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重要なお知らせ 

新型コロナウイルス感染症等に関する本学の対応について 
2021 年 7 月現在、本入学試験については、この入学試験要項(以下、「本要項」という)に定める内容にしたがって行
う予定です。今後、新型コロナウイルス感染症等の影響により、本要項の内容(出願資格、出願書類、日程、選考内容・
方法、その他)に変更が生じた場合は、中央大学入試情報Webサイト内のお知らせページ 
(https://www.chuo-u.ac.jp/admission/connect/covid19/)において、随時お知らせします。 
本入学試験に出願予定の方は、出願にあたり、本要項と併せて上記 Web サイトを必ず確認してくださ
い。また、出願期間後に選考に係る日程や方法に変更が生じた場合は、変更内容について上記 Web サ
イトへの掲載と併せて、「UCARO」により対象の志願者にお知らせします。 

 

https://www.chuo-u.ac.jp/admission/connect/covid19/
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※入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)は、本学Webサイトよりご確認ください。 

 

―試験実施に関して― 
自然災害や不測の事態により、所定の日程通りに入学試験等を実施することが困難であると本学が判断した場合、試験
時間の繰り下げ、試験の延期、試験会場の変更等の対応措置をとることがあります。ただし、このことに伴う受験者の
個人的損害について本学は責任を負いません。 
これらの対応措置を講じる場合は本学Webサイト(http://www.chuo-u.ac.jp/)もしくは受験ポータルサイト
「UCARO」(ウカロ)上にてお知らせします。 

―個人情報の取扱いについて― 
中央大学は、Web出願における登録情報および出願書類に記載されている、氏名、性別、生年月日、住所、その他の
個人情報について「中央大学個人情報保護規程」、「中央大学個人情報保護方針」に基づき細心の注意を払って取扱
い、①入学試験実施(出願処理・選考実施)、②合格発表、③入学手続、④各種統計処理を行うために利用します。 
また、上記利用目的のために、個人情報の一部の取扱いを、個人情報の取扱いに関する契約を締結したうえで外部業者
に委託することがあります。 

―受験上の配慮について― 
身体の障がい等により、受験および就学の際に特別な配慮が必要な場合は、出願を希望する入学試験の出願期間最終日
の4週間前までに、入試課までご連絡ください。 

https://www.chuo-u.ac.jp/
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I.募集学部・学科・専攻(プログラム)・コース・募集人員 
各学部・学科・専攻(プログラム)の特色やカリキュラムについては、本学Webサイトのほか「CHUO UNIVERSITY 
GUIDEBOOK 2022」や各学部のガイドブック(本学Webサイト(https://www.chuo-u.ac.jp/guide_univ/)から無料で請
求できます)で確認してください。 

 
学部 学科・専攻(プログラム)・コース 募集人員 

法学部 
法律学科 

15名 国際企業関係法学科 
政治学科 

経済学部 

経済学科 

20名(注1) 経済情報システム学科 
国際経済学科 
公共・環境経済学科 

商学部 

経営学科フレックス・コース 

30名(注1) 
会計学科フレックス・コース 
国際マーケティング学科フレックス・コース 
(商業・貿易学科より名称変更) 
金融学科フレックス・コース 

理工学部 

数学科 

若干名 

物理学科 
都市環境学科 
精密機械工学科 
電気電子情報通信工学科 
応用化学科 
ビジネスデータサイエンス学科 
情報工学科 
生命科学科 
人間総合理工学科 

文学部 
(人文社会学科) 

国文学専攻 

若干名 

英語文学文化専攻 
ドイツ語文学文化専攻 
フランス語文学文化専攻 
日本史学専攻 
東洋史学専攻 
西洋史学専攻 
哲学専攻 
社会学専攻 
社会情報学専攻 
教育学専攻 
心理学専攻 
学びのパスポートプログラム(注2) 

総合政策学部 政策科学科 若干名 国際政策文化学科 
国際経営学部 国際経営学科 20名(注3) 

注1:経済・商学部の募集人員は、【A方式】と【B方式】の合計です。 
注2:学びのパスポートプログラムは、プログラムという名称ですが、入学者は他の専攻と同じように4年間所属

し、同プログラムの所定のカリキュラムに基づいて学修します。 
また、入学手続時に社会文化系とスポーツ文化系のどちらかの系統を選択します。 

注3:国際経営学部の募集人員は、【A方式】の募集人員です。 
2022年度国際経営学部外国人留学生入学試験【B方式】(2022年9月入学)の情報については、本要項には掲
載していません。本学Webサイトにて2021年12月中旬公開予定の「2022年度国際経営学部外国人留学生
入学試験【B方式】入試要項」を確認してください。 

※以下の学部・学科・専攻については、2022年度現在外国人留学生入学試験を行っていません。 
・文学部人文社会学科中国言語文化専攻 
・国際情報学部 

https://www.chuo-u.ac.jp/guide_univ/
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Ⅱ.出願資格 
以下の1～6のすべての要件に該当する者。 
1．外国の国籍を有する者。 
2．2022年3月31日までに以下のいずれかに該当する(見込み)者。 
①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(「飛び級」により通常の課程を12年未満で修了した
者を含む)。またはこれに準ずるもので文部科学大臣の指定した者。 
②外国において、初等中等教育の課程が12年未満である国における同課程を修了した者で、文部科学大臣の指定し
た施設において日本の大学に入学するための準備教育課程を修了した者。 
③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と同等以上の学力があるかどうかに関する認定試験と
認められるその国の検定(国の検定に準ずるものを含む)に合格した者で、その国の大学入学資格を有し、18歳に
達した者。 
④文部科学大臣の指定した者(国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、General Certificate of Education Aレ
ベル等の外国における大学入学資格保有者やWASC、ACSI、CIS等の国際的な評価団体の認定を受けた教育施設
における12年の課程を修了した者)。 
⑤文部科学大臣が外国の高等学校相当として指定した在日外国人学校において、当該外国人学校の12年の課程を修
了した者(当該外国人学校の課程が12年未満である場合は、当該課程を修了したのち、文部科学大臣の指定した施
設において日本の大学に入学するための準備教育課程を修了した者)。 
⑥外国において、初等中等教育の課程が12年未満である国の同課程を修了した者で、本学の個別の入学資格審査に
より、当該課程について学校教育における12年の課程に相当すると認められた者で、18歳に達した者。 
⑦外国において、当該国の学校教育制度でない課程に基づく学校(インターナショナルスクール等)の課程を修了し
た者のうち、本学における個別の入学資格審査により、当該課程について学校教育における12年の課程に相当す
ると認められた者で、18歳に達した者。 

3．学校教育における12年の課程において、日本の中学校・高等学校(中等教育学校、特別支援学校中学部・高等部、
高等専門学校および在外教育施設を含む)における在籍年数が通算で3年以内(見込み)の者。 

4. 学校教育における12年の課程において、在日外国人学校(2.⑤に該当する外国人学校を除く)の中等教育の課程(日本
の中学校・高等学校に相当する課程)における在籍年数が通算で3年以内(見込み)の者。 

5．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」に関し、各学部・試験方式において指定する受験回・
科目を受験または選択出願している者(P.3、4参照)。 

6．各学部・試験方式において指定する英語検定試験(当該学部・試験方式の出願期間初日から遡って2年以内に実施さ
れたもの)を受験している者(各学部・試験方式において定めるスコアがある場合は、当該スコア以上のスコアを取
得した者)(P.3、4参照)。 

※「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」とは、当該国の学校教育制度に基づく12年目の課程
を修了(日本の高等学校の3年次に相当する12年目の年次を修了)した者を指します。 

※ 上記の出願資格に該当する限りにおいて、日本の高等学校の卒業の有無は問いません。 
※ 出願資格2.⑥または⑦により出願を希望する者は、以下の期日までに入試課(Email:admissions-grp@g.chuo-

u.ac.jp)へ照会し、本学の審査を受けること。 
法学部、商学部【A方式】、国際経営学部【A方式】…2021年9月29日(水)まで 
経済学部【A方式】【B方式】、商学部【B方式】、理工学部、文学部、総合政策学部…2021年10月18日(月)まで 
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Ⅲ.入学試験日程・試験科目等・出願要件 
1.入学試験日程・試験科目等一覧 

  合格発表日(全学部・最終) 2022年1月25日(火) 
 

学
部 

試
験 
方
式 

日本留学試験(EJU) 
必要科目 

英語能力要件 
（いずれかで可） 

出願期間 
(2021年) 

1次選考 2次選考 

内容 合格発表日 試験日・内容 

法 － 「日本語」 
TOEIC® L&R 480以上 
TOEFL iBT® 42以上 
IELTS 4.5以上 

10月27日(水) 
～ 

11月2日(火) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月13日(木) 
オンライン面接 

経
済 

A 
方 
式 

「日本語」 

1次選考合格者のみ提出 
TOEIC® L&R 
TOEFL iBT® 
IELTS 
※スコア基準なし 

11月15日(月) 
～19日(金) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月13日(木) 

小論文(オンライン) 
オンライン面接 

※英語外部検定試験
のスコア要提出 

B 
方 
式 

「日本語」 
「総合科目」 
「数学(コース1 
またはコース2)」 

TOEIC® L&R 470以上 
TOEFL iBT® 39以上 
IELTS 4.5以上 

11月15日(月)
～19日(金) 書類選考 

商 

A 
方 
式 

「日本語」 ― 
10月27日(水)

～ 
11月2日(火) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月14日(金) 

オンライン英語運用能力試験 

オンライン面接 
※事前課題あり 

B 
方 
式 

「日本語」 
「総合科目」 
「数学(コース1 
またはコース2)」 

TOEIC® L&R 470以上 
TOEFL iBT® 39以上 
IELTS 4.5以上 

11月15日(月)
～19日(金) 書類選考 

理
工 － 

「日本語」 
「数学(コース2)」 

「理科」 
(物理、化学、生物 
から2科目選択) 

