
1.指定校推薦入試 
指定校 
 

■趣 旨 

 本学の教育理念に理解を示し、特に密接な関係を有する地域、並びに高校及び予備校の要請に応え、社会に貢献できる人材の

育成を推進するため、高校及び予備校からの推薦入学に関し指定校制度を実施する。 

 

■募集定員 

法学部・法律学科 25名 ／ 経営学部・経営学科 25名 

 

■出願資格 

次のⅠ号のいずれかに該当し、Ⅱ号の全てに該当する者。 

Ⅰ．①本学の各学部が指定する高校を平成 2８年 3月に卒業見込みの者で、全体の評定平均値が 3.0 以上の者。 

   ②本学の各学部が指定する予備校に就学している者。 

Ⅱ．①本学のみを志望する者。 

  ②在学 3ヵ年間、在学中並びに就学中の学習状況が良好である者。 

  ③人物の状況等が総合して良好であり、出身学校長が認めた者。 

  ※但し各高校及び予備校からの推薦者数は別に定めるところとする。 

 

■出願書類 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料領収

書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

調 査 書 

文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。但し本学が指定する予備校に就学

し高等学校卒業程度認定試験の者は、高等学校卒業程度認定試験合格成績証明書及び本人の自己推

薦書（A4版 400 字以内）に代えます。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 

■入学検定料 

30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

出願期間 平成 2７年 10 月１９日（月）～11月 4日（水）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11 月 12日（木） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   面接：9時 20 分～ 

試 験 場 宮崎【本学】、延岡、熊本、大分、鹿児島、那覇 ※試験場案内は P36・P37を参照して下さい。 

合格発表日 平成 2７年 11 月２４日（火） 

入学手続締切日 平成 2７年 12 月 11日（金）【必着】 

 

■選考方法 

学校長及び当該機関長の推薦を尊重し、出願書類の審査を経たうえで、面接を実施します。 

書類審査、面接を総合して判定します。（75点満点） 

書類審査 調査書の評定平均値を 10倍します。 50点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 25点 
             



2.公募推薦入試 
Ａ１方式・Ａ２方式（総合学科・専門学科） 
 

■募集定員 

【Ａ１方式（専願）】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

 【Ａ２方式（併願）】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

 

■出願資格 

 高校の総合学科若しくは専門学科（課程）を、平成 2８年 3月に卒業見込みの者及び平成 2７年 3月に卒業した者で、人物・

学業成績の状況を総合して優良と認め、出身学校長が推薦する者。なお、Ａ１方式については専願とする。 

 

■出願書類 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料

領収書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23 の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

調 査 書 文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 

■入学検定料 

30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

区分 Ａ１方式（専願） Ａ２方式（併願） 

出願期間 
平成 2７年 10 月１９日（月） 

～11月 4日（水）【必着】 

平成 2７年 1１月３０日（月） 

～12月 1４日（月）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11月 12日（木） 平成 2７年 12月１６日（水） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   小論文：9時 20分～   面接：10 時 40分～ 

試 験 場 
宮崎【本学】、延岡、熊本、大分、鹿児島、那覇 宮崎【本学】 

※試験場案内は P36・P37を参照して下さい。 

合格発表日 平成 2７年 11月２４日（火） 平成 2７年 12月 22 日（火） 

入学手続締切日 平成 2７年 12月 11日（金）【必着】 平成 2８年 1月８日（金）【必着】 

 

■選考方法 

書類審査、小論文、面接を総合して判定します。（200点満点） 

書類審査 

推薦書・調査書から、人物・特別活動等※を総合して点数化します。 

※課外（体育・文化）活動、生徒会活動、社会奉仕・福祉活動、資格・検定等 
25点 

総合学科は調査書の評定平均値を 10倍します。 

専門学科は調査書の専門教科の評定値を 10倍します。 
50点 

小 論 文 論述問題。テーマは選択で、1つを選んで解答して下さい。（60分） 100点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 25点 
 



