振込依頼書の依頼⼈名欄、振込⾦受取書の受験者⽒名欄に英字⽒名（パスポート表
記）を記⼊のうえ、⽇本国内の⾦融機関から振り込んでください。振り込み控え（振込⾦受取
書）コピーを志願票（受験票）裏の所定の箇所に貼付してください。 

 （２）ゆうちょ銀⾏から⼊学検定料を振り込む場合、現⾦による振り込みはできません。ゆうちょ銀
⾏⼝座の「通帳と届出印」または「キャッシュカード」が必要です。 

詳細につきましては、ゆうちょ銀⾏または郵便局にお問い合わせください。 
コンビニエンスストア・ATM（ペイジー利用可能なATM）・クレジットカード・ネットバンキングからの振り込みは

できません。 

 

１３. 出願方法 

（１）出願⽤封筒 

同封した本学所定の出願⽤封筒を使⽤し、出願してください。 
（２）提出⽅法 （郵送のみ） 

① 出願書類（6〜7ページ）を本学所定の出願⽤封筒に⼊れ、出願期間内（5ページ参照）に郵便
局より必ず「一般書留（引受けと配達を記録できる方法）」で郵送してください。 

② 郵便局が発⾏する「書留・特定記録郵便物等受領証」は⼤切に保管してください。 
③ 出願書類は出願締切日必着です。出願締切日の消印有効ではありません。 
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１４. 出願時の注意事項 

（１）出願書類に不備がある場合は受け付けません。 

（２）提出された出願書類および入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 

（３）出願後の試験⽇・試験⽅式・⽇本留学試験選択時期の変更は、いかなる場合も認めません。 
（４）出願書類に記入した住所・連絡先に変更が生じた場合は、郵便局に「転居届」を提出し、直ちに帝京短

期大学入試広報課（03-3379-9708）まで申し出てください。 

（５）志願票（受験票）の連絡先（電話番号）は、重要な連絡をする場合に使⽤しますので必ず記⼊
してください。 

（６）帝京短期大学入試広報課が出願書類を受理してから志願票（受験票）が受験者の手元に届くまでに、

郵便事情等により、通常3～7日程度かかりますので、早めに出願してください。 

（７）出願締切⽇を過ぎての書類は受け付けません。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５. 志願票（受験票） 

（１）志願票（受験票）は、本学において受験番号を記載後コピーしたものを、志願票（受験票）に記

入された書類送付先に郵送します。 

（２）試験⽇の1週間前までに志願票（受験票）が届かない、または志願票（受験票）を紛失・汚損
した場合は帝京短期⼤学⼊試広報課（03-3379-9708）へ申し出てください。 

 

  

 受験および修学上の特別配慮について  

身体機能の障がいや疾病・疾患等により、受験および修学上特別な配慮を必要とする場合は、出願前

（遅くとも出願締切日の2週間前まで）に帝京短期大学入試広報課（03-3379-9708）まで申し出てくださ

い。本学の対応を決定した後に、出願していただきます。要望に対応できない場合もありますので、予

めご了承ください。 

また、不慮の事故等により、出願後に特別な配慮が必要となった場合も速やかに連絡してください。 
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１６. 試験に関する注意 

（１）試験場の下⾒ 

① 交通機関・道順・所要時間を調べる程度にとどめてください。 
② 下⾒のために、試験室に⽴ち⼊ることはできません。 

（２）志願票（受験票） 
試験当日は必ず志願票（受験票）を持参してください。志願票（受験票）がない者は受験できませ
ん。試験当⽇、忘れ・紛失等で⼿元に志願票（受験票）がない場合は、本⼈確認書類（在留カ
ード、パスポート等）を持参の上、試験場内の『入試相談コーナー』へ申し出てください。 

（３）試験⽇・試験場 
① 試験⽇を間違えないように、志願票（受験票）で必ず確認してください。 
② 受験者⽤の駐⾞場はありません。試験場へは電⾞・バス等公共の交通機関を利⽤してくださ

い（16ページ参照）。 
③ 試験室の位置等については、当⽇、試験場の⼊⼝付近に掲⽰します。 
④ 上履きを持参する必要はありません。 
⑤ 付添者控室はありません。付添者控室が必要な場合は、試験⽇前⽇までに帝京短期⼤学⼊試