TOEIC® L&R, 
TOEFL iBT®,IELTS 
※スコア基準なし 

11月15日(月)
～19日(金) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月11日(火) 
オンライン面接 

文 － 「日本語」 
TOEIC® L&R, 
TOEFL iBT®,IELTS 
※スコア基準なし 

11月15日(月)
～19日(金) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月14日(金) 
オンライン面接 

総
合 
政
策 

－ 「日本語」 
TOEIC® L&R 550以上 
TOEFL iBT® 56以上 
IELTS 4.5以上 

11月15日(月)
～19日(金) 

書
類 
選
考 

2022年 
1月7日(金) 

2022年 
1月14日(金) 

小論文(オンライン) 
オンライン面接 

国
際
経
営 

A 
方 
式 

「日本語」 

TOEIC® L&R 550以上 
かつS&W 240以上 
TOEFL iBT® 42以上 
IELTS 4.0以上 

10月27日(水)
～ 

11月2日(火) 

2021年12月6日(月)～12月10日(金) 
動画面接(アップロード期間) 
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2.出願要件 
 

(1)日本留学試験(EJU)について 
①日本留学試験(EJU)は2021年度第1回または第2回のいずれかを受験する必要があります。 
※2021年度第1回日本留学試験が中止になった会場の受験者のみ、2020年度第2回の利用を認めます。 

②「総合科目」「数学」の出題言語について 
経済学部【Ｂ方式】、商学部【Ｂ方式】については、「総合科目」「数学」の出題言語は「英語」でも可としま
す。 
なお、出願言語「英語」で受験した場合は、英語能力要件を満たす必要はありません。 
※理工学部の「数学」「理科」については、出題言語は「日本語」に限ります。 

注意 ｢日本留学試験(EJU)｣を実施していない国・地域在住者に限り、独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日
本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験(JLPT)」を「日本留学試験(EJU)」の「日本語」の代替とし
て認めます(経済学部【B方式】、商学部【B方式】、理工学部を除く)。 
その場合、「日本語能力試験(JLPT)」の受験等に関し、以下の学部別要件を満たす必要があります。 

学部 日本語能力試験(JLPT)・学部別出願要件 
法学部 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1を受験している者。 

経済学部 【A方式】 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1を受験している者。 
【B方式】  

商学部 【A方式】 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1に合格している者。 
【B方式】  

理工学部  
文学部 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1に合格している者。 

総合政策学部 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1に合格している者。 
国際経営学部 2020年第2回(12月)または2021年第1回(7月)のN1に合格している者。 

 

(2)英語能力要件について 
  各検定試験のスコアは、出願する学部・試験方式の出願期間初日から遡って2年以内に実施された試験のものに限 
ります。 
①TOEIC®について 
・IPテストを除きます。 

②TOEFL iBT®について 
・Test Dateスコアに限ります(MyBestスコアは受け付けません)。 
・Home Editionを含みます。 

③IELTSについて 
・CDIを含みます。 
・アカデミック・モジュールに限ります。 

 
(3)入学試験について 
①経済学部【B方式】、商学部【B方式】および国際経営学部【A方式】を除き、全学部2段階選抜(1次選考および 
 2次選考)となります。1次選考に合格しなければ、2次選考を受験することはできません。 
※法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、文学部、総合政策学部の1次選考は書類選考です。 
※国際経営学部【A方式】は2段階選抜ではありません(1回の選考の結果により合否判定が行われます)。 

②面接はオンラインで行います。また、原則、日本語で行います。 
③「小論文」は、日本語での出題・解答です。 
④経済学部【A方式】の2次選考について 
・1次選考合格後、2次選考の受験にあたり、英語能力に関する証明書(TOEIC®、TOEFL iBT®、IELTSのいずれ
か)のいずれかを下記期間に提出してください。詳細は、1次選考合格発表の際、対象者にお知らせします。 
【提出期間】：2022年1月7日(金)～1月12日(水)必着 

※出願書類に同封して提出することも可能です。この場合、上記期間の再提出は不要です。 
     ・「小論文」の試験はオンラインで行います。 

⑤商学部【A方式】について、1次選考合格者は、2次選考の受験にあたり、事前課題(「志願理由書」および 
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「学習計画書」)の提出が必要です。 
⑥経済学部【B方式】および商学部【B方式】は書類選考のみによる入学試験です(個別試験はありません)。 
⑦理工学部の面接は「数学」、「物理」、「化学」、「生物」等の基礎学力を確認する口頭試問が含まれる場合が 
あります。 

⑧国際経営学部【A方式】の面接は指定のWebサイト上に面接動画をアップロードする「Web動画面接」です。 
 ※出願時に登録したメールアドレス宛に動画面接案内を送ります。指定の期間内に面接動画をアップロードして

ください。 
 

3.出願・併願に関する注意 
(1)出願後の学部・学科・専攻(プログラム)の変更は認めません。 
(2)入学試験日が異なれば、複数の学部の併願が可能です。 
(3)経済学部および商学部の【A方式】と【B方式】は併願が可能です。 
(4)商学部【A方式】および【B方式】を除き、同一の学部・試験方式においては1学科(文学部は1専攻/プログラム) 
 を選んで出願することになります。 
(5)商学部【A方式】および【B方式】は、それぞれ2学科(第1志望学科・第2志望学科)を選んで出願してください。 
第1希望の学科が不合格でも、第2希望の学科に合格する場合があります。 
 

Ⅳ.出願手順 
 
出願にあたって 
(1)出願は、3つのステップ(1.Web出願登録→2.入学検定料の支払い→3.出願書類の送付)を出願期間内(締切日消印有
効)にすべて完了することで成立します。出願期間終了後の出願は一切受け付けません。 

(2)「1.Web出願登録」や「2.入学検定料の支払い」だけでは、出願は成立しません。必ず、出願期間内(締切日消印有
効)に出願書類を郵送してください。出願期間内(締切日消印有効)に出願書類が郵送されなければ、出願は一切受け
付けません。 

(3)「1.Web出願登録」には受験ポータルサイト「UCARO」(ウカロ)への会員登録(無料)が必須です。 
(4)「1.Web出願登録」や「2.入学検定料の支払い」を行う前に、「3.出願書類の送付」を行わないでください。 
 「1.Web出願登録」や「2.入学検定料の支払い」を行う前に送付した出願書類は、無効になる場合があります。 

(5)出願書類に不備・不足がある場合、出願は受け付けません。書類については本人または証明書等の発行元に問い合
わせることがありますが、連絡がつかない場合、本学は関知しません。 

(6)「2.入学検定料の支払い」後は、出願内容は一切変更できません。電話番号等の本人情報が変更になった場合は、
必ず入試課(Email:admissions-grp@g.chuo-u.ac.jp)へ連絡してください。転居等の場合は、郵便局での転居・
転送サービスの手続を行ってください(本学への連絡は不要です)。住所等の誤入力に関して本学は関知しませんの
でご注意ください。 

(7)提出された出願書類は、出願資格の有無に関わらず、いかなる理由があっても返却しません。 
 
事前準備 
 
(1)出願書類の準備 
出願にあたって提出(郵送)が必要な書類は、P.12～15を確認してください。 
特に、高等学校や教育機関から発行される証明書や、英語能力の証明書は発行に時間がかかりますので、十分余裕
をもって、発行の手続を行ってください。 
出願書類のうち本学所定用紙については、本学Webサイト(https://www.chuo-.ac.jp/connect/admission/special/guide/)よ
りダウンロードし、 A4片面・白紙に印刷のうえ、必要事項をもれなく記入してください。 

 
 
 
 

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
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(2)出願写真の準備 
Web出願には、デジタル写真(ファイル形式：JPEG 推奨サ 
イズ：640×480ピクセル)が必要です。 

＜出願写真について＞ 
以下の条件を満たすデジタル写真を用意してください。 
①出願前3か月以内に撮影した本人のみが写ったカラー写真 
②上半身、正面(焦点が合っているもの)、髪で目や輪郭が隠れてい
ないもの、背景が無いもの、無帽のもの 
※詳細は右のイラストを確認してください。 
※出願写真は入学試験当日の受験者の本人確認に使用するほか、入
学後は学生証等に使用します(在学中の写真の変更はできません)。 

※受験時に眼鏡をかける場合は眼鏡をかけて撮影してください。眼
鏡のレンズは無色透明に限ります。 
※制服、私服は問いません。 
※証明写真等、プリントアウトした写真を撮影したものは使用しな
いでください。 
※画像に加工を施したものは認めません。 
※顔写真データは画面上でサイズを調整して登録することができま
すので、顔がはっきり映るよう調整してください。 

※出願写真として適切でないと判断された場合は、再提出になることがあります。期限内に再提出を行わない場
合、出願は受け付けません。 

 
(3)出願に必要な環境の準備 
①インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレットのいずれかを準備してください。 
学校や図書館等、自宅外のパソコンでも差し支えありません。 
〈推奨ブラウザとバージョン〉 
〔Windows〕 Microsoft Edge 最新バージョン／Internet Explorer 11.0以上／Chrome 最新バージョン／ 

Firefox 最新バージョン 
〔Mac OS〕   Safari 9.0以上 

②プリンタを準備してください。 
Web出願の出願登録完了画面に表示される出願情報や、出願書類郵送用の「宛名ラベル」を印刷するためのプリ 
ンタが必要です。 
※「宛名ラベル」がなくても出願書類の郵送は可能ですが、その場合、Web出願登録完了後に画面に表示され 
る「宛名ラベル」の内容を、出願書類を郵送する封筒に転記する必要があります。 

③メールの設定 
Web出願の際、メールアドレスの登録が必要です。登録したメールアドレス宛に、Web出願登録時や入学検定 
料の支払い時の自動送信メールのほか、大学からの重要なお知らせが届きますので、なるべく普段から使用して 
いるメールアドレスを登録してください。 
※登録するメールアドレスについてドメイン受信設定している場合は、必ず「@g.chuo-u.ac.jp」からのメー 
ルが受信できるよう、あらかじめ設定しておいてください。当該設定がされていないことにより、志願者が不 
利益を被った場合も、本学は一切関知しません。 

