


創価大学の試験は、すべてインターネット出願です。

＜お問い合わせ先＞
■入学試験制度、入学試験の実施に関すること、入学手続きについて
　創価大学アドミッションズセンター　TEL：042-691-4617
　【月～金】9：30 ～ 17：00、【土】9：30 ～ 12：00、日曜祝日、年末年始は除く

※出願書類提出後のお問い合わせは、
「創価大学入試受付センター（TEL:03-3820-5616）」
平日9:30～17:00にお願いいたします。

個人情報について
　出願書類に記入していただいた住所、氏名、電話番号等の個人情報は、入学試験、入学
手続きおよび入学後の本人認証、各種連絡に使用します。
　また、これらの個人情報は、本学の個人情報保護規程に基づいて厳重に管理します。
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入試インフォメーション（早見表）

入学試験名
大学入試センター試験利用入試

前期3科目方式 前期4科目方式

募
集
人
員
※
１

経済学部 経済学科 37名 6名

経営学部 経営学科 36名 5名

法学部 法律学科 47名 8名

文学部 人間学科 68名 10名

教育学部
教育学科 15名 3名

児童教育学科 19名 4名

理工学部
情報システム工学科 16名 3名

共生創造理工学科 19名 4名

看護学部 看護学科 実施しない 20名

国際教養学部 国際教養学科 22名 6名

出願の形式 学科併願可 学科併願可

日
程

出願期間
（締切日消印有効）

2019年12月20日（金）～
2020年1月17日（金）

試験日
2020年1月18日（土）、
19日（日）※2

合格発表日 2020年2月14日（金）

入学金振込期限・手続き締切日 2020年2月21日（金）

学費等諸納付金振込期限 2020年3月2日（月）

出願資格 詳細はP.5参照

出願書類 詳細はP.10 ～ P.12参照

試験場案内 大学入試センターが指定する会場

選考方法
大学入試センター試験の成績を得点換算

P.14 ～ P.15参照 P.16 ～ P.17参照

※1　……合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

※2　大学入試センター試験を受験すること。事前に大学入試センター試験の受験申込が必要です。
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入学試験名
全学統一入試

一般入試
大学入試センター試験

利用入試

3科目方式 2科目方式 後期3科目方式

募
集
人
員
※
１

経済学部 経済学科 13名 5名 19名 3名

経営学部 経営学科 10名 4名 16名 3名

法学部 法律学科 17名 8名 25名 4名

文学部 人間学科 23名 10名 36名 5名

教育学部
教育学科 6名 2名 8名 2名

児童教育学科 7名 4名 11名 2名

理工学部
情報システム工学科 7名 3名 9名 2名

共生創造理工学科 6名 4名 11名 2名

看護学部 看護学科 7名 実施しない 11名 実施しない

国際教養学部 国際教養学科 5名 実施しない 8名 2名

出願の形式 学科併願可※3 学科併願可※3 1学科専願

日
程

出願期間
（締切日消印有効）

2019年12月20日（金）～
2020年1月21日（火）

2019年12月20日（金）～
2020年1月21日（火）

2020年2月21日（金）～
3月2日（月）

試験日 2020年2月3日（月）
2020年2月7日（金）※4
2020年2月8日（土）※4
2020年2月9日（日）※4

2020年1月18日（土）、
19日（日）※2

合格発表日 2020年2月14日（金） 2020年2月17日（月） 2020年3月11日（水）

入学金振込期限・手続き締切日 2020年2月21日（金） 2020年2月21日（金） 2020年3月19日（木）

学費等諸納付金振込期限 2020年3月2日（月） 2020年3月2日（月） 2020年3月19日（木）

出願資格 詳細はP.5参照

出願書類 詳細はP.10 ～ P.12参照

試験場案内
全国7会場

東京（創価大学）、札幌、仙台、
名古屋、大阪、福岡、那覇

全国13会場
東京（創価大学）、札幌、仙台、柏、
さいたま、新潟、静岡、名古屋、
大阪、広島、高松、福岡、那覇

大学入試センターが
指定する会場

選考方法
試験当日の筆記試験の得点

大学入試センター試験
の得点換算

P.18 ～ P.19
参照

P.20 ～ P.21
参照

P.22 ～ P.24参照 P.25 ～ P.26参照

※1　……合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

※2　大学入試センター試験を受験すること。事前に大学入試センター試験の受験申込が必要です。
※3　志望学科により併願できない学科があります。詳細は各入学試験要項のページをご確認ください。
※4　……志望学科により試験日が異なります。…

経済学部・法学部・教育学部の試験日は2020年2月7日（金）、…
経営学部・文学部・国際教養学部の試験日は2020年2月8日（土）、…
理工学部・看護学部の試験日は2020年2月9日（日）です。
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教育研究上の目的および基本ポリシー

※QRコードリーダー対応スマートフォンをお持ちの方は、こちらの
　QRコードを読み取り、表示されたURLに接続してください。

1．　創価大学の理念・目的（建学の精神）

2．　創価大学の教育目標（人材育成方針）

3．　創価大学のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

4．　創価大学のカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）

5．　創価大学のアドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）

6．　創価大学のアセスメント・ポリシー

7．　創価大学の学士課程共通科目編成方針

8．　各学部における目的および基本ポリシー

　　○ 経済学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/economics/

　　○ 経営学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/business_administration/

　　○ 法学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/law/

　　○ 文学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/letters/

　　○ 教育学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/education/

　　○ 理工学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/engineering/

　　○ 看護学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/nursing/

　　○ 国際教養学部… https://www.soka.ac.jp/department/policy/international/
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出願

1 出願資格

大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式・前期4科目方式・後期3科目方式）
全学統一入試（3科目方式・2科目方式）
一般入試

次のいずれかに該当する者。
（1）…高等学校または中等教育学校を卒業した者または2020年3月卒業見込みの者。
（2）…高等専門学校第3学年を修了した者または2020年3月修了見込みの者。
（3）…専修学校の高等課程を卒業（修了）した者または2020年3月31日までに卒業（修了）見込み

の者。
（4）…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または2020年3月31日までに

これに該当する見込みの者。
ア．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または2020年3月31日までに
修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

イ．文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認定
または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者または2020年3月31日までに修了
見込みの者。

ウ．文部科学大臣の指定した者。
エ．高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合
格した者または2020年3月31日までに合格見込みの者で、2020年3月31日までに18歳に
達する者。または大学入学資格検定に合格した者。

（5）…その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校または中等教育学校を卒業した者と同等以
上の学力があると認めた者。
ただし、国際教養学部を志願する者は、上記の条件に加え、（6）の英語資格要件を満たす者。

（6）…次のいずれかを有する者。
ア．実用英語技能検定準1級以上合格または同2級以上の検定試験のCSE2.0スコア2100以上
イ．TOEIC®LISTENING…AND…READING…TEST…500以上
ウ．TOEFL…iBT…スコア50以上
エ．IELTS…オーバーオール・バンド・スコア5以上
オ．ケンブリッジ英語検定（FCEおよびFCE…for…Schools）グレードC以上
カ．GTEC（オフィシャルスコアに限る）1130以上

※大学入試センター試験利用入試の出願条件
　大学入試センターが実施する2020年度大学入試センター試験を受験すること。
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2 出願手続き
出願期間

入試区分 出願期間

大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式・前期4科目方式）
2019年12月20日（金）～2020年1月17日（金）

＜締切日消印有効＞
全学統一入試（3科目方式・2科目方式） 2019年12月20日（金）～2020年1月21日（火）

＜締切日消印有効＞一般入試

大学入試センター試験利用入試（後期3科目方式）
2020年2月21日（金）～ 3月2日（月）

＜締切日消印有効＞

（1）…郵便局から「簡易書留」で出願期間内に郵送してください（締切日消印有効）。本学窓口での
受付はいたしません。送付先は「〒135-8799　日本郵便株式会社深川郵便局留　創価大学入
試受付センター」です（TEL:03-3820-5616）。

… 詳細な出願手続きについては、P.27 ～ P.30をご確認ください。
… 封筒は、インターネット出願で手続き後に印刷した「宛名ラベル」を市販の封筒に張り付けて
使用ください。市販の封筒は角2サイズを使用してください。

（2）…出願後の志望学部・学科・試験場の変更はできません。
（3）…提出された書類のうち、いずれか1つでも不足または不備がある場合は、受け付けませんので

注意してください。また、提出書類の内容に虚偽があった場合は、出願を取り消します。
（4）…提出された出願書類および入学検定料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。
（5）…出願後に住所・電話番号等を変更した方は、速やかに創価大学入試受付センター（TEL:03-

3820-5616）に申し出てください。
（6）…受験上の配慮が必要な方
… 身体に障がい等があり、受験する上で特別な配慮を必要とする人は、出願書類を提出する前に
「アドミッションズセンター」（TEL:042-691-4617）までお申し出ください。

3 入学検定料
1.　入学検定料一覧・注意事項　※入学検定料の他に振込手数料がかかります。

入試区分

入試を実施している学部 入学検定料※1

経
済
経
営
法
律
人
間
教
育
理
工
看
護

国
際
教
養

受験料 1学科あたりの選考料

大学入試センター試験利用入試
（前期3科目方式）※2

● ● ● ● ● ● ー ● ー 13,000円

大学入試センター試験利用入試
（前期4科目方式）※2

● ● ● ● ● ● ● ● ー 13,000円

全学統一入試（3科目方式） ● ● ● ● ● ● ● ● 20,000円 13,000円
全学統一入試（2科目方式） ● ● ● ● ● ● ー ー 20,000円 13,000円

