
一般選抜

1. 募集人員
35名

2. 出願資格
（1）�　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）を卒業した者及び令和５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令和５年３月修了見込みの者。
（3）�　学校教育法施行規則第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる者及び令和５年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

3. 試験日程

試験日 試験場 集合時間
試験教科・試験時間

国語 英語 選択 面接

２月８日（水）
坂之上
キャンパス

9：00
９：30

～

10：30

10：45
～

11：45

12：05

～

13：05
13：30～

4. 選考方法

試験教科 試験科目・試験内容 時　間 配　点

国　語 国語総合，古典A・B，現代文A・B
※漢文を除く

各科目
60分

100点

英　語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ，英語表現Ⅰ 100点

選　択 「日本史B」，「世界史B」，「地理B」，「政治・経済」，
「現代社会」，「数学Ⅰ・数学A」から1科目 100点

面　接 集団面接 20分 100点

一 般 選 抜 試 験
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5. 出願手続（出願はＷＥＢ上で情報を入力後，書類を提出）
（1）　出願について

①　�看護学部を第1志望とする場合，一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）の併願は可
能です。

②　�音楽学科を除く他学部他学科を併願することは可能です。ただし，看護学部を第1志望とする場
合に限ります。

③　�同一学部内の学科併願はできません。
④　�大学入学資格検定合格者は検定合格成績証明書を，高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者）
は認定試験合格（見込）成績証明書を必ず提出してください。

⑤　�出願後の志望学科・選択科目などの変更は一切認めません。また，出願書類に不足・不備などが
ある場合は受け付けません。ただし，出願後に住所変更などが生じた場合は直ちに連絡してくだ
さい。

（2）　出願期間及び提出方法

出願期間（必着） 提出方法

１月５日（木）～１月27日（金）

【郵送の場合】
「簡易書留」で郵送してください。締切間際の場合は必ず「簡易書留速達」
としてください。

【窓口持参の場合】
平日９：00～16：30まで，土曜日9：00～12：00までに持参してください。

（3）　入学検定料　※一度納入した入学検定料はお返しできません。
　30,000円
　（複数学部志望した場合でも入学検定料は同額です。）

（4）　出願書類

出 願 書 類 注 意 事 項

志 願 票 ＷＥＢ出願登録時に発行された「受付番号」と「志願者氏名（カタカナ）」を
入力後，印刷してください。
※�出願手続完了後に，受験票を郵送します。届かない場合は，入試・広報
課に電話で問い合わせてください。

受 験 票

写 真 票

写 真
縦4ｃｍ×横3ｃｍの写真1枚。
出願3ヵ月以内に撮影した，正面・上半身・脱帽のもの。
裏面に氏名を記入後，写真票に貼付してください。

調 査 書

文部科学省規定の様式により，出身高等学校長が証明し，厳封したもの。
大学入学資格検定合格者は検定合格成績証明書を，高等学校卒業程度認定
試験合格者（見込者）は認定試験合格（見込）成績証明書を提出してください。

（出願3ヵ月以内に発行したもの。）

送 付 ラ ベ ル 本学ＨＰから様式をダウンロードし，市販の封筒（A４サイズ）に貼付して
ください。

レターパックライト
（ 結果通知送付用 ）

１枚購入し，真ん中から半分に折って書類と一緒に送付してください。
宛名欄は記入不要です。

※	同一学園短期大学部・大学の卒業者（見込者）は卒業証明書（見込証明書）を提出してください。
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6. 合格発表・入学手続期間

合格発表 入学手続期間
【結果通知】
※�結果通知書と，合格者には入学手続に必要な書類
を郵送します。
※�合否に関する電話等での問い合わせには一切応じ
ません。
※�出身高等学校長宛に合否を郵便で通知します。

【入学手続】
※�入学手続時納入金の納入及び入学手続書類を提出
してください。

２月21日（火）２月21日（火）～３月10日（金）

7. 試験場の下見について
試験日前日の15：00～16：30の間に下見ができます。ただし建物内部への立入りはできません。

8. 受験生への注意
①　�受験票は必ず持参してください。紛失又は忘れた場合は，試験開始までに入試・広報課に申し出
てください。

②　�9：00の集合時間後，直ちにオリエンテーションを実施しますので，遅刻しないようにしてくだ
さい。

③　�机上に受験番号が表示してあります。自分の番号の席に着き，受験票を受験番号シールの横に置
いてください。

④　�机上に置けるのは，受験票，黒鉛筆（シャープペンシル可），消しゴム，時計です。カバンは足
元に置いてください。

⑤　�時計やスマートフォン等のアラームは使用できません。また，携帯電話やスマートフォン等は電
源を切り，カバンの中に入れてください。

⑥　�試験室では，監督者の指示に従ってください。
⑦　�問題用紙が配付されても指示があるまでは手を触れないでください。
⑧　�解答は黒鉛筆（シャープペンシル可）で記入してください。解答用紙には，必ず受験番号を記入し，
氏名は書かないでください。