 
Ｂ１方式・Ｂ２方式（普通科） 
 

■募集定員 

【Ｂ１方式（専願）】 法学部・法律学科  ５名 ／ 経営学部・経営学科  ５名 

 【Ｂ２方式（併願）】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

 

■出願資格 

 高校若しくは中等教育学校の普通科（課程）を、平成 2８年 3 月に卒業見込みの者及び平成 2７年 3 月に卒業した者で、人

物・学業成績の状況を総合して優良と認め、出身学校長が推薦する者。なお、Ｂ１方式については専願とする。 

 

■出願書類 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料

領収書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23 の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

調 査 書 文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 

■入学検定料 

30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

区分 Ｂ１方式（専願） Ｂ２方式（併願） 

出願期間 
平成 2７年 10 月１９日（月） 

～11月 4日（水）【必着】 

平成 2７年１１月３０日（月） 

～12月 1４日（月）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11月 12日（木） 平成 2７年 12月 1６日（水） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   国語総合：9時 20分～   面接：10 時 40分～ 

試 験 場 
宮崎【本学】、延岡、熊本、大分、鹿児島、那覇 宮崎【本学】 

※試験場案内は P36・P37を参照して下さい。 

合格発表日 平成 2７年 11月２４日（火） 平成 2７年 12月 22 日（火） 

入学手続締切日 平成 2７年 12月 11日（金）【必着】 平成 2８年 1月８日（金）【必着】 

 

■選考方法 

書類審査、国語総合（古文・漢文を除く、小論文含む）、面接を総合して判定します。（200点満点） 

書類審査 

推薦書・調査書から、人物・特別活動等※を総合して点数化します。 

※課外（体育・文化）活動、生徒会活動、社会奉仕・福祉活動、資格・検定等 
25点 

調査書の評定平均値を 10倍します。 50点 

国語総合 客観・論述問題。（60分） 100点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 25点 

 
 



 
Ｃ１方式・Ｃ２方式（スポーツ・資格検定） 
 
■募集定員 
【Ｃ１方式（専願）】 法学部・法律学科 １０名 ／ 経営学部・経営学科 １０名 

 【Ｃ２方式（併願）】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 
 

■出願資格 
 高校若しくは中等教育学校を、平成 2８年 3 月に卒業見込みの者及び平成 2７年 3 月に卒業した者で、スポーツ・資格検定

において優れた能力を持ち、出身学校長が推薦する者。なお、Ｃ１方式については専願とする。 

【スポーツ・資格検定（例）】 

スポーツ種目 硬式野球、サッカー、バスケットボール、剣道、柔道、空手道、新体操、サーフィン、陸上競技 等 

資 格 検 定 日本漢字能力検定、TOEIC、TOEFL、実用英語検定、日商簿記検定、全商簿記検定 等 

 

■出願書類 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料

領収書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23 の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

調 査 書 文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

実績・資格取得証明書 実績（新聞記事、賞状、大会要項等）・資格取得を証明する資料を推薦書に添付して下さい。 

志望理由書 本学所定用紙を使用し、記入して下さい。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 

■入学検定料 
30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

区分 Ｃ１方式（専願） Ｃ２方式（併願） 

出願期間 
平成 2７年 10 月１９日（月） 

～11月 4日（水）【必着】 

平成 2７年 1１月３０日（月） 

～12月 1４日（月）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11月 12日（木） 平成 2７年 12月 1６日（水） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   面 接：9時 20分～ 

試 験 場 
宮崎【本学】、延岡、熊本、大分、鹿児島、那覇 宮崎【本学】 

※試験場案内は P36・P37を参照して下さい。 

合格発表日 平成 2７年 11月２４日（火） 平成 2７年 12月 22 日（火） 

入学手続締切日 平成 2７年 12月 11日（金）【必着】 平成 2８年 1月８日（金）【必着】 

 

