
 

 

 

2020年度 
 

インターネット出願要項 
 

 

スカラシップ入学試験 

一 般 入 学 試 験 

大学入試センター試験利用入学試験 

 

 

次の①～④すべてを行うことにより出願は完了します。 

ひとつでも完了しない場合は受け付けられませんので、ご注意ください。 

① インターネットによる出願登録 

② 検定料の支払い 

③ 写真の登録 

④ 書類の郵送 

 

 スカラシップ入試、一般入試、大学入試センター試験利用入試においてイン

ターネット出願ができます。 

 本要項はインターネット出願についての出願要領について記載しています。 

 アドミッション・ポリシーや出願資格、試験場などについては、『2020年度

学生募集要項』をご覧ください。 
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1. インターネット出願手続 

（1）インターネット出願対象入試 

インターネット出願ができる入試は次の 3種類の試験です。 

■スカラシップ入学試験 

■一般入学試験 A日程・B日程 

■大学入試センター試験利用入学試験 1期・2期・3期 

 

（2）2020年度 入学試験日程 

  ◎試験場や選考方法等については『2020年度学生募集要項』をご覧ください。 

試験区分 
募集定員 

インターネット出願期間 

※出願期間最終日の 

注意事項参照 

試験日 合格発表日 手続期限 

経済 経営 

スカラシップ入試 5名 5名 
1月 16日（木） 

～1月 27日（月） 
2月 3日（月） 2月 19日（水） 

一般合格 

3月 11日（水） 

特待合格 

3月 23日（月） 

一般入試（Ａ日程） 

10名 10名 

1月 16日（木） 

～1月 27日（月） 

2月 1日（土） 

または 

2月 3日（月） 

2月 19日（水） 3月 11日（水） 

一般入試（Ｂ日程） 
2月 21日（金） 

～2月 28日（金） 
3月 4日（水） 3月 16日（月） 3月 23日（月） 

大学入試センター 

利用入試（1期） 

10名 10名 

1月 16日（木） 

～1月 27日（月） 

個別試験は 

課さない 

2月 19日（水） 3月 11日（水） 

大学入試センター 

利用入試（2期） 

1月 28日（火） 

～2月 10日（月） 
2月 26日（水） 3月 11日（水） 

大学入試センター 

利用入試（3期） 

2月 12日（水） 

～3月 13日（金） 
3月 23日（月） 3月 27日（金） 

 

※ 出願期間最終日における注意事項 

① インターネットによる出願登録：最終日 12時 00分まで 

② 検定料の支払い：最終日 17時 00分まで 

③ 写 真 の 登 録 ：最終日 17時 00分まで 

④ 書 類 の 郵 送 ：最終日必着 

※ 書類を本学窓口に直接提出する場合は、インターネット出願期間の最終 2日間に限り 

受付けます。（受付時間 9：30～12：00 土曜・日曜・祝日除く） 

 

（3）検定料 

●スカラシップ入試・一般入試（A・B日程） 32,000円 

●大学入試センター試験利用入試（1・2・3期） 16,000円 

※ 公募推薦入試、関東学園大学附属高校生対象の推薦入試を受験して不合格となった 

場合で、一般入試（A日程）を受験する場合の検定料は 16,000円となります。 

※ いったん納入された検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。 
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（4）検定料の納入方法 

   インターネットの支払サイトより、「〇印」の方法から選択して納入してください。 

クレジットカード ネットバンキング コンビニ ＡＴＭ（ペイジー） 銀行窓口 

◯ ◯ ◯ ◯ ✕ 
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（5）出願書類 

郵送する書類 

■スカラシップ入試 

■一般入試（A・B日程） 
【調査書】のみ 

■大学入試センター試験利用入試 

（1・2・3期） 
【調査書】【センター試験成績請求票】 

※ 市販の角 2封筒に「宛名ラベル」を貼りつけ、「簡易書留・速達」郵便で郵送し 

てください。 

   ※ 宛名ラベルを印刷できない場合は、手書きでもかまいません。（P5「②印刷環境」 

参照） 

 

【調査書】 

 出身高等学校の調査書は、3ヶ月以内に作成されたもの。 

 高等学校卒業程度認定試験合格者および見込みの者は、その合格（見込み）証明

書ならびに成績証明書を提出してください。 

［成績証明書：高等学校等での成績に関する証明（高等学校卒業程度認定試験を

受ける必要のない科目の成績証明書）］ 

 指導要録の保存期間（入学、卒業等の学籍に関する記録＜各教科・科目等の修得

単位数の記録を含む＞については卒業後 20年、指導に関する記録については卒業

後 5年）が経過している場合、および廃校・被災その他の事情により調査書が得

られない場合には、卒業証明書や成績通信簿（写し）を提出してください。前述

の書類を提出することが困難な場合は広報室(0276-32-7915)までご連絡ください。 

 

【センター試験成績請求票】 

 令和 2（2020）年度大学入試センター試験成績請求票（私立大学用）をお送りくだ

さい。 

 平成 31（2019）年度入学者選抜以前の大学入試センター試験の成績は利用できま

せん。 

 

 

 

（6）出願書類郵送先 

   〒373-8515 群馬県太田市藤阿久町 200番地 

   関東学園大学 入試係 行 
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2. インターネット出願手順 