広報課へ申し出てください。 
（４）試験室への⼊室時刻 

① 試験室へは8：00より⼊室可能です。 
② 試験についての注意事項を説明しますので、A 方式は8：50までに、B 方式は10：50までに指定

された試験室に⼊室し、机上の受験番号ラベルが志願票（受験票）の受験番号と同⼀である
ことを確認して、着席してください。 

（５）遅刻・⽋席について 
① A方式で受験する場合   

試験開始後30分以内の遅刻に限り、受験を認めます。ただし、試験時間の延⻑は認めませ
ん。筆記試験を⽋席した場合、⾯接を受けることはできません。また⾯接を⽋席した場合、
当⽇の試験結果は無効となります。 

② B方式で受験する場合   
⾯接開始後30分以内の遅刻に限り、受験を認めます。ただし、⾯接の順番は最後となりま
す。 

試験当⽇、天候不良や事故・地震等により公共の交通機関に乱れが⽣じている場合でも、試
験場に向かってください（その⽇のうちに必ず⼊学試験が⾏われるものと理解してくださ
い）。 
なお、⼤幅な遅延が予想される場合（試験開始時刻より30分以上遅れそうな場合）は、帝京
短期⼤学⼊試広報課（03-3379-9708）に連絡をして指⽰を受けてください。 
主要公共交通機関（バス・⾞の渋滞等は除く）の乱れにより、多数の受験者が試験開始時刻
に間に合わないと本学が判断した場合のみ、試験開始時刻を遅らせることがあります。 
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（６）受験上の注意 
① 試験場および試験室の⼊⼝で志願票（受験票）の提⽰を求めることがあります。 
② 試験中は監督者の指⽰に従ってください。 
③ 試験場および試験室において、他の受験者に迷惑となるような⾏為を禁⽌します。 
④ 志願票（受験票）は、試験室の外に出る際には、必ず携帯してください。 
⑤ 試験に必要のないものは、かばん等に⼊れて椅⼦の下に置いてください。 
⑥ 机上に置けるものは志願票（受験票）・鉛筆（和歌・格⾔等が印刷されているものは不

可）・シャープペンシル・消しゴム・鉛筆削り（電動式を除く）・時計（計時機能だけのも
の）・眼鏡です。これ以外の所持品を置くことは認めません。アラームや時報機能のついた
時計は、試験室に⼊る前に必ず設定を解除してください。 

⑦ 英⽂字や地図等がプリントされている服等は着⽤しないでください。 
⑧ 筆記⽤具・腕時計の貸借は⼀切禁⽌します。忘れずに持参してください。 
⑨ 定規・コンパス・計算機等の補助具や電子辞書・携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・ICレ

コーダ－・イヤホン等の電子機器類は使用できません。 
⑩ 携帯電話等の電子機器類は必ずアラームを解除し、電源を切ってかばん等に入れてください。なお、

試験時間中にかばん等の中で携帯電話等の電⼦機器類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試験室外に持ち出し、試験場本部
で保管する場合があります。 

⑪ 面接試験中および面接控室等での待機時間においても携帯電話等の電子機器類は使用できません。 

携帯電話等の電⼦機器類は、電源を切ってかばん等に⼊れてください。 
⑫ ハンカチ、ティッシュペーパー、ひざかけ、⽬薬等の使⽤を希望する者は、監督者に申し出

て、その指⽰に従ってください。 
⑬ 「⽿せん」は、監督者の指⽰等が聞き取れないことがありますので使⽤できません。 
⑭ 試験時間内の答案提出、退室は認めません。試験中の発病等やむを得ない場合は、⼿を挙げ

て監督者の指⽰に従ってください。ただし、⼀時退室が認められた場合でも試験室以外での
受験はできません。また、⼀時退室をした場合の試験時間の延⻑は認めません。 

⑮ 試験時間中に⽇常的な⽣活騒⾳等（監督者の巡回による⾜⾳・監督業務上必要な打合せな
ど、⾃動⾞・⾵⾬・空調の⾳など、周囲の受験者の咳・くしゃみ・⿐をすする⾳など、時計
や携帯電話等の電⼦機器類の短時間の鳴動、照明の点滅、周囲の建物のチャイム⾳・周囲の
⼯事⾳など）が発⽣した場合でも救済措置は⾏いません。 
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⑯ 試験時間中に以下の不正⾏為または不正⾏為が疑われる場合、退室を命じ、失格となること
があります。 