一般入試 ● ● ● ● ● ● ● ● 20,000円 13,000円
大学入試センター試験利用入試
（後期3科目方式）※2

● ● ● ● ● ● ー ● ー 13,000円

※1… 入学検定料割引制度については、P.7をご確認ください。
※2… 大学入試センター試験利用入試（全方式）は、本学の入学検定料の支払いとは別に、大学入

試センター試験受験のために大学入試センターへの支払いが必要です。大学入試センターへ
の出願時に検定料を大学入試センターに納入してください。



7

2.　入学検定料割引制度
創価大学では、複数の入試制度への出願や同時併願する場合に入学検定料を割引します。
（1）…大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式）の割引

大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式）と一般入試において同一学科を同一志願票
で同時に出願する場合、大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式）の選考料13,000円
を免除します。
※看護学科のみ大学入試センター試験利用入試（前期4科目方式）、および一般入試を同一志願
票で同時に出願する場合、大学入試センター試験利用入試（前期4科目方式）の選考料が免
除となります。
●同一学科（看護学科以外）で同時出願した場合

試験区分 入学検定料

一般入試
受験料 選考料
20,000円 13,000円

大学入試センター試験利用
入試（前期3科目方式）

受験料 選考料
－ 13,000円⇒免除（0円）

（2）…全学統一入試の割引
全学統一入試（3科目方式）と全学統一入試（2科目方式）の両方に出願する場合、全学統一入
試（2科目方式）の受験料20,000円を免除します。
●全学統一入試（3科目方式）と全学統一入試（2科目方式）の両方に出願した場合

試験区分 入学検定料

全学統一入試（3科目方式）
受験料 選考料
20,000円 13,000円

全学統一入試（2科目方式）
受験料 選考料

20,000円⇒免除（0円） 13,000円

（3）…一般入試の割引
PASCAL入試、公募推薦入試、スポーツ推薦入試のいずれかを受験した方が、一般入試に出願
する場合、一般入試の受験料20,000円を免除します。
●PASCAL入試、公募推薦入試、スポーツ推薦入試のいずれかを受験した方の入学検定料

試験区分 入学検定料

一般入試
受験料 選考料

20,000円⇒免除（0円） 13,000円

3.　振り込み・支払いについて　※振込手数料がかかります。
（1）…入学検定料は、指定のコンビニエンスストア、クレジットカードからお支払いできます。また、

支払い後に出願書類を郵送する必要があります。各入学試験の出願期間内（消印有効）に郵送
するよう、余裕を持って支払い手続きを行ってください。

（2）…コンビニエンスストアから支払う場合は、インターネット出願手続き時に希望のコンビニエン
スストアを選択の上、最寄りのコンビニエンスストアからお支払いください。

（3）…クレジットカードで支払う場合は、インターネット出願手続き時に画面の指示に従って必要事
項を入力の上、お支払いください。

（4）…納入した入学検定料は、いかなる場合においても返還いたしません。
（5）…領収証（コンビニエンスストア発行の取扱明細書、またはレシート）は、入学検定料納入済み

の証となりますので、各自で大切に保管してください。
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4 受験票について
出願手続き（P.27 ～ P.30参照）が完了し、本学での登録が完了すると、インターネット出願時に
登録されたメールアドレスに出願完了のメールをお送りします。このメールが届いたら、「受験票」
を各自印刷してください。
「受験票」はインターネット出願のマイページに表示されます。A4サイズの用紙に印刷してください。
（1）…インターネット出願のマイページから「受験票」を表示し、記載事項に誤りがないか、必ずご

確認ください。
… もし、誤りがあった場合は速やかに創価大学アドミッションズセンター（TEL:042-691-4617）
までご連絡ください。

（2）	「受験票」は印刷のうえ、試験当日に必ず持参してください。
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5 試験場について
全学統一入試（3科目方式・2科目方式）、一般入試は次の試験場で実施します。全学統一入試、一
般入試は受験する試験場を選択してください。
なお、出願後の試験場の変更は、一切受け付けていません。
入試区分 試験場 試験場名 住所

全学統一入試
（3科目方式

・
2科目方式）

東京試験場 創価大学 〒192-8577… 八王子市丹木町1-236

札幌試験場 TKP札幌カンファレンスセンター
〒060-0003… 札幌市中央区北3条西3丁目1-6

札幌小暮ビル6F

仙台試験場 TKP仙台西口ビジネスセンター
〒980-0014… 仙台市青葉区本町1-5-31

シエロ仙台ビル2F

名古屋試験場 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口
〒450-0002… 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3

大橋ビルディング4F
大阪試験場 天満研修センター 〒530-0034… 大阪市北区錦町2-21
福岡試験場 リファレンス駅東ビル 〒812-0013… 福岡市博多区博多駅東1-16-14
那覇試験場 那覇尚学院（別館） 〒900-0012… 那覇市泊2-17-4

一般入試

東京試験場 創価大学 〒192-8577… 八王子市丹木町1-236

札幌試験場 TKP札幌カンファレンスセンター
〒060-0003… 札幌市中央区北3条西3丁目1-6

札幌小暮ビル6F

仙台試験場 TKP仙台西口ビジネスセンター
〒980-0014… 仙台市青葉区本町1-5-31

シエロ仙台ビル2F
柏試験場 東葛テクノプラザ 〒277-0882… 千葉県柏市柏の葉5-4-6
さいたま
試験場

JA共済埼玉ビル
〒330-0801… さいたま市大宮区土手町1-2

JA共済埼玉ビル内

新潟試験場
看護リハビリ新潟保健医療専門学
校（理学療法学科）

〒950-0086… 新潟県新潟市中央区花園2-2-7
（理学療法学科）

静岡試験場 CSA貸会議室
〒420-0857… 静岡市葵区御幸町11-8

レイアップ御幸町ビル

名古屋試験場 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口
〒450-0002… 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3

大橋ビルディング4F
大阪試験場 天満研修センター 〒530-0034… 大阪市北区錦町2-21

広島試験場 広島国際会議場
〒730-0811… 広島市中区中島町1-5

（平和記念公園内）

高松試験場 サンポートホール高松
〒760-0019… 高松市サンポート2-1

高松シンボルタワー・ホール棟
福岡試験場 リファレンス駅東ビル 〒812-0013… 福岡市博多区博多駅東1-16-14
那覇試験場 那覇尚学院（別館） 〒900-0012… 那覇市泊2-17-4

●各試験場の案内は、P.34 ～ P.36に記載しています。
●受験票に記載された受験番号と試験場を必ず確認してください。
●各試験場とも、場所を確認するための下見はできますが、校舎（建物）内に入ることはできませ
ん（東京試験場は、校舎に入ることは可能ですが、教室内に入ることはできません）。

●大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式・前期4科目方式・後期3科目方式）は、大学入
試センターから送付されてくる受験票に記載されている全国各地の試験場になります。
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出願書類

1 出願書類一覧表

出願書類

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
利
用
入
試

（
前
期
３
科
目
方
式
）

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
利
用
入
試

（
前
期
４
科
目
方
式
）

全
学
統
一
入
試

（
３
科
目
方
式
）

全
学
統
一
入
試

（
2
科
目
方
式
）

一
般
入
試

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
利
用
入
試

（
後
期
３
科
目
方
式
）

1.… 入学志願票 入学志願票（各入試同時出願・併願可） 入学志願票

2.… 顔写真データ 入学志願票にアップロード

3.… 調査書 1通（P.11参照） 1通

4.… 大学入試センター試験成績請求票 1枚 ― ― ― 1枚

5.… 高等専門学校第3学年修了（見込）証明書 該当者のみ

6.… 高等学校卒業程度認定試験合格成績（見込）
証明書

該当者のみ

7.… 専修学校等の修了（見込）証明書 該当者のみ

8.… 外国の学校および専修学校等の成績証明書 該当者のみ

9.… …学部が定める出願要件証明書類…
（国際教養学部）

国際教養学部は出願資格を満たし、得点換算する
外部英語試験スコア等の証明書（コピー可）

10.………外部英語試験スコア等所持者への優遇措
置の証明書類（コピー可）

― ― 該当者のみ ―
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2 出願書類の説明
以下に説明する各項目をよく読み、出願書類を間違いのないよう準備してください。

1.　入学志願票
・インターネット出願のマイページから出願手続きをしてください。
　入学検定料の支払い後にマイページから志願票を印刷することができます。
・出願後は志望学部・学科・試験場の変更は認めません。

2.　顔写真データ　※2019年8月1日以降に撮影したもの
・インターネット出願にて出願手続きする際に、顔写真データが必要（アップロード形式）となり
ます。

・登録できる写真データは、「jpg（jpeg）」「png」「bmp」「gif」「HEIF（heic）」形式で、データ
容量は3MBまでとなります。

・画像はカラーで正面上半身（脱帽）、背景は単色無地。
・スナップ写真は不可。
・試験当日に眼鏡を着用される方は、必ず眼鏡着用の写真データを登録してください。
・合格した場合、この写真データを入学後に交付する「学生証」の写真に使用します。

3.　調査書　※2019年8月1日以降に発行したものに限る。
1通提出してください（原本のみ、コピー不可）。高等学校等に依頼してください（厳封）。
大学入試センター試験利用入試（前期
3・4科目方式）、全学統一入試（3・2
科目方式）、一般入試

1通提出。PASCAL入試や公募推薦入試に出願した場合も、改めて1通提
出してください。

大学入試センター試験利用入試
（後期3科目方式）

1通提出。ただし、大学入試センター試験利用入試（前期3・4科目方式）、
全学統一入試（3・2科目方式）、一般入試を出願した場合は、提出は不要。

・大学入試センター試験利用入試（前期3・4科目方式、後期3科目方式）、全学統一入試（3科目方
式、2科目方式）、一般入試の複数の制度を併願する場合も1通提出してください。

