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2　出願資格

　１．高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び 2020 年３月卒業見込みの者
　２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2020 年３月修了見込みの者
　　　（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む）
　３． 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る者及び 2020 年３月 31 日までにこれに

該当する見込みの者
　　⑴　 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これに準ずる者で文部科学大臣の指

定した者
　　⑵　 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課

程を修了した者又は修了見込みの者
　　⑶　 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
又は修了見込みの者

　　⑷　 文部科学大臣の指定した者
　　⑸　 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大

学入学資格検定に合格した者を含む）又は合格見込みの者
　　⑹　 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における

教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
　　⑺　 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

めた者で、18 歳に達した者　

　※上記３の⑹・⑺の資格で出願を希望する場合は、26 ページをご覧ください。

　※Ｃ方式（センター試験利用方式）への出願
　　 本学のＣ方式に出願する場合は、事前に大学入試センターに出願し、
　　2020 年度大学入試センター試験を受験してください。
　　 2020 年度大学入試センター試験を受験していない場合は、Ｃ方式に出願することはできません。
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3　出願手続について

①　出願方法

　一般入学試験の出願は、すべてWeb出願（インターネットを利用した出願）でのみ受付します。
　（紙の願書はありません。）11 ～ 17 ページの出願方法と注意事項を確認し出願してください。
　 なお、出願手続はWeb上での入力だけでは完了しません。入学検定料を納入したうえで、③出願書類等
（16 ページ参照）を出願締切日までに簡易書留速達にて送付（締切日消印有効）してください。全ての出
願書類が不備なく本学に到着した段階で出願完了となります。

　　⑴　 出願期間は、学部及び試験種別によって異なります。確認のうえ出願してください。（６～９ペー
ジ参照）なお、Web出願サイトでの入力受付期間は出願期間の初日の 9時から最終日の 16時 30 分
までです。

　　⑵　 出願後の志望学部・学科・試験方式及び試験会場の変更は認めません。
　　⑶　 一度提出した出願書類及び納入した入学検定料は、いかなる理由があっても返却しません。
　　⑷　 その他出願に関することで疑問がある場合は、本学入試課に問い合わせてください。
　　　　 （ただし、インターネット入力操作に関する問い合わせは、E楽サポートセンター［TEL：03-5957-

5345］に問い合わせてください）

通常の受験に困難があり、受験上の配慮が必要と考えられる場合は、出願に先だち本学入試課まで問
い合わせてください。
なお、受験上の配慮に関する申請の情報は、本学ホームページの入試情報に記載しています。

入試課 TEL 03-3261-7423
本学ホームページ　https://www.nishogakusha-u.ac.jp/admission/

〔入学検定料〕

３５，０００円
文学部Ａ方式・Ｂ方式・S方式・Ｄ方式入学試験
国際政治経済学部Ａ方式・Ｂ方式・Ｄ方式入学試験
※ 複数の試験を同時出願する場合は、入学検定料の減額措置があります。
詳細は 18 ページを確認してください。

１２，０００円 文学部Ｃ方式（センター試験利用方式）〔前期・後期〕入学試験
国際政治経済学部Ｃ方式（センター試験利用方式）〔前期・後期〕入学試験
※ 他の一般入学試験（A方式・B方式・S方式・D方式）と同時出願する場
合や両学部を併願する場合は、入学検定料の減額措置があります。
　詳細は 18 ページを確認してください。

入学検定料の支払いの際、１回の出願ごとに以下手数料が必要となります。
　手数料（税抜）
　検定料３万円未満　 500 円
　検定料３万円以上５万円未満　 900 円
　検定料５万円以上７万円未満　 1,300 円
　検定料７万円以上 10 万円未満　 1,700 円
　検定料 10 万円以上　 2,100 円
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②　出願手順

Q&A

パソコン等の動作環境について

プリンター及び印刷用紙

OS　　　　　　　 　Windows: 7, 8, 8.1, 10　Mac OS  : 10.2以降　Android: 5.0以降　iOS: 最新版
ブラウザ推奨環境　　Windows: Internet Explorer最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Mac: Safari最新版, Firefox最新版, Google Chrome最新版
　　　　　　　　　　Android: Chrome最新版（※「ブラウザ」には対応しておりません）, iOS: Safari最新版
PDF　　　　　　     Adobe Acrobat Reader DC (旧 Adobe Reader)

◆インターネット環境の確認
インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 
次の動作環境を満たしていることを確認してください。自宅でなくても構いません。

環境の確認

インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。 
ホームページ上で入力しただけでは、正式な出願とはなりません。入学検定料のお支払いおよび必要書類が本学で受
理されて初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料をお支払いの上、必要書類を郵送してください。(締切日
消印有効。)

