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新型コロナウイルス感染症の影響により、

入学試験要項の記載内容に変更が生じた

場合は、随時「帝京大学入試情報ページ」

（https://www.teikyo-u.ac.jp/applicants/）

にてお知らせしますのでご確認ください。



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N2程

度）が必要です。 

・出願や手続きに必要な連絡は、本学から在籍している教育機関の担当者へお知らせします。 

・入学検定料および納入金の振り込みは手順に従って志願者本人が行ってください。 

〈編入学志願者への注意〉 

①３年次編入学を希望している者でも、試験の結果とすでに修得した単位数やその内容によっ

て、入学許可が２年次へ変更される場合があります（２年次編入学の募集がある学科のみ） 。 

②入学手続き完了後、2022 年 3 月 31 日までに入学資格を満たす単位数を修得できなかった場合

は、入学年次を変更するか、入学許可を取り消します。 

③入学手続き完了後、2022年 3月 31日までに短期大学等の卒業（修了）見込み者が卒業（修了）でき

なかった場合は、入学許可を取り消します。 

※転入学の対象者も含みます。 

 

 

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。この業務の一部は、本学より当該業務の一部を委託した業者（以下、「受託業者」

という）にて行います。 

業務委託に際し、個人情報の保護に関する契約を締結した受託業者に、お知らせいただいた個人情報の全部

または一部を提供することがあります。 

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。 

 

帝京大学八王子キャンパス  

入試グループ  

TEL : 042-678-3317 

FAX : 042-676-5637 
〒192-0395  

受付時間：月曜〜金曜 土曜  

 

帝京大学〔経済学部（地域経済学科）・理工学部〕 

帝京大学宇都宮キャンパス  

学生支援グループ国際交流チーム  

〒320-8551  

TEL : 028-627-7245 
FAX : 028-627-7219 

 

受付時間：月曜〜金曜 土曜  
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   入学者受入方針（アドミッション・ポリシー） 

● 帝京大学 
 

帝京大学は、建学の精神に則り、学位授与に要求される能力を身につけた人材を育成するために、以下の素養を持つ様々な

学生を広く国内外から受け入れる。 

１. 本学の建学の精神、教育理念および教育指針を理解し、本学にて学ぶことを希望する者。 

２. 入学後の修学に必要な基礎学力と学修意欲を有する者。 

３. 偏見を排し、幅広い知識を身につけるために努力し続ける態度を体得している者。 

４. 本学における学修や経験を通して自らの成長を望み、それを用いて社会に貢献する意思を有する者。 

５. 明確な目的意識を持ち、主体的に他者と協働して学ぶ意欲を有する者。 

 

 このような学生を適正に選抜するために、多面的・総合的に評価を行う。 

 

 

➢ 経済学部 

経済学部は、国際的視点から日本とアジアおよび世界の経済と企業に関する実践的・理論的な知識とスキルを学修すること 

により、今日の経済・企業が直面する複雑な諸問題の解決に貢献できる人材の育成を目指しています。 

高等学校等における学習と生活の中で、理解力・思考力など基礎学力と経済や社会に対する幅広い関心を培うと同時に、 

さまざまな課題に意欲と責任感をもって取り組む積極性を育み、他者とのコミュニケーション力を養うことが期待されます。 

高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１. 理解力・思考力、コミュニケーション力等の基礎学力を備え、入学後、日本とアジアおよび世界の経済・企業に関して意欲 

的に学習することができる。 

２. 経済や社会に対して幅広い関心を持ち、入学後、日本とアジアおよび世界の経済・企業に関する勉学に意欲的に取り組む 

ことができる。 

 

 

➢ 法学部 

法学部は、建学の精神に則り、教育指針である「実学」「国際性」「開放性」を通して、法律・政治についての基礎知識を修得 

するとともに、バランスのとれた判断力と、論理的思考力を有する人材を育成することを目指しています。 

法や政治について学ぶことは、「高度に複雑化する現代社会の問題点を的確に把握し、論理的思考力を用いて、将来の 

指針を見出していくこと」であり、そのための広い視野と知識が求められます。したがって、高等学校等において基本とされる 

教科を幅広くしっかりと勉強することが極めて大事となります。 

高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１. 社会に対する高い関心と勉学意欲を有し、自分の考えを的確に表現し伝えることができる。 

２. 入学後の修学に必要な学力を有し、広い視野を持って、物事を多面的かつ論理的に考察することができる。 

３. 自分とは異なる他者と関わり、積極的にコミュニケーションを図る意欲を有する。 

 

 

 

 

 

 

 



➢ 文学部 

文学部は、学問の原点に立ち返ると同時にさまざまな職業の実践にも応用の利く、専門性と幅広い教養を持つ人材の育成 

を目指しています。 

文学部で学ぶことは、自己と世界を人間の本質に根ざした多様な観点から問うことです。そのため、人文科学の基本的知識

やスキルの修得においても、各自の問題意識を大切にし、広い視野、そして深い洞察力・思考力を有することが求められます。 

よって、高等学校等において基本とされる科目を幅広くかつ主体的に学んでおくことが極めて重要です。 

高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１. 専門的知識と幅広い教養の修得に必要な基礎学力としての知識を有している。 