※試験合格後、本学から入学手続等に関する重要なお知らせを通知する場合があります。メールアドレスは、必ず
2022年3月末まで使用可能なものを登録してください。 
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１.Web出願登録 
 
①UCAROへ会員登録<必須> 
出願には、受験ポータルサイト「UCARO」(ウカロ)への会員登録(無料)が必要です。 
「UCARO」トップページ(https://www.ucaro.net/(右記QRコード))にスマートフォンまたはパ
ソコンからアクセスし、「会員登録」のページから会員登録を行ってください。会員登録にはメ
ールアドレスが必要です。 
「大学一覧」より中央大学を「お気に入り登録」することで、中央大学からのお知らせが届くよ
うになります。お知らせには、入学試験に関するお知らせの他、本学主催のイベントその他の告知が含まれます。
また、試験合格後、本学から入学手続等に関する重要なお知らせを通知する場合があります。メールアドレスは、
必ず2022年3月末まで使用可能なものを登録してください。 
※既に「UCARO」へ会員登録した方は再度会員登録を行う必要はありません。 
※「UCARO」への会員登録は出願期間より前に行うことができます。なるべく早めに会員登録を行ってください。 
※会員登録と合わせて、アカウント情報(住所等)を登録しておくと、Web出願登録時に個人情報の入力の手間を省
くことができます。 

 
②Web出願システムへアクセス 

Web出願登録は、出願期間初日の10:00より可能です。 
出願期間内にスマートフォンまたはパソコンから「UCARO」にログインし、大学一覧の「出願する」から本学の
Web出願システムにアクセスしてください。 
※本学Webサイト(http://www.chuo-u.ac.jp/)よりWeb出願システムにアクセスすることも可能です。本学Web
サイトからWeb出願システムにアクセスし、出願登録を行う場合は「UCARO」のアカウント認証が必要です。 

 
③Web出願登録 
はじめに、Web出願システムトップ画面の「出願の流れ」を必ずよく読んでください。 
入力画面に沿って、間違いのないよう登録してください。 
※入学検定料を納入してしまうと、一切出願の内容を変更することができなくなります。 
STEP1  出願する入試方式・学部・学科・専攻(プログラム)・コース等を選択 

※1回のWeb出願登録では、1学部・1試験方式の出願しかできません。複数の学部・試験方式を出願す
る場合には、ひとつめの学部・試験方式のWeb出願を完了したのち、あらためて、ふたつめ以降の学
部・試験方式について、最初からWeb出願登録を行ってください。 

STEP2  個人情報の登録 
※氏名、生年月日、住所、連絡先等の入力・選択に十分注意してください。 
※登録した情報に誤りがあると、出願が受け付けられない場合があります。 

STEP3  出願写真のアップロード 
P.6「(2)出願写真の準備」に記載の通り用意したデジタル写真を、画面の案内に従ってアップロードし
てください(アップロード前の写真のサイズ調整が必要です)。 

STEP4  支払方法の選択 
「クレジットカード決済」「コンビニエンスストアでの支払い(日本国内のみ)」「金融機関ATM
［Pay-easy］/ネットバンキング(日本国内のみ)」を選択してください。詳細は「2.入学検定料の支払
い」を確認してください。 
※入学検定料の支払い後は、出願内容は一切変更できません。 
「入学検定料の支払い」を行う前に、出願内容に誤りがないか、慎重に確認してください。 

STEP5  出願登録完了画面の確認 
STEP1～STEP4が完了したら、Web出願登録完了画面に遷移します。 
Web出願登録完了画面には、出願番号(受験番号ではありません)が表示されます。出願番号は出願内
容の確認等に必要となるため、画面を印刷するか、メモ等で控えておいてください。 
※Web出願登録が完了すると、登録されたメールアドレスにWeb出願登録完了メールが届きます。登

https://www.ucaro.net/
http://www.chuo-u.ac.jp/
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録するメールアドレスについてドメイン受信設定している場合は、必ず「@g.chuo-u.ac.jp」からの
メールが受信できるようあらかじめ設定しておいてください。 

※Web出願登録完了メールが不着であった場合でも、出願期間後の出願は一切認めません。 
STEP6 「宛名ラベル」の印刷 

出願書類送付時に必要となる宛名ラベルを印刷してください。 
※「プリンタを所有していない」、「スマートフォン・タブレットから操作している」、「印刷でき
ない」場合は、宛名ラベルの内容(送付先、出願番号、出願先学部・学科・専攻(プログラム)、入試
種別、氏名(漢字・カナ)、本人連絡先住所)を出願する封筒に転記してください。 

 
2.2２.入学検定料の支払い 

支払手順等の詳細については、Web出願システムトップ画面の「出願の流れ」中の「入学検定料の支払方法につい
て」を参照してください。 
 
(1)金額 
各学部・試験方式の入学検定料は以下とおりです。 

学部・試験方式 金額 
法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、 

文学部、総合政策学部、国際経営学部【A方式】 
35,000円 

経済学部【B方式】、商学部【B方式】 15,000円 
※上記の他、1回の出願ごとに支払手数料(1,150円)が別途発生します。 

 
(2)支払方法 
  入学検定料は、以下の方法で支払うことができます。 

支払方法／取扱金融機関 支払金額上限 支払期限 その他 
クレジットカード 
 ・VISA 
 ・Mastercard 
 ・JCB 
 ・AMERICAN EXPRESS 
 ・Diners Club Card 

カード会社にご確認くださ
い。 

出願期間最終日の
23:59まで 

クレジットカード
やインターネット
バンキングは、志
願者本人の名義で
なくても構いませ
ん。 

コンビニエンスストア(注1) 
 ・ローソン、ミニストップ 
 ・ファミリーマート 
 ・デイリーヤマザキ 
 ・セイコーマート 
 ・セブン-イレブン 

  

金融機関ATM［Pay-easy］(注2) 
ネットバンキング 銀行にご確認ください。 

注1:コンビニエンスストアからの支払いは、日本国内に限ります。 
注2:対象金融機関(日本国内に限ります)は以下のサイトで確認してください。 
  http://www.well-net.jp/multi/financial_list/ 

 
(3)入学検定料の支払いに関する注意事項 
入学検定料の支払いが完了すると、登録されたメールアドレスに入学検定料支払完了メールが届きます。登録す
るメールアドレスについてドメイン受信設定している場合は、必ず「@g.chuo-u.ac.jp」からのメールが受信
できるよう、あらかじめ設定しておいてください。 
※入学検定料支払完了メールが不着であった場合でも、出願期間後の出願手続は一切認めません。 

 
入学検定料の返還について 

一度納入された入学検定料は、原則として返還しません。ただし、以下「返還請求対象」1、2のいずれかに該当
し、2022年 1月 31日(月)まで(消印有効・厳守)に、以下の方法で返還申込手続を行った場合のみ、入学検定料

http://www.well-net.jp/multi/financial_list/
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を返還します(支払手数料は返還できません)。 
＜返還請求対象＞ 

1．入学検定料を納入したが、出願期間内に出願書類を提出しなかった。 
2．入学検定料を納入し、必要書類を提出したが、出願が受理されなかった。 
※上記以外の事由による入学検定料の返還は一切行いません。 
※期限後の返還申込手続には一切応じられません。 

＜返還申込手続＞ 
所定の「返還請求書」(P.10)を印刷し、必要事項をもれなく記入・捺印のうえ、以下の送付先に簡易書留(日本国
外から送付する場合は、EMS、DHL等の追跡可能な航空便(Registered Post by Air Mail))で郵送してください。 
送付先 
«日本国内から送付する場合» 
 〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 中央大学入試課 入学検定料返還係 
«日本国外から送付する場合» 
 Chuo University Admissions Office 
  742-1 Higashinakano, Hachioji-shi, Tokyo 192-0393 JAPAN 

＜注意事項＞  
1．提出された書類は、入学検定料返還の可否に関わらず返却しません。 
2．処理の都合上、返還請求書の提出から、入学検定料の返還まで 2～3か月程度を要しますので予めご了承くだ 
さい。 

3．原則、日本国内の銀行口座への返金とします。日本国内口座を開設していない場合のみ、「返還請求書」(P.10) 
ではなく、「返還依頼書(日本国外口座用)」(P.11)を使用してください(海外送金に係る手数料は志願者負担と 
します)。なお、送金通貨はすべて日本円(JPY)となります。 

4．振込日に関する個別のお知らせは行いませんので、出願者ご自身で振込先口座の入金状況を確認いただくよう
お願いします。 
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※中央大学は、本書にご記入いただいた個人情報を、納入金の返還およびこれに付随する関連業務のためにのみ利用いたします。 

下線部・枠内をもれなく記入してください。 

返 還 請 求 書 
     年   月   日 

中 央 大 学  御 中 

〒   －      住所                            

 

金      -円也  銀行口座名義人名          ㊞  TEL.    (    )      

 

 

 

下記の理由により返還を請求します。 

なお、返還金については下記預金口座へ振込んでください。 

 

志願者氏名              

入試名 外国人留学生入学試験 

出願学部 

学科 

専攻(プログラム)  

 
出願

番号 
 

理由 

※該当する番号

に〇をつけて

ください。 

1．入学検定料を納入したが、出願期間内に出願書類を提出しなかった。 

2．入学検定料を納入し、必要書類を提出したが、出願が受理されなかった。 

 

注)太枠内をもれなく記入してください。金融機関および預金の種別は○で囲んでください。 

ゆうちょ銀行を指定する場合は【他金融機関用振込口座番号】と【記号番号】を記入してください。 

「口座名義人」欄について、アルファベット表記の場合、通帳記載のとおりに記入してください。 

銀行

信金 支店 （支店コード： ）

農協

（金融機関コード： ） 【ゆうちょ銀行のみ 記号番号 】

[いずれかに〇]