　また同一試験で、複数の学科に出願する場合も調査書は1通で可。複数枚提出する必要はありま
せん。

　※高等学校卒業後5年以上経過している場合は調査書が発行できない場合があるため調査書の代
わりとして卒業証明書を1部高等学校に依頼してください（卒業証書ではありません）。卒業5年
以内の場合は必ず調査書を高等学校に依頼してください。

　※その他高等学校以外で該当される方は以下の書類を1部提出してください。
　　高校卒業程度認定試験　⇒　合格成績証明書
　　外国における12年の課程を修了したもの　⇒　卒業証明書
　　専修学校の高等課程の修了者　⇒　修了証明書
・追加出願の場合は調査書の提出の必要はありません。

4.　大学入試センター試験成績請求票
・大学入試センター試験利用入試受験者は、大学入試センターより12月頃送付される受験票の成績
請求票を該当の入学志願票の所定欄に貼付してください。

5.　高等専門学校第3学年修了（見込）証明書　※2019年8月1日以降に発行したものに限る。
・高等専門学校第3学年修了者または2020年3月31日までに修了見込みの方は提出してください。

6.　高等学校卒業程度認定試験合格成績（見込）証明書　※2019年8月1日以降に発行したものに限る。
・高等学校卒業程度認定試験合格者または2020年3月31日までに合格見込みの方は提出してくだ
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さい。

7.　専修学校等の修了（見込）証明書　※2019年8月1日以降に発行したものに限る。
・文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程等の修了者または修了見込者は提出してください。

8.　外国の学校および専修学校等の成績証明書　※2019年8月1日以降に発行したものに限る。
・外国における12年の課程の修了者または修了見込者は提出してください。
・文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程等の修了者または修了見込者は提出してください
（「調査書」でも可）。

9.　学部が定める出願要件証明書類（国際教養学部）
　国際教養学部は出願資格を満たし、得点換算する外部英語試験スコア等の証明書（コピー可）を
提出してください。

10.　外部英語試験スコア等所持者への優遇措置の証明書類（コピー可）
　外部英語試験スコア等の所持による優遇措置を希望する方は、出願時に証明書のコピーを提出し
てください。

注意事項

・出願書類のうち、やむを得ず提出できない書類がある場合は、直ちに創価大学入試受付センター（03-
3820-5616）までお問い合わせください。ただし、出願期間内に提出できない場合は、受験できません。
・調査書等に記載の氏名が現在と異なる場合は、改名を証明できる書類を提出してください。
・提出書類が和文・英文以外の場合は、和訳または英訳し、通訳された内容が原本と相違ないことを出身
高等学校や大使館等で証明を受けて添付してください。
・漢字等氏名は、できるだけ常用漢字で記入してください（JIS漢字コードの第1・第2水準以外の文字は置
き換えられることがあります）。

個人情報の取り扱いについて
本学では、出願時に収集した個人情報（住所・氏名・生年月日等）を、入学試験実施、合格者発表、入学
手続およびこれらに付随する業務のために利用します。その際、当該個人情報の漏洩・流出・不正利用等
がないよう、必要かつ適切な管理を行います。また、上記業務の全部又は一部を委託する場合があります。
その場合、委託先に対し、契約等により必要かつ適切な管理を義務付けます。なお、個人が特定されない
ように統計処理した個人情報を、大学における入学者選抜のための調査・研究の資料として利用します。
あらかじめご了承ください。
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※

※

※

※

※

P.14

P.16

P.18

P.20

P.22

P.25

※国際教養学部のみ、外部英語試験スコア等を外国語得点として換算します。
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大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式）

募集人員
経済学部経済学科… 37名 経営学部経営学科… 36名 法学部法律学科… 47名

文学部人間学科… 68名 教育学部教育学科… 15名 教育学部児童教育学科… 19名

理工学部情報システム工学科…16名 理工学部共生創造理工学科… 19名 国際教養学部国際教養学科… 22名

※看護学部は募集しません。
※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の
試験の得点を利用して選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検
査等（本学独自の二次試験）」は課しません。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　大学入試センター試験成績請求票
12月頃に大学入試センターから送られる大学入試センター試験の受験票についている成績請求票
のうち、私立大学用を1枚貼ってください。
※2　国際教養学部に出願する場合は、出願要件を満たす外部英語試験スコア等を提出してください。

顔写真データ

証明書類 ※2
（該当者のみ）

※1
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入学試験日程等

試験日 出願期間 合格発表
2020年1月18日（土）・19日（日）
大学入試センター試験を受験

2019年12月20日（金）～
2020年1月17日（金）＜締切日消印有効＞

2020年2月14日（金）

大学入試センター試験利用入試（前期3科目方式）は、本学独自の試験は実施しません。
大学入試センター試験を受験してください。試験場は大学入試センターから送付されてくる受験票に
記載されている全国各地の試験場になります。
詳しくは、受験票の案内に従ってください。
※…大学入試センター試験の受験票は、試験に合格し入学する際、本学に提出していただきますので大
切に保管してください。

教科

経済学部 経営学部 国際教養
学部 法学部 文学部 教育学部 理工学部

経済学科 経営学科 国際教養
学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育学科 情報システム

工学科
共生創造理工
学科

出題科目（配点）

外国語
「英語」筆記試験とリスニングテスト（150点）
国際教養学部のみ、外部英語試験を点数換算※3

「英語」筆記試験とリスニン
グテスト（100点）

国語
数学
理科

「国語」（古文、漢文はいずれ
か選択※1）

「数学Ⅱ・数学B」から
1科目選択（100点）※2

「国語」（古文、漢文はいずれか選択※1）
（100点）

「物理」「化学」「生物」「地学」
から1科目
選択（100点）

※2

地歴
公民
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」「倫理」
「政治・経済」「倫理、政治・経済」

「数学Ⅰ・数学A」「簿記・会計」から1科目選択
（100点）※2

「世界史B」「日本史B」「地理B」
「現代社会」「倫理」「政治・経
済」「倫理、政治・経済」「数学
Ⅰ・数学A」から1科目選択

（100点）※2

「数学Ⅰ・数学A」と
「数学Ⅱ・数学B」の
2科目受験（100点）

●大学入試センター試験の受験科目によっては、全ての学科の併願が可能です。
●大学入試センター試験の素点を本学の配点に換算します。
●…当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績に
より選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検査等（本学独自の二次試験）」は
課しません。
※1　古文と漢文の両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※2　選択科目で2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用します。
※3　国際教養学部は、外部英語試験を点数換算します。また、換算値は中央値補正法による得点換算を行いません。
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大学入試センター試験利用入試（前期4科目方式）

募集人員
経済学部経済学科… 6名 経営学部経営学科… 5名 法学部法律学科… 8名

文学部人間学科… 10名 教育学部教育学科… 3名 教育学部児童教育学科… 4名

理工学部情報システム工学科… 3名 理工学部共生創造理工学科… 4名 看護学部看護学科… 20名

国際教養学部国際教養学科… 6名

※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の
試験の得点を利用して選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検
査等（本学独自の二次試験）」は課しません。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　大学入試センター試験成績請求票
12月頃に大学入試センターから送られる大学入試センター試験の受験票についている成績請求票の
うち、私立大学用を1枚貼ってください。
※2　国際教養学部に出願する場合は、出願要件を満たす外部英語試験スコア等を提出してください。

顔写真データ

証明書類 ※2
（該当者のみ）

※1
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入学試験日程等

試験日 出願期間 合格発表
2020年1月18日（土）・19日（日）
大学入試センター試験を受験

2019年12月20日（金）～
2020年1月17日（金）＜締切日消印有効＞

2020年2月14日（金）

大学入試センター試験利用入試（前期4科目方式）は、本学独自の試験は実施しません。
大学入試センター試験を受験してください。試験場は大学入試センターから送付されてくる受験票に
記載されている全国各地の試験場です。
詳しくは、受験票※の案内に従ってください。
※…大学入試センター試験の受験票は、試験に合格し入学する際、本学に提出していただきますので大
切に保管してください。

教科

経済学部 経営学部 国際教養
学部 法学部 文学部 教育学部 理工学部 看護学部

経済学科 経営学科 国際教養
学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育

学科

情報
システム
工学科

共生創造
理工学科 看護学科

出題科目（配点）

外国語
「英語」筆記試験とリスニングテスト（150点）
国際教養学部のみ、外部英語試験を点数換算※5

「英語」筆記試験と
リスニングテスト（100点）

国語
数学

「国語」（古文、漢文はいずれ
か選択※1）「数学Ⅱ・数学
B」から1科目選択（100点）

※2

「国語」（古文、漢文はいずれか選択※1）
（100点）

「数学Ⅰ・数学A」
と「数学Ⅱ・数学
B」の2科目受験
（100点）

「国語」（古文、
漢文を除く）
「数学Ⅰ・数
学A」から1科
目選択

（100点）※2

地歴
公民
数学
理科

「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ・数学A」「簿記・会計」から

2科目選択（200点）※3

「世界史B」「日本史B」
「地理B」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」
「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ・数学A」か

ら2科目選択
（200点）※3

「物理」「化学」
「生物」「地学」から

2科目選択
（200点）
※3

「化学基礎」
（50点）
「生物基礎」
（50点）の
2科目
もしくは
「化学」
「生物」の
2科目受験
※4

●大学入試センター試験の受験科目によっては、全ての学科の併願が可能です。
●大学入試センター試験の素点を本学の配点に換算します。
●…当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績に
より選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検査等（本学独自の二次試験）」は
課しません。
※1　古文と漢文の両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※2　選択科目で2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用します。
※3　選択科目で3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を合否判定で使用します。
※4　		指定の2科目を必ず受験すること。「化学基礎」「生物基礎」は2科目で100点満点、「化学」「生物」は各100