２. 豊かさや幸せなど私たちが感じることがらについて、自らの力で問いを立て考える意欲がある。 

３. 他者との討議を含めて課題を多面的かつ論理的に考察できる。 

４. 国際的な出来事に関心を持ちながら、豊かな想像力・表現力を通してそれぞれの社会の発展に貢献する意欲がある。 

 

➢ 外国語学部 

外国語学部は、外国語の習得と異文化理解を介して、グローバル化する今日の国際社会が生み出す諸問題に対処する

とともに、日本を世界に向けて発信することができる人材の育成を目指します。 

言語習得は長い時間と努力を要するプロセスです。それを楽しみながら成し遂げるためには、総合的な基礎学力と教養、 

主体的に学ぶ姿勢、コミュニケーションへの積極性、異言語・異文化に対する好奇心とチャレンジ精神などいくつかの条件

が必要です。 

高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１. 努力を惜しまず主体的に学ぶ意欲を有する。 

２. 未知なる世界に好奇心を抱き、飛び込んでいく勇気を有する。 

３. 人とのコミュニケーションを楽しむことができる態度と能力がある。 

 

➢ 教育学部 

教育学部では、教育諸科学の理論と教育実践との融合を図り、広く豊かな教養と視野および専門的知識・技能を育成する 

とともに、現在、教育の現場から求められている「生きる力」をはぐくみ「生涯にわたり学び続けることのできる姿勢」を涵養する 

ための教育研究活動を展開する中で、主として、中等教育に携わる人材、初等教育に携わる人材、幼稚園教諭と保育士の 

複数免許を所持し就学前教育に携わる人材、および生涯教育の場などにおいて幅広く教育にかかわる仕事に携わる人材の 

育成を目指します。 

高等学校等においては、教科の学習において確かな学力を身に付けるだけでなく、学校内外における多様な活動や体験 

に積極的に参加し、豊かな心や社会性を育み、健やかな身体の成長を図り、社会の様々な事象に幅広く関心を持つことが 

重要です。 

高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような資質・能力を備えた入学者を求めています。 

１. 広く人間、教育と社会に関心をもち、それらについて学ぶ意欲、生涯にわたり学び続ける姿勢を有する。 

２. 自ら目標を定め、学び抜くたくましさを備えている。 

３. 教育や保育に熱意をもち、それらに携わる者として自ら律する倫理観と責任感を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ 理工学部 

 理工学部は、さまざまな問題が地球規模で複雑に絡み合った現代社会において、幅広い視野を持つことが不可欠な現状を踏まえ、

幅広い基礎学問の修得の上に立ち、現場につながる実学と最先端技術とを学ぶ場を提供し建学の理念に沿う創造力を持った技術者の

育成を目指しています。 

 入学者選抜に当たっては、高等学校等で、志望する専門学科の種類に応じて数学、物理、化学、生物の理系科目のうちの少なくとも 

2科目の基礎学力があり、また、国語や英語等のコミュニケーション能力に必要な科目の基礎学力があることが求められます。 

 高等学校等における学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１．理工学に対して豊かな感性を持ち、何事にも好奇心を持ってチャレンジできる。 

２．理工学の関連分野の他の人や組織とよくコミュニケーションを取り合い、種々の課題に積極的に参画して対処していく意欲がある。 

 

● 帝京大学短期大学 

  本学は、建学の精神に則り、実社会で必要な教養、知識、技術や態度を修得し、さらにそれらを活用することにより、社会に 

おける自分の存在価値を築き、社会公共に貢献できる人材の育成を目指しています。 

  そのためには、広い視野と知識、ならびに積極的に学ぼうとする意欲や態度が求められます。したがって、高等学校等に 

おいて基本とされる教科を、幅広く意欲的に勉強することが極めて大事になります。 

  高等学校等における上記のような学修を通じて、次のような能力・資質を備えた入学者を求めています。 

１. 基本的な学力を身につけ、真剣に知識や技術を学ぼうとする意欲を持って入学後の修学においてその学力を生かすこと 

ができる。 

２. 進学や就職、留学などの目標を立て、その実現に向けて主体的に努力することができる。 

３. 偏見なく物事に向き合い、さまざまな事柄に広く関心を持ち、また、他者に積極的にかかわるとともに、思いやりを持って 

相手を理解しようとすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出願資格                                                      

○帝京大学・帝京大学短期大学 

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. 外国籍を有する者。 

2. 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（2022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2022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（2022年3月ま

でに修了見込みの者を含む）。 

 3. 日本国内にある日本語学校等に在籍し、COE（在留資格認定証明書）を取得済みの者で日本国への渡航が制

限されている者。 

4. 日本国内の在籍機関（日本語学校等）に手続等を行うことが可能な代理人がいる者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



出願要件                                                    

◆帝京大学（経済・法・文・外国語・教育学部）・帝京大学短期大学は 5 ページ「出願資格」の 1～4 に加え、以下の条

件を満たす必要があります。 

 ◎ 「日本留学試験（EJU）」  

 日本留学試験（独立行政法人日本学生支援機構実施）で、次表に示す本学が指定する科目等をすべて受験 

 し、かつ、試験の得点が出願基準を満たす成績である者。 

  ※日本留学試験の出題言語は日本語、英語のどちらも可とします。 

※日本留学試験の成績利用にあたっては、以下に指定した実施時期のうち、いずれか一回を選択し、受験番号を 

志願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、いかなる場合も認めません。 

 