パソコンでWeb出願をしようとしていたら、
途中で動かなくなってしまったQ

Q

出願内容登録後、登録したメールアドレスに「出願登録完
了」のメールが届いている場合は、登録は完了しています。

また、入学検定料の支払い後、「支払い完了通知」のメール
が届いている場合は支払いは完了しています。

A

ワンタイムパスキーのメールが届かない

3分過ぎてもメールが届かなかった場合は、「メールアドレ
スが間違っていないか」「メール受信拒否設定をしていない
か」「迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか」な
どをご確認ください。

A
Q Web出願後に、入力の誤りに気づいた

メールアドレスを変更するには ?Q
マイページにログインし、「メールアドレスの変更」から
変更してください。A

Q

A

A 入学検定料を支払済みの場合は修正できません。
入試課 (TEL:03-3261-7423)までお問い合わせください。

パソコン、プリンター環境がありません

出願書類の郵送
出
願
完
了

マイページへのログイン、
宛名ラベルの印刷

Step 5

事前準備

出
願
開
始

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Web出願サイト
にアクセス 入学検定料の支払い出願内容の登録

Step 6

出願書類（PDFファイル）を印刷の上、郵送することとなります。以下のものを準備してください。
   ●プリンター：A4サイズの普通紙に、カラー（推奨）もしくはモノクロで印刷できるもの
 ●印刷用紙：白色のOA普通紙でミシン目や模様の入っていないもの
◆自宅にプリンターがない場合
コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用してください。もしくはWeb出願サイトのマイページへ
ログインして宛名ラベルを表示させ、その内容（宛名、出願番号、受験生住所氏名および「簡易書留」「出願書
類在中」の文言）を出願する封筒の表面に手書きしてください。

パソコンは学校等、自宅以外のものを利用していただいても構
いません。また、スマートフォンやタブレット端末からの出願も可能
です。 プリンターがない場合は、コンビニエンスストア等のネットプ
リントサービスをご利用ください。もしくはWeb出願サイトのマイペー
ジへログインして宛名ラベルを表示させ、その内容（宛名、出願
番号、受験生住所氏名および「簡易書留」「出願書類在中」の
文言）を出願する封筒の表面に手書きしてください。
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□メールアドレス
Web出願では、志願者本人が確認できるメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールアドレスを必ず登録し
てください。携帯電話会社のメールアドレスの場合は、「 @eraku-p.jp 」 ドメインからのメールを受信できるように、事前に
設定してください（設定の詳細については、契約している携帯電話会社にお問い合わせください）。

□入学検定料の支払い方法の確認
本学の入学検定料は、「コンビニエンスストア」「ペイジー (ATM)」「クレジットカード」での支払いとなります。

□顔写真データの用意
出願の際にWeb 出願システムに「顔写真データ」（正面、上半身、脱帽、背景無地） をアップロードします。
登録できるファイル形式は、JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）とPNG（拡張子「.png」）です。 

□出願書類の準備 
必要な書類は準備に時間がかかる場合がありますので、出願前に用意しておいてください。

□角2封筒 （Ａ4サイズが入るもの）
各自で用意してください。印刷した宛名ラベルを貼付して、出願書類の郵送に使用します。

Web出願の事前準備 □はチェック欄としてWeb出願の確認に使用してください。

ご不明な点がありましたら、Web出願サイトの [よくある質問 ]をご覧ください。

Step
1

大学のサイトから、Web出願サイトへアクセス
Step
2

二松学舎大学ホームページのバナーから、Web出願サイトへアクセスします。

https://www.nishogakusha-u.ac.jp/admission/exam/index.html

二松学舎大学 受験生サイト 入試情報 をクリックWeb出願 QRコードからも
アクセスできます

写真は20MB以内のJPEG, またはPNG ファイルをアップロードしてください。

●出願3ヶ月以内に撮影した写真 (カラー・モノクロどちらも可 )

●正面・上半身・無帽・無背景
●試験中にメガネを着用する場合はメガネ着用時のもの
●デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影したものも可
　(スナップ写真は受付できません )

次のような写真は、受付できませんので撮り直してください。

●目が隠れている、前髪または影が目にかかっている
●被写体が小さい、または大きい　●ピントが合っていない　
●眼鏡が反射している、カラーレンズやサングラスで目が確認で
きない
●目を閉じている　●影が大きい　●背景が暗い　●画質が粗い
　　

顔写真のアップロードについて

良い例

良い例

写真データアップロード後、
枠内に収まるよう調整してください。
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入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・ペイジー (ATM)・クレジットカード)
Step
4