普通

当座

口座番号(右詰めで記入）

志願者との続柄　　[　　本人　　・　　保護者　　]

預金種別

[いずれかに〇]

口座名義人　カナシメイ（ ゛゜は1マス使用）

 

2022年度特別入学試験 

＜国内口座用＞ 

  

※支払手数料(1回の出願につき\1,150)は返還対象外です。入学検定料の金額のみ記入してください。 

※記入された金額が対象金額と異なる場合は、本学にて訂正させていただきます。 

※記載内容に不備があった場合、電話あるいはUCAROに登録したメールアドレスへ問い合わせることがあります。 
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年   月   日 

返還依頼書【日本国外口座用】 
 

中 央 大 学 御 中 

 

金      -円也     志願者本人の署名(Signature)                 

 

 下記の理由により返還を請求します。 

入試名 外国人留学生入学試験 

出願学部 

学科 

専攻(プログラム) 

 
出願

番号 
 

理由 

※該当する番号

に〇をつけて

ください。 

1．入学検定料を納入したが、出願期間内に出願書類を提出しなかった。 

2．入学検定料を納入し、必要書類を提出したが、出願が受理されなかった。 

中央大学から私に支払われる返金等は、下記の預金口座振込によりお支払いください。 

下記口座に振り込まれた時点で受領したものと認めます。 

※海外送金手数料は出願者負担となります。 

以下の項目について右の欄に英字で、漏れなく正確に記入してください。 

銀行名(Bank) 
 

支店名(Branch) 
 

受取人取引銀行 No.支店 No.等 

(ABA No.，BIC code etc) 

 

国名(Country) 
 

銀行住所(Bank Address) 
 

受取人口座番号(Payee’s A/C No.) 
 

受取人名(Payee’s Name) 
 

受取人住所(Payee’s Address) 
 

受取人電話番号(Payee’s Phone No.) 
 

受取人メールアドレス(E-mail) 
 

                          2022年度特別入学試験＜日本国外口座用＞ 

 

入試要項に定める入学検定料の返還事由に該当する場合で、日本国内に銀行口座がないなどの理由で、日本国外の口座への返金を希望す

る場合のみ、この用紙を使用してください。 

※支払手数料(1回の出願につき\1,150)は返還対象外です。入学検定料の金額を記入してください。 

※記入された金額が対象金額と異なる場合は、本学にて訂正させていただきます。 

※記載内容に不備があった場合、電話あるいはUCAROに登録したメールアドレスへ問い合わせることがあります。 
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3.出願書類の送付 
 

(1)注意事項 
i.すべての出願書類に共通の注意事項 
①出願に際して提出した書類・記載事項に不正が認められた場合は、その時点で本学への出願資格を取り消しま 
す(合格していた場合には合格を取り消し、入学していた場合には入学を取り消します)。このことによる入学 
検定料や学費等の返還は一切行いません。 

②提出した書類は出願の成否に関わらず、一切返却しません。特に証明書(高等学校から発行されたもの、
TOEIC®、TOEFL iBT®、IELTSのスコアレポート等各検定試験実施機関から発行されたもの等)についても、
返却しませんので十分注意してください(本学の入学試験に不合格となり、他大学に出願する等の理由での返
却希望についても応じられません)。 

ii.本学所定用紙に関する注意事項 
①出願書類のうち、本学所定用紙は本学Webサイトからダウンロードし、A4片面・白紙にて印刷してください。 
②志願者本人が自筆で黒色のボールペン(鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください)で記入してください。 
③楷書またはローマ字活字体(Block Letters)、数字に関しては算用数字を用いてください。 
④書き損じた場合は、修正テープ(液)は使用せず、修正箇所に二重線(＝)を引き、正しく書き直してください。 
⑤本学所定用紙は2022年度入試のものを使用してください。過年度のもの等は無効とします。 

iii.証明書類に関する注意事項 
①出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続
を行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 

②複数の学部や試験方式(【A方式】と【B方式】)を併願する場合も、証明書類は出願する学部や試験方式の数
だけ必要です。出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の
原本照合の手続を行った当該証明書のコピーを、出願する学部や試験方式の数だけ準備してください。 

 
(2)出願書類 
出願にあたっては、以下の「出願書類一覧」の書類を取りそろえ、出願期間内に郵送(締切日消印有効)してくだ
さい。 
特に、証明書類について、本学の入学試験に不合格となった場合に、他大学等の出願に使用するために返却して 
ほしい旨を本学に申し出ても応じられません。原本が1部しかなく、志願者の手元に残しておかなければならない 
証明書は提出せず、必ず「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続を行った当該証明
書のコピーを提出してください。 
※各出願書類や証明書に記載された氏名がパスポートの記載と異なる場合は、出身(在籍)高等学校または大使館、
公証役場等の公的機関から、「証明書に記載された人物名」と「パスポート記載の人物名」が同一人である旨を
記載した証明書の発行を受け、その他の出願書類に同封して提出してください。 

 

<出願書類一覧> 

1.志願者経歴書(本学所定用紙)《全員提出》 
本学Webサイト(https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/)よりダウンロードし、A4
片面・白紙に印刷のうえ、志願者本人が必要事項をもれなく記入してください。 
2.志望理由書(本学所定用紙) 
《経済学部【B方式】、商学部【B方式】、理工学部、文学部、国際経営学部【A方式】志願者は必ず提出》 
※法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、総合政策学部志願者は提出する必要がありません。 
※志願者本人が自筆した原本を提出してください。 
本学Webサイト(https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/)より所定用紙をダウンロ
ードし、A4片面1枚・白紙に印刷のうえ、志願者本人が必要事項を日本語で記入してください。 
※所定用紙は2種類あります。出願学部によって所定用紙が異なりますので注意してください。 

  

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
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3.出身(在籍)高等学校の卒業(見込み)証明書《全員提出》 
※最終出身校が大学である場合も、必ず高等学校の証明書を提出してください。 
※当該国における学校教育の12年の課程を修了したことが分かる証明書であれば、ディプロマ等の提出は不要
です。 
①出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続
を行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 

②出身国の言語、日本語、英語、中国語のいずれかの言語で作成されたものを提出してください。 
ただし、日本語、英語、中国語以外の言語の場合は日本語または英語による訳文(大使館、公証役場等の公的
機関で証明を受けたもの。翻訳に関する日本語学校での証明は認めません)も提出してください。 

③氏名、生年月日、入学年月、卒業(見込み)年月が正しく記載された証明書を提出してください。 
※氏名や生年月日の間違いに特に注意してください。 

④既に卒業した場合は、卒業後に発行されたものを提出してください(発行日の指定はありません)。 
⑤初等中等教育の課程が12年未満である国の高等学校を卒業(見込み)の場合で、出願資格2②(P.2参照)に該当
する者は、準備教育課程の修了(見込み)証明書も併せて提出してください。 

⑥出願資格2③(P.2参照)に該当する者は、高等学校の卒業(見込み)証明書に代えて、検定の合格証明書および
成績証明書を提出してください。ただし、法学部へ出願する場合で、高等学校を中途退学した場合は、高等
学校在学中の成績証明書も提出してください。 

⑦初等中等教育の課程が12年未満である国の高等学校を卒業後、自国の高等教育機関(大学等)に在学し、初等
中等教育の課程の在籍期間と高等教育機関への在籍期間の合計が12年を満たす(見込み)場合には、当該高等
教育機関(大学等)発行の在籍証明書も併せて提出してください。 

⑧出身国の教育課程や出身(在籍)高校の事情等により、出身(在籍)高校で卒業証明書の発行を行わない場合の
み、成績証明書その他当該校が発行した証明書に卒業年月が記載されていれば、卒業証明書の代わりとして
受け付けます。 

4.出身(在籍)高等学校の成績証明書《該当者のみ提出》 
※最終出身校が大学である場合も、高等学校の証明書を必ず提出してください。 
①出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続
を行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 

②出身国の言語、日本語、英語、中国語のいずれかの言語で作成されたものを提出してください。 
ただし、日本語、英語、中国語以外の言語の場合は日本語または英語による訳文(大使館、公証役場等の公的
機関で証明を受けたもの。翻訳に関する日本語学校での証明は認めません)も提出してください。 

③氏名、生年月日、入学年月、在籍中の全学年・学期の成績が正しく記載された証明書(卒業見込みの場合は出
願時点で提出可能な最新の成績まで記載されたもの)を提出してください。 
※氏名や生年月日の間違いに特に注意してください。 

④高等学校在籍中に｢飛び級｣歴がある場合には、その旨が記載された成績証明書または卒業証明書を提出する
か、または、別途「飛び級」歴を証明する出身(在籍)学校からの証明書を添付してください。 

⑤転校等で複数の高等学校に在籍した場合は、それぞれの高等学校の在学期間中の各学年別成績が記載されて
いるものを提出してください。ただし、最終的に卒業(見込み)した高等学校が発行する成績証明書におい
て、それまで在籍した別の高等学校の在学中の全期間の成績も記載されている場合には、最終的に卒業(見込
み)した高等学校が発行した成績証明書のみの提出で差し支えありません。 

⑥証明書は原則として志願者本人から本学入試課へ送付するものとしますが、高等学校において、当該高等学
校から本学入試課への直接送付以外の発行手段が認められていない等の場合に限り、高等学校から本学入試
課への直接送付を受け付けます。ただし、この場合、出願期間最終日までに高等学校から本学へ到着する必
要がありますので、注意してください。 

⑦出身国の教育課程や出身(在籍)高校の事情等により、出身(在籍)高校で成績証明書の発行を行っておらず、
統一試験等の成績証明書しか発行できない場合のみ、当該証明書を出身(在籍)高校の成績証明書の代わりと
して受け付けます。 
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5.出身(在籍)高等学校の在籍期間証明書《該当者のみ提出》 
※出身(在籍)高等学校の発行した卒業(見込み)証明書や成績証明書等のどの証明書にも、入学年月・卒業年月
の記載がない場合のみ、入学年月・卒業年月を明記した在籍期間証明書を提出してください。 

