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2022年度 別科（仏教専修） 学生募集要項

実施要項

出願手続

●募集人員　30名
●出願資格　⑴ 高等学校を卒業した者および2022年3月卒業見込の者
　　　　　　⑵ 通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2022年3月に修了見込の者。
　　　　　　⑶ 学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある
　　　　　　　 と認められた者。および2022年3月31日までにこれに該当する見込の者。
●日程

出願にあたっての注意事項

●試験科目　⑴ 小論文　60分　100点
　　　　　　⑵ 面　接　個人面接
●当日のスケジュール
　9：10までに試験場へ入場してください。

●試験場　　本学会場 　名古屋市中村区稲葉地町7-1
　本学への自家用車による来場はご遠慮ください。（ただし、身体に障がいのある方に限り許可します。）

●出願書類
　⑴ 選抜試験志願書　※Web出願サイトから印刷してください。「Web出願ガイド」（別冊子）参照。
　⑵ 最終出身学校卒業証明書（または卒業見込証明書）
　　 ※出願3ヶ月以内に発行されたもの。
　⑶ 入学検定料　35,000円

※「Web出願ガイド」（別冊子）の案内に沿って、コンビニ、ペイジー、クレジットカードのいずれかの方法で納入してくださ
い。
※一旦納入された検定料はいかなる理由においても返還致しません。
※振込手数料は、振込人の負担となります。

入学手続期間出願期間 試験日 合格発表日

1期

2期

2021年11月15日（月）
 ～11月24日（水）【消印有効】

【窓口受付】11月25日（木）
　　　　　10：00～16：00

12月5日（日） 12月10日（金）
一括納入
2021年12月13日（月）
～2021年12月22日（水）

2022年2月24日（木）
 ～3月9日（水）【消印有効】

【窓口受付】3月10日（木）
　　　　　10：00～16：00

3月12日（土） 3月16日（水）

一括納入
2022年3月17日（木）
 ～3月23日（水）

9：10～9：30

（諸注意）

9：30～10：30

小論文

10：45以降（順番に）

面接

●出願書類
　⑴ 書類の不備、受付期限後の提出については無効とし、受付できません。
　⑵ 文字はボールペンで正確・明瞭に記入してください。
　　 ※フリクションなど、文字が消える可能性のあるペンは使用しないでください。
　⑶ 一旦提出し受付された出願書類・入学検定料は、いかなる理由においても一切返還致しません。
　⑷ 振込手数料は、振込人の負担となります。

●出願方法
　⑴ 「Web出願ガイド」（別冊子）の案内に沿って、コンビニ、ペイジー、クレジットカードのいずれかの方法で納入してください。

一旦納入された検定料はいかなる理由においても返還致しません。
　⑵ 出願書類を郵送する場合は、市販の角型2号の封筒にWeb出願サイトからダウンロードした宛名を貼り付け、書留速達郵

便にて行ってください。その際「書留郵便物受領書」を必ず受取り、本人が保管してください。
　⑶ 窓口受付の場合は、決められた日時に限り出願書類の提出が可能です。

　・受付場所：同朋大学 入試・広報センター
　・窓口受付期日・時間を過ぎた場合は受付けできませんので注意してください。

受験にあたって各種注意事項

●受験票について
本学にて出願書類が受理され、書類確認完了メール受信後に受験票がWeb出願サイトより印刷できるようになります。完了
メールは試験日の3日前までを目途に送信します。受験票はご自身で印刷し、試験当日に持参してください。

●試験会場
会場はP.7のACCESSを参照して、あらかじめ道順等を確認しておいてください。
また、試験会場の下見は、希望日の前日までに入試・広報センターまで電話で申し出てください。なお、試験前日は試験室への
入室はできません。

●試験当日
　⑴ 試験当日は、会場掲示で試験室を確認して9：10までに試験室へ入場してください。
　⑵ 試験開始30分を過ぎてからの入場はできません。
　⑶ 受験票は必ず持参し、試験室の机上に掲示してください。受験票を紛失したり、当日忘れたりした場合は、入試・広報セン

ターに申し出てください。
　⑷ 筆記用具は鉛筆またはシャープペンシル・消しゴムのみとします。
　⑸ 時刻表示以外の機能を持つ時計・下敷・定規・計算機等の持込はできません。
　⑹ スマートフォン・携帯電話は試験室に入る前に電源を切ってかばん等に入れておいてください。
　⑺ 試験会場では監督者の指示に従ってください。
　⑻ その他、試験に関する問合わせは入試・広報センターへ申し出てください。

合格発表について
●発表方法
　⑴ 合格された方にのみ、「合格通知書（入学手続書類を含む）」を合格発表日に郵送します。合格者は、必ずこの「合格通知

書」を確認してください。
　⑵ 各選抜試験合格発表日の9：30から、補助的な手段として、インターネット（パソコン、スマートフォン）を利用した「イン

ターネット合否照会システム」が利用できます。
本学公式Webサイト内「受験生の方」からお入りください。
URL： https：//www.doho.ac.jp/examinee

　⑶電話、郵便による合否の照会には一切応じられません。
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手続方法

注）上記以外の諸費用
　 ・年間諸費用（共育後援会費・同朋学会費）21,500円/年
　 ・実習費10,000円（入学手続時）
　 ・同窓会費25,000円（修了年次後期）

学費について

〈2022年度予定〉

1. 手続についての方法・書類は、「合格通知書」とともに郵送する「入学手続について」を熟読し、指示に従ってください。
2. 手続が完了されたことを確認し、「入学許可書」を郵送します。
3. 手続を期限までに完了しなかった場合、また2022年3月31日（木）までに出願資格に規定される要件を満たさなかった場合は、
　 入学を許可しません。
4. 学納金を納入後、2022年3月31日（木）13時までに入学辞退を申出た場合に限り、入学金を除いた授業料等を返還します。
　 申出期限以降の辞退の場合は返還しませんのでご注意ください。

年 次

入学金

授業料

教育充実費

半期計

合　計

前 期

62,000円

280,000円

170,000円

512,000円

後 期

-

280,000円

170,000円

450,000円

962,000円

今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、募集要項に記載さ
れている選抜方法とは異なる方法で選抜試験を実施することがあります。
変更が生じた場合には、本学公式Webサイトなどで告知いたします。