点で200点満点を100点に換算。
※5　国際教養学部は、外部英語試験を点数換算します。また、換算値は中央値補正法による得点換算を行いません。
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全学統一入試（3科目方式）

募集人員
経済学部経済学科… 13名 経営学部経営学科… 10名 法学部法律学科… 17名

文学部人間学科… 23名 教育学部教育学科… 6名 教育学部児童教育学科… 7名

理工学部情報システム工学科… 7名 理工学部共生創造理工学科… 6名 看護学部看護学科… 7名

国際教養学部国際教養学科… 5名

※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績により選考します。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　国際教養学部に出願する場合は、出願要件を満たす外部英語試験スコア等を提出してください。
※2　……外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用する方は、対象のスコア等を提出してくだ

さい。

入学試験日程等

試験日 出願期間 合格発表

2020年2月3日（月）
2019年12月20日（金）～
2020年1月21日（火）＜締切日消印有効＞

2020年2月14日（金）

顔写真データ

証明書類 ※1※2
（該当者のみ）
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次の試験場で実施します。インターネット出願にて出願手続きする際に、受験する試験場を選択してください。
※出願後は変更できません。

試験場 試験場名 住所
東京試験場 創価大学 〒192-8577　八王子市丹木町1-236

札幌試験場 TKP札幌カンファレンスセンター 〒060-0003　……札幌市中央区北3条西3丁目1-6　札幌小暮ビル
6F

仙台試験場 TKP仙台西口ビジネスセンター 〒980-0014　仙台市青葉区本町1-5-31　シエロ仙台ビル2F

名古屋試験場 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口 〒450-0002… 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3…
大橋ビルディング4F

大阪試験場 天満研修センター 〒530-0034　大阪市北区錦町2-21
福岡試験場 リファレンス駅東ビル 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-16-14
那覇試験場 那覇尚学院（別館） 〒900-0012　那覇市泊2-17-4

●各試験場の案内は、P.33 ～ P.36に記載されています。
●各試験場とも、場所を確認するための下見はできますが、校舎（建物）内に入ることはできません。東京試験場は、
校舎に入ることは可能ですが、教室内に入ることはできません。

時間 教科

経済学部 経営学部 法学部 文学部 教育学部 国際教養
学部 理工学部 看護学部

経済学科 経営学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育
学科

国際教養
学科

情報システム
工学科

共生創造
理工学科 看護学科

出題科目（配点）※1
10：30 ～
11：30 外国語 「コミュニケーション英語I・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」（100点）

国際教養学部のみ、外部英語試験を点数換算※3
休憩（昼食）90分

13：00 ～
14：00

国語
数学 「国語総合（古文、漢文を除く）」（100点）

「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・
B（数列、ベクトル）」
（100点）
※2

「数学Ⅰ・
A」

「国語総合
（古文・
漢文を除
く）」から
1科目選択
（100点）

休憩　45分

14：45 ～
15：45

地歴
公民
数学
理科

「日本史B」「世界史B」「現代社会」
「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」

から1科目選択（100点）

「物理基礎・物理」
「化学基礎・化学」

「生物基礎・生物」から
1科目選択（100点）

「化学基
礎・

生物基礎」
（100点）

●…国際教養学部出願者（他学部併願者除く）および外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用し、当日筆記
試験「外国語」の受験を希望しない場合は、11時50分以降に入場してください。
●試験開始の20分前までに入場してください。なお、遅刻限度時刻（試験開始後20分）を設けています。
●…筆記試験はマークシートによる解答方式です。選択科目は、試験当日、1科目を選んで解答してください。複数科
目の解答はできません。
●…文系6学部の併願はできます。理工学部は学部内の併願のみできます。看護学部は専願とし、他学部との併願はで
きません。
●外部英語試験スコア等所持者への優遇措置について
以下①～⑥の英語能力試験のスコア等所持者は、その点数に従って筆記試験「英語」の得点を換算する。
①TOEFL…iBT　②IELTS（オーバーオール・バンド・スコア）　③TOEIC®LISTENING…AND…READING…TEST
④実用英語技能検定2級以上の検定試験の英検CSE2.0スコア　⑤GTEC（オフィシャルスコア）
⑥国際連合公用語英語検定試験

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 換算率
72 6 800 2320 1280 A級 100％
66 ー 740 2260 1260 ー 90％
60 5.5 680 2200 1210 B級 80％

※優遇措置対象者は筆記試験「英語」を免除するが、受験することも可能。受験した場合、高得点の方を採用する。
※1　		各科目の難易度の差による有利・不利をなくす等のため、全ての科目において「中央値補正法」による得点調

整を行います。
※2　		「数学Ⅲ」の問題については、代わりに「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」の問題を選択して解くこと

も可能です。両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※3　国際教養学部は、外部英語試験を点数換算します。また、換算値は中央値補正法による得点換算を行いません。
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全学統一入試（2科目方式）

募集人員
経済学部経済学科… 5名 経営学部経営学科… 4名 法学部法律学科… 8名

文学部人間学科… 10名 教育学部教育学科… 2名 教育学部児童教育学科… 4名

理工学部情報システム工学科… 3名 理工学部共生創造理工学科… 4名

※国際教養学部と看護学部は募集しません。
※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績により選考します。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　……外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用する方は、対象のスコア等を提出してくだ
さい。

入学試験日程等

試験日 出願期間 合格発表

2020年2月3日（月）
2019年12月20日（金）～
2020年1月21日（火）＜締切日消印有効＞

2020年2月14日（金）

顔写真データ

証明書類 ※1
（該当者のみ）
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次の試験場で実施します。インターネット出願にて出願手続きする際に、受験する試験場を選択してください。
※出願後は変更できません。

試験場 試験場名 住所
東京試験場 創価大学 〒192-8577　八王子市丹木町1-236

札幌試験場 TKP札幌カンファレンスセンター 〒060-0003　……札幌市中央区北3条西3丁目1-6　札幌小暮ビル
6F

仙台試験場 TKP仙台西口ビジネスセンター 〒980-0014　仙台市青葉区本町1-5-31　シエロ仙台ビル2F

名古屋試験場 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口 〒450-0002… 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3…
大橋ビルディング4F

大阪試験場 天満研修センター 〒530-0034　大阪市北区錦町2-21
福岡試験場 リファレンス駅東ビル 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-16-14
那覇試験場 那覇尚学院（別館） 〒900-0012　那覇市泊2-17-4

●各試験場の案内は、P.33 ～ P.36に記載されています。
●…各試験場とも、場所を確認するための下見はできますが、校舎（建物）内に入ることはできません。東京試験場は、
校舎に入ることは可能ですが、教室内に入ることはできません。

時間 教科

経済学部 経営学部 法学部 文学部 教育学部 理工学部

経済学科 経営学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育
学科

情報システム
工学科

共生創造
理工学科

出題科目（配点）※1
10：30 ～
11：30 外国語 「コミュニケーション英語I・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」（100点）

休憩（昼食）90分

13：00 ～
14：00

国語
数学 「国語総合（古文、漢文を除く）」（100点）

「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B
（数列、ベクトル）」
（100点）※2

休憩　45分

14：45 ～
15：45

地歴
公民
数学
理科

「日本史B」「世界史B」「現代社会」
「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」から1科目選択（100点）

「物理基礎・物理」
「化学基礎・化学」

「生物基礎・生物」から
1科目選択（100点）

●…受験する各教科の試験開始20分前までに入場してください。ただし受験意志のない教科については、試験教室に
入室することはできません。時間帯は以下のとおりです。
　・1時限目を受験されない方は10：10～ 11：50の間入室不可。
　　※…外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用し、筆記試験「外国語」の受験を希望しない場合は、11時

50分以降に入場してください。
　・2時限目を受験されない方は12：40～ 14：20の間入室不可。
　・3時限目を受験されない方は14：25～ 16：05の間入室不可。
　なお、遅刻限度時刻（試験開始後20分）を設けています。
●筆記試験はマークシートによる解答方式です。
●文系学部（経済・経営・法・文・教育）は併願できます。理工学部は学部内の併願のみできます。
●…文系学部（経済・経営・法・文・教育）は「外国語」・「国語」・「地歴・公民・数学」の各教科から1科目を選択し
合計2教科2科目を受験してください。3教科3科目受験した場合は、高得点の2教科2科目で判定を行います。
●…理工学部は「数学」の1科目と、「外国語」・「理科」のどちらか1科目を選択し受験してください。3教科3科目受
験した場合は、「数学」の1科目と、「外国語」・「理科」のうち、高得点の1科目で判定を行います。
●外部英語試験スコア等所持者への優遇措置について
以下①～⑥の英語能力試験のスコア等所持者は、その点数に従って筆記試験「英語」の得点を換算する。
①TOEFL…iBT　②IELTS（オーバーオール・バンド・スコア）　③TOEIC®LISTENING…AND…READING…TEST
④実用英語技能検定2級以上の検定試験の英検CSE2.0スコア　⑤GTEC（オフィシャルスコア）
⑥国際連合公用語英語検定試験

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 換算率
72 6 800 2320 1280 A級 100％
66 ー 740 2260 1260 ー 90％
60 5.5 680 2200 1210 B級 80％

※優遇措置対象者は筆記試験「英語」を免除するが、受験することも可能。受験した場合、高得点の方を採用する。
●…全学統一入試（3科目方式）と併願して受験した場合は、受験した3教科3科目のうち、高得点の2科目を合否判定
に使用します。
※1　		各科目の難易度の差による有利・不利をなくす等のため、全ての科目において「中央値補正法」による得点調

整を行います。
※2　		「数学Ⅲ」の問題については、代わりに「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」の問題を選択して解くこと

も可能です。両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
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一般入試