■選考方法 
書類審査、面接を総合して判定します。（100点満点） 

書類審査 

推薦書・調査書から、人物・特別活動等※を総合して点数化します。 

※課外（体育・文化）活動、生徒会活動、社会奉仕・福祉活動、資格・検定等 
25点 

調査書の評定平均値を 10倍します。 50点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 25点 

※留意事項 実績・資格取得等を証明する書類、及び志望理由書が不備の場合は審査から除外します。 



3.特待生入試 
指定校特待（Ａ特待／Ｂ特待／Ｃ特待／Ｄ特待） 
 

■趣旨 

 本学では、地域社会の発展に貢献できる有為な人材を育成輩出するため、人物・学業ともに特に優秀な者で、入学後の活躍が

大いに期待される学生を特待生として採用する。 

 

■募集定員 ※特待生については人数の枠があり、指定校 1校につき 1名の枠を原則とする。 

【Ａ特待／Ｃ特待】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

【Ｂ特待／Ｄ特待】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

 

■出願資格 

次の各号の全てに該当する者。 

Ａ特待／Ｂ特待 

１．本学が別途に指定する高校を平成 2８年 3月卒業見込みの者で、下記の基準を満たす者。 

○普 通 科：在学 3ヵ年の評定平均値が 4.4 以上の者 

○その他の学科：在学 3ヵ年の評定平均値が 4.5 以上の者 

２．本学のみを志望する者。 

 ３．人物が総合して良好であり、本学に入学した後は学生の模範となるべく、出身学校長が認めた者。 

Ｃ特待／Ｄ特待（経済的理由等により就学困難な者に対する学費等減免制度） 

１．本学が別途に指定する高校を平成 2８年 3月卒業見込みの者で、下記の基準を満たす者。 

○普 通 科：在学 3ヵ年の評定平均値が 4.4 以上の者 

○その他の学科：在学 3ヵ年の評定平均値が 4.5 以上の者 

２．本学のみを志望する者。 

 ３．人物が総合して良好であり、本学に入学した後は学生の模範となるべく、出身学校長が認めた者。 

４．経済的に就学が困難で、下記の基準のいずれかに該当する者。 

  ①保護者の市町村民税が「非課税」又は「均等割りのみ」納付している場合 

  ②保護者又は志願者本人が「生活保護」を受給している場合 

  ③保護者が１年以内に勤務する会社等を解雇された場合、又は保護者が経営する会社が１年以内に破産・倒産した場合 

注）保護者とは、両親又は未成年者を保護する義務がある者で、本学では、対象受験生の保護者すべてが上記基準のいずれか

に該当した者が対象となります。 

 

■出願書類 

Ａ特待／Ｂ特待／Ｃ特待／Ｄ特待共通 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料

領収書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23 の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

調 査 書 文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

志望理由書 本学所定用紙を使用し、記入して下さい。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 



 

Ｃ特待／Ｄ特待共通 

※Ｃ特待／Ｄ特待出願者は左記書類とあわせて、下記表の該当◎する書類も同時に提出して下さい。 

提出書類の種類 

C 特待・D特待 基準（左記ページ） 

①市町村民税が「非

課税」又は「均等

割りのみ」納付 

②「生活保護」を 

受給 

③1年以内に会社

等を解雇又は

破・倒産 

Ⅰ．志願者本人と保護者との続柄が証明できる書類 ◎ ◎ ◎ 

Ⅱ．保護者全員分の市町村民税課税証明書 

（市町村役場発行） 
◎ ─ ─ 

Ⅲ．生活保護受給証明書 

（福祉事務所発行） 
─ ◎ ─ 

Ⅳ．失職・倒産の事実を確認できる書類 

（雇用保険受給資格者証等） 
─ ─ ◎ 

Ⅴ｡母子（父子）家庭を証明する書類 

（ひとり親家庭医療費受給資格証等のコピー） 

○ ○ ○ 

※該当する場合 

＊書類名は平成 26年次参考 

■入学検定料 

30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

区分 Ａ特待／Ｃ特待 Ｂ特待／Ｄ特待 

出願期間 
平成 2７年 10 月５日（月） 

～10月 1３日（火）【必着】 

平成 2７年 1１月３０日（月） 

～12月 1４日（月）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11月４日（水） 平成 2７年 12月 1６日（水） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   国語総合：9時 20分～   面接：10 時 40分～ 