◎ 「日本語能力（JPT）試験」 

一般社団法人 日本語能力試験実施委員会が実施する「日本語能力試験（JPT）」のスコアを提出できる者。 

試験の詳細ついては下記 URLを参照ください。 

URL : http://www.jpttest.com/ 

 

◆帝京大学（理工学部）は、上記の 1～4に加え、以下の条件を満たす必要があります。 

 ◎ 「日本留学試験」  

 日本留学試験（独立行政法人日本学生支援機構実施）で、次表に示す本学が指定する科目等をすべて受験 

 し、かつ、試験の得点が出願基準を満たす成績である者。 

  ※日本留学試験の出題言語は日本語、英語のどちらも可とします。 

学校・学部 

受験科目（●・・・必須科目） 

出願基準 
日本語 ｃ 数学 ｄ 理科 

a 合計 b 記述 
コース 2 

必須 

物理必須 
化学・生物から 

1 科目選択 

生物必須 
化学・物理から 

1 科目選択 

帝京大学 
 理工学部 
機械・精密システム工学科 

航空宇宙工学科 

情報電子工学科 

● ● ● ● － 

以下の a.～ｄの得点がそれぞれ平均点以上であること 

a. 日本語の「合計」 

b. 日本語の「記述」 

ｃ. 数学（コース 2） 

ｄ. 理科 2科目それぞれの合計得点 
バイオサイエンス学科 ● ● ● - ● 

※日本留学試験の成績利用にあたっては、以下に指定した実施時期のうち、いずれか一回を選択し、受験番号 

を志願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、いかなる場合も認めません。 

 

 

 

学校・学部 

受験科目（●・・・必須科目） 

出願基準 日本語 
ｃ 総合科目 

a 合計  b 記述  

帝京大学 
経済学部、法学部、文学部、 

外国語学部、教育学部 
● ● ● 

以下の a.～cの得点がそれぞれ平均点以上であること 

a. 日本語の「合計」 

b. 日本語の「記述」 

c. 総合科目 

帝京大学短期大学 ● ● － a.日本語の「合計」と b.日本語の「記述」が平均点以上であること 

実施時期 2020年 11月 2021年 6月 2021年 11月 

 

実施時期 2020年 11月 2021年 6月 2021年 11月 

http://www.jpttest.com/


募集人員                                                    

○帝京大学   

※1 外国語学部外国語学科の各コースにおいて、母語、母国語のコースを選択することはできません。 
※2 外国語学部外国語学科は原則として2年次秋期に全員が留学となります。留学先はコースにより異なります。 

＜留学先＞ 

英語コースはイギリス、アイルランド、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、マレーシアか

ら選択、ドイツ語コースはドイツ、フランス語コースはフランス、カナダから選択、スペイン語コースはスペイン、中

国語コースは中国、台湾から選択、コリア語コースは韓国となります（留学先は諸般の事情により、変更となる場

合があります）。なお、原則としてビザ申請が必要となります。ビザが発給されない場合、留学することができませ

ん。 

※3 外国語学部国際日本学科は原則として 2 年次春期に全員に対し語学・文化研修プログラムを実施します（研

修先は日本国内の大学になります）。 

○帝京大学短期大学 

 

学部 学科 ・ コース 募集年次 募集人員 入学時期 キャンパス 

経済学部 

経済学科 

1・3年次 

若干名 

 2022年 4月 
八王子キャンパス 

（東京都八王子市） 

国際経済学科 

経営学科 

観光経営学科 

法学部 
法律学科 

政治学科 

文学部 

日本文化学科 

史学科 

社会学科 

心理学科 1年次 

外国語学部 
外国語学科※1※2 

英語コース 

1・3年次 

ドイツ語コース 

フランス語コース 

スペイン語コース 

中国語コース 

コリア語コース 

国際日本学科※3 1年次 50名 

教育学部 教育文化学科 1・2・3年次 若干名 

経済学部 地域経済学科 

1・2・3年次 若干名  2022年 4月 
宇都宮キャンパス 

（栃木県宇都宮市） 理工学部 

機械・精密システム工学科 

航空宇宙工学科 航空宇宙工学コース 

情報電子工学科 

バイオサイエンス学科 

学科  募集年次 募集人員 入学時期 キャンパス 

人間文化学科 
1年次 若干名  2022年 4月 

八王子キャンパス 

（東京都八王子市） 現代ビジネス学科 



納入金                                                                                               

2022 年度の入学に必要な諸費用は以下の通りです。納入金の振り込み期限は入学手続締切日（P.11 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。 