①出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続
を行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 

②出身国の言語、日本語、英語、中国語のいずれかの言語で作成されたものを提出してください。 
ただし、日本語、英語、中国語以外の言語の場合は日本語または英語による訳文(大使館、公証役場等の公的
機関で証明を受けたもの。翻訳に関する日本語学校での証明は認めません)を併せて提出してください。 

6.パスポートのコピー《全員提出》 
氏名、生年月日、顔写真、国籍、パスポートの有効期限のページを、A4サイズの用紙にコピーしたものを提出
してください。ビザのページは提出不要です。 
7.「日本留学試験(EJU)」の受験票のコピー《全員提出》 
①本学の入学試験に関し、「日本留学試験(EJU)」で提出できる成績は、2021年度第1回または第2回のいずれ
か1回のみです(ただし、2021年度第1回試験が中止となった国・地域の会場の受験者に限り、2020年度第2回
の成績の提出を認めます)。Web出願登録の際にいずれかの実施回を選択し、選択した方の実施回の受験番号
を入力する必要があります。 
②必ず、Web出願登録の際に選択した実施回(受験番号を入力した実施回)の受験票をA4サイズの用紙にコピー
したものを提出してください。2021年度第1回以前の実施回については、受験票に代わり「成績通知書」のコ
ピー(A4サイズ)またはEJUオンラインから印刷した「成績確認書」のコピー(A4サイズ)でも受け付けます。 
※Web出願登録の際に選択した実施回と異なる実施回のものは受け付けられません。 

③出願後、選択した実施回の変更は一切認めません。 
④2021年度第2回を選択し、受験票を紛失した場合は、EJUオンラインからA4サイズの用紙に印刷した「仮連
絡票」を提出してください。 
※「日本語能力試験(JLPT)」に関する証明書の提出は不要です。ただし、「日本留学試験(EJU)」を実施してい
ない国・地域在住者で、「日本語能力試験(JLPT)」を代替として希望する場合(P.4参照)のみ、「日本留学試
験(EJU)」の受験票に代わり、「日本語能力試験(JLPT)認定結果及び成績に関する証明書」を提出してくださ
い。 
※経済学部【B方式】、商学部【B方式】、理工学部については、「日本語能力試験(JLPT)」は利用できません。 
8.在留カード(または住民票)のコピー《日本国内在住者のみ提出》 
①出願時に有効な在留カード(特別永住者の場合は特別永住者証明書)をA4サイズの用紙にコピーしたもの(必
ず表・裏両面をコピーしてください)または住民票を提出してください。住民票を提出する場合は、在留資格・
在留期間・在留期間満了日の記載を含むもので、出願時の3か月以内に発行されたものを提出してください。 
②在留カードを更新中の場合は、現在所持している在留カードのコピー(表・裏両面)を提出し、更新後、新しい
在留カードのコピーを提出してください。 
※日本国内在住者でない場合は提出する必要はありません。 
※マイナンバーが記載された住民票は提出しないでください。 
9.日本国内の中学校の在籍期間証明書《該当者のみ提出》 
出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続を 
行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 
※外国の高等学校での在籍期間が3年未満であり、かつ日本国内の中学校に在籍した経歴のある場合のみ、日
本国内の中学校の在籍期間が分かる証明書(氏名、生年月日、入学年月、卒業年月が記載されたもの)を提出
してください。 

※日本国内の複数の中学校に在籍した場合は、それぞれの中学校の在籍期間が分かる、各中学校が発行した証
明書を提出してください。 
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10.大学、短期大学の卒業証明書・成績証明書《法学部の志願者のうち、該当者のみ提出》 
➀最終学歴が大学または短期大学の場合のみ、提出してください。 
➁出願時点で大学または短期大学の在学中、休学中または中途退学の場合、在籍期間証明書と成績証明書を提出
してください。 
③出身(在籍)学校が発行した原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続
を行った当該証明書のコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 
④出身国の言語、日本語、英語、中国語のいずれかの言語で作成されたものを提出してください。 
ただし、日本語、英語、中国語以外の言語の場合は日本語または英語による訳文(大使館、公証役場等の公的
機関で証明を受けたもの。翻訳に関する日本語学校での証明は認めません)を併せて提出してください。 

11. TOEIC®L&R、TOEFL iBT®、IELTSのいずれかのスコア証明書 
《法学部、経済学部【B方式】、商学部【B方式】、理工学部、文学部、総合政策学部、国際経営学部【A方式】 
 志願者は必ず提出》※経済学部【A方式】については1次選考合格者のみ提出 

※以下A～Cのいずれかを必ず提出してください。 
出願期間までに各検定試験を受験していても、以下A～Cのいずれかを出願期間内に提出できなければ、該当 
する本学の入学試験に出願することはできません。 

※各検定試験は、出願する学部・試験方式の出願期間初日から遡って2年以内に実施されたものに限ります。 
※法学部、経済学部【B方式】、商学部【B方式】、総合政策学部、国際経営学部【A方式】の出願にあたっては、
スコアの要件が定められていますので注意してください(P3.｢1.入学試験日程・試験科目等一覧｣参照)。 

※経済学部【B方式】、商学部【B方式】に出願する場合で、日本留学試験(EJU)の出題言語を｢英語｣で受験した 
場合は、以下の英語検定試験の証明書を提出する必要はありません。 

※経済学部【A方式】については、1次選考合格後、2次選考の受験にあたり、以下のA～Cのいずれかを下記期
間に提出してください。詳細は、1次選考合格発表の際、対象者にお知らせします。 
【提出期間】：2022年1月7日(金)～1月12日(水) 必着 

※出願書類に同封して提出することも可能です。この場合、上記期間の再提出は不要です。 
 

A.TOEIC®L&R(IPテストを除く)のスコアレポート 
必ずスコアレポートの原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続を行 
った当該スコアレポートのコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 
※Webページから印刷したスコアレポートは受け付けません。 
※試験実施機関より直接本学へ送付することは認めません。 
※国際経営学部【A方式】に出願する場合は、TOEIC®L&RおよびS&W(IPテストを除く)のスコアレポートを 
提出してください。 

B.TOEFL iBT®(Home Editionを含む)のスコアレポート 
以下の①または②いずれかにより提出してください。 
①Test Taker Score Report(原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手 
続を行った当該スコアレポートのコピー)を出願書類に同封して提出。 

②Educational Testing Service から Official Score Reportsの本学への直接送付により提出。 
※この場合、必ず My TOEFL Homeからダウンロードした Test Taker Score Reportを印刷したもの(右上 
 余白に本学への送付手続を行った日付(年月日)を記入すること)を出願書類に同封して提出すること。 
※My TOEFL Homeにおける手続の際、Institution Codeは 0151 を選択してください。 
※複数の学部・方式に出願する場合も、本学への送付手続は１回で差し支えありません。ただし、My TOEFL 

Homeからダウンロード・印刷した Test Taker Score Reportは出願する学部・方式ごとに必要です。 
C.IELTS(アカデミック・モジュールに限る)のスコアレポート 
必ずスコアレポートの原本または「証明書類の原本照合について」(P.16参照)に記載の原本照合の手続を行 
った当該スコアレポートのコピーを提出してください。これ以外のものは受け付けません。 
※スコアレポートの追加発行(実施機関から本学入試課への送付)を利用する場合は、出願期間最終日まで 
に実施機関から発送されたスコアレポートのみ受け付けます。発送手続を行った日ではなく、実際に発送さ 
れた日が出願期間最終日以前であることが必要ですので十分注意してください。 
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証明書類の原本照合について 
いったん提出した出願書類は出願資格の有無にかかわらず、いかなる理由があっても返却しません。証明書類につい
ても、返却できません。 
特に、証明書類について、本学の入学試験に不合格となった場合に、他大学等の出願に使用するために返却してほし
い旨を本学に申し出ても応じられません。原本が1部しかなく、志願者の手元に残しておかなければならない証明書
は提出せず、必ず以下1～3のいずれかの方法により原本照合を行った当該証明書のコピーを提出してください。 

 
1.郵送による原本照合 

  以下の書類を任意の封筒に入れ、本学入試課まで速達・簡易書留にて郵送してください(封筒に「原本照合書類在中」 
と朱記すること)。本学入試課での原本照合の上、当該証明書の原本を返却します。 
«日本国内から送付する場合» 
〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 中央大学入学センター事務部入試課 

«日本国外から送付する場合» 
Chuo University Admissions Office 
742-1 Higashinakano, Hachioji-shi, Tokyo 192-0393 JAPAN 

  【郵送物】 
  ①原本照合を希望する証明書類の原本 
  ②上記証明書類の写し 
  ③必要事項を記入した「証明書類原本返却願」(P.17に掲載の様式を使用してください)  
④返却用の「レターパックプラス」(520円・赤色) (日本国内への返送を希望する場合は必ず同封すること) 
※出願書類に①～④の書類を全てそろえて同封して提出しても構いません。ただし、①～④の書類が全てそろ 
っていなければ、当該証明書の原本は一切返却しません。 

※郵送に伴う書類の紛失や返却の遅延等に伴う損害について、大学は一切責任を負いません。 
※海外からの出願に限り、④返却用の「レターパックプラス」の同封は不要です。 
※書類の返送までは日数を要します(本学に着信した 2、3日後に発送)。返送料について本学は負担しません。 

 
2.出身(在籍)学校での原本照合 
志願者本人が在籍した高等学校のほか、日本語学習機関による原本照合も受け付けます。 
証明書の原本を学校へ提出し、以下のとおり作成していただくよう、ご担当の先生に依頼してください。 
ご担当の先生方へ  
①当該証明書が原本であることを確認のうえ、コピー(白黒でも可)をおとりください。 
②コピーの余白等に「原本と相違ないことを証明する」旨をご記入のうえ、貴校の公印(学校印または学校長の印)を
ご捺印ください。 