⑨　�試験開始後20分を超える遅刻者は入室できません。遅刻者は直ちに監督者に申し出てください。
⑩　�試験時間の途中で退出することはできません。ただし，試験中に具合が悪くなった場合は，監督
者に申し出て指示を受けてください。

⑪　�試験終了後，監督者の指示があるまでは退室しないでください。
⑫　�配付された問題用紙は，各自で持ち帰ってください。
⑬　�３科目を必ず受験してください。

9. 追加合格
入学手続の状況によって欠員が生じた場合，追加合格者を採用することがあります。合格通知は，本

人宛へ電話・郵便で通知します。

追加合格発表日
入学手続時納入金の納入期限

及び
入学手続書類の提出期限

３月11日（土） ３月13日（月）
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10. 心身に障がいを有する入学志願者との事前相談
心身に障がいを有する者で，受験又は修学上特別な配慮を必要とする者は，原則として各入試区分の
出願開始１週間前までに入試・広報課へ連絡してください。
出願にあたっては，入試・広報課に必ず相談してください。必要な場合は，本学において志願者又は
その立場を代弁し得る関係者などとの面談を行います。

11. その他
今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては選考方法等が一部変更となる場合があります。最新
の情報については，本学HPでご確認ください。
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インターネット（WEB）出願について

本学では，インターネットを利用した出願手続き（WEB出願）を行っています。本学ホームページ
上にあるWEB出願サイトにアクセスしてください。

本学ホームページへアクセス

WEB出願登録

入学検定料の納入

志願票・受験票・写真票等の印刷

出願書類の郵送

・�本学ホームページ「入試」の「入試情報：�WEB出願」で，入学試験要項
を確認します。
・�「出願手続きはこちら」から手続きサイトへアクセスし，メールアドレ
スの仮登録を行います。（ただし，手続きは出願期間のみ可能です。）

・��仮登録アドレスに「WEB出願開始URLのお知らせメール」が届きますの
で，「WEB出願登録」ページにアクセスしてください。
・�画面に従い，必要事項を入力してください。
・�出願登録を完了すると「受付番号」（19桁）が表示されます。（受付番号は
志願票等の印刷に必要となるので，必ず控えてください。）

・��クレジットカード，コンビニエンスストア，�Pay-easyのいずれかで納入
できます。
・��WEB出願登録の際に「コンビニエンスストア支払い」の場合は「払込票
番号」，「銀行で支払う（Pay-easy�）」の場合は「お客様番号」が発行
されるので，必ず控えてください。

・��入学検定料納入後に送信される「申し込み手続き完了メール」に記載さ
れたURLから志願票等印刷フォームへアクセスできます。
・��「受付番号」（19桁）「志願者氏名（カタカナ）」を入力後，志願票・受験票・
写真票と，送付ラベルを印刷します。

印刷した書類と調査書等の必要書類，結果通知送付用のレターパックラ
イト１枚（真ん中から半分に折る。）を，送付ラベルを貼付した封筒（市
販の封筒Ａ４サイズ）に入れて郵送します。
書類を郵送したら，出願手続き完了となります。
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大学入学共通テスト利用選抜（前期日程・後期日程）

1. 募集人員

入試区分 募集人員
大学入学共通テスト
利用選抜

前期日程 10名
後期日程 5名

2. 出願資格
（1）�　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）を卒業した者及び令和５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令和５年３月修了見込みの者。
（3）�　学校教育法施行規則第150条の規定により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

められる者及び令和５年３月31日までにこれに該当する見込みの者。

3. 試験日程

入試区分 試験日 試験場 集合時間 試験教科・試験時間

大学入学
共通テスト
利用選抜

前期日程 【大学入学共通テスト】
1月14日（土）～1月15日（日）

― ―

後期日程 ９：００
面　接

３月16日（木） 坂之上キャンパス ９：２０～

4. 選考方法

試験教科 試験科目・試験内容 配　点

国　語 国語※漢文を除く 200点

英　語 英語（リスニングを含む）

200点
「英語」のリーディング
は150点満点，リスニ
ングは50点満点に換
算する。

選　択

地理歴史・公民
世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ，現社，倫，�
政経，倫・政経から１科目
数学
〔数Ⅰ，数Ⅰ・数Ａ，数Ⅱ，数Ⅱ・数Ｂから１科目〕
理科
物基，化基，生基，地学基，物，化，生，地学から１科目
ただし，基礎を付した科目については基礎を付した科目２科目の�
合計を１科目の得点として取り扱う。