募集人員
経済学部経済学科… 19名 経営学部経営学科… 16名 法学部法律学科… 25名

文学部人間学科… 36名 教育学部教育学科… 8名 教育学部児童教育学科… 11名

理工学部情報システム工学科… 9名 理工学部共生創造理工学科… 11名 看護学部看護学科… 11名

国際教養学部国際教養学科… 8名

※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績により選考します。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　国際教養学部に出願する場合は、出願要件を満たす外部英語試験スコア等を提出してください。
※2　……外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用する方は、対象のスコア等を提出してくだ

さい。

顔写真データ

証明書類 ※1※2
（該当者のみ）
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入学試験日程等

学部 学科 試験日 出願期間 合格発表
経済学部 経済学科

2020年2月7日（金）

2019年12月20日（金）～
2020年1月21日（火）
＜締切日消印有効＞

2020年2月17日（月）

法学部 法律学科

教育学部
教育学科
児童教育学科

経営学部 経営学科
2020年2月8日（土）文学部 人間学科

国際教養学部 国際教養学科

理工学部
情報システム工学科

2020年2月9日（日）共生創造理工学科
看護学部 看護学科

次の試験場で実施します。インターネット出願にて出願手続きする際に、受験する試験場を選択してください。
※出願後は変更できません。

試験場 試験場名 住所
東京試験場 創価大学 〒192-8577　八王子市丹木町1-236

札幌試験場 TKP札幌カンファレンスセンター 〒060-0003　……札幌市中央区北3条西3丁目1-6　…
札幌小暮ビル6F

仙台試験場 TKP仙台西口ビジネスセンター 〒980-0014　……仙台市青葉区本町1-5-31　…
シエロ仙台ビル2F

柏試験場 東葛テクノプラザ 〒277-0882… 千葉県柏市柏の葉5-4-6

さいたま試験場 JA共済埼玉ビル 〒330-0801　……さいたま市大宮区土手町1-2　…
JA共済埼玉ビル内

新潟試験場 看護リハビリ新潟保健医療専門学校
（理学療法学科）

〒950-0086　……新潟県新潟市中央区花園2-2-7…
（理学療法学科）

静岡試験場 CSA貸会議室 〒420-0857… 静岡市葵区御幸町11-8…
レイアップ御幸町ビル

名古屋試験場 イオンコンパス名古屋駅前・桜通口 〒450-0002… 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3
大橋ビルディング4F

大阪試験場 天満研修センター 〒530-0034　大阪市北区錦町2-21
広島試験場 広島国際会議場 〒730-0811　広島市中区中島町1-5（平和記念公園内）

高松試験場 サンポートホール高松 〒760-0019　……高松市サンポート2-1　…
高松シンボルタワー・ホール棟

福岡試験場 リファレンス駅東ビル 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-16-14
那覇試験場 那覇尚学院（別館） 〒900-0012　那覇市泊2-17-4

●各試験場の案内は、P.33 ～ P.36に記載されています。
●各試験場とも、場所を確認するための下見はできますが、校舎（建物）内に入ることはできません。東京試験場は、
校舎に入ることは可能ですが、教室内に入ることはできません。
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時間 教科
経済学部 経営学部 法学部 文学部 教育学部 国際教養学部
経済学科 経営学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育学科 国際教養学科

出題科目（配点）※1
10：30 ～
11：40 外国語 「コミュニケーション英語I・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」（150点）

国際教養学部のみ、外部英語試験を点数換算※4
休憩（昼食）80分

13：00 ～
14：00 国語 「国語総合」（古文、漢文はいずれか選択）　（100点）※2

休憩　45分
14：45 ～
15：45 地歴・公民・数学「日本史B」「世界史B」「現代社会」「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」から1科目選択（100点）

時間 教科
理工学部

時間 教科
看護学部

情報システム工学科 共生創造理工学科 看護学科
出題科目（配点）※1 出題科目（配点）※1

10：30
～
12：00

数学 「数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B（数列、ベクトル）」
（150点）※3

10：30
～
11：30

数学
国語

「数学Ⅰ・A」「国語総合（古文・漢文を除く）」
から1科目選択（100点）

休憩（昼食）60分 休憩（昼食）90分
13：00
～
14：00

理科 「物理基礎・物理」「化学基礎・化学」「生物基
礎・生物」から1科目選択（100点）

13：00
～
14：00

理科 「化学基礎・生物基礎」（100点）

休憩　45分
14：45
～
15：45

外国語 「コミュニケーション英語I・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ」（100点）

●…国際教養学部出願者（他学部併願者除く）および外部英語試験スコア等所持者への優遇措置を利用し、当日筆記
試験「外国語」の受験を希望しない場合は、11時50分以降に入場してください。
●試験開始の20分前までに入場してください。なお、遅刻限度時刻（試験開始後20分）を設けています。
●筆記試験はマークシートによる解答方式です。選択科目は、試験当日、1科目を選んで解答してください。複数科
目の解答はできません。
●一般入試の併願について
2月7日・8日に実施する学科は、全学科併願可能です。9日については、情報システム工学科と共生創造理工学科の
併願は可能です。情報システム工学科と看護学科、共生創造理工学科と看護学科の併願はできません。
●外部英語試験スコア等所持者への優遇措置について
以下①～⑥の英語能力試験のスコア等所持者は、その点数に従って筆記試験「英語」の得点を換算する。
①TOEFL…iBT　②IELTS（オーバーオール・バンド・スコア）　③TOEIC®LISTENING…AND…READING…TEST
④実用英語技能検定2級以上の検定試験の英検CSE2.0スコア　⑤GTEC（オフィシャルスコア）
⑥国際連合公用語英語検定試験

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 換算率
72 6 800 2320 1280 A級 100％
66 ー 740 2260 1260 ー 90％
60 5.5 680 2200 1210 B級 80％

※優遇措置対象者は筆記試験「英語」を免除するが、受験することも可能。受験した場合、高得点の方を採用する。
※1　		各科目の難易度の差による有利・不利をなくす等のため、全ての科目において「中央値補正法」による得点調

整を行います。
※2　古文と漢文の両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※3　		「数学Ⅲ」の問題については、代わりに「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B（数列、ベクトル）」の問題を選択して解くこと

も可能です。両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※4　国際教養学部は、外部英語試験を点数換算します。また、換算値は中央値補正法による得点換算を行いません。
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大学入試センター試験利用入試（後期3科目方式）

募集人員
経済学部経済学科… 3名 経営学部経営学科… 3名 法学部法律学科… 4名

文学部人間学科… 5名 教育学部教育学科… 2名 教育学部児童教育学科… 2名

理工学部情報システム工学科… 2名 理工学部共生創造理工学科… 2名 国際教養学部国際教養学科… 2名

※看護学部は募集しません。
※…合格にふさわしい成績の志願者がいないと判断した場合は募集人員どおりの合格者を決定しない場合が
あります。

出願資格
P.5の出願資格のいずれかに該当する者

選考方法
当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の
試験の成績により選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検査等
（本学独自の二次試験）」は課しません。

出願書類
出願に当たって必要な書類は右のとおりです。
各出願書類については、P.10 ～ P.12の「出願
書類」をご確認ください。

※1　大学入試センター試験成績請求票
12月頃に大学入試センターから送られる大学入試センター試験の受験票についている成績請求票の
うち、私立大学用を1枚貼ってください。
※2　国際教養学部に出願する場合は、出願要件を満たす外部英語試験スコア等を提出してください。

入学試験日程等

試験日 出願期間 合格発表
2020年1月18日（土）・19日（日）
大学入試センター試験を受験

2020年2月21日（金）～ 3月2日（月）
＜締切日消印有効＞

2020年3月11日（水）

顔写真データ

証明書類 ※2
（該当者のみ）

※1
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大学入試センター試験利用入試（後期3科目方式）は、本学独自の試験は実施しません。
大学入試センター試験を受験してください。試験場は大学入試センターから送付されてくる受験票に
記載されている全国各地の試験場になります。
詳しくは、受験票の案内に従ってください。
※…大学入試センター試験の受験票は、試験に合格し入学する際、本学に提出していただきますので大
切に保管してください。

教科

経済学部 経営学部 国際教養
学部 法学部 文学部 教育学部 理工学部

経済学科 経営学科 国際教養
学科 法律学科 人間学科 教育学科 児童教育

学科 情報システム工学科 共生創造理工学科

出題科目（配点）

外国語
「英語」筆記試験とリスニングテスト（150点）
国際教養学部のみ、外部英語試験を点数換算※3

「英語」筆記試験と
リスニングテスト（100点）

国語
数学
理科

「国語」（古文、漢文はいずれか
選択※1）

「数学Ⅱ・数学B」から
1科目選択（100点）

※2

「国語」（古文、漢文はいずれか選択※1）
（100点）

「物理」「化学」
「生物」「地学」から1科目

選択（100点）
※2

地歴
公民
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ・数学A」「簿記・会計」
から1科目選択（100点）※2

「世界史B」「日本史
B」「地理B」

「現代社会」「倫理」
「政治・経済」

「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ・数学A」か
ら1科目選択（100

点）※2

「数学Ⅰ・数学A」と
「数学Ⅱ・数学B」の
2科目受験（100点）

●学科の併願はできません（専願）。
●大学入試センター試験の素点を本学の配点に換算します。
●…当該年度の大学入試センター試験の出題教科・科目のうち、各学部・学科が指定する教科・科目の試験の成績に
より選考します（前年度の成績は認めません）。各学部・学科とも「個別学力検査等（本学独自の二次試験）」は
課しません。
※1　古文と漢文の両方を解答した場合は、高得点の方を合否判定に使用します。
※2　選択科目で2科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用します。
※3　国際教養学部は、外部英語試験を点数換算します。また、換算値は中央値補正法による得点換算を行いません。

