
■出願資格、出願書類、試験当日の注意事項、試験時間割等の詳細につきましては7月頃に配布予定の「入試要項」を
　必ず確認してください。

※1 国語：記述式問題を含みます。「国語総合｣(古文･漢文を除く）
※2 英語：リスニングを含みません。「コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ」「英語表現Ⅰ」
※3 給費対象者選抜を同時に実施します。既に合格を保持している者は、口頭試問が免除されます。

■一般入試との同時出願が可能です(共通テスト利用入試Ｂ日程を除く)。
　その場合、調査書は1通で構いませんが、検定料は別途必要です。

※現時点での予定になりますので、7月頃に配布予定の「入試要項」にて詳細を必ず確認してください。

■一般入試Ａ日程のみ、本学以外に学外試験会場(静岡駅周辺を予定)を設置します。(出願後の受験会場変更は不可)

【現代コミュニケーション学部　全学科】

備　考

一般入試

Ａ日程※3

(給費対象)
○

口頭試問小論文英語※2国語※1

○ ― 〇
・国語(100点)＋英語(100点)＋口頭試問(10～15分程度)
・口頭試問５段階評価

Ｂ日程 ○ ○ ― 〇
・国語(100点)＋英語(100点)＋口頭試問(10～15分程度）
・口頭試問５段階評価

英語資格特別入試 ― ― ― ○

・口頭試問(50点)　英語(15分程度)、日本語(15分程度)

［出願資格］
・TOEIC®テスト540点以上取得
　または、実用英語技能検定準2級以上合格

推薦入試 Ａ・Ｂ日程

［学校(併願可)］
［指定校(専願)］

［特別強化指定クラブ(専願)］

― ― ― ○
・口頭試問(50点）20分程度
・特別強化指定クラブ推薦受験者は、口頭試問の他に
　実技試験(100点)あり

外国人留学生入試 Ａ・Ｂ日程 ― ― ○ ○
・小論文(100点)、口頭試問(50点）15分程度
・出願資格については、お問い合わせください

総合型入試 Ａ～Ｅ日程

［アドミッションオフィス方式］
［活動実績アピール方式］

― ― ― ○

［アドミッションオフィス方式］
・口頭試問(50点）60分程度

［活動実績アピール方式］
・口頭試問(25点)、活動実績アピール(25点）40分程度
・活動実績の内容や活動に関する意欲等を口頭でアピール
・活動実績報告書、または活動実績証明書を提出

【大学入学共通テスト利用入試　A～C日程】

教　科 科　目 備　考

国　語

・高得点の２教科２科目(各100点)を
　合否判定に使用

・英語は100点に換算
（リーディング50点･リスニング50点)

・個別試験は実施しない

３年次編入学試験 Ａ・Ｂ日程 ― ― ○ ○
・小論文(100点)、口頭試問(50点）15分程度
・既修得単位認定の為、出願前にご相談ください

現代コミュニケーション学部外国語

地理歴史

公　民

数　学

理　科

「国語（古文・漢文を除く）」

大学入学共通テスト利用入試の利用教科・科目

各入試区分の試験教科・科目

入試種別

入　試　概　要

令和３年度

「化学」「物理」「生物」「地学」

「化学基礎」「物理基礎」「生物基礎」「地学基礎」 基礎を付した科目は２科目を１科目分として扱う

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理，政治・経済」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「英語（リスニングを含む）」

社会人入試 ― ― ○ ○
・小論文(100点)、口頭試問(50点）15分程度
・既修得単位認定の為、出願前にご相談ください



いずれも諸条件、継続審査があります。

※1 総合型入試(A～C日程)、推薦入試(A･B日程)、英語資格特別入試、社会人入試(A日程/学び直しプログラム対象者
を除く)の合格者も、合格の権利を保持したまま一般入試A日程(給費対象者選抜)を受験することができます。

※2 経済的理由により修学が困難で高校在学時に修学支援新制度の予約をした者、又は、大学に入学した年の4月に
修学支援新制度を申請予定の者。

■「在学生成績給付」について
　・入学後にも給費生になれるチャンスがあります。
　・対象：3、4年生の成績優秀者(最大12名)。授業料(10～40万円)給付。原則1年間。

【浜松学院大学　現代コミュニケーション学部】

入学時納付金 後期納付金

入学金 280,000 ―

授業料 330,000 330,000

施設設備費 120,000 120,000

教育充実費 35,000 35,000

小　計 765,000 485,000

学友会費 3,500 3,500

教育後援会費 2,000 1,000 入会費　1,000円
半期会費1,000円

保護者会費 8,000 4,000 入会費　4,000円
半期会費4,000円

同窓会費 12,000 ―

口座振替保証金 10,000 ― 卒業時返還

小　計 35,500 8,500

800,500 493,500

30,000円

10,000円

※1 給費対象者選抜を同時に実施します。給費生として合格しなかった場合でも、試験の成績が良好な者は一般合格者となります。
　  総合型入試(A～C日程)、推薦入試(A･B日程)、英語資格特別入試、社会人入試(A日程/学び直しプログラム対象者を除く)の合格者も、合格の権利を保持したまま給費対象者選抜を
　  受験することができます。その場合、口頭試問は免除されます。   
※2 推薦入試は、学校推薦入試、指定校推薦入試、特別強化指定クラブ推薦入試に種別されます。出願時にいずれかを選択してください。
※3 総合型入試では、アドミッションオフィス方式、活動実績アピール方式のいずれかを出願時に選択してください。
※4 令和３年２月２０日(土)までに合格発表された入学試験の合格者に限り、入学金を除くその他納付金を令和２年３月１２日(金)までに分納することができます。