試 験 場 宮崎【本学】 宮崎【本学】 

合格発表日 平成 2７年 11月 1１日（水） 平成 2７年 12月 22 日（火） 

入学手続締切日 平成 2７年 11月 25日（水）【必着】 平成 2８年 1月８日（金）【必着】 

 

■選考方法 

国語総合（古文・漢文を除く、小論文含む）、面接を総合して判定します。（150点満点） 

国語総合 客観・論述問題（60分） 100点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 50点 

【留意事項】 

※1 A 特待合格者は、成績上位から指定校（A 特待）①（B．入学金・授業料全額免除）と指定校（A 特待）②（C．入学金

免除・授業料半額免除）の２種類に分けられます。 

※２ Ａ特待／Ｂ特待／Ｃ特待／Ｄ特待が不合格であった場合には、一般指定校推薦入試受験者（P2）として取り扱います。

なお、この場合、一般指定校推薦入試の個別試験（面接）は別途課しません。 

 

■特待生制度内容 及び 特待生の資格継続について（P21 参照）                                        



 
スポーツ特待（Ａ種／Ｂ種／Ｃ種／Ｄ種） 
 

■趣 旨 

 本学では、地域社会の発展に貢献できる有為な人材を育成輩出するため、スポーツにおいて特別な実績を有する者で、入学後

の活躍が大いに期待される学生を特待生として採用する。 

 

■募集定員 

【Ａ種／Ｃ種】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

【Ｂ種／Ｄ種】 法学部・法律学科 若干名 ／ 経営学部・経営学科 若干名 

 

■対象クラブ 

9種目【硬式野球、サッカー、バスケットボール、剣道、柔道、空手道、新体操、サーフィン、陸上競技（長距離）】 

 ※なお、各対象クラブにおいてスポーツ実績による採用基準があります。詳細は別途入試広報課までお問い合わせ下さい。 

 

■出願資格  

次の各号の全てに該当する者。 

Ａ種／Ｂ種 

 １．高校若しくは中等教育学校を平成 2８年 3 月卒業見込みの者で、本学が指定するスポーツにおいて優れた能力を持ち、

合格した場合本学に入学し該当クラブに入部することが確実である者。 

 ２．在学 3ヵ年間の学習状況が良好であり、全体の評定平均値が 3.0 以上の者。 

 ３．本学のみを志望する者。 

 ４．人物が総合して良好であり、本学に入学した後は学生の模範となるべく、出身学校長が認めた者。 

 ５．事前審査にて出願認定を受けた者。 

 

Ｃ種／Ｄ種（経済的理由等により就学困難な者に対する学費等減免制度） 

１．高校若しくは中等教育学校を平成 2８年 3 月卒業見込みの者で、本学が指定するスポーツにおいて優れた能力を持ち、

合格した場合本学に入学し該当クラブに入部することが確実である者。 

 ２．在学 3ヵ年間の学習状況が良好であり、全体の評定平均値が 3.0 以上の者。 

 ３．本学のみを志望する者。 

 ４．人物が総合して良好であり、本学に入学した後は学生の模範となるべく、出身学校長が認めた者。 

 ５．事前審査にて出願認定を受けた者。 

６．経済的に就学が困難で、下記の基準のいずれかに該当する者。 

  ①保護者の市町村民税が「非課税」又は「均等割りのみ」納付している場合 

  ②保護者又は志願者本人が「生活保護」を受給している場合 

  ③保護者が１年以内に勤務する会社等を解雇された場合、又は保護者が経営する会社が１年以内に破産・倒産した場合 

注）保護者とは、両親又は未成年者を保護する義務がある者で、本学では、対象受験生の保護者すべてが上記基準のいずれか

に該当した者が対象となります。 

 