〔1 年次入学〕                                                 （単位：円） 

学部・学科・コース 入学金 

（入学時のみ） 

授業料 施設拡充費 実験実習費 図書費 学生傷害

保険費※1
 

（入学時のみ） 

後援会

入会金 

（入学時のみ） 

後援会費 
入学手続時

納入金額※2
 

後期分 

初年度 

納入金額合計 
半期分 半期分 半期分 半期分 半期分 

経済学部 

経済学科・経営学科・観光経営学科

法学部 

法律学科・政治学科

文学部 

日本文化学科・史学科・社会学科

外国語学部 

外国語学科※3
 

ドイツ語コース・フランス語コース

スペイン語コース・中国語コース

コリア語コース 

国際日本学科※4 

教育学部 

教育文化学科 

263,000 

573,300 159,600 

− 

22,000 

4,660 5,000 

10,000 

655,110 382,450 1,037,560 

286,650 79,800 11,000 5,000 

経済学部 

国際経済学科※5
 

263,000 
573,300 159,600 

11,200 
22,000 

4,660 5,000 
10,000 

666,310 382,450 1,048,760 
286,650 79,800 11,000 5,000 

経済学部 

地域経済学科 
263,000 

466,200 105,000 
− 

22,000 
4,660 5,000 

10,000 
574,260 301,600 875,860 

233,100 52,500 11,000 5,000 

文学部 

心理学科 
263,000 

573,300 159,600 14,700 22,000 
4,660 5,000 

10,000 
662,460 389,800 1,052,260 

286,650 79,800 7,350 11,000 5,000 

外国語学部 

外国語学科※3 

英語コース 

263,000 

573,300 159,600 7,700 22,000 

4,660 5,000 

10,000 

658,960 386,300 1,045,260 
286,650 79,800 3,850 11,000 5,000 

理工学部 

機械・精密システム工学科

航空宇宙工学科 

航空宇宙工学コース

情報電子工学科 

バイオサイエンス学科 

 

263,000 

573,600 164,400 94,800 
 

− 

 

4,660 

 

5,000 

10,000 
 

694,060 

 

421,400 

 

1,115,460 

286,800 82,200 47,400 5,000 

帝京大学短期大学 250,000 
532,000 116,900 7,000 22,000 

2,430 5,000 
10,000 

601,380 343,950 945,330 
266,000 58,450 3,500 11,000 5,000 

※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・図書費・後援会費の前期分です。後期分の納入方法については、入

学後に本学より通知します（後期分の納入期限は 2022 年 10 月末日となります） 。 

※３    外国語学部外国語学科は、2 年次秋期に全員が留学となり、留学費用が別途必要となります（下表参照）。留学費用については、1 年次 1 月に留学費用内金 200,000 円、2

年次７月に留学費用残金の納入が必要となります。なお、2 年次後期分の授業料、施設拡充費、図書費については免除となります。 

※４   外国語学部国際日本学科は原則として全員に対し 2 年次春期に語学・文化研修プログラムを実施し、別途研修プログラム費用が必要となります。なお、研修先は国内

の本学協定校となります。研修費用等の詳細については、本学ホームページに確定次第掲載予定です。 

※５    経済学部国際経済学科の実験実習費は、1 年次入学の方のみの納入となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●外国人留学生向けの奨学金制度により、初年度のみ通常の納入金額（授業料・施設拡充費・実験実習費）か

ら 30％減免（経済学部地域経済学科および 理工学部は 40％減免）されます。2022 年度の金額は減免後の金額です。 

【注意】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。 



コース 英語コース ドイツ語コース フランス語コース スペイン語コース 中国語コース コリア語コース 

留学先 

イギリス

アイルランド 

アメリカ 

カナダ 
オーストラリア

ニュージーランド 

フィリピン

マレーシア 
ドイツ フランス カナダ スペイン 中国 台湾 韓国 

留学費用概算 

（現地授業料・居住費） 

約1,000,000円〜 

約1,500,000円 
約900,000円 

約1,000,000円〜 

約1,200,000円 

約500,000円〜 

約600,000円 

約800,000円〜 

約900,000円 

約700,000円〜 

約900,000円 
約800,000円 

約1,000,000円〜 

約1,300,000円 

約500,000円〜 

約700,000円 
約600,000円 

約400,000円〜 

約700,000円 

※航空運賃、査証代、留学保険料、教科書代、現地アクティビティ費用は含まれません。なお、現地授業料・居住費については、現地の事情（外国為替相場の変動、消費者物

価指数 の動向、税制、その他法令変更）により変更になることがあります。 

※留学プログラムに参加する学生全員を対象に 1 人につき一律 100,000 円の留学支援金を支給します。 

※ニュージーランドは、別途 1年間の留学プログラムがあります。1年間プログラムの費用はホームページ等をご覧ください（対象は外国語学科英語コースのみ） 。 

※新型コロナウイルスの感染状況により、留学は中止または延期となる可能性があります。 

〈留学に関しまして、以下の点にご留意ください。〉 

①留学予定の派遣先国のビザ取得に加え、すでに取得済みの日本のビザに関する手続きも別途必要となります。 

②日本のビザに関する手続きは、本学が指定する手順となります。日本のビザを一旦失効させ、留学終了時に出身国に帰国した上で再度日本のビザを取得する手続きが必

要となる場合があります。ただし、再度ビザが交付されない可能性もあります。 

③留学準備にかかる費用および渡航費用の支払い金額は、個人により差額が生じる可能性があります。 

〔2 年次編入学〕                                                                                                （単位：円） 

 

学部・学科・コース 
入学金 

（入学時のみ） 

授業料 施設拡充費 実験実習費 図書費 学生傷害

保険費※1
 

（入学時のみ） 

後援会

入会金 

（入学時のみ） 

後援会費 
入学手続時

納入金額※2
 

 

後期分 

 