③証明書の原本およびご捺印済のコピーを志願者本人にご返却ください。 
 

3.公的機関での原本照合 
大使館、公証役場等の公的機関で認証を受けた証明書類のコピーについても、出願書類として受け付けます。 
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【特別入学試験】証明書類原本返却願 

 
証明書等の郵送による原本照合を希望する場合は、以下の①～③の要領で手続を行ってください。 
①太枠内に必要事項を明記する。 
②返却用の「レターパックプラス」(520 円・赤色)を用意し、返送先住所および電話番号を「お届け先」

欄に記入する。 
③原本照合を希望する証明書の原本とその写し、「証明書類原本返却願」(本用紙)および「レターパック

プラス」をあわせて、出願前もしくは出願書類に同封し、入試課に郵送する。 
※海外からの出願に限り、レターパックプラスの同封は不要です。 

太枠内を記入してください。 

氏 名  

出願する入試方式  

学部・学科・専攻(プログラム)  

電話番号 （        ） 

原本の返却を希望する書類 

※返却を希望する書類の種類を全

て記入してください。 

(記入例) 「高校の卒業証明書」「TOEFL Score Report」等 

海外からの志願者で、証明書の原本の返却先が国外の場合、以下も記入してください。 

氏 名(英字)  

返却先住所(英字)  

電話番号(国番号から記入)  

 

注意 
・「レターパックプラス」は郵便局窓口やコンビニエンスストア、郵便局のネットショップで購入してくださ

い。 
・「ご依頼主様保管用シール」は、剥がさないでください。 
・「レターパックプラス」は 2 つ折りにして同封しても構いません。 
・原則として、「証明書類原本返却願」(本用紙)および「レターパックプラス」が同封(海外からの出願に限り

不要)されていた場合に限り、原本を返却します。不備・不足等がある場合、原本は返却しません。 
・書類の返送までには、1 週間程日数を要します。 
・郵送に伴う書類の紛失や返却の遅延等に伴う損害について、大学は一切責任を負いません。 

 

 

大学使用欄 
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(3)出願書類の送付方法 
出願書類は郵送での提出のみ受け付けます。必要書類を市販の封筒(角2サイズ「240mm×332mm」)に入れ、
「宛名ラベル」を貼付し、出願期間内に、速達・簡易書留にて送付してください(締切日消印有効)。 
※出願期間超過後の消印の出願書類は一切受け付けません。 
※日本国外在住の場合は、EMS、DHL等の追跡可能な航空便(Registered Post by Air Mail)で以下の送付先に郵
送してください(締切日消印有効)。「宛名ラベル」は封筒に貼らず、出願書類と一緒に封筒の中に同封してく
ださい。書類は折り曲げずに郵送してください。 

 

 

※「宛名ラベル」は、Web出願システムトップ画面の「出願内容を確認・変更する(ログイン)」からも印刷でき 
ます。 

 「プリンタを所有していない」、「スマートフォン・タブレットから操作している」、「印刷できない」場合
は、宛名ラベルの内容(送付先、出願番号、出願先学部・学科・専攻(プログラム)・コース、入試種別、氏名(漢
字・カナ)、本人連絡先住所)を出願する封筒に転記してください。 

※出願書類到着確認のためのお問合せはご遠慮ください。書類の到着については、郵便追跡サービスを利用し確
認してください。なお、「UCARO」にて出願状況の確認ができます。 

 
Ⅴ.受験 
 
１.試験日程 

学部 試験日 試験内容・科目 

法 2022年1月13日(木) 
オンライン面接 

※別途、指定の期間内に「面接質問用紙」の提出が必要です。詳細
は1次選考合格者に連絡します。 

経済 
【A方式】 2022年1月13日(木) 

オンライン面接 
※別途、「小論文」の筆記試験を来校不要の形式にて実施します。 
※英語外部検定試験のスコア要提出。 

商 
【A方式】 2022年1月14日(金) 

オンライン面接 
※別途、指定の期間内に「事前課題(志望理由・学習計画書)」の提
出、「オンライン英語運用能力試験」の受験が必要です。 

理工 2022年1月11日(火) オンライン面接 

文 2022年1月14日(金) オンライン面接 

総合政策 2022年1月14日(金) オンライン面接 
※別途、「小論文」の筆記試験を来校不要の形式にて実施します。 

国際経営 
【A方式】 

2021年12月6日(月) 
～12月10日(金)23:59まで Web動画面接 

・法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、文学部、総合政策学部は、1次選考合格者が
対象となります。 

・面接は原則日本語で行いますが、国際経営学部【A方式】については、日本語および英語の両方で行い
ます。 

・経済学部【B方式】、商学部【B方式】は書類選考のみによる入学試験です。 
 
２.1次選考(書類選考)<法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、文学部、総合政策学部> 
法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、文学部、総合政策学部では、1次選考として、出願書類お
よび日本留学試験の得点に基づく書類選考を行います。 
[1次選考(書類選考)合格発表日] 

2022年1月7日(金) 
1次選考(書類選考)合格発表は、2022年1月7日(金)11:00より「UCARO」において行います。 

 

送付先 Chuo University Admissions Office  
        742-1 Higashinakano,Hachioji-shi,Tokyo 192-0393 Japan 
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3.受験票 
本学からの受験票の郵送は行いません。 
[受験票取得開始日時] 
法学部、経済学部【A方式】、商学部【A方式】、理工学部、文学部、総合政策学部 2022年1月7日(金) 11:00～ 
国際経営学部【A方式】 2021年12月3日(金) 11:00～ 

[受験票の取得方法] 
「UCARO」にログインし、メニューにある「受験一覧」で該当する入学試験を選択してください。 
「受験票・受験番号照会」の画面に進み、「受験票を印刷する」ボタンをクリックし、画面の案内に従って受験票を 
印刷してください。 
※受験票は必ずA4サイズのコピー用紙に印刷してください。カラー・白黒は問いません。 
※受験票が出力できない等の場合は、UCARO事務局(TEL 03-5952-2114)にご連絡ください。 
※「カナ氏名」等、記載内容に誤りがある場合は、入試課(Email:admissions-grp@g.chuo-u.ac.jp)へ連絡してくだ
さい。ただし、出願内容(試験方式・学部・学科・専攻(プログラム))は一切変更できません。 

 
4.受験上の注意 
・経済学部【A方式】、商学部【A方式】、文学部、総合政策学部、国際経営学部【A方式】 
詳細は、10月1日(金)に本学Webサイト(https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/)に掲載
する「2022年度中央大学入学試験オンライン試験実施要領」を必ずご確認ください。 
※パソコン(デスクトップまたはラップトップ)、カメラ・マイクを使用予定です。 
 

・法学部、理工学部 
Web会議ツール「Webex」を使用します。 
利用にあたり、以下の要件を満たす必要があります。詳細は、10月1日(金)に本学Webサイト(https://www.chuo
-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/)に掲載する「2022年度中央大学入学試験オンライン試験実施要領」
を必ずご確認ください。 
 1）パソコン：デスクトップまたはラップトップを使用すること。 

2）カメラ・マイク：パソコン内蔵または外部接続のものを使用すること。 
3）接続状態が安定しているインターネット回線を利用できる環境。 
4）騒音がなく、周囲に他者がいない環境。 
5）推奨環境(https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/WebexMeetings-Suite-System-Requirements)を満た

していること。 
※Web会議ツール利用に伴う通信料は、受験者自身の負担となります。 
※Webカメラ・マイクがパソコンに搭載されていない場合は、Webカメラ・マイク・スピーカーを別途用意して
ください。 

 
〔各学部事務室の連絡先〕 

学部 電話番号 
法学部事務室 042-674-3118 

経済学部事務室 042-674-3311 

商学部事務室 042-674-3519 

文学部事務室 042-674-3718 

総合政策学部事務室 042-674-4111 

国際経営学部事務室 042-674-4410 

理工学部事務室 03-3817-1742 
  

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
https://help.webex.com/ja-jp/nki3xrq/WebexMeetings-Suite-System-Requirements
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Ⅵ.合格発表 
合格発表日：2022年 1月 25日(火) 11:00 
合格発表は「UCARO」において行います。 
2022年 3月 31日(木)23:59まで確認が可能です。 
※合格通知や合否結果通知の郵送は行いません。 
※合否に関する問合せ(電話、メールを含む)には一切応じません。 

 
Ⅶ.入学手続 

重 要 
入学手続方法については、入学手続サイトに掲載する『入学手続要項』を必ず確認してください。入学手続サイトの URL
は、｢UCARO｣での合格発表の際お知らせします。本学から入学手続に関する書類の郵送は行いません。 
なお、合格後の入学手続に関するお問合せ先は、入学企画課です(TEL 042-674-2144)。入学試験に関するお問合せ
先(入試課)とは異なりますのでご注意ください。 
入学手続は、必要な手続を所定の期限内に行うことにより、完了します。期限後の入学手続は一切できません。 
期限内に入学手続を行わない場合は、入学を許可することができませんので十分注意してください。 
 

 １.入学手続期間 
2022年1月25日(火)～2022年2月16日(水)【厳守】 

 
２.入学手続手順(本学への入学の意思が決定している場合) 
本学への入学手続を行うには、以下の①および②を期限内に完了する必要があります。 
①入学申込金・学費等の納入 
上記期限内に、「UCARO」の合否照会より入学申込金・学費等の振込用紙をダウンロードのうえ印刷し、締切日 
までに納入してください。『入学手続要項』に手順を記載しますので必ず確認してください。 

②「UCARO」にて入学手続情報の入力 
※入学手続における学費等の支払は、原則として日本国内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)からの振込となります。
ただし、日本国内から振り込むことができない場合は、他大学の併願がない者のみ、日本国外からの送金(海外送
金)を認めます(海外送金をご利用の方は、学費等の納入期限が異なります)。入学手続に関する詳細は入学手続サ
イトに掲載する『入学手続要項』で必ず確認してください。 