その他（合格後のプログラム等の出願について）
・GCP（グローバル・シティズンシップ・プログラム）には出願することができません。
・法学部のGLP（Global…Lawyers…Program）への出願については、入学直前の選抜（2019年3月
実施）にはエントリーできませんが、秋選抜（2019年9月実施）にはエントリーできます。

・経済学部のHOPE（Honors…Program…in…Economics）には出願することができません。
・入寮選考のご案内
　大学入試センター試験利用入試（後期3科目方式）の合格発表は、入寮選考を終えた後であるた
め、入寮の募集を行っていません。ただし、空室があった場合のみ、「合格通知」に同封してご
案内します。
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出願手続き

出願手続きの方法
　
出願は、「インターネット出願」に限ります。
インターネットに接続でき、印刷できる環境（PCとプリンター等）を準備してください。または、
スマートフォン、タブレットでの操作も可能ですが、この場合もコンビニエンスストア等を利用し
て書類を印刷できる環境が必要です。
本学のウェブページ（http://www.soka.ac.jp/）から「インターネット出願」専用サイトへアクセ
スしてください。

＜インターネット出願を利用した出願手続きの流れ＞

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願

必
要
書
類
を
用
意

志
願
票
等
の
印
刷

マ
イ
ペ
ー
ジ
に
ロ
グ
イ
ン

出
願
専
用
サ
イ
ト
へ
ア
ク
セ
ス

マ
イ
ペ
ー
ジ
の
新
規
登
録

STEP 5STEP 3

マ
イ
ペ
ー
ジ
に
ロ
グ
イ
ン
し

出
願
申
込
み

画
面
の
指
示
に
従
い
入
力

支
払
方
法
を
選
択
し

出
願
申
込
手
続
き
完
了

コ
ン
ビ
ニ

で
支
払
い

ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド

で
支
払
い

STEP 2STEP 1 STEP 4

全
て
の
書
類
を
郵
送

STEP 6

＜入学検定料の支払い方法＞
入学検定料の支払方法は、①コンビニエンスストア店頭でのお支払い、②クレジットカードによる
オンライン決済の２種類です。

①コンビニエンスストア店頭でのお支払い
全国のコンビニエンスストア（セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
ヤマザキデイリーストア、セイコーマート）にて、入学検定料のお支払いができます。

▼利用できるコンビニエンスストア

②クレジットカードによるオンライン決済
クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS）によるオンライン決
済にて、24時間、入学検定料のお支払いができます。
出願登録時に、入学検定料のお支払いが即時に完了するので、店頭まで行く手間が省けます。
お支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。

▼利用できるクレジットカード
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インターネット出願の出願手続き
　
STEP 1 マイページの新規登録をする
　
（1）専用サイトへアクセスし「新規登録する」をクリックします。

※PASCAL入試、公募推薦入試に出願済みの方は、マイページ登録がすでに完了しています。
画面の「ログイン」ボタンをクリックし、以下の流れでログインしてください。
①	PASCAL入試、公募推薦入試に出願手続きした際に登録したメールアドレスとパスワード
を入力してください。
②「ログイン」ボタンをクリックしてマイページに進んでください。

（2）「マイページ登録申請」画面でメールアドレスを入力して「送信する」をクリックします。
（3）登録用メールを受信し、メールに記載されているマイページ登録用URLをクリックします。
（4）「マイページ登録」画面で任意のパスワードを入力し「登録する」をクリックします。
（5）マイページ登録完了画面が表示されたら、マイページ登録が完了です。
… ※	30分経過してもメールが届かない場合は、メールアドレスの入力間違い、もしくはドメイ

ン名が指定されていない等の理由により不着となっています。メールの設定等を今一度確認
のうえ再度登録を行ってください。

STEP 2 マイページにログインし出願申込みをする
　
（1）メールアドレスとパスワードを入力し、マイページにログインします。
（2）「個人情報登録」画面で志願者本人の個人情報や顔写真データを登録します。
（3）「出願を進める」ボタンから「入試検索」へ進み、志願する入試区分・志望学科等を選択します。
（4）「基本情報の登録」画面で登録済みの個人情報を確認し、その他出願に必要な情報等（任意の

アンケート等）を入力し次の画面へ進みます。
（5）「支払方法の選択」画面で希望する入学検定料の支払方法を選択します。
… ※クレジットカード支払いを選択した場合は、支払いに必要なカード情報を入力してください。
（6）「最終確認」画面で入力・選択した内容を確認し、間違いがなければ「出願手続き確定」ボタ

ンをクリックします。
（7）「出願申込完了」画面が表示されたら、出願申込みは完了です。

STEP 3 入学検定料を支払う

入学検定料の支払方法は「コンビニエンスストア店頭でのお支払い」「クレジットカードによるオ
ンライン決済」の２種類からお選びいただけます。下記手順を参考にお支払いください。
　
コンビニエンスストア店頭での支払い
（1）インターネット出願の出願申込完了画面で表示された支払用の番号を控えます。
… ※	インターネット出願で申込手続きが完了している場合、マイページの「支払いを進める」ボ

タンから「出願情報詳細画面」へ進み、支払い用の番号を確認することができます。
（2）インターネット出願で選択したコンビニエンスストア店頭で入学検定料を支払います。

… 　＜セブン-イレブン・デイリーヤマザキの支払方法＞
… 　　① レジで「インターネット支払い」もしくは「オンライン決済」と伝えます。
　　② 支払い用の番号【セブン-イレブンの場合：払込票番号（13桁）／デイリーヤマザキの

場合：オンライン決済番号（11桁）】を伝えて入学検定料をお支払いください。
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… 　＜ローソン・ミニストップの支払方法＞
… 　　① 店頭端末機「Loppi」の画面から「各種サービスメニュー」を選択します。
… 　　②「各種代金・インターネット受付・スマートピットのお支払い」を選択します。
… 　　③「各種代金お支払い」を選択します。
… 　　④「マルチペイメントサービス」を選択します。
　　⑤ 画面の内容に同意（「はい」を選択）し、お申し込みの際に付与された「お客様番号（11

桁）」を入力します。
… 　　⑥「確認番号（4桁）」を入力します。
… 　　⑦ 表示された内容が正しければ「はい」を選択します。
　　⑧ Loppiから出力された申込券（レシート）をレジで渡して入学検定料をお支払いくださ

い。
　　　 ※申込券の有効時間は発券されてから30分です。

… 　＜ファミリーマートの支払方法＞
… 　　① ファミリーマート店頭端末機「Famiポート」で「代金支払い」を選択します。
… 　　②「各種代金お支払い」を選択します。
　　③ 支払い用の番号（「お客様番号（11桁）」）を入力し「OK」を選択します。

… 　　④「確認番号（4桁）」を入力し「OK」を選択します。
　　⑤ 画面の内容に同意（「同意して利用する」を選択）し、表示された内容が正しければ、「確

認」を選択します。
　　⑥ Famiポートから出力された申込券（レシート）をレジに渡して入学検定料をお支払い

ください。
　　　 ※申込券の有効時間は発券されてから30分です。

… 　＜セイコーマートの支払方法＞
　　① セイコーマート店頭端末機「クラブステーション」で「インターネット受付・各種代

金お支払い」を選択します。
… 　　② 支払い用番号（【オンライン決済番号】）を入力し、「次のページ」を選択します。
… 　　③ 表示された番号を確認して、正しければ「次のページ」を選択します。
… 　　④ 表示された内容を確認して、正しければ「印刷」を選択します。
… 　　⑤ クラブステーションから受付票が印刷されます。
… 　　⑥ 印刷された受付票をレジに渡して入学検定料をお支払いください。
　　　 ※申込券の有効時間は発券されてから30分です。

（3）支払いが完了したら、レシート等（コンビニエンスストアによっては「取扱明細書」等）を受
け取り、大切に保管してください。

… ※志願票等に貼付する必要はありません。試験が終了するまで大切に保管してください。
　
クレジットカード決済でのお支払い
（1）インターネット出願の支払方法で支払いを希望するクレジットカードブランドを選択してくだ

さい。
（2）カード番号、セキュリティコード、有効期限、カード名義名を入力してください。
… ※カード名義名は保護者の方の名義で問題はありません。
（3）インターネット出願で手続きが完了したら、お支払いも完了となります。
… ※	印刷する志願票にクレジットカードの支払い情報が印字されますので、そのまま出願してく

ださい。
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STEP 4 マイページにログインし志願票等を印刷する

（1）マイページにログインしインターネット出願ページ『検定料支払済みの出願』、『出願情報詳細
へ』ボタンをクリックしてください。

（2）プリンターで印刷する場合は、インターネット出願ページ『自宅で印刷する方（PDF表示）』
ボタンをクリックし、PDFを表示させ印刷してください。

（3）コンビニプリントサービスを利用する場合は、インターネット出願ページ『コンビニプリント
を予約する方』ボタンをクリックしてプリント予約番号を取得し、最寄りのコンビニエンスス
トアのマルチコピー機から印刷してください。

… ※印刷には別途料金がかかります。料金は印刷が必要な枚数により異なります。

郵送出願手続き

STEP 5 必要書類を用意する

入学志願票に添付する書類を用意します。
「出願書類」（P.10 ～ P.12）の内容を参照し、書類の漏れがないようにしてください。
　
STEP 6 必要書類とともに郵送

角２封筒を用意し、インターネット出願手続き完了時に印刷した「宛名ラベル」を角２封筒に貼り
付けてください。準備した出願用の書類を封筒に封入し、最寄りの郵便局で「簡易書留」にて郵送
してください。

【注意事項】
・出願書類は、郵送のみ受け付けます（締切日消印有効）。
・…「簡易書留」は、郵便局窓口での取り扱いとなりますので、最寄りの郵便局の営業時間をお確か
めのうえ、時間に余裕をもって手続きを行ってください。
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受験日の注意事項
※天候不良等による試験時間の変更などの連絡事項は本学ウェブページに随
時掲載しますのでご確認ください。

