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募集人員

エントリー時提出書類

入学試験日程

選考・評価方法

※エントリー／出願期間について、国外からの場合は締切日までに必着とします。当日消印有効ではありませんのでご注意ください。

※各学科の体験プログラムや、面談時に必要な持参物についてはP.7～14の各学科詳細ページを参照してください。

● インターネット志願票

総合型選抜入学試験（体験型）…入学定員の35%
総合型選抜入学試験（面談型）…入学定員の15%

● 志望理由書
● 調査書

出身学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
※廃校・被災・その他の事情により調査書が得られない場合には、卒業証明書を提出してください。
※大学入学資格検定合格者の方、高等学校卒業程度認定試験合格（見込）の方は、調査書に代わって提出する書類があります。P.27を参考に準備してください。なお、書類は特に指

定がないかぎり原本を提出してください。
※調査書は面談の参考として使用する他に、「全体の学習成績の状況」または「評定平均値」を基に、満点の５％となるよう換算し点数化します。調査書に代わる書類を提出する受

験生はその値を一律に「3.5」とみなし換算します。
※出願認定後の提出書類は、認定通知に同封してお知らせします。

区分 エントリー期間 体験・面談日 出願認定
発表日 出願期間 合格発表日 入学手続き期間

9/1（火）～9/7（月） 9/18（金）～10/1（木）
当日消印有効

10/16（金）～10/29（木）
当日消印有効

11/2（月）～11/19（木）
当日消印有効

11/6（金）～11/19（木）
当日消印有効

9/25（金）～10/5（月）

総合型選抜
入学試験
（体験型）

総合型選抜
入学試験
（面談型）

9/12（土）
9/13（日） 11/2（月）

11/6（金）10/10（土）

9/18（金）

10/16（金）

入試区分 エントリー／出願資格

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

一般選抜入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

一般選抜大学入学共通テスト利用型
入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

留学生入学試験 上記 1・2 のすべてに該当する者。

上記 1・2 のすべてに該当する者。

上記 1・2 のすべてに該当し、「令和 4 年度大学入学共通テスト」
で本学が指定する 3 教科 3 科目以上を受験した者。

※エントリー／出願の流れはP.28～31を参照してください。

※編・転入学試験の出願資格等については32～33ページをご確認ください。
※卒業・修了・合格見込で入学試験に出願・合格し入学手続きを完了した者が、2022年3月31日までに卒業・修了・合格しなかった場合は、入学資格を取り消します。
※入学に際して必要な在留資格を取得することができない場合は、入学資格を取り消します。

以下のすべてに該当する者。
1．外国の国籍を有し、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2022年3月31日までに修了見込みの者、もしくはこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者。

２．出願時点で、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する日本語能力試験（JLPT）における「N2」以上の資格保有者、もし

くは独立行政法人日本学生支援機構が主催する日本留学試験（EJU）「日本語」における「読解」／「聴解・聴読解」の合計が「220点以上」の者。

※国費留学生で上記の日本語能力に該当しない場合は、出願開始の1ヶ月前までに広報入試課へ相談してください。

入試区分

提出書類

6ページ「提出書類」の
1～6

志望理由書
★1

自己PR書
★2

大学入学共通テスト
成績請求票

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅱ期

一般選抜入学試験Ⅰ期

一般選抜入学試験Ⅱ期

一般選抜大学入学共通テスト利用型
入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

留学生入学試験 ●

●

●

●

●

○
選択者のみ

○
選択者のみ

●

●

★１　志望理由書は本学所定の様式に記入してください。
映像表現学科内の映画コースとアニメーションコースを併願する場合は、出願するコースごとに作成し、提出してください。

★２　自己PR書の詳細は25ページを参照してください。

※編・転入学試験の提出書類等については32～33ページをご確認ください。

★２　個別資格・個別コンテスト等　受賞に関する証明書
・各学科指定の「個別資格・個別コンテスト等受賞に関する出願条件」に該当する証明書または賞状のコピーを１部提出してください。（コンテスト等に団体で出

場された方は出場者名がわかる書類のコピーを1部併せて提出してください。）
・学科によって対象資格・コンテスト等受賞に関する出願条件が異なりますのでご注意ください。

★３　自己PR書の詳細は●ページを参照してください。

日本語または英語で記載された証明
書を提出してください。日本語また
は英語以外の言語で記載されている
場合、日本語または英語に翻訳し、
大使館・領事館・公証処などの公的
機関（在学中に限り日本国内所在の
日本語学校も可）において、原本と
訳本の内容に相違ないことの証明を
受けた上で、原本と一緒に提出して
ください。また、全ての書類に公的
機関（在学中に限り日本国内所在の
日本語学校）の公印を必要とします。

１．出身高等学校の卒業（見込）証明書
高等学校の卒業証書（Diploma）ではありません。
卒業証明書（Certificate of Graduation）または
卒業見込み証明書（Certificate of Expected 
Graduation）を提出してください。

２．出身高等学校の成績証明書
出身高等学校長が作成した、高等学校在学全期間
の成績証明書を提出してください。

大学入学資格検定合格

外国の学校を卒業（見込）

合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験
合格（見込） 合格成績証明書または合格見込成績証明書