    （1）監督者の指⽰に従わないこと。 
    （2）カンニング（他の受験者の答案等を⾒ること、カンニングペーパーの使⽤等）をするこ

と。 
    （3）使⽤を認められていない⽤具を使⽤して解答すること。 
    （4）電⼦辞書・携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・ICレコーダー・イヤホン等

の電⼦機器類を使⽤（机上に置く等）したり、⾝につけていること（⾯接控室等での待
機時間を含む）。 

    （5）その他、試験の公平性を損なう⾏為をすること。 
     上記の不正⾏為が認められた場合、それ以降の受験および当該年度における本学の全ての⼊

学試験の受験を認めません。その際、⼊学検定料の返還は⾏いません。 
⑰ 試験終了後、忘れ物がないかを確認してから退室してください。忘れ物をした場合は、帝京

短期⼤学⼊試広報課（03-3379-9708）まで連絡してください。 
⑱ 志願票(受験票)は必ず持ち帰り、大切に保管してください。 
⑲ 試験場内はすべて禁煙です。 

（７）学校保健安全法で出席の停⽌が定められている感染症に関する注意事項 
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（インフルエンザ、⿇疹、⽔
ぼうそう等）に罹患し、治癒していない場合は、他の受験者や監督者等への感染のおそれがあ
りますので、受験をご遠慮願います。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られた場合は、この限りではありません。 
なお、上記により受験をご遠慮いただいた場合でも、追試験等の特別措置および⼊学検定料の
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。 

（８）新型コロナウイルス感染症に関する注意事項 
⽂部科学省の指針により、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤防⽌の観点から、以下の注意
事項にご協⼒ください。 

① 発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関を受診してください。 
② 以下に該当する⽅は試験⽇前⽇（⽉曜〜⾦曜 9：00〜16：30／⼟曜 9：00〜12：00）まで

に帝京短期⼤学⼊試広報課（03-3379-9708）まで申し出てください。振替試験等の特別措置
を⾏います。 

    （1）新型コロナウイルスに罹患し、試験⽇までに医師が治癒したと診断していない受験者。 
    （2）試験⽇までに保健所等から濃厚接触者に該当するとされた受験者。 
     また、上記（1）（2）以外で発熱・咳等の症状が続いている受験者は帝京短期⼤学⼊試広報

課（03-3379-9708）へお問い合わせください。 
③ 試験当⽇の朝は、各⾃検温を⾏い、健康状態を確認した上で試験場に向かってください。 
④ 試験当⽇に⾼熱・息苦しさ・強い倦怠感等の症状がある場合は、試験場に向かう前に帝京短

期⼤学⼊試広報課（03-3379-9708）まで申し出てください。振替試験等の特別措置を⾏いま
す。 
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⑤ 症状の有無にかかわらず、各⾃マスク（無地のもの）を持参し、試験場内では、本⼈確認時
以外は常に着⽤してください。休憩時間における他者との接触、会話を極⼒控えてくださ
い。また、マスクは試験場内では廃棄できません。 

⑥ 感染拡⼤を防⽌するため、休憩時間に発⽣したゴミやティッシュ等は各⾃で持ち帰ってくだ
さい。 

⑦ ⼿洗い・⼿指の消毒等のご協⼒をお願いします。 
⑧ 試験当⽇、試験室の窓を開放し、換気を⾏うため、上着等の暖かい⾐服を持参してくださ

い。 
⑨ 試験終了後は寄り道などせず、なるべくまっすぐ帰宅をし、帰宅後は⼿や顔を洗うようにし

てください。 
⑩ 新型コロナウイルス感染者が発⽣した場合、濃厚接触者の特定を⾏うため、保健所等に受験

者のリストを共有する場合があります。 
⑪ 試験後1週間以内に新型コロナウイルス「陽性」と診断された場合は、帝京短期⼤学⼊試広報

課（03-3379-9708）まで連絡してください。 
※ 注意事項に追加・変更がある場合は、随時本学ホームページにてお知らせしますので、定期的

に確認してください。 
※ 新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせは、帝京短期⼤学⼊試広報課（03-3379-