※�選択科目については，２教科・２科目以上受験した場合，高得点
の１科目を判定に使用する。

200点

面　接 集団面接：20分　※後期日程のみ実施 100点

一 般 選 抜 試 験

から１科目
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5. 出願手続（出願はＷＥＢ上で情報を入力後，書類を提出）
（1）　出願について

①　�大学入学共通テスト利用選抜は，事前に大学入学共通テストに出願し，令和５年１月14日（土）・
15日（日）に実施される試験において，<４．選考方法>に記載されている試験科目を必ず受験し
なければなりません。

②　�一般選抜と大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）の併願は可能です。
③　�大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）で看護学部を第1志望とする場合，他学部他学科の併願
は可能です。ただし，音楽学科を併願する場合は，実技試験の受験が必要となります。

④　�大学入学共通テスト利用選抜（後期日程）で看護学部を第1志望とする場合，音楽学科を除く他学
部他学科の併願は可能です。

⑤　�看護学部を第1志望とする場合，総合型選抜Ⅲと大学入学共通テスト利用選抜（後期日程）の併願
は可能です。

⑥　同一学部内の学科併願はできません。
⑦　�大学入学資格検定合格者は検定合格成績証明書を，高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者）
は認定試験合格（見込）成績証明書を必ず提出してください。

⑧　�出願後の志望学科などの変更は一切認めません。また，出願書類に不足・不備などがある場合は
受け付けません。ただし，出願後に住所変更などが生じた場合は直ちに連絡してください。

（2）　出願期間及び提出方法

入試区分 出願期間（必着） 提出方法

大学入学
共通テスト
利用選抜

前期日程 １月５日（木）～１月27日（金）
【郵送の場合】
「簡易書留」で郵送してください。締切間際の
場合は必ず「簡易書留速達」としてください。

【窓口持参の場合】
平日９：00～16：30まで，土曜日9：00～�
12：00までに持参してください。

後期日程 ２月20日（月）～３月13日（月）

（3）　入学検定料　※一度納入した入学検定料はお返しできません。
　15,000円　（複数学部を併願する場合は，志望する学部ごとに入学検定料が必要です。）

（4）　出願書類

出 願 書 類 注 意 事 項

志 願 票 ＷＥＢ出願登録時に発行された「受付番号」と「志願者氏名（カタカナ）」を入力後，
印刷してください。
※ 「 私・短 私立大学・公私立短期大学用」の令和5年度大学入学共通テスト成績請求

票を志願票の所定欄に貼付してください。
※�出願手続完了後に，受験票を郵送します。届かない場合は，入試・広報課に電
話で問い合わせてください。

受 験 票

写 真 票

写 真
縦4ｃｍ×横3ｃｍの写真1枚。
出願3ヵ月以内に撮影した，正面・上半身・脱帽のもの。
裏面に氏名を記入後，写真票に貼付してください。

調 査 書

文部科学省規定の様式により，出身高等学校長が証明し，厳封したもの。
大学入学資格検定合格者は検定合格成績証明書を，高等学校卒業程度認定試験合
格者（見込者）は認定試験合格（見込）成績証明書を提出してください。

（出願3ヵ月以内に発行したもの。）
※ 複数学部を併願する場合は，志望する学部ごとに調査書が必要です。

送 付 ラ ベ ル 本学ＨＰから様式をダウンロードし，市販の封筒（A４サイズ）に貼付してください。

レターパックライト
（ 結果通知送付用 ）

１枚購入し，真ん中から半分に折って書類と一緒に送付してください。
宛名欄は記入不要です。
※複数学部を併願する場合は，志望する学部ごとに１枚必要です。

※�複数学部志望する場合，同じ封筒で提出していただいて構いません。ただし，入試区分ごと，学部ごと
にクリップで留めてください。
※	同一学園短期大学部・大学の卒業者（見込者）は卒業証明書（見込証明書）を提出してください。
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6. 合格発表・入学手続期間

入試区分 合格発表 入学手続期間 【結果通知】
※�結果通知書と，合格者には入学手続に
必要な書類を郵送します。
※�合否に関する電話等での問い合わせに
は一切応じません。
※�出身高等学校長宛に合否を郵便で通
知します。

【入学手続】
※�入学手続時納入金の納入及び入学手続
書類を提出してください。

大学入学
共通テスト
利用選抜

前期
日程

２月21日（火）２月21日（火）～３月10日（金）

後期
日程

3月22日（水）３月22日（水）～３月24日（金）

7. 試験場の下見について
大学入学共通テスト利用選抜（後期日程）の試験日前日は，15：00～16：30の間に下見ができます。
ただし，建物内部への立入りはできません。