提出書類

1．インターネット志願票

２．履歴書
本学所定の様式に記入してください。

３．出身高等学校の卒業（見込）証明書
※高等学校の卒業証書（Diploma）ではありません。
　卒業証明書（Certificate of Graduation）または卒業見込証明書
　（Certificate of Expected Graduation）を提出してください。

４．出身高等学校の成績証明書
※出身高等学校長が作成した、高等学校在学全期間の成績証明書を
　提出してください。

５．本人であることを証明する書類
〇全員………………パスポートのコピー（氏名及び顔写真が記載されたページのコピー）
〇日本国内在住者…パスポートのコピーに加えて、在留カードまたは外国人登録証明書の両面コピー
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

６．日本語能力についての証明書
次のいずれか、または両方
〇日本語能力試験（JLPT）…合格結果通知書、日本語能力認定書、認定結果および成績に関する証明書のいずれか　※コピー可
〇日本留学試験（EJU）  ……成績通知書、成績証明書のいずれか　※コピー可

入試区分によって上記以外の提出書類が必要な場合がありますので、右ページの表も必ずご確認ください。

日本語または英語で記載された証明書を提出してください。
日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語また
は英語に翻訳し、大使館・領事館・公証処などの公的機関（在学中
に限り日本国内所在の日本語学校も可）において、原本と訳本の
内容に相違ないことの証明を受けた上で、原本と翻訳の両方を提
出してください。
また、全ての書類に公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本
語学校も可）の公印を必要とします。
※詳細は7ページ「証明書の翻訳について」をご確認ください。

証明書の原本は
日本語または英語ですか

日本国内の日本語学校
（在学中のみ）

大使館などの公的機関
（中華人民共和国公証役場以外） 中華人民共和国公証役場

証明書原本と翻訳原本
（公印必要）の両方を提出

証明書原本と翻訳原本
（公印必要）の両方を提出 公証書原本を提出

誰が翻訳しましたか

いいえはい

証明書原本を提出

各入試区分の出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外から出願の場合は、出願書類郵送締切日までに必着とします。

証明書の翻訳について

●
写真データ不要

出
願
資
格
／
提
出
書
類
︵
外
国
の
国
籍
を
も
ち
、外
国
の
学
校
を
卒
業︵
見
込
︶の
方
︶

出願資格 ※外国の国籍をもち、外国の学校を卒業（見込）の方

※外国の国籍をもち、外国の学校を卒業（見込）の方提出書類
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募集人員

エントリー時提出書類

入学試験日程

選考・評価方法

※エントリー／出願期間について、国外からの場合は締切日までに必着とします。当日消印有効ではありませんのでご注意ください。

※各学科の体験プログラムや、面談時に必要な持参物についてはP.7～14の各学科詳細ページを参照してください。

● インターネット志願票

総合型選抜入学試験（体験型）…入学定員の35%
総合型選抜入学試験（面談型）…入学定員の15%

● 志望理由書
● 調査書

出身学校長が作成し、厳封したものを提出してください。
※廃校・被災・その他の事情により調査書が得られない場合には、卒業証明書を提出してください。
※大学入学資格検定合格者の方、高等学校卒業程度認定試験合格（見込）の方は、調査書に代わって提出する書類があります。P.27を参考に準備してください。なお、書類は特に指

定がないかぎり原本を提出してください。
※調査書は面談の参考として使用する他に、「全体の学習成績の状況」または「評定平均値」を基に、満点の５％となるよう換算し点数化します。調査書に代わる書類を提出する受

験生はその値を一律に「3.5」とみなし換算します。
※出願認定後の提出書類は、認定通知に同封してお知らせします。

区分 エントリー期間 体験・面談日 出願認定
発表日 出願期間 合格発表日 入学手続き期間

9/1（火）～9/7（月） 9/18（金）～10/1（木）
当日消印有効

10/16（金）～10/29（木）
当日消印有効

11/2（月）～11/19（木）
当日消印有効

11/6（金）～11/19（木）
当日消印有効

9/25（金）～10/5（月）

総合型選抜
入学試験
（体験型）

総合型選抜
入学試験
（面談型）

9/12（土）
9/13（日） 11/2（月）

11/6（金）10/10（土）

9/18（金）

10/16（金）

入試区分 エントリー／出願資格

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

一般選抜入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

一般選抜大学入学共通テスト利用型
入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

留学生入学試験 上記 1・2 のすべてに該当する者。

上記 1・2 のすべてに該当する者。

上記 1・2 のすべてに該当し、「令和 4 年度大学入学共通テスト」
で本学が指定する 3 教科 3 科目以上を受験した者。

※エントリー／出願の流れはP.28～31を参照してください。

※編・転入学試験の出願資格等については32～33ページをご確認ください。
※卒業・修了・合格見込で入学試験に出願・合格し入学手続きを完了した者が、2022年3月31日までに卒業・修了・合格しなかった場合は、入学資格を取り消します。
※入学に際して必要な在留資格を取得することができない場合は、入学資格を取り消します。