1 試験場への入退場
（1）…受験票※は必ず携行し、試験場入口で提示してください。もし受験票を紛失したり忘れた場合

は、試験場入口の係員に申し出てください。本人であることを確認の上、受験票が再発行され
入場することができます。

… ※受験票については、P.8をご確認ください。
（2）…試験場ならびに試験教室は、東京試験場（創価大学）は午前8時30分から、各地方試験場は午

前9時から入場可能です。※1
（3）…試験教室には、試験開始時刻の20分前までに入場し、ご自分の受験番号の席に着席してくださ

い。
（4）…全学統一入試（3・2科目方式）、一般入試の各筆記試験には、入室限度時刻（試験開始後20分）

を設けています。
（5）…試験時間中に退出することはできません。
（6）…全試験が終了するまで、特別な理由がない限り試験場の外へは出られません。
（7）…保護者等の同伴者は、試験場校舎内には入れません。東京試験場（創価大学）での控室は学生

ホール等を利用してください。ただし地方試験場は控室がご用意できません。ご了承ください。
（8）…スリッパ等の上履きを持参する必要はありません。
（9）…東京試験場（創価大学）は、昼食用に食堂を営業します。

※1　試験場入場についての注意事項

全学統一入試（2科目方式）を受験される方へ

2科目のみの受験を予定されている場合、受験意志のないもう1科目について、その試験時間帯
は試験教室に入れません。
また、東京試験場（創価大学）には受験する科目以外の時間帯に使用できる自習室があります
が、地方試験場にはありません。あらかじめご了承ください。

全学統一・一般入試で国際教養学部に出願する方へ

国際教養学部出願者（他学部併願者除く）は、当日筆記試験「外国語」を実施しないため、11
時50分以降に入場してください。

外部英語試験スコア等所持者の優遇措置を利用する方へ

外部英語試験スコア等所持者の優遇措置を利用し、当日筆記試験「外国語」の受験を希望しな
い場合は、11時50分以降に入場してください。

2 受験上の注意
（1）…受験票は必ず机の上に置いてください。
（2）…解答用紙への記入は、マークシート方式ですので、黒鉛筆（HB以上が望ましい）、プラスチッ
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ク製消しゴムを使用してください。
（3）…机の上に置けるものは、受験票、黒鉛筆、消しゴム、鉛筆削り、時計です。
（4）…定規、下敷、コンパス、そろばん、グラフ用紙等の補助具、携帯電話、スマートフォン、ウェ

アラブル端末、電子辞書、ICレコーダー等の電子機器類の使用は認めません。
（5）…全学統一入試、一般入試における「受験科目の選択」は、試験問題を解答する際に行います。

選択する受験科目を事前に登録することはありません。
（6）…試験の際、不正行為または他の受験者に迷惑をかける行為を行った場合、退場を命じることが

あります。
（7）…携帯電話・スマートフォンは、必ず電源を切り、カバンなどの中にしまってください。
（8）…試験教室には時計がないため、時計が必要な方は各自用意してください。なお、携帯電話・ス

マートフォンは試験中には電源を切るため、時計としての使用もできません。
（9）…服装は自由です。ただし、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。

着用している場合には、脱いでもらうことがあります。

3 その他
（1）…試験当日は、交通渋滞等の不測の事態により、試験場まで予想以上の時間がかかる場合があり

ますので、余裕をもって試験場に到着するようにしてください。
（2）…受験中に気分が悪くなった場合等は、すぐに試験監督員に申し出てください。
（3）…東京試験場（創価大学）での当日の昼食は、学内で販売しているほか、食堂も利用できます。

持参した昼食を試験教室等でとることもできます。食堂施設がない各地方試験場では近辺の食
堂等の利用が可能です。持参した昼食を試験教室でとることができますが、ゴミ等は必ず持ち
帰ってください。

（4）…試験教室に忘れ物をした場合は、試験本部（TEL:042-691-4617）に問い合わせてください。
（5）…宿泊施設については、創価大学では斡旋していません。

４ 	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
入学試験実施にあたり、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ等）
の蔓延が確認された場合、関係行政機関等の対応を考慮した上で、試験実施について具体的な措置
をとる場合があります。
また、感染症に罹患し治癒していない受験生が確認された場合、同じく関係行政機関等の対応を考
慮した上で、試験実施について具体的な措置をとる場合もあります。なお、試験実施について措置
がとられた場合でも、それに伴う受験者の不便、費用、その他の個人的損害については何ら責任を
負いません。
詳細については、措置内容が決定後、本学ホームページに随時掲載しますので、各自で確認をして
ください。
　
＜受験生の皆さんへお願い＞
（1）…入学試験会場での感染症（インフルエンザ等）の感染を防ぐため、必要に応じて各自マスクを

用意してください。
（2）…咳・くしゃみがでる方は、マスクを着用する、咳エチケットを守るなど周囲の方への感染防止

にご配慮ください。
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試験場案内

1 諸注意およびお問い合わせ先
●「受験票」に記載された受験番号と試験場を必ず確認してください。
●…各試験場とも、場所を確認するための下見はできますが、校舎（建物）内に入ることはできませ
ん（東京試験場は、校舎には入ることは可能ですが、教室内に入ることはできません）。

●地方試験場は、保護者等の同伴者の控室はございません。ご了承ください。

＜お問い合わせ先＞
創価大学　アドミッションズセンター
TEL.042-691-4617（月～金：9：30～17：00、土：9：30～12：00、日曜祝日、年末年始は除く）
MAIL．nyushi@soka.ac.jp
http://www.soka.ac.jp/

2 試験場案内

東京試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：創価大学
住　　所：〒192-8577
　　　　　八王子市丹木町1-236
電　　話：042-691-4617

■交通案内
●JR中央線「八王子駅」北口、または京王線「京王八王子駅」で下車し、路線バスに乗車。
●路線バスは、「創価大学循環」、「創価大正門・東京富士美術館」行きのバスにて「創価大学正門」
で下車（約20分、料金310円）。「創価大学正門」バス停から試験教室まで徒歩約10分。

■東京試験場（創価大学）について
●試験当日はJR中央線「八王子駅」北口から、試験場への直通ピストンバスを運行します（約15分、
料金310円）。
〈運行時間帯〉午前8時30分頃を第1便とし、1時限目の試験開始時間に間に合う時間（午前9時
50分頃）までです。改札出口、およびバス乗り場に整理誘導係員がいますので、その誘導に従い
乗車してください。

●保護者等の同伴者の控室は、学内の学生ホール等を利用してください。試験場の校舎の中には一
切入れません。

創価大学交通アクセス　　https://www.soka.ac.jp/access/
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札幌試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：TKP札幌カンファレンスセンター
住　　所：〒060-0003　札幌市中央区北3条西3丁目1-6
　　　　　札幌小暮ビル6F
　　　　　※【TKP札幌駅カンファレンスセンター】とは別の会場ですのでご注意ください。
電　　話：011-600-2613★
■交通案内　https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-sapporo/access/
●JR函館本線「札幌駅」南口　徒歩5分
●札幌市営南北線「さっぽろ駅」地下歩行空間2番出口　徒歩1分

仙台試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：TKP仙台西口ビジネスセンター
住　　所：〒980-0014　仙台市青葉区本町1-5-31
　　　　　シエロ仙台ビル2F
電　　話：022-397-8521★
■交通案内　https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/bc-sendai-nishiguchi/access/
●JR東北本線「仙台駅」西口より徒歩5分
●JR仙石線「あおば通駅」より徒歩6分

柏試験場
一般入試のみ

試験場名：東葛テクノプラザ
住　　所：〒277-0882　千葉県柏市柏の葉5-4-6
電　　話：04-7133-0139★
■交通案内　http://www.ttp.or.jp/articles/num/36
●つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」西口より
　東武バス「国立がん研究センター」で下車。（約15分）

さいたま試験場
一般入試のみ

試験場名：JA共済埼玉ビル
住　　所：〒330-0801　さいたま市大宮区土手町1-2
　　　　　JA共済埼玉ビル内
電　　話：048-644-2271★
■交通案内　http://www.ja-kyosai-saitamabuil.co.jp/access.html
●JR「大宮駅」東口より徒歩約13分
●…バスをご利用の場合：JR大宮駅東口、東武バス1番乗車口より「上尾駅東口行」に乗車し、2つ
目のバス停留所「裏参道」で下車。（約5分）

★入学試験に関すること、試験当日の連絡は、創価大学アドミッションズセンターへお問い合わせ
ください。
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新潟試験場
一般入試のみ

試験場名：看護リハビリ　新潟保健医療専門学校（理学療法学科）
住　　所：〒950-0086　新潟県新潟市中央区花園2-2-7
　　　　　（理学療法学科）
電　　話：025-240-0003★
■交通案内　http://www.hi-college.ac.jp/old/about/access
●越後線・信越本線「新潟駅」万代口より徒歩3分

静岡試験場
一般入試のみ

試験場名：CSA貸会議室
住　　所：〒420-0857　静岡市葵区御幸町11-8
　　　　　レイアップ御幸町ビル
電　　話：054-269-5070★
■交通案内　https://rental.csa-re.co.jp/article/b001_map.jpg
●JR「静岡駅」より徒歩約3分

名古屋試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：イオンコンパス名古屋駅前・桜通口
住　　所：〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅3-25-3
　　　　　大橋ビルディング4F
電　　話：052-451-1800★
■交通案内　http://aeoncompass-kaigishitsu.com/nagoya-sakuradoriguchi/access/
●JR・名鉄・近鉄・地下鉄「名古屋駅」より徒歩約4分