■入学検定料の他に事務手数料が必要です。金額については、入学試験要項の「入学検定料」をご参照ください。
■入学検定料のお支払い後は内容の変更ができませんのでご注意ください。
■コンビニエンスストアでお支払いの場合、申込完了後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録情報は無効
になります。
■コンビニエンスストアで受け取った領収書(レシート)は本学に提出する必要はありません。試験終了まで大切に保管してください。
■クレジットカードでお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消はできませんので
申込を確定する前に内容をよくご確認ください。
■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。　　       　  
■取扱コンビニ・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はWebサイトにてご案内いたします。

コンビニエンスストア、ペイジー(ATM)、クレジットカードのいずれかでお支払いください。
店頭へは「出願登録完了メール」に記載されている「支払う際に必要な番号」をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて出願に必要な書類（宛名ラベルなど）が印刷できるようになります。
出願期限に間に合うように余裕をもってお支払いください。
※ローソン、ミニストップ、セイコーマートは、入金の確認に２時間程度かかる場合がありますのでご注意ください。

出願内容の登録

画面の指示に従って出願内容、個人情報、支払い方法などを選択・入力します。
個人情報の登録時に、メールアドレスの入力とそのメールアドレス宛のメールに記載される「ワンタイムパスキー」の入力が必要
になります。また、登録したメールアドレスは出願完了後に作成・提供されるマイページへのログインでも利用しますので、入
力したメールアドレスを忘れないよう、下欄にメモしておきましょう。
出願の登録完了と同時に入学検定料支払いに必要な番号や支払い期限などが記載された「出願登録完了メール」が送ら
れてきますので、期限を守って入学検定料を納入してください。
なお、コンビニエンスストア、ペイジー(ATM)で支払う場合は入学検定料のお支払い後、クレジットカードで支払う場合は出
願登録完了後は内容の変更ができませんのでご注意ください。また、同じメールにマイページへログインするための「ログイン
ID」が記載されますので、忘れないようメモしておきましょう。

Step
3

メールアドレス ログイン ID

[メモ欄]

クレジットカード ペイジー (ATM)

ローソン・ミニストップ ファミリーマート

［Famiポート］

デイリーヤマザキ

［レジへ］

セイコーマート

［クラブステーション］

セブンイレブン

［レジへ］

コンビニエンスストア 現金支払い

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

内容確認後、「了解」ボタンを押す 端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

お申込み時に登録した
電話番号を入力し「次へ」を押す 企業コード・注文番号を入力 内容確認後、レジでお支払い

[受付番号(6桁)]を入力し、
[次へ]ボタンを押す

［各種番号をお持ちの方は
こちら］を選択 レジ画面で決済番号を入力

端末から出力された
申込券を持ってレジでお支払い

お申込み時に登録した
電話番号を入力

店員の方へ「インターネット支
払い」をする旨を伝え、
「払込票番号」を伝えます。 
発行した「払込票」を渡しても構
いません。 

[各種番号をお持ちの方]を選択 ［代金支払い］を選択 レジで「オンライン決済」を
申し込む

[受付番号]を入力

お支払い

［インターネット受付・
各種代金お支払い］を選択

コンビニ設置のATMは利用できません 。コンビニでは現金のみの取扱いとなります。

［Loppi］

VISA, Master,JCB,American Express,Diners
※カードの名義人は受験生本人でなくとも構いません

支払い方法を選択
（現金またはキャッシュカード）し、
検定料を支払う

お客様番号・確認番号を入力

収納機関番号を入力

［税金・各種料金（ペイジー）］を選択

ゆうちょ銀行等の
ペイジー対応ATMを利用
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出願期間内は、24時間出願可能です。
（ただし出願期間初日は９：00から最終日は16：30まで）

ただし、 　　　 出願内容の登録及び 　　　　入学検定料の支払いが完了していても、

出願書類が本学に届かない場合は受験できませんので注意してください。

出願書類の郵送 
Step
6

注意

出願書類については、入学試験要項の該当箇所をご参照ください。

出願書類の確認

郵送の準備

『簡易書留速達』 で郵送

貼
付
す
る

「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」に出願書類を入れ、出願期間内に 『簡易書留速達』 で郵送してください。

必要な書類を封入

マイページへのログイン、宛名ラベルの印刷
コンビニエンスストア、ペイジー (ATM)で支払う場合は支払い完了後に届く「支払い確認完了」のメール、クレ
ジットカードで支払う場合は出願登録完了後に届く「出願登録完了」のメールが届いたら、Web出願サイトのマ
イページへログインして「宛名ラベル」をダウンロードして印刷（A4サイズ）してください。
※ログインIDは、登録完了時に送られるメールに記載されています。

Step
5

宛名ラベル

Web出願サイトの入力や
操作方法に関すること

Ｅ楽サポートセンター： 03-5957-5345
受付期間： 各試験区分の出願開始から合格発表期間
受付時間： ９：00～17：00
※土、日、祝日、年末年始は除く
ただし以下の土、日、祝日については対応可（9：00～17：00）
1/11～1/13、1/18、1/19、2/8、2/9、2/11、2/29、3/1