8. 受験生への注意
①　�受験票は必ず持参してください。紛失又は忘れた場合は，試験開始までに入試・広報課に申し出
てください。

②　�9：00の集合時間後，直ちにオリエンテーションを実施しますので，遅刻しないようにしてくだ
さい。

③　�机上に受験番号が表示してあります。自分の番号の席に着き，受験票を受験番号シールの横に置
いてください。

④　�時計やスマートフォン等のアラームは使用できません。また，携帯電話やスマートフォン等は電
源を切り，カバンの中に入れてください。

⑤　試験室では，監督者の指示に従ってください。
⑥　試験開始後20分を超える遅刻者は入室できません。遅刻者は直ちに監督者に申し出てください。
⑦　�試験時間の途中で退出することはできません。ただし，試験中に具合が悪くなった場合は，監督
者に申し出て指示を受けてください。

⑧　試験終了後，監督者の指示があるまでは退室しないでください。

9. 追加合格
入学手続の状況によって欠員が生じた場合，追加合格者を採用することがあります。合格通知は，本
人宛へ電話・郵便で通知します。

入試区分 追加合格発表日
入学手続時納入金の納入期限

及び
入学手続書類の提出期限

大学入学共通テスト利用選抜
前期日程 ３月11日（土） ３月13日（月）

後期日程 ３月25日（土） ３月27日（月）

10. 心身に障がいを有する入学志願者との事前相談
心身に障がいを有する者で，受験又は修学上特別な配慮を必要とする者は，原則として各入試区分の
出願開始１週間前までに入試・広報課へ連絡してください。
出願にあたっては，入試・広報課に必ず相談してください。必要な場合は，本学において志願者又は
その立場を代弁し得る関係者などとの面談を行います。

11. その他
今後の新型コロナウイルスの感染状況によっては選考方法等が一部変更となる場合があります。最新
の情報については，本学HPでご確認ください。
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インターネット（WEB）出願について

本学では，インターネットを利用した出願手続き（WEB出願）を行っています。本学ホームページ
上にあるWEB出願サイトにアクセスしてください。

本学ホームページへアクセス

WEB出願登録

入学検定料の納入

志願票・受験票・写真票等の印刷

出願書類の郵送

・�本学ホームページ「入試」の「入試情報：�WEB出願」で，入学試験要項
を確認します。
・�「出願手続きはこちら」から手続きサイトへアクセスし，メールアドレ
スの仮登録を行います。（ただし，手続きは出願期間のみ可能です。）

・��仮登録アドレスに「WEB出願開始URLのお知らせメール」が届きますの
で，「WEB出願登録」ページにアクセスしてください。
・�画面に従い，必要事項を入力してください。
・�出願登録を完了すると「受付番号」（19桁）が表示されます。（受付番号は
志願票等の印刷に必要となるので，必ず控えてください。）

・��クレジットカード，コンビニエンスストア，�Pay-easyのいずれかで納入
できます。
・��WEB出願登録の際に「コンビニエンスストア支払い」の場合は「払込票
番号」，「銀行で支払う（Pay-easy�）」の場合は「お客様番号」が発行
されるので，必ず控えてください。

・��入学検定料納入後に送信される「申し込み手続き完了メール」に記載さ
れたURLから志願票等印刷フォームへアクセスできます。
・��「受付番号」（19桁）「志願者氏名（カタカナ）」を入力後，志願票・受験票・
写真票と，送付ラベルを印刷します。

印刷した書類と調査書等の必要書類，結果通知送付用のレターパックラ
イト１枚（真ん中から半分に折る。）を，送付ラベルを貼付した封筒（市
販の封筒Ａ４サイズ）に入れて郵送します。
書類を郵送したら，出願手続き完了となります。
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試 験 場 案 内
鹿児島国際大学試験場（坂之上キャンパス）

※送迎車用の駐車場があります。

〈住　所〉　〒891-0197　鹿児島市坂之上８-34-１

〈ＴＥＬ〉　（０９９）２６１－３２１１（代表）

鹿児島国際大学（坂之上キャンパス）

光山入口バス停 坂之上南バス停 坂之上バス停
至谷山市街

至鹿児島中央駅
坂之上

国道225号

交番

ストアー

ガソリン
スタンド

スクールバス
発着所

守衛室

国際大学前バス停

正門
８号館

４号館

学生総合支援センター公衆電話

食　堂

ユーカリ会館

６号館

２号館 ５号館 ７号館

図書館

体育館
（フィールドハウス）

１号館

至指宿

JR指宿枕崎線

〈交　通〉

●��Ｊ��Ｒ��九��州� �鹿児島中央駅から指宿・枕崎線

� �｢喜入・山川又は枕崎行｣で坂之上駅下車，スクールバス運行（無料）５分。

●鹿児島交通バス� �金生町発｢平川動物園行｣又は｢指宿・枕崎行｣で坂之上南バス停下車,スクールバス運行�

（無料）５分。

� �金生町発｢国際大学・慈眼寺団地行｣で国際大学前バス停下車。
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