大阪試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：天満研修センター
住　　所：〒530-0034　大阪市北区錦町2-21
電　　話：06-6354-1927★
■交通案内　https://www.temmacenter.com/tenma/access/index.html
●JR「大阪駅」から大阪環状線外回りでひと駅（約3分）JR「天満駅」から徒歩2分
●地下鉄堺筋線「扇町駅」（1番出口）から徒歩約7分
●地下鉄谷町線「天神橋筋六丁目駅」（12番出口）から徒歩約10分

★入学試験に関すること、試験当日の連絡は、創価大学アドミッションズセンターへお問い合わせ
ください。
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広島試験場
一般入試のみ

試験場名：広島国際会議場
住　　所：〒730-0811　広島市中区中島町1-5
　　　　　（平和記念公園内）
電　　話：082-242-7777★
■交通案内　http://www.pcf.city.hiroshima.jp/icch/access.html
●…JR「広島駅」から南口バスのりばA-3ホームより、広島バス24号線吉島営業所または吉島病院行
「平和記念公園」下車すぐ

高松試験場
一般入試のみ

試験場名：サンポートホール高松
住　　所：〒760-0019　高松市サンポート2-1
　　　　　高松シンボルタワー・ホール棟
電　　話：087-825-5000★
■交通案内　https://www.sunport-hall.jp/access/
●JR「高松駅」より徒歩3分
●ことでん「高松築港駅」より徒歩5分
●高松港より徒歩2分

福岡試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：リファレンス駅東ビル
住　　所：〒812-0013　福岡市博多区博多駅東1-16-14
電　　話：092-432-0058★
■交通案内　http://www.re-rental.com/ekihigashi/access/
●JR「博多駅」筑紫口より徒歩約4分

那覇試験場
全学統一入試・一般入試
試験場名：那覇尚学院（別館）
住　　所：〒900-0012　那覇市泊2-17-4
電　　話：098-867-3515（代表）★
■交通案内　http://www.shogaku.net/shogakuin/access.php
●「泊高橋バス停」下車　徒歩約3分
●ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約15分
●那覇空港より車で約15分

★入学試験に関すること、試験当日の連絡は、創価大学アドミッションズセンターへお問い合わせ
ください。
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合格発表について

1 合格発表の方法
①…合格発表は、ホームページ上で行います。ホームページは、スマートフォン・パソコンからアク
セスできます。確認可能期間は、以下の表を参照してください。掲示による合格発表は行いませ
ん。

②合格者には、「合格通知」および「入学手続きのご案内」を郵送します。
③不合格者には、本学からの郵便等での個別通知は行いません。
④合否についての問い合わせには、一切応じられません。

発表日時 インターネットによる合否確認可能期間

大学入試センター試験利用入試（前期
3科目方式）

2020年2月14日（金）
2020年2月14日（金）午前10：00～

2月22日（土）午前10：00
大学入試センター試験利用入試（前期
4科目方式）

2020年2月14日（金）
2020年2月14日（金）午前10：00～

2月22日（土）午前10：00

全学統一入試（3科目方式） 2020年2月14日（金）
2020年2月14日（金）午前10：00～

2月22日（土）午前10：00

全学統一入試（2科目方式） 2020年2月14日（金）
2020年2月14日（金）午前10：00～

2月22日（土）午前10：00

一般入試 2020年2月17日（月）
2020年2月17日（月）午前10：00～

2月22日（土）午前10：00
大学入試センター試験利用入試（後期
3科目方式）

2020年3月11日（水）
2020年3月11日（水）午前10：00～

3月13日（金）午前10：00

2 合格案内サービスについて
スマートフォン・パソコンから合否を確認することができます。

合格案内の時間帯
各入試の合格発表日の午前10時から所定の期間内は、いつでも確認できます。ただし、それ以降は
確認できませんのでご注意ください。

インターネット（スマートフォン・パソコン）による合否確認サイトおよび操作手順はP.38をご覧
ください。

3 追加合格について
（1）…追加合格は、正規合格者の入学手続き状況により欠員が生じた場合に限り、追加で合格を認め

るものです。よって、追加合格者数はその年度の欠員数によって異なります。
（2）…追加合格者には、出願の際に登録された住所や電話番号を使用し、通知ならびに入学手続きを

ご案内します。
（3）…追加合格については、インターネットでの合否確認はできません。
（4）…追加合格について、電話・メール等でのお問い合わせには一切応じられません。
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※スマートフォン・パソコンの画面デザインは、変更される場合がございます。
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入学手続きについて
1.…入学手続きは、次の手続きを全て行って完了します。
【1】入学金の振込および入学手続き
【2】学費等諸納付金の振込
※その他、入学を誓約する手続きが必要になります。
合格発表日に速達で合格者に送付される「合格通知」の中にある「入学手続きのご案内」（到着は
合格発表日の1～ 2日後になります）に従って手続きを行ってください。

【1】入学金振込期限・手続き締切日 【2】学費等諸納付金振込期限

大学入試センター試験利用入試
（前期3科目方式）※

2020年2月21日（金） 2020年3月2日（月）

大学入試センター試験利用入試
（前期4科目方式）※

全学統一入試（3科目方式）

全学統一入試（2科目方式）

一般入試

大学入試センター試験利用入試
（後期3科目方式）※

2020年3月19日（木） 2020年3月19日（木）

2.…期限内に各手続が完了しない場合は、合格を取り消します。
3.…入学手続きには、「卒業証明書」の提出と入学する際の「保証人」を明確にしておく必要があり
ます。

※大学入試センター試験利用入試（全方式）で入学手続きする場合、「大学入試センター試験　受
験票」が必要です。

入寮選考について
入寮選考のご案内は、上記「合格通知」に同封します。なお、大学入試センター試験利用入試（後
期3科目方式）の合格発表は、入寮選考を終えた後であるため、募集を行っていません。ただし、
空室があった場合のみ、「合格通知」に同封してご案内します。

入学辞退について
入学を辞退される方は、2020年3月23日（月）までに入学辞退届を提出してください。
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入学金・学費・諸費

1 1年次の納付金について
各入試の「入学金振込期限」内に入学金を納付してください。なお、一度納めた入学金は入学を辞
退しても返還しませんので、ご注意ください。入学金を除く学費等の納入は、1回払いか、2回払い
が選択できます。

■1年次の納付金（2020年度予定）
内訳 項目 経済・経営・法学部 文・教育学部 理工学部 看護学部※2 国際教養学部※3

入学金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

学費

授業料 600,000円 620,000円 900,000円 850,000円 840,000円
在籍料 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円 60,000円
教育充実費 240,000円 240,000円 260,000円 260,000円 240,000円
実習費 － － 80,000円 150,000円 －

諸費 学友会費※1 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円
計 1,119,000円 1,139,000円 1,519,000円 1,539,000円 1,359,000円

※1… 学友会費は、実情に即して改定されることがあります。
※2… 一般社団法人日本看護学校協議会共済会が運営する総合補償制度（Will2）の保険料（年間保

険料4,500円）が別途、毎年必要になります（保険料変動あり）。
※3　……学費には、往復航空運賃、留学先授業料、海外傷害保険料が含まれていますが、その他の費

用（ビザ代、寮費・ホームステイ費、現地大学健康保険費、食費、交通費など）は全て自己
負担となります。それぞれの学生の留学先での生活状況や為替の変動により、必要な費用は
変わりますが、およそ60～ 100万円になります。
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■2回払いで納付する場合の納付金（2020年度予定）

1
回
目

内訳 項目 経済・経営・法学部 文・教育学部 理工学部 看護学部※2 国際教養学部※3
入学金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

学費

授業料 300,000円 310,000円 450,000円 425,000円 420,000円
在籍料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
教育充実費 120,000円 120,000円 130,000円 130,000円 120,000円
実習費 － － 40,000円 75,000円 －

諸費 学友会費※1 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円 19,000円
計 669,000円 679,000円 869,000円 879,000円 789,000円

2
回
目

内訳 項目 経済・経営・法学部 文・教育学部 理工学部 看護学部※2 国際教養学部※3
入学金 － － － － －

学費

授業料 300,000円 310,000円 450,000円 425,000円 420,000円
在籍料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円
教育充実費 120,000円 120,000円 130,000円 130,000円 120,000円
実習費 － － 40,000円 75,000円 －

諸費 学友会費※1 － － － － －
計 450,000円 460,000円 650,000円 660,000円 570,000円

※1… 学友会費は、実情に即して改定されることがあります。
※2… 一般社団法人日本看護学校協議会共済会が運営する総合補償制度（Will2）の保険料（年間保

険料4,500円）が別途、毎年必要になります（保険料変動あり）。
※3　……学費には、往復航空運賃、留学先授業料、海外傷害保険料が含まれていますが、その他の費

用（ビザ代、寮費・ホームステイ費、現地大学健康保険費、食費、交通費など）は全て自己
負担となります。それぞれの学生の留学先での生活状況や為替の変動により、必要な費用は
変わりますが、およそ60～ 100万円になります。

2回払いの2回目（秋学期分）の納入期間は、秋学期の10月中旬頃から11月上旬頃までです（予定）。
秋学期分の納付書は、10月中旬頃に郵送します。

上記の学費のほかに、教職課程や社会教育主事
課程を希望する場合は、別に「課程登録費」が
必要になります。

課程 登録費（1年生または2年生）更新費（教育実習登録時）
教職課程（幼・小） 25,000円 25,000円
教職課程（中・高） 25,000円 25,000円
社会教育主事課程 15,000円 ー

2 2年次以降の納付金について
2年次以降は入学金を除いた、授業料、在籍料、教育充実費、実習費を納金いただきます。

3 入学金を除く学費・諸費の返還について
2020年3月23日（月）までに所定の手続をもって入学辞退した場合は、入学金を除く学費・諸費
を返還いたします。