※学費等の支払いにクレジットカードは使用できません。 
※合格者によっては、上記の手続に加え、別途書類の提出が必要な場合があります。 

 
３.入学手続の延期について(他大学を併願する場合) 
他大学を併願する場合は、2022年2月16日(水)【厳守】までに学費等のうち、「入学金」相当額の「入学申込金」 
(240,000円)を納めることにより、2022年3月25日(金)まで、入学手続を延期することができます。 
最終的に本学へ入学手続を行う場合は、入学手続延期期限である2022年3月25日(金)までに学費その他の納付金を 
納入し、併せて「UCARO」にて入学手続情報の入力を行ってください。期限後の手続は一切できません。 
なお、「入学手続申込金」は、最終的に本学へ入学手続を行った場合には「入学金」に充当しますが、本学への入学 
手続を行わなかった場合は一切返還しません。 

 
４.入学辞退 
本学への入学手続を完了した後に、入学の辞退を希望し、指定の期日までに所定の手続による届出を行い、受理され 
た場合は、「入学申込金」を除く学費その他の納付金を返還します。 

 
５.その他 
入学手続時には、保証人を立てる必要があります。保証人は、日本在住で独立して生活している日本人または外国人
で、在学中の本人に関する全ての事項について保証できる人でなければなりません。ただし、日本在住の保証人を得
られない場合に限って、本国在住の父母を保証人にすることができます。その場合は、緊急時の連絡先として、本国の
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父母に連絡することができる日本在住者(合格者本人を除く)の連絡先が必要となります。 
 
Ⅷ.学費その他納入金 
入学初年度                                                                                        単位：円 

学部 入学金 授業料 実験実習料 施設設備費 学友会費 
入学手続時 
納入金 

入学後納入 
必要額 

初年度 
納付金合計 

法 240,000 823,400 - 218,900 10,000 771,150 521,150 1,292,300 
経済 240,000 823,400 15,000 218,900 10,000 778,650 528,650 1,307,300 
商 240,000 823,400 18,000 218,900 10,000 780,150 530,150 1,310,300 
理工 240,000 1,175,700 109,600 297,700 10,000 1,041,500 791,500 1,833,000 
文 240,000 823,400 - 218,900 10,000 771,150 521,150 1,292,300 

総合政策 240,000 1,029,800 50,000 267,100 10,000 923,450 673,450 1,596,900 
国際経営 240,000 943,600 50,000 216,400 10,000 855,000 605,000 1,460,000 

 
2年次以降(納入金合計) 単位：円 
学部 2年次 3年次 4年次 
法 1,102,300 1,102,300 1,122,300 
経済 1,067,300 1,067,300 1,087,300 
商 1,070,300 1,070,300 1,090,300 
理工 1,593,000 1,593,000 1,613,000 
文 1,052,300 1,052,300 1,072,300 

総合政策 1,356,900 1,356,900 1,376,900 
国際経営 1,220,000 1,220,000 1,240,000 
・2022年度入学生の金額は未定のため、2021年度入学生の金額を参考に掲載しています。 
・入学金は 2年目以降納入する必要はありません。 
・納入期限および納入額は次のとおりです(納入期限が土日祝日の場合は翌銀行営業日が期限となります)。 
前期=入学手続時(入学２年目以降は 6月 30日)  入学金、学費(授業料・施設設備費・実験実習料)1/2額、学友会費 
後期=1月 14日                        学費(授業料・施設設備費・実験実習料)1/2額 

・2022年度以降の諸会費の内容(項目・金額)は未定のため、2021年度の金額を掲載しています。 
・4年次納入金額には学員会費(20,000円)が含まれます。 
・学費および学費の取扱いは今後変更される場合があります。 
 

Ⅸ.入学後の履修 
 
１.「日本語」、「日本語」以外の外国語の履修 

①各学部(法学部、経済学部、商学部、文学部、総合政策学部)における「日本語」を含む外国語科目の履修は、 
日本語能力によって以下の2コースに分かれています。 

Aコース 
日本語学習の必要度が高い留学生を対象としたコース 
「日本語」を合計16単位履修(必修)する必要があります。 

Bコース 
日本語学習の必要度が比較的低い留学生を対象としたコース 
「日本語」を合計8単位履修(必修)、「日本語」以外の外国語を合計8単位(商学部は6単位、文学
部は専攻(プログラム)によって単位数が異なる)履修する必要があります。 

 
②各学部(法学部、経済学部、商学部、文学部、総合政策学部、国際経営学部)では以下のとおり、「日本語」以外 
の外国語を設けています。 

学部・学科・専攻 履修できる外国語科目(注1) 
法
学
部 

法律学科 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語 
国際企業関係法学科 英語、ドイツ語、フランス語、中国語 

政治学科 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語 
経済学部 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、朝鮮語 
商学部 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、朝鮮語、ロシア語 
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文
学
部 

英語文学文化専攻 英語 
ドイツ語文学文化専攻 ドイツ語 
フランス語文学文化専攻 フランス語 

社会情報学専攻 英語 
その他の専攻・プログラム 英語、ドイツ語、フランス語、中国語(注2) 

総合政策学部 
英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国・朝鮮語、アラビア語、 
マレー・インドネシア語、ロシア語、ペルシア語、ヒンディー・ウルドゥ
ー語 

国際経営学部 英語(注3) 
注1:本人が国籍を有する国の公用語もしくは本人の母語を履修することはできません(文学部の英語文学文化専攻・ 

ドイツ語文学文化専攻・フランス語文学文化専攻・社会情報学専攻を除く)。詳細については、入学手続サイト 
に掲載する『入学手続要項』を参照してください。 

注2:文学部学びのパスポートプログラムで、入学手続時にスポーツ文化系を選択した場合は「日本語」のみ履修し
ます。 

注3:国際経営学部は「英語」が必修科目となります(「日本語」の履修は任意です)。 
 
【理工学部】 

学科 
履修できる外国語・卒業に必要な単位数 

(2020年度カリキュラムに基づく) 
英語 日本語、ドイツ語、フランス語、中国語 

数学科、生命科学科 8単位必修 1カ国語4単位必修 
情報工学科 9単位必修 1カ国語4単位必修 
物理学科、都市環境学科、精密機械工学科 8単位必修 必修科目はありません(選択科目として履修可) 
電気電子情報通信工学科、応用化学科、 
ビジネスデータサイエンス学科 

8単位必修 選択科目の英語と合わせて4単位必修 

人間総合理工学科 10単位必修 必修科目はありません(選択科目として履修可) 
※「英語」のほか、原則として「日本語」を選択履修してください。他の言語の履修を希望する場合は、履修相談
を行った上で選択履修してください。 

 
2.履修時間帯 
「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」により、在留資格「留学」の学生が専ら夜間 
通学をすることは認められていません。よって、本学では在留資格「留学」の学生は、6時限(18:50以降)の時間帯 
に偏った授業の履修はできません。 

 
Ⅹ.在留手続 

 
(1)入学者は、原則「留学」の在留資格で在籍することになります。在留資格が「家族滞在」、「定住者」、「永住
者」、「日本人の配偶者」等の者は、大学入学のために在留資格を変更する必要はありませんが、外国人留学生対象
の奨学金および学費減額制度は、在留資格「留学」の学生を対象としています。 

 
(2)入学試験に合格し、入学手続を完了した手続者に、「入学許可証」を送付します。「入学許可証」の交付を受けた後、
在留資格「留学」の取得申請を行ってください。4月からの学生生活に間に合うよう、在留手続はできるだけ早めに行
ってください。在留手続の詳細については、入学手続サイトに掲載する『入学手続要項』を参照してください。 

 
【日本に在留するための在留資格を持っている場合(在留資格「留学」の更新申請をする場合)】 
「入学許可証」交付後、各自で地方出入国在留管理局で在留資格「留学」の取得申請をしてください。 
申請に必要な書類は、「在留期間更新許可申請書(法務省所定用紙)」、｢入学許可証｣、「財政能力を証明するも
の」等になります。申請に必要な書類等の詳細は、『入学手続要項』を参照してください。 
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【日本に在留するための在留資格を持っている場合(｢家族滞在｣等から「留学」への変更申請をする場合)】 
「入学許可証」交付後、各自で地方出入国在留管理局で在留資格「留学」の取得申請をしてください。 
申請に必要な書類は、「在留資格変更許可申請書(法務省所定用紙)」、「入学許可証」、「財政能力を証明するも 
の」等になります。申請に必要な書類等の詳細は、『入学手続要項』を参照してください。 

 
【日本に在留するための在留資格を持たない場合】 
日本に入国するためのビザ(査証)を申請するためには、まず日本国内の法務省出入国在留管理庁に「在留資格認定
証明書」を申請する必要があります。 
「入学許可証」交付後、本学が「在留資格認定証明書」取得のための代理申請を行います。地方出入国在留管理局
に申請後、「在留資格認定証明書」が交付されるまでには、約1～2ヵ月程度かかります。「在留資格認定証明書」
が交付され次第、本学から本人宛(日本国外住所)に「在留資格認定証明書」を送付します。受領次第、日本大使館
等在外公館で「在留資格認定証明書」およびパスポートを提出し、在留資格「留学」取得申請を行ってください。 
申請に必要な書類は、「在留資格認定証明書交付申請書(法務省所定用紙)」、「入学許可証」、「財政能力を証明
するもの(経費支弁者の預金残高証明書、住民登録票の謄本等)」等になります。申請に必要な書類等の詳細は、
『入学手続要項』を参照してください。 

 
Ⅺ.学生生活 
 

(1)外国人留学生ガイダンス 
外国人留学生を対象としたガイダンスを4月上旬に実施する予定です。外国人留学生のための各種制度(在留手続、
奨学金・学費減額等)の説明および制度利用のための登録手続を行いますので必ず出席してください。 
詳細は、入学手続サイトに掲載します。 