9708）まで連絡してください。 
 

 

 

 

 

 

１７. 合格発表方法 

郵送のみ 

合格者には合格発表⽇に、志願票（受験票）に記⼊された書類送付先に志願者本⼈宛で、合格通知書
および⼊学⼿続に必要な書類をレターパックで郵送します。不合格者には入学不許可通知を郵送しま

す。なお、不合格の理由についてのお問い合わせには⼀切回答できません。また、地域により到着に
数⽇かかる場合があります。 

 

  

 合格通知の勧誘にご注意ください！!！ 

入学試験前日や当日、本学関係者を装い、駅前および路上で合格通知の電話・メール配信等の強制的

な勧誘や、印刷物を配布している場合もありますが、本学とは一切関係ありません。 

したがって事故が生じた場合でも、本学は一切責任を負いませんので十分注意してください。 
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１８. 入学手続方法 

（１）納⼊⾦（4ページ参照）は本学所定の振込用紙を使⽤し、志願者本⼈の名前にて⽇本国内の⾦
融機関の窓⼝から振り込んでください。 

ゆうちょ銀⾏から納⼊⾦を振り込む場合、現⾦による振り込みはできません。ゆうちょ銀⾏⼝
座の「通帳と届出印」または「キャッシュカード」が必要です。詳細つきましては、ゆうちょ
銀⾏または郵便局にお問い合わせください。 
※ 本⼈確認⼿続に関する法令により、⾦融機関において10万円を超える現⾦による振り込み

をされる場合には、本⼈確認書類（在留カード、パスポート等）の提⽰が必要となりま
す。詳しくは振り込みを依頼する⾦融機関にお問い合わせください。 

（２）納⼊⾦（4ページ参照）は、合格発表⽇から入学手続締切日（5ページ参照）までに本学に着金する

ように振り込んでください。⾦融機関の取り扱いにより、送⾦が翌⽇扱いになる場合があります。詳
細については、各⾦融機関にお問い合わせください。 

※ 入学手続締切日までに振り込み手続き（本学への着金）を完了しない場合は、入学の意思がないも

のとみなします。なお、入学手続締切日の延期等は一切できません。 

（３）納⼊⾦の振り込み確認後、志願票（受験票）に記⼊された書類送付宛先に「⼊学許可書」およ
び「⼊学案内書類⼀式」を送付します。⼊学案内書類に同封の「送付書類のご案内」に従っ
て、必要書類を提出してください。 

（４）⼊学⼿続き完了後でも、提出書類の記載事項に虚偽の記載があった場合や、2023年3⽉31⽇(⾦)
までに法務省⼊国管理局において、帝京短期⼤学の学⽣として在留資格認定証明書の取得が不許
可となった場合は、⼊学許可を取り消します。また、在留資格認定証明書の取得が不許可となっ
た場合、本学は再申請⼿続きの代理申請は⼀切⾏いません。 

（５）現在、⽇本に中⻑期滞在可能な在留資格「留学」またはそれ以外の資格を有する者が、本学⼊学
前に在留期限を迎え、在留期間更新許可申請が認められない場合も⼊学許可を取り消します。 

（６）過去に⽇本の教育機関に在籍していた者で、出席率や成績不良、除籍、退学等を理由に、法務
省⼊国管理局で⽇本の在留資格取得を不許可になったことがある者は、本学で在留資格認定証
明書交付申請の代理申請⼿続きを⾏いません。 
 
※ 入学手続き完了後でも、入学資格がないことが判明した場合には、入学許可を取り消します。その場

合、納入金のうち入学金を除く金額を返還しますが、手続き・期限等につきましては、入学辞退（15

ぺージ参照）に準じます。 
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１９. 入学辞退 

⼊学辞退を希望または⼊学資格を喪失した場合、2023年3月31日（金）16：00までに以下の連絡先に申
し出てください。その時点をもって⼊学辞退が確定します。 
後⽇、本学より送付する「⼊学辞退届」に必要事項を記⼊し、「⼊学許可書」とともに返送してくだ
さい。返送された書類を確認した上で、⼊学⾦を除く⾦額を返還します。 
また、上記期⽇を過ぎての辞退申し出については、納⼊⾦を返還しません。 