■一般入試Ａ日程・Ｂ日程、共通テスト利用入試Ａ～Ｃ日程では、地域共創学科･子どもコミュニケーション学科において ■全ての入試区分でインターネット出願を実施しています。
　他方の学科を第２志望学科として出願することができます。その場合、入学検定料は１学科分とし、追加の検定料は不要です。 ■出願、入学検定料の支払いは、コンビニ、クレジットカード、ペイジーで24時間可能です。
■第２志望学科の選考は、第１志望学科の合格ラインに達しなかった場合に、第２志望学科の受験者として選考します。 ■スマートフォンや学校のパソコンでも出願できます。
　第２志望学科の記入の有無により、第1志望学科の合否に関して有利不利はありません。 ※詳しくは7月頃より配布予定の入試要項を必ず確認してください。

経済的理由により修学が困難な者※2 施設設備費･教育充実費の全額(31万円)または半額(15.5万円)給付。原則4年間。

資格対象学科 特典内容

最大12名に授業料(10～40万円)給付。原則4年間。成績優秀者

学　部 学　科 入学定員 3年次編入学 対象入試

令和3年度　募集学部学科及び入学定員 給付制度

全学科 経済的理由により修学が困難な者 授業料(10～40万円)給付。原則4年間。
現代コミュニケーション学部

地 域 共 創 学 科 60名 若干名

子どもｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 100名 若干名
外国人留学生入試

項　目

地域共創
学科

子どもｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ学科

学
納
金

一般入試

Ａ日程※1

(給費対象)
17 23 令和３年１月４日(月)～１月25日(月) ２月３日(水)

入試種別
募集人員

出願期間（必着） 試験日 合格発表※4 入学手続期間

２月13日(土) 令和３年２月15日(月)～３月３日(水)

Ｂ日程 3 4 令和３年２月19日(金)～３月３日(水) ３月11日(木) ３月16日(火) 令和３年３月16日(火)～３月23日(火)

２月13日(土) 令和３年２月15日(月)～３月３日(水)

Ｂ日程 2 2 令和３年２月１日(月)～２月12日(金) ２月20日(土) 令和３年２月22日(月)～３月５日(金)
大学入学共通テスト

利用入試

Ａ日程 6 12 令和３年１月４日(月)～１月29日(金)

個別試験はありません

Ｃ日程 2 2 令和３年２月19日(金)～３月５日(金) ３月16日(火) 令和３年３月16日(火)～３月23日(火)

委
託
徴
収
金

推薦入試※2

Ａ日程

15 32

令和２年11月１日(日)～11月11日(水) 11月21日(土) 11月28日(土)

令和２年11月23日(月)～12月11日(金)

Ａ日程

アドミッション
オフィス方式

10

活動実績
アピール方式

5

アドミッション
オフィス方式

15

活動実績
アピール方式

10

10月22日(木)～10月24日(土)

Ｃ日程 令和２年11月16日(月)～12月４日(金) 12月11日(金)～12月12日(土)

令和２年11月30日(月)～12月18日(金)

Ｂ日程 令和２年11月16日(月)～12月４日(金) 12月12日(土) 12月19日(土) 令和２年12月21日(月)～令和３年１月８日(金）

２月10日(水) ２月20日(土) 令和３年２月22日(月)～３月５日(金)

11月２日(月) 令和２年11月２日(月)～11月20日(金)

Ｂ日程 令和２年10月19日(月)～11月５日(木) 11月12日(木)～11月14日(土) 11月21日(土)

第２志望学科について インターネット出願について

11月28日(土) 令和２年11月30日(月)～12月18日(金)若干名 令和２年11月１日(日)～11月11日(水) 11月21日(土)

11月28日(土) 令和２年11月30日(月)～12月18日(金)

２月13日(土) 令和３年２月15日(月)～３月３日(水) 大学入学共通テスト利用入試検定料

令和3年度　入試日程表・募集人員・納付金・検定料

社会人入試
外国人留学生入試
３年次編入学試験

Ａ日程

若干名 若干名

令和２年11月１日(日)～11月11日(水) 11月21日(土)

総合型入試※3

令和２年９月28日(月)～10月15日(木)

合　計

Ｅ日程 令和３年２月19日(金)～３月３日(水) ３月11日(木) ３月16日(火) 令和３年３月16日(火)～３月23日(火) 初年度納付金合計

12月19日(土) 令和２年12月21日(月)～令和３年１月８日(金）

Ｄ日程 令和３年１月４日(月)～２月３日(水)

入学検定料の他に、払込手数料(支払方法に関わ
らず一律税込1,000円)が必要です。

一般入試Ａ日程※1 全学科

1,294,000

英語資格特別入試 若干名

入学検定料

Ｂ日程 令和３年１月４日(月)～１月25日(月) ２月３日(水)