■事前審査 

 スポーツ特待生志願希望者は、事前に本学各クラブの監督又は部長に連絡し、下記の書類（❶～❸）を提出して下さい。事前審

査にて本学より特待生の出願資格該当者として認定された者のみ出願できます。 

（問い合わせ・連絡先代表：入試広報課） 

【事前審査エントリー書類】 

❶監督推薦書 本学所定の用紙に、高校の監督者が記入したもの。 

❷実績証明書等 新聞記事、賞状、大会要項等優秀な実績を証明する書類（個人が特定できるもの） 

❸調査書 文部科学省の様式により、出身学校長が証明し、厳封したもの。 

④推薦上申書 本学各クラブの監督及び部長が記入したもの。 

 



※Ｃ種／Ｄ種出願者は左記書類（❶～❸）とあわせて、下記表の該当◎する書類も同時に提出して下さい。 

提出書類の種類 

C 種・D種 基準（左記ページ） 

①市町村民税が「非

課税」又は「均等

割りのみ」納付 

②「生活保護」を 

受給 

③1年以内に会社

等を解雇又は

破・倒産 

Ⅰ．志願者本人と保護者との続柄が証明できる書類 ◎ ◎ ◎ 

Ⅱ．保護者全員分の市町村民税課税証明書 

（市町村役場発行） 
◎ ─ ─ 

Ⅲ．生活保護受給証明書 

（福祉事務所発行） 
─ ◎ ─ 

Ⅳ．失職・倒産の事実を確認できる書類 

（雇用保険受給資格者証等） 
─ ─ ◎ 

Ⅴ｡母子（父子）家庭を証明する書類 

（ひとり親家庭医療費受給資格証等のコピー） 

○ ○ ○ 

※該当する場合 

＊書類名は平成 26年次参考 

■事前審査エントリー書類提出締切日：平成 2７年 9月１日（火）【必着】 

 

■特待生出願認定通知日：平成 2７年 9月 1８日（金）学校長又はクラブ監督宛通知 

※当該特待生の出願資格は、Ａ種／Ｂ種／Ｃ種／Ｄ種のいずれかに認定のうえ通知いたします。 

 

■出願書類 ※特待生出願認定された者のみ 

Ａ種／Ｂ種／Ｃ種／Ｄ種共通 

入学志願票 
本学所定の志願票（推薦・特別入試）【志願票（A）・写真票（B）・受験票（C）・入学検定料

領収書（D）・振込依頼票（E）】に記入して下さい。※P23 の「入学志願票記入マニュアル」参照。 

推 薦 書 本学所定の用紙に高校で記入し、厳封したもの。 

志望理由書 本学所定用紙を使用し、記入して下さい。 

写真（１枚） 
背景無地で出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面・上半身・無帽のもの（縦 4cm×横 3cm）を写真

票（B）に貼付して下さい。 

宛名シール 
合否通知・入学手続書類を送付する際に使用するので、確実に届く住所を誤りが無いよう十分注意

して記入して下さい。 

 

■入学検定料 

30,000 円 本学所定（志願票）の振込依頼票（E）等を用いて金融機関にて振り込んで下さい。 

 

■出願期間・試験日・試験時間割・試験場・合格発表日・入学手続締切日 

出願期間 平成 2７年 10 月５日（月）～10月 1３日（火）【必着】 

試 験 日 平成 2７年 11 月４日（水） 

試験時間割 受験生集合：9時 00分   小論文：9時 20分～   面接：10時 40 分～ 

試 験 場 宮崎【本学】 

合格発表日 平成 2７年 11 月 1１日（水） 

入学手続締切日 平成 2７年 11 月 25日（水）【必着】 

 

■選考方法 

小論文、面接を総合して判定します。（150点満点） 

小 論 文 論述問題（60 分） 100点 

面 接 面接結果を段階評価し、点数化します。※面接は 1名ずつの個人面接です。 50点 

 

■特待生制度内容 及び 特待生の資格継続について（P21 参照）  