初年度 

納入金額合計 半期分 半期分 半期分 半期分 半期分 

教育学部 

教育文化学科 263,000 
573,300 159,600 

− 
22,000 

3,620 5,000 
10,000 

654,070 382,450 1,036,520 
286,650 79,800 11,000 5,000 

経済学部 

地域経済学科 263,000 
466,200 105,000 

− 
22,000 

3,620 5,000 
10,000 

573,220 301,600 874,820 
233,100 52,500 11,000 5,000 

理工学部 

機械・精密システム工学科

航空宇宙工学科 

航空宇宙工学コース

情報電子工学科 

バイオサイエンス学科 

263,000 

573,600 164,400 94,800 
 

− 

 

3,620 

 

5,000 

10,000 
 

693,020 

 

421,400 

 

1,114,420 

286,800 82,200 47,400 5,000 

※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・図書費・後援会費の前期分です。後期分の納入方法については、入学後に 

本学より通知します（後期分の納入期限は 2022 年 10 月末日となります） 。 

〔3 年次編入学〕                                                                                               （単位：円） 

学部・学科・コース 
入学金 

（入学時のみ） 

授業料 施設拡充費 実験実習費 図書費 学生傷害

保険費※1
 

（入学時のみ） 

後援会

入会金 

（入学時のみ） 

後援会費 
入学手続時

納入金額※2
 

後期分 初年度 

納入金額合計 半期分 半期分 半期分 半期分 半期分 

経済学部 

経済学科・国際経済学科

経営学科・観光経営学科 

法学部 

法律学科・政治学科

文学部 

日本文化学科・史学科・社会学科

外国語学部 

外国語学科 

ドイツ語コース・フランス語コース

スペイン語コース・中国語コース

コリア語コース 

教育学部 

教育文化学科 

263,000 

573,300 159,600 

− 

22,000 

2,430 5,000 

10,000 

652,880 382,450 1,035,330 

286,650 79,800 11,000 5,000 

経済学部 

地域経済学科 263,000 
466,200 105,000 

− 
22,000 

2,430 5,000 
10,000 

572,030 301,600 873,630 
233,100 52,500 11,000 5,000 

外国語学部

外国語学科 

英語コース 

263,000 

573,300 159,600 7,700 22,000 

2,430 5,000 

10,000 

656,730 386,300 1,043,030 
286,650 79,800 3,850 11,000 5,000 

理工学部 

機械・精密システム工学科

航空宇宙工学科 

航空宇宙工学コース

情報電子工学科 

バイオサイエンス学科 

263,000 

573,600 164,400 94,800 

− 2,430 5,000 

10,000 

691,830 421,400 1,113,230 

286,800 82,200 47,400 5,000 

※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・図書費・後援会費の前期分です。後期分の納入方法については、入学後に 

本学より通知します（後期分の納入期限は 2022 年 10 月末日となります） 。 

 

 



〔2023 年度以降納入金〕                                                                                         （単位：円） 

学部・学科・コース 入学年 授業料 施設拡充費 実験実習費 図書費 後援会費 

2023年度

納入金合計 

経済学部 

経済学科・国際経済学科・経営学科・観光経営学科 

法学部 

法律学科・政治学科

文学部 

日本文化学科・史学科・社会学科

外国語学部 

外国語学科 

ドイツ語コース・フランス語コース・スペイン語コース

中国語コース・コリア語コース 

1年次入学 
819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

3年次編入学 819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

経済学部 

地域経済学科 

1年次入学 777,000 175,000 − 22,000 10,000 984,000 

2年次編入学 777,000 175,000 − 22,000 10,000 984,000 

3年次編入学 777,000 175,000 − 22,000 10,000 984,000 

文学部 

心理学科 
1年次入学 819,000 228,000 21,000 22,000 10,000 1,100,000 

外国語学部 

外国語学科英語コース 

1年次入学 819,000 228,000 11,000 22,000 10,000 1,090,000 

3年次編入学 819,000 228,000 11,000 22,000 10,000 1,090,000 

外国語学部 

国際日本学科 
1年次入学 819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

教育学部 

教育文化学科 

1年次入学 819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

2年次編入学 819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

3年次編入学 819,000 228,000 − 22,000 10,000 1,079,000 

理工学部 

機械・精密システム工学科

航空宇宙工学科 

航空宇宙工学コース

情報電子工学科 

バイオサイエンス学科 

1年次入学 956,000 274,000 158,000 − 10,000 1,398,000 

2年次編入学 956,000 274,000 158,000 − 10,000 1,398,000 

3年次編入学 956,000 274,000 158,000 − 10,000 1,398,000 

帝京大学短期大学 1年次入学 760,000 167,000 10,000 22,000 10,000 969,000 

2023 年度以降の納入金について 
上記の「2023 年度以降の納入金」は、変更になることがあります。 

また、2023 年度以降の納入金には減免は適用されません。ただし、優秀な外国人留学生の修学を支援するために、本学の指定する一定以上の 

成績を修めた学生に対し、奨励費として 30 万円または 50 万円を給付する制度があります。詳細は入学後に説明いたします。 

寄付について ( お願い） 
施設設備の整備充実のため「学校協力費のお願い」により学校協力費のご寄付を入学後にお願いしております。 任意ではありますが、趣旨をご理