以下のすべてに該当する者。
1．外国の国籍を有し、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2022年3月31日までに修了見込みの者、もしくはこれに準ずる者で文

部科学大臣の指定した者。

２．出願時点で、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催する日本語能力試験（JLPT）における「N2」以上の資格保有者、もし

くは独立行政法人日本学生支援機構が主催する日本留学試験（EJU）「日本語」における「読解」／「聴解・聴読解」の合計が「220点以上」の者。

※国費留学生で上記の日本語能力に該当しない場合は、出願開始の1ヶ月前までに広報入試課へ相談してください。

入試区分

提出書類

6ページ「提出書類」の
1～6

志望理由書
★1

自己PR書
★2

大学入学共通テスト
成績請求票

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅰ期

総合型選抜公募推薦入学試験Ⅱ期

一般選抜入学試験Ⅰ期

一般選抜入学試験Ⅱ期

一般選抜大学入学共通テスト利用型
入学試験Ⅰ期／Ⅱ期

留学生入学試験 ●

●

●

●

●

○
選択者のみ

○
選択者のみ

●

●

★１　志望理由書は本学所定の様式に記入してください。
映像表現学科内の映画コースとアニメーションコースを併願する場合は、出願するコースごとに作成し、提出してください。

★２　自己PR書の詳細は25ページを参照してください。

※編・転入学試験の提出書類等については32～33ページをご確認ください。

★２　個別資格・個別コンテスト等　受賞に関する証明書
・各学科指定の「個別資格・個別コンテスト等受賞に関する出願条件」に該当する証明書または賞状のコピーを１部提出してください。（コンテスト等に団体で出

場された方は出場者名がわかる書類のコピーを1部併せて提出してください。）
・学科によって対象資格・コンテスト等受賞に関する出願条件が異なりますのでご注意ください。

★３　自己PR書の詳細は●ページを参照してください。

日本語または英語で記載された証明
書を提出してください。日本語また
は英語以外の言語で記載されている
場合、日本語または英語に翻訳し、
大使館・領事館・公証処などの公的
機関（在学中に限り日本国内所在の
日本語学校も可）において、原本と
訳本の内容に相違ないことの証明を
受けた上で、原本と一緒に提出して
ください。また、全ての書類に公的
機関（在学中に限り日本国内所在の
日本語学校）の公印を必要とします。

１．出身高等学校の卒業（見込）証明書
高等学校の卒業証書（Diploma）ではありません。
卒業証明書（Certificate of Graduation）または
卒業見込み証明書（Certificate of Expected 
Graduation）を提出してください。

２．出身高等学校の成績証明書
出身高等学校長が作成した、高等学校在学全期間
の成績証明書を提出してください。

大学入学資格検定合格

外国の学校を卒業（見込）

合格成績証明書

高等学校卒業程度認定試験
合格（見込） 合格成績証明書または合格見込成績証明書

提出書類

1．インターネット志願票

２．履歴書
本学所定の様式に記入してください。

３．出身高等学校の卒業（見込）証明書
※高等学校の卒業証書（Diploma）ではありません。
　卒業証明書（Certificate of Graduation）または卒業見込証明書
　（Certificate of Expected Graduation）を提出してください。

４．出身高等学校の成績証明書
※出身高等学校長が作成した、高等学校在学全期間の成績証明書を
　提出してください。

５．本人であることを証明する書類
〇全員………………パスポートのコピー（氏名及び顔写真が記載されたページのコピー）
〇日本国内在住者…パスポートのコピーに加えて、在留カードまたは外国人登録証明書の両面コピー
※必要に応じて上記以外の書類の提出を求める場合があります。

６．日本語能力についての証明書
次のいずれか、または両方
〇日本語能力試験（JLPT）…合格結果通知書、日本語能力認定書、認定結果および成績に関する証明書のいずれか　※コピー可
〇日本留学試験（EJU）  ……成績通知書、成績証明書のいずれか　※コピー可

入試区分によって上記以外の提出書類が必要な場合がありますので、右ページの表も必ずご確認ください。

日本語または英語で記載された証明書を提出してください。
日本語または英語以外の言語で記載されている場合、日本語また
は英語に翻訳し、大使館・領事館・公証処などの公的機関（在学中
に限り日本国内所在の日本語学校も可）において、原本と訳本の
内容に相違ないことの証明を受けた上で、原本と翻訳の両方を提
出してください。
また、全ての書類に公的機関（在学中に限り日本国内所在の日本
語学校も可）の公印を必要とします。
※詳細は7ページ「証明書の翻訳について」をご確認ください。

証明書の原本は
日本語または英語ですか

日本国内の日本語学校
（在学中のみ）

大使館などの公的機関
（中華人民共和国公証役場以外） 中華人民共和国公証役場

証明書原本と翻訳原本
（公印必要）の両方を提出

証明書原本と翻訳原本
（公印必要）の両方を提出 公証書原本を提出

誰が翻訳しましたか

いいえはい

証明書原本を提出

各入試区分の出願書類郵送締切日までに簡易書留速達郵便にて郵送してください（締切日消印有効）。
ただし、国外から出願の場合は、出願書類郵送締切日までに必着とします。

証明書の翻訳について
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