 

 

 

 

 

 

２０. 入学前教育 

本学では⼊学後スムーズに学習に⼊れるよう、⼊学前教育を実施しています。 
詳細については、⼊学案内書類を確認してください。 
 

  

連 絡 先：帝京短期⼤学 総務経理課 TEL 03-3376-4321 
受付時間：⽉曜〜⾦曜 9：00〜17：00  

⼟曜       9：00〜12：00 
※⽇曜・祝⽇・年末年始（12/29〜1/3）を除く 
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２１. 試験場案内  

バスの所要時間については標準運⾏時間を表⽰しています。試験場へは公共の交通機関を利⽤してく
ださい。 

＜所在地＞ 
〒151-0071 東京都渋⾕区本町6-31-1   
TEL：03-3379-9708  

◎都営新宿線 乗り⼊れ 京王新線 幡ヶ⾕駅北⼝下⾞ 
（京王線不可）  

○徒歩約7分 
◎JR線 新宿駅 ⻄⼝下⾞  

○京王バス20番「中野駅」⾏きに乗⾞し12分、 
「六号通り」下⾞、徒歩約2分 

◎JR線 渋⾕駅 ⻄⼝下⾞  
○京王バス41番「阿佐ヶ⾕駅」⾏きに乗⾞し21分、 
「幡ヶ⾕駅」下⾞、徒歩約7分 
○京王バス47番「中野駅」⾏きに乗⾞し24分、 
「幡ヶ⾕駅」下⾞、徒歩約7分 

 

注意事項 
・駐⾞場はありませんので、電⾞・バス等公共の交通機関を利⽤してください。  
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写真貼付欄 
 

3 ヶ月以内に撮影 
したカラー写真 
無背景 

 
 

縦 4cm×横 3cm 

記入例

 

2023 年度 帝京短期大学 留学生入学試験 

志願票（受験票） 

 

 

 
 
 

 

  受験番号※ 
※大学使用欄 

試験日 

(どちらかに○印) 

 Ⅰ期 2022 年 11 月 19 日（土） 受験区分 

(どちらかに○印) 

 A 方式 

 Ⅱ期 2023 年 2 月 21 日（火）  B 方式 

志望学科・専攻・コース 生活科学科 生活科学専攻 生活文化コース 

英字氏名 

(パスポート表記) 
ＤＩ ＤＵＡＮ 

性別 

(どちらか

に○印) 

男 

・ 

女 カタカナ氏名 テイ タン 

生年月日 西暦 2002 年   9 月   9 日 （ 20 歳） 国籍 中国 

メールアドレス teitan  @  ×××.××.JP 

本国住所 
中国北京市海淀区学院路△△△号 

TEL 86-010-××××××××         (国番号から記入してください) 

フリガナ トウキョウト シブヤク ホンマチ  

連絡先 

日本現住所 

〒151-0071 

東京都渋谷区本町△-△△-△  △△△号室 

TEL ××-××××-×××× 

書類送付先 

〒173-8605 

東京都板橋区加賀△-△△-△  △△△号室 

TEL ××-××××-×××× 

緊急連絡先 

(代理人) 

カタカナ氏名 テイキョウ ハナコ TEL ××-××××-×××× 

氏名 帝京 花子 志願者との関係 日本語学校の先生 

日本留学試験受験番号 1 2 * 3 4 5 6 * 7 8 9 0 1 2 

《注意》 

マンション・アパート名は必ず

記入してください。 

・指定の規格以外のものは、受け付けません 

・入学が許可された場合は、学生証に使用します 

日本国内の居住者を必ず記入してください。 

【B 方式志願者のみ】 

《注意》 

B 方式を志願する方のみ記入してください。 

本学の指定した実施時期（3 ページ）の受験番号を記入してください。 

⽇本留学試験結果(本学が指定した実施時期のものに限る)受験番号および成績を記⼊してください。 
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記入例
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貼付例
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MEMO 
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MEMO 
  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        帝京短期⼤学 ⼊試広報課 

       〒151-0071 東京都渋⾕区本町6-31-1 
       TEL.03-3379-9708 
       https://www.teikyo-jc.ac.jp/ 