解 

の上、何卒ご協力の程お願いいたします。 

なお、入学前に本学から寄付金に関して個別に働きかけることはありませんので、仮に何らかの働きかけがあった場合には、本学までご連絡くだ 

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入学試験内容                                                   

１．日 程 

出願期間 選考試験日 合格発表日 入学手続締切日 

2022 年 2 月 14 日（月） 

  ～ 2 月 18 日（金） 
 3 月 5 日（土）  3 月 9 日（水） 3 月 23 日（水） 

２．時間割 （日本時間） 

○帝京大学（経済学部、法学部、文学部、外国語学部、教育学部、理工学部）・帝京大学短期大学 

集合時間 面接の注意 面 接 

10:50 11：00～11:15 11:15～ 

 

３．試験科目および選考方法 

選考方法 

※ オンライン面接を欠席した場合、試験結果はすべて無効となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志望先 選考方法 

帝京大学 

経済学部・法学部・文学部・外国語学部・ 

教育学部 

帝京大学短期大学 

日本留学試験（EJU）成績利用 

日本語能力試験（JPT）成績利用 書類審査および日本語

によるオンライン面接 

（15分程度） 

帝京大学 

理工学部 
日本留学試験（EJU）成績利用 



出願手続                                                    

１． 出願書類 
・出願書類は代理人の方が提出してください。 

・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。 

・証明書類（No.5・7）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。 

・記入方法については、出願書類記入・貼付例（巻末）を参照してください。 

【志願者全員が提出するもの】 

No. 提出書類 留意事項 

1 志願票・履歴書 所定用紙（両面記入してください。） 

2 志望理由書 所定用紙 

3 写真カード 所定用紙 

4 
カラー顔写真【3枚同一の写真】 

（縦 4㎝×横 3 ㎝） 

・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。 

・写真裏面に志望学科および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）。 

・志願票と写真カード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）。 

5 出

身

校

に

関

す

る

証

明 

卒業（見込）証明書または 学位取得（見込）証

明書の原本※1 

【1年次入学志望】 

 ・ 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。 

【2・3年次編入学志望】 

 ・ 編入・転入学に必要な単位を修得した学校（大学等）の証明書を提出してください。 

 ※証明書が日本語または英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または英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 

6 
卒業（見込）証明書または 学位取得（見込）証

明書の日本語訳 または英語訳 

7 
成績証明書の原本※2  

（在学全期間分） 

8 成績証明書の日本語訳または英語訳 

9 
在学中の日本国内教

育機関の証明 

卒業見込証明書または 

在学証明書の原本※1 
・入学年月、卒業年月（在学期間）が記載されているもの。 

10 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。 

11 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。 

12 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。 

13 在留資格認定証明書のコピー※3 ・印刷して提出してください。 

14 パスポートのコピー※3 ・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

ピーして提出してください。 

15 収納証明 ・所定用紙に貼付し提出してください。 

16 
語学能力試験証明書のコピー※3 

Copy of Language Ability Examination Certificate 

・資格証明書、語学能力証明書等、取得した資格を証明できるものがある場合、その証明

書のコピーを必ず提出してください。 

【帝京大学・帝京大学短期大学の志願者が提出するもの】 

17 
日本留学試験（EJU）成績通知書のコピーまたは日本

語能力試験（JPT）の結果※3 
結果のコピーを提出してください。 

【編入学志願者のみ提出するもの】 

18 履修授業概要（シラバス等） 

編入学後の単位認定のための資料として、出身学校で履修済および履修中科目の、

授業内容がわかる資料および日本語訳を提出してください。 

提出の際は、成績証明書に記載されている順番に並べて提出してください。 

※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。 



２．入学検定料 

入学検定料  20,000 円   

※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。 

 

３．入学検定料納入方法 

  ●志願者本人がクレジットカードにて振り込んでください。 

   〈納入方法〉 

 (1) 支払いの前に、事前申し込みが必要です。「入学検定料決済ガイダンス」サイトに アクセスし、支払いに必要な所定

の情報を入力してください。なお、入力時に「整理番号」を入力する必要があります。「整理番号」は〔12345678〕のよう

に 8 桁の数字を入力してください。また、基本情報入力時にメールアドレスの入力がない場合、入金確認メールは送

信されませんので注意してください。   http://www.guide.52school.com/guidance/pay-teikyo-u/ 

 

 

 

(2) 入試種別は必ず「臨時収納」を選択してください。 

 

 (3) 入力項目氏名（漢字）の欄には英字氏名（パスポート表記）を全角で入力し、すべての情報（メールアドレスまで）を入

力後、支払い方法を選択し、選択した支払い機関で支払ってください。  

 

(4) 入学検定料の納入が確認でき次第、入金確認メールを送信します。入金確認メールに記載の URL から「入学検定料

決済ガイダンス」サイトにアクセスし、「収納証明」を印刷、所定用紙（巻末）枠内の所定欄に貼付してください（メールが

届かない場合、上記 URL からアクセスしてください）。 収納証明が所定用紙枠内の所定欄に貼付されていないもの

は受け付けません。 

 

〈取扱期間〉  

出願開始日 1週間前から出願締切当日の 16：30（日本時間）までとなります。 

 