（1）事前の準備 

インターネット出願には次の①～⑤の環境、書類等が必要になります。 

① 端末 パソコン、スマートフォン、タブレットにて出願登録が

できます。 

② 印刷環境 A4の用紙に書類郵送用「宛名ラベル」を印刷する必要が

あります。 

自宅にプリンターがない場合は、学校やコンビニエンス

ストアのプリントサービスなど、PDF ファイルを印刷で

きる環境で印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

       （宛名ラベル） 

 

どうしても印刷環境が用意できない場合は、「関東学園大

学の宛名」「差出人」「インターネット出願申込番号」を

封筒に手書きしてください。 

 

③ メールアドレス 出願登録にはメールアドレスが必要です。出願の登録確

認、入学検定料の入金確認等の通知はすべてメールにて

送信されます。必ず受信可能な個人用メールアドレスを

準備しておいてください。 

 

※ドメイン指定受信を設定している場合、

「@kanto-gakuen.ac.jp」を受信できるよう設定してくだ

さい。 

④ 写真（顔写真）データ 出願の登録の際、志願者本人であることを証明できる「写

真（顔写真）」データが必要です。 

 

※出願前 3ヶ月以内に撮影、正面上半身脱帽の写真 

※写真サイズは 100KB 以上、5MB 以下 

※データ形式は「JPEG/PNG」のいずれか 

⑤ 封筒 角型 2号（角 2）封筒を準備してください。【調査書】と

【センター試験成績請求票(センター利用入試出願者の

み）】を郵送する際に必要です。 
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（2）出願から手続完了までの流れ 

① インターネット出願の WEBページへアクセスする 

関東学園大学のホームページ（https://www.kanto-gakuen.ac.jp/univer)から 

インターネット出願サイトへアクセスしてください。 

               スマートフォンからのアクセスはこちらから⇒ 

② インターネット出願の WEBページに必要事項を登録する 

登録に要する時間は約 10～15分です。 

入力後、画面の指示にしたがい、A4の用紙に「宛名ラベル」を印刷してください。 

印刷環境がない場合は、宛名ラベルに書かれている情報を、書類を郵送する封筒に転記してください。 

※出願期間の最終日の登録は 12時 00分までとなっています。 

③ 検定料を支払う 

登録完了画面に表示される「支払サイト」から 

検定料の支払い方法等を選択し、期限内に支払いを完了してください。 

※ 検定料のほかに支払手数料 990円が必要です。 

※ 検定料の支払い期限は出願期間最終日の 17時 00分までとなっています。 

④ 写真（顔写真）を登録する 

事前に準備した顔写真をアップロードしてください。 

※ 写真登録の期限は出願期間最終日の 17時 00分までとなっています。 

⑤ 書類を郵送する 

市販の角 2封筒に下記の書類等を入れて②で印刷した宛名ラベルを封筒に貼って「簡易書留・速達」

で郵送してください。※出願期間の最終日必着となっています。 

 

⑥ 受験票を受け取る 

上記②インターネット出願登録、③検定料の支払い、④写真登録、⑤書類の郵送が完了すると 

大学より受験票をお送りします。 

⑦ 試験を受ける 

                 ※ 大学入試センター試験利用入試では試験は課されません。 

⑧ 合格発表 

合格発表日に合否通知書を郵送します。 

合格者には入学手続き要領等を同封します。メールやホームページでの発表は行いません。 

⑨ 入学手続き 

合格者は同封されている入学手続要領に沿って、各入試の手続期限までに手続を完了してください。 

 

（3）インターネット出願に関するお問合せ先 

入試制度に関するお問い合せ：関東学園大学 広報室 TEL：0276-32-7915 

操作に関するお問い合せ：志願受付サポート窓口 TEL:0120-752-257 
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3.  その他 

（1）『2020年度 学生募集要項』参照ページ 

『2020年度 学生募集要項』の参照ページは下記のとおりです。 

項 目 参照ページ 

アドミッション・ポリシー P2 

出願資格 P3 

各入試説明 

スカラシップ入学試験 P10 

一般入学試験（A日程） P11 

一般入学試験（B日程） P12 

大学入試センター試験利用入学試験（1期・2期・3期） P13 

受験時の携行品および受験上の注意事項 P18 

合格発表および入学手続要領等 P19-20 

入学試験場案内 P21 

 

 

（2）個人情報の取扱いについて 

関東学園大学では個人情報の取扱いに際して「個人情報の保護に関する法律」及び「関

東学園個人情報の保護に関する規程」（以下、「本件規程等」といいます。）を遵守し適正

かつ安全に管理します。出願にあたって本学が取得した氏名・住所その他の個人情報は、

本学におきまして、入学試験実施（出願処理・試験実施）、合格発表、 入学手続及び 入

学後の管理・連絡等と、これらに付随する業務を行うために利用します。これらの業務

は、その業務を本学より委託を受けた業者において行う場合、当該受託業者に対して、

委託した業務を遂行するために必要となる限度で本学が取得した個人情報の全部または

一部を提供することがあります。本学は、本件規程等によって認められる場合を除き、

個人情報を第三者に開示いたしません。また、個人が特定できないように統計処理した

個人情報のデータは、本学における調査・研究の資料として利用されることがあります。 

 