出願書類・出願資格等
入試に関すること

二松学舎大学　入試課 : 03-3261-7423
受付時間：平日　9:00～16:30土曜日　9:00～13:00
※日、祝日、年末年始及び本学が定める休業日は除く

　　　 出

書類が

Step
3 　　　入

Step
4

Web出願は完了です
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③　出願書類等

　　 Web 出願サイトで入力手続を終え、入学検定料を納入した後、市販の封筒に以下のA・Bの書類を
入れ、封筒に Cの出願用宛名ラベルを貼付し、各試験の出願期間内（締切日消印有効）に郵便局窓口
から「簡易書留速達」で郵送してください。

　　 なお、複数の入試方式を同時出願する場合、封筒をわける必要はありません。

出願書類一覧（「調査書等」以外の書類は、１回の出願ごとにそれぞれ提出が必要です。）

出願書類 出願書類の注意事項等

─
写真

（Web 出願アップ
ロード用）

① ファイル形式は 20MB以内の JPEGまたは PNGファイル。
② 出願時３ヵ月以内に撮影し、上半身正面脱帽で、無背景。カラー・白黒はど
ちらでも可。
③ 試験時にメガネを着用する者は、メガネを着用して撮影したもの。
④ デジタルカメラ、スマートフォンで撮影したものも可。スナップ写真は不可。

A

調査書等
【開封無効】

（１通）

① 高等学校又は中等教育学校卒業者及び卒業見込み者は、学校長が発行する調
査書。
② 高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格成績証明書。合格見込み者は、
合格見込成績証明書。
③ 大学入学資格検定試験の合格者は、合格成績証明書。
④ 専修学校の高等課程の修了者及び修了見込み者は、学校長が発行する調査書。
※いずれの証明書も出願時３ヵ月以内に発行されたもの。
※ 一般入試を併願する場合は、調査書等は１通で可。また再出願の場合は不要
です。（前回受験した際の受験番号をメモ用紙等に書いて同封してください。）
ただし、推薦入試受験者が一般入試に初めて出願する場合は、新たに発行さ
れたものが必要です。
※ 出身学校等の廃校・被災、又は指導要録の保存期間の終了等により調査書が
提出できない場合は、出身学校又はそれにかわる機関の作成する理由書（書
式自由）を提出してください。

B

大学入試センター
試験成績請求票
（１枚）

【Ｃ方式志願者のみ】

Ｃ方式を志願する場合は、「令和２年度大学入試センター試験成績請求票」を出
願封筒に同封して下さい。

C 出願用宛名ラベル

上記出願書類A・Bを市販の封筒（各自で用意してください。大きさは角２サイ
ズを推奨します。）に入れ、Web出願サイトより印刷した「出願用宛名ラベル」
をはがれないようにしっかりと貼付し、郵便局窓口から「簡易書留速達」で郵送
してください。

※健康診断書の提出は不要です。
※ 出願書類に不備があるものについては受付できない場合があります。なお、一旦提出した出願書類は返
還しません。
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④　受験票

１．受験票の送付

　　①受験票は、本学が出願書類を受領・処理した後に発送します。
　　　 出願状況等により出願書類の処理に日数がかかる場合や、郵便事情等により、受験生の手元に届く

までに時間がかかることがあります。入学試験日（センター試験利用入試の場合は合格発表日）の
２日前までに受験票が届かない場合は、本学入試課まで問い合わせてください。

　　　 なお、本学での処理手続が試験種別等により異なるため、受験票の到着には差が生じることがあり
ます。

　　② 入学検定料の納入が確認できない場合は、入金の確認が済むまで受験票の発送はできません。
　　③ 出願書類に不備等がある場合、不備内容が解決するまで受験票を発送できない場合があります。
　　④受験票は、合格発表の際、受験番号を確認する為に必要になります。必ず試験後も保管してください。
　　※ 本学入試課が、受験票を試験日前日までにお届けできないと判断したときは、当該受験生に電話連

絡等の後本学に保管し、試験当日受付にてお渡しします。

２．受験票到着後

　　① 受験票には個人情報保護シールが貼付されていますので、シールをはがし、記載されている内容を
必ず確認してください。記載事項に誤りのある場合は、至急本学入試課へ連絡してください。

　　※ 第二・第三志望学科欄を選択した場合は、第二・第三志望学科名が印字されているか確認してくだ
さい。（第三志望学科への振り替えは文学部のみ）

　　② 受験票裏面の注意事項をよく読んでおいてください。
　　③ 受験票は、試験当日必ず持参してください。（Ｃ方式を除く）
　　④ 受験票を紛失・破損等した場合は、入試課まで連絡してください。