４．出願の注意事項 
 

① 出願書類は必ず代理人が提出してください。日本国外から志願者本人が郵送で直接提出することは

認めません。 

② 出願書類は必ず出願期間内に提出してください。出願期間後の提出は受け付けません(締切日必着)。 

③ 出願書類に不備があり、出願期間内に提出できなかった場合も受け付けません。 

④ 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。 

⑤ 出願後の志望先の変更は、いかなる理由があっても認めません。 

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）に入試についてのお問い合わせ先および出願書類提出先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。 

 

５．受験票について 
試験当日までに出願手続を行う代理人より受け取ってください。 

 

 

http://www.guide.52school.com/guidance/pay-teikyo-u/


試験について                                                 

１.当日について 

必ず集合時間までに自宅もしくはパソコンとインターネット環境があり、オンライン面接を受けられる場所で待機して

ください。面接についての注意事項を説明します(P.11時間割を参照)。 

 

２．遅刻について ※原則遅刻は認めません。 

パソコン環境の不具合により開始時刻に間に合わない場合は、後日出願手続を行う代理人へお知らせする連絡 

先にご連絡ください。 

３．受験上（オンライン面接）の注意 

① 面接待機中は担当者の指示に従ってください。指示に従わない場合は失格となります。 

② 不正行為が発覚した際は失格とします。 

③ 受験票は、当日、手元に用意してください。 

④ アラームや時報機能のついた時計は、面接開始前に必ず設定を解除してください。 

⑤ 携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末・ICレコーダー等の電子機器類は使用できません。 

   面接試験時間中にこれらを身につけていることが発覚した場合、失格となります。 

⑥ 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、面接を中断す

ることがあります。 

⑦ 面接試験中および面接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、電源を切ってください。これらの使用が発覚した場合は、失格となることもあります。 

⑧ 面接試験中の発病等やむを得ない場合は、本学担当者へ知らせ、指示に従ってください。 

⑨ 受験票は、大切に保管してください。 

合格発表                                                   

  発表方法 

  合格者には合格発表日に、代理手続きしていただいた代理人から連絡します。 

  合格通知書および入学手続きに必要な書類は、代理手続きしていただいた代理人へ郵送しますので、後日担

当者より受け取ってください。 

 ※本学は試験結果の問い合わせには、一切応じません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 入学手続                                                   

 １. 手続方法 
 ① 納入金は「納入金の振込手続について」を参考に、入学手続締切日（P.11参照）までに海外送金にて振り込 

んでください。 

 ② 入学手続締切日までに振り込み手続きを完了しない場合は、入学の意思がないものとみなし、入学許可を 

  取り消します。 

 ③ 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、法務省出入国 

    在留管理庁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 

請の代理申請および再申請手続きは行いません。 

 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、法務省出入国在留管理庁に

おいて、帝京大学・帝京大学短期大学の学生として在留資格変更が不許可となった場合や、入学資格のな

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、入学金を除く納入金は返還します。 

 

２. 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は、2022年3月31日（木）16：00（日本時間）までに以下の電話 

 番号に連絡してください。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、入学金を除く納入金を返還します。ただし、返還に要する手数料（海外送金）は 

  受験者の負担とし、納入金から手数料を除いた差額を返金します。なお、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。 

【連 絡 先】  

○帝京大学 経済学部（経済学科、国際経済学科、経営学科、観光経営学科）・法学部・文学部・外国語学部・ 

○帝京大学 教育学部 

帝京大学短期大学 

 帝京大学八王子キャンパス 国際交流センター 

 TEL ： +81-42-678-3533/3237 

 

○帝京大学 経済学部（地域経済学科）、理工学部 

 帝京大学宇都宮キャンパス 学生支援グループ 国際交流チーム 

 TEL ： +81-28-627-7245    E-mail : u-international@teikyo-u.ac.jp 

 

【受付時間】 [月曜～金曜] 8：30～16：00 [土曜] 8：30～11：00  ※時間は日本時間 

 [祝日・年末年始（2021年 12月 29日～2022年 1月 3日）および 2022年 1月 15日を除く] 

 

 

 

 

mailto:u-international@teikyo-u.ac.jp


 

 出 願 書 類 記 入 ・ 貼 付 例                                    

  