 
(2)奨学金等 
中央大学には、日本政府奨学金、民間奨学団体の奨学金制度のほか、大学独自の奨学金制度と学費減額制度があり
ます。外国人留学生対象の奨学金および学費減額制度は、在留資格「留学」の学生を対象としています。 
詳細は、国際センター[国際連携・留学]Webサイトを参照してください。 
▶国際センター[国際連携・留学]Webサイト http://www.chuo-u.ac.jp/international/inbound/scholarship/ 
奨学金制度・学費減額制度は変更となる可能性があります。 

名称 内容 
①中央大学外国人留学生奨学金 
 (学部入学時給付奨学金) 

外国人留学生入試により入学する学部1年次(新入生)で、入学試験等の成績が
優秀な者を対象に、授業料および実験実習料の30％相当額を給付する。 

②中央大学外国人留学生奨学金 
 (学部・大学院給付奨学金) 

学部2年次以上の留学生で、成績優秀者を対象に、授業料および実験実習料の
50％相当額を給付する。 

③中央大学私費外国人留学生 
 学費減額制度 

私費留学生で、経済的事由により修学が困難で、かつ学力・人柄ともに優秀な
者を対象に、授業料の30％相当額を減額する。  

 
(3)住まい・国際寮 
①住まいのご案内 
住まいの斡旋は、中央大学生協住まいの斡旋係で行っています。生協Webサイトでもご案内していますのでご確 
認ください。 

      中央大学生協 住まいの斡旋係  TEL:042–674–3051  FAX:042–674–3052 
      生協Webサイト  http://www.chudai-seikyo.or.jp/room 
 

留学生住宅総合補償制度 
留学生がアパート等を借りるときに、連帯保証人が見つからない場合、「留学生住宅総合補償制度」に加入する
こと等を条件に、中央大学が連帯保証人を引き受けます。この制度を利用するためには、中央大学生活協同組合
不動産事業部を通して契約した物件であること等、所定の要件を満たす必要があります。本制度の詳細について

http://www.chuo-u.ac.jp/international/inbound/scholarship/
http://www.chudai-seikyo.or.jp/room
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は、合格者用Webサイトに掲載する案内、または国際センター[国際連携・留学]Webサイトを参照してくださ
い。 

  ▶国際センター[国際連携・留学]Webサイト http://www.chuo-u.ac.jp/international/inbound/housing/ 
 
②中央大学の国際寮 
日々の暮らしの中で国際交流を実践できる中央大学学生用の国際寮があります。 
｢国際教育寮｣:2020年4月開設の自炊タイプのシェア型国際寮(多摩キャンパス内・300室) 
「聖蹟国際交流寮｣:自炊タイプのワンルーム型国際寮(京王線聖蹟桜ヶ丘駅徒歩約8分・94室) 
詳細については、国際センター[国際寮]Webサイトでご確認ください。 
▶国際センター[国際寮]Webサイト http://www.chuo-u.ac.jp/international/dormitory/  

 
Ⅻ.その他 
 

(1)過年度試験結果 

学部 2021年度入試 2020年度入試 
志願者数 合格者数 志願者数 合格者数 

法学部 93 20 126 19 
経済学部【A方式】 204 44 230 47 
経済学部【B方式】 100 30 132 40 
商学部【A方式】 129 28 146 22 
商学部【B方式】 148 37 163 45 

理工学部 171 31 254 51 
文学部 196 26 270 18 

総合政策学部 18 3 44 6 
国際経営学部【A方式】 95 44 94 46 

計 1,154 263 1,459 294 
 
(2)外国人留学生数(2021年5月1日現在) 
■出身別外国人留学生数 

出身地 留学生数 出身地 留学生数 
中国 527 モンゴル 4 
韓国 88 タイ 3 
香港 12 ミャンマー 2 

マレーシア 10 スウェーデン 1 
フランス 8 ロシア 1 
台湾 8 ガボン 1 

ベトナム 5 その他3カ国(地域) 3 
インドネシア 4 計 677 

■学部別外国人留学生数(学部正規生のみ) 
学部 留学生数 
法学部 51 
経済学部 151 
商学部 91 
理工学部 83 
文学部 37 

総合政策学部 8 
国際経営学部 78 
国際情報学部 4 

計 503 
  

http://www.chuo-u.ac.jp/international/inbound/housing/
http://www.chuo-u.ac.jp/international/dormitory/
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 (3)Q&A 

Q ⇒ A 

出願資格について 
高校1年次まで外国の高校に通い、高校2年次に
来日し、日本の高校を卒業しました。外国の高
校は卒業していません(外国の大学の入学資格は
有していません)。出願できますか。 

⇒ 日本の高等学校(在外教育施設を含む)の卒業(見込み)、
日本の高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定試
験を含む)合格(見込み)、および出願資格2.⑤に該当しな
い在日外国人学校の卒業(見込み)は、本入学試験の出願
資格とはなりません。 

外国籍を有していますが、卒業したのは日本の
高校です。外国の高校は卒業していません(外国
の大学の出願資格は有していません)。出願でき
ますか？ 

⇒ 

小学校1年から中学校3年までの9年間を日本で
教育を受け、高校3年間は外国で教育を受けまし
た。出願できますか？ 

⇒ 
中高6年間のうち、在日年数が通算3年以内であり、か
つ、外国の高等学校を卒業(見込み)しており、その他の
必要な出願資格をすべて満たしていれば出願できます。 

日本と外国の二重国籍です。出願できますか。 ⇒ 外国の国籍を有し、その他の必要な出願資格をすべて満
たしていれば、出願できます。 

「家族滞在」「定住者」ビザです。出願できま
すか。 

⇒ 

出願にあたって、在留資格の指定はありません。ただ
し、入学後の外国人留学生対象の奨学金・学費減額制度
のほとんどが「留学」ビザの学生を対象としたもので
す。 

出願書類について 

出願は締切日必着ですか？消印有効ですか？ ⇒ 締切日消印有効です。 

誤った内容を記入してしまいました。 ⇒ 
新しい用紙に書き直すか、修正テープ(修正液)は使用せ
ず、修正箇所に二重線(＝)を引き、正しく書き直してく
ださい。 

海外で大学(短期大学)を卒業しました。高校の
証明書を提出する必要がありますか？ 

⇒ 

最終出身校が大学の場合も、高校の証明書が必要です。 
法学部志願者で最終学歴が大学(中途退学を含む)の場合
のみ、高校の証明書に加えて大学の卒業証明書(中途退学
の場合は在籍期間証明書)と成績証明書を提出してくださ
い。 

日本語学校の成績証明書や出席証明書を提出す
る必要がありますか？ ⇒ 必要ありません。 

日本留学試験(EJU)の受験票を紛失しました。 ⇒ 

2021年度第1回成績利用希望者は、かわりに「成績通知
書」のコピー(A4サイズ)またはEJUオンラインから印刷
した「成績確認書」のコピー(A4サイズ)を提出してくだ
さい。 
2021年度第2回成績利用希望者は、EJUオンラインから
出力した「仮受験票」(A4サイズ)を提出してください。 

日本留学試験(EJU)で「日本語」は2021年度第
1回の成績、「総合科目」と「数学」は2021年
度第2回の成績を利用することはできますか？ 

⇒ 
できません。受験回は2021年度第1回もしくは第2回の
どちらかを選択する必要があり、科目によって分けるこ
とはできません。 

2020年度第2回日本留学試験(EJU)の成績は利
用できますか？ ⇒ 

できません。2021年度第1回または第2回のいずれかと
なります。ただし、2021年度第1回試験が中止となった
国・地域の会場の受験者のみ、2020年度第2回の成績が
利用できます。 

在留カードを更新中です。 ⇒ 
出願期間末日が在留期間に含まれているものであれば、
更新中の在留カードのコピー(両面)を提出してくださ
い。 

複数学部を併願する場合、英語検定試験の証明
書は複数部必要ですか？ ⇒ 併願する学部の数の証明書が必要です。 

Web出願について 

Web出願をすれば出願完了となりますか？ ⇒ 
Web出願のみでは出願完了となりません。出願期間内に
出願登録、入学検定料の納入、必要書類の送付を行い、
出願完了となります。 

両親のクレジットカードで入学検定料を支払う
ことはできますか？ ⇒ 可能です。 
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受験票について 

受験票が届きません。 ⇒ 受験票は郵送しません。「UCARO」より｢受験票｣をダウ
ンロードのうえ印刷してください(P.18参照)。 

過去問題について 

過去問題はもらえますか？ ⇒ 
本学Webサイト(https://www.chuo-u.ac.jp/connect/
admission/special/guide/)に前年分を掲載していま
す。 

試験・合否について 

｢日本留学試験(EJU)｣の基準点(合格に必要な得
点)は何点ですか？ ⇒ 

合否判定は、出願書類、日本留学試験(EJU)の得点、中
央大学の個別試験、英語検定試験の結果等を総合して行
いますので、日本留学試験(EJU)において何点以上取れ
ば合格という基準点はありません。 

｢英語｣について、学習歴がなく不安です。 ⇒ 

中央大学の外国人留学生入学試験では、全学部、全ての
試験方式において「英語」の個別試験または英語検定試
験の受験が必須となっています。外国人留学生の皆さん
には、「英語」が苦手な方も多いですが、入学後の授業
や卒業後の就職において必要となる言語でもありますの
で、諦めず努力してください。 

https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
https://www.chuo-u.ac.jp/connect/admission/special/guide/
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近郊路線図・キャンパスマップ 

【多摩キャンパス】 



 

 

【後楽園キャンパス】 



 

 

 

中央大学入学センター事務部入試課 

〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 

TEL 042-674-2121 FAX 042-674-2470 

Email admissions-grp@g.chuo-u.ac.jp 

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

 

受験生応援 中央大学マスコットキャラクター 
「チュー王子」 

 

http://www.chuo-u.ac.jp/
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