【 志願票 】                               【 写真カード 】 

◆書類はすべて黒のボールペンを使用してください。 

◆必ず志願者本人が日本語で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 ▲ 月 ▲

〇

ﾃｲｷｮｳ　ﾏﾅﾌﾞ ×××-××××-××××

帝京　学 日本語学校の先生

観光経営学科

日本留学試験結果

（該当者のみ記入）
日本留学試験受験番号

緊急連絡先
（代理人）

カタカナ
氏名

TEL

氏名
志願者との

関係

※日本国内在住で、志願者以外に連絡が可能な方を、本人の了承を得た上で記入してください。

　　　　　　1　2　　＊　　3　4　5　6　　＊　7　8　9　0　1　2

志望先のいず

れかに○印を記
入してください。

政治学科 帝京大学短期大学

教育学部 人間文化学科

教育文化学科 現代ビジネス学科

中国語コース

法学部 外国語学部

法律学科 国際日本学科

地域経済学科 社会学科 フランス語コース 情報電子工学科

経営学科 心理学科 スペイン語コース バイオサイエンス学科

国際経済学科 史学科 ドイツ語コース
航空宇宙工学科
航空宇宙工学コース

志望先

【注意事項】出願後の志望先の変更は一切認めません。

経済学部 文学部 外国語学部　外国語学科 理工学部

経済学科 日本文化学科 英語コース 機械・精密システム工学科

日 本 現 住 所

〒192-0395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　×××-××××-××××

東京都八王子市大塚▲-▲▲-▲　大塚マンション▲▲号室

合格書類送付先

〒173-8605　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　×××-××××-××××

東京都板橋区加賀●-●●-●　　帝京国際日本語学校

※日本現住所以外に送付希望の場合のみ記入し、日本語学校住所を記入する場合は学校名まで記入してください。

E - M a i l ●●●●●＠●●●●.com

生 年 月 日 日生 年 齢 　　▲▲　歳

本 国 住 所 ●●市××区×××　▲▲号

▲▲▲▲

英 字 氏 名
(パスポー ト表 記）

パスポートに記載の英字（大文字）氏名を記入してください

ＤＩ ＪＩＮＧＤＡ

性 別 男　　　・　　　女 （どちらかに○印） 国 籍 中国

黒のボールペンで記入してください。

姓（Last　Name） 名（First　Name）

カ タ カ ナ 氏 名 テイ キョウダイ

2022年度　帝京大学・帝京大学短期大学　留学生特別入学試験
志願票

受  験  番  号

※大学使用欄

試験日

2022年3月5日(土)

写真貼付欄

写真の裏面に

志望先・氏名を記入

出願3ヶ月以内のもの

4㎝×3㎝の無帽・無背景

カラー写真

【志望先について】 

いずれかに○印をしてください。 

出願後の志望先の変更は 

一切認めません。 

【年齢について】 

出願時の年齢を記入してくだ

さい。 

【カラー写真】 

4 ㎝×3 ㎝を貼ってください

（試験案内 P.12 参照）。 

写真は 3 枚同一のものを使

用し、志願票①、写真カード

②、③へ貼り付けてください。 

写　　真　　カ　ー　ド

受験
番号

※大学使用欄
写真貼付欄 写真貼付欄

写真の裏面に

志望学科・氏名を明記
出願3ヶ月以内のもの

3㎝×3㎝の無帽・無背景
カラー写真厳守

写真の裏面に

志望学科・氏名を明記
出願3ヶ月以内のもの

3㎝×3㎝の無帽・無背景
カラー写真厳守カ タカ ナ

氏名 テイ　キョウダイ

出願手続、書類の受取および郵送対応、連絡等、一連の対応が可能な方で、

在籍している教育機関の連絡先を記入してください。 



 

 

 

【 履歴書 ： 表面 】 

◆書類はすべて黒のボールペンを使用してください。 

◆必ず志願者本人が日本語で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本国での
学　　　歴

学校名 所在地

小 学 校 ●●市第一小学校 ●●市 6 年間 2007年　9月入学 2013年　　7月卒業

中 学 校 ●●市第二中学校 ●●市 3 年間 2013年　9月入学 2016年　　7月卒業

高等学校 ●●市第三高校 ●●市 3 年間 2016年　9月入学 2019年　　7月卒業

大  　学 年間 年　　月入学 年　　月
卒業・卒業見込・退学

大 学 院 年間 年　　月入学 年　　月
修了・修了見込・退学

そ の 他 年間 年　　月入学 年　　月
卒業・卒業見込・退学

学校名 所在地

帝京国際日本語学校 東京都板橋区 2020年　4月入学 2022年　3　月
卒業・卒業見込・退学

年　　月入学 年　　月
卒業・卒業見込・退学

年　　月入学 年　　月
卒業・卒業見込・退学

※記入漏れのないように注意してください（所在地は必ず記入してください）。

在籍期間（該当に○印）修学年限

履　　歴　　書
英字氏名（パスポート表記）

DI　JINGDA

カタカナ氏名

テイ　キョウダイ

資格等
の有無

資格名

日本語能力試験

レベル・スコア等

N2

※転入学・編入学をした方はその他に記入してください。

日本での
学 習 歴

在籍期間（該当に○印）修学年限

2　年

ヶ月

年

ヶ月

年

ヶ月

【学校名】 

小学校から記入してください。 

【所在地】 

市/city まで記入

してください。 

出願時の状況（卒

業 ・ 卒 業 見 込 ・ 退

学）のいずれかに必ず 

○印をしてください。 

 



【 志望理由書 】 

◆書類はすべて黒のボールペンを使用してください（消せるボールペン使用不可）。

◆必ず志願者本人が日本語で記入してください。

〔注〕 黒のボールペンで、必ず志願者本人が記入してください（代筆不可）。

　私は、●●●●●●～

DI　JINGDA

受験番号

※大学使用欄

英 字 氏 名
（ パ ス ポ ー ト 表 記 ）

テイ　キョウダイカタカナ氏名志望理由書

指定校推薦





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆入学試験要項制作 

  〒192-0395  

  東京都八王子市大塚 359 番地 

  帝京大学 八王子キャンパス 

入試グループ（日本語専用） 

    TEL   +81-42-678-3317 

    FAX   +81-42-676-5637 

    URL   http://www.teikyo-u.ac.jp/ 
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