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関西学院大学大学院 経済学研究科 
２０２３年度 大学院入学試験要項 

 

 

 アドミッションポリシー  

 これまで、大学院教育が担うべき役割は、それぞれの領域の学問を究め、得られた新たな知見・知識を後世に継

承する研究者を養成することでした。しかし、昨今の社会情勢や時代の大きな変化に伴い、大学院教育が担う役割

も多様化しています。それらの社会情勢や時代の変化に応じて、本研究科では以下のような能力を備えた、幅広い

人材の育成を目指します。具体的には、教育や研究指導を通じて、大学院学生に次のような力をつけることを

目指します。 

 

(1)現代の経済や社会の諸問題等への直感的理解のみならず、論理的考察をする能力。 

(2)歴史的観点から現代の諸問題を考察する能力。 

(3)経済統計や計量分析など、データや数量的手法を駆使した客観的な分析能力。 

(4)他者と協力し、チームとして問題解決に立ち向かう能力。 

 

以上の点をふまえ、本研究科では次のような方々の進学・入学を希望します。 

 

【博士課程前期課程】 

(a)学部教育を経て、経済学をさらに理論的、実証的、あるいは歴史的に深く学びたい方。 

(b)大学院において、専門知識や様々なデータ処理方法、数量的手法を身につけて、企業および国などの 

  公的機関へ高度専門職業人としての就職を目指す方。 

 

【博士課程後期課程】 

(a)博士課程前期課程あるいは修士課程を修了し、さらに博士学位の取得をめざし、経済学や社会科学、 

  社会経済の歴史的研究を究め、大学教員などの研究者を目指す方。 

 

募集人員 

 
研究科 

前 期 課 程 後 期 課 程 

一 般（正規学生） 一 般 

（正規学生） 第１次 第２次 

経済学研究科 ３０名 ３名 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、 

本学ホームページ内にて変更内容を掲載します。出願前には必ずご確認ください。 

■関西学院大学院入試情報ページ： https://www.kwansei.ac.jp/graduate/admissions/ 
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【前期課程 一般（正規学生）】 

第 

１ 

次 

出願期間 ２０２２年８月２２日（月）～８月２９日（月） 期間内必着 

試験日時 

９月２４日（土） 9：00～10：30 

     〃    11：00～12：30 

     〃    13：00～ 

英語※ 

経済学専門科目 

口頭試問 

100 点 

100 点 

－ 

試験場は 
経済学研究科(学部)棟 

※当日掲示 

合格発表日 ９月３０日（金）研究科ホームページにて掲載（別途速達で合格者のみに通知を発送） 

第 

２ 

次 

出願期間 ２０２２年１２月１３日（火）～ １２月２０日（火） 期間内必着 

試験日時 

２０２３年 

１月２１日（土） 9：00～10：30  

    〃    11：00～12：30 

    〃    13：00～ 

 
英語※ 

経済学専門科目 

口頭試問 

 

100 点 

100 点 

－ 

試験場は 
経済学研究科(学部)棟 

※当日掲示 

合格発表日 １月２７日（金）研究科ホームページにて掲載（別途速達で合格者のみに通知を発送） 
 

※大学院副専攻「国連・外交コース」履修希望者は、事前に指導教員と面接をし、履修許可を得ることが

必要です。下記期間に経済学部(研究科)事務室へ来室し、手続きを行ってください。 

 ＜手続期間＞「2023年度 大学院 「国連・外交コース」要項」記載のコース履修申請期間と同様 

 ＜出願書類＞「国連・外交コース」履修申請書類一式のコピー 

 「国連・外交コース」の履修申請をされた方は英語の試験が免除となります。 

※出願資格「社会人」に該当するものは、以下の英語の資格試験のスコアをもって英語の筆記試験を免除します。 

 TOEFL－iBT 85、TOEFL-ITP 570、IELTS 6.0、TOEIC 780 相当以上 

 

【前期課程一般 筆記試験についてのガイドライン】 

英語・経済学専門科目は参考図書から出題します。以下のガイドラインを参照してください。 

なお、辞書の使用はいっさい認めません。 

■「英語」は、経済学の標準的な入門書を読み、正しく理解できること、またその中に出てくる専門用語を正

しく訳し、説明できることが求められます。 

 参考図書：N.Gregory Mankiw, Principles of Economics,9th.edition, South-Western Pub．2020年 

■「経済学専門科目」は、基本的な専門用語の意味や概念を理解し、図や式などを用いて論理的に説明や分析

する力が求められ、ミクロ経済学分野、マクロ経済学分野からそれぞれ出題します。 

 参考図書：古沢泰治・塩路悦朗 著 『ベーシック経済学 新版』、有斐閣アルマ 2018 年 

      平口良司・稲葉大 著『マクロ経済学 入門の「一歩前」から応用まで 新版』有斐閣ストゥディア 2020年 

      八田達夫 著『ミクロ経済学 Expressway』: 東洋経済新報社 2013年 

 

＜出願書類＞ 

①入学願書 ○ 入学検定料を納入のうえ、(C)～(E)票を提出してください。 

○ (C)票の記入について 

「志望する課程修了方法」欄で、修士論文か課題研究リポートを選択してください。 

「入学後志望する指導教員名」欄には入学試験（口頭試問）時の面接教員の第１、第２志望者名

を記入してください。指導教員は本研究科合格直後から履修指導期間開始までに、入学予定者ご

自身で調整して決定いただきます。 

○ (D)票に郵便番号・住所・氏名を明記してください。 

○ (E)票に写真１枚（縦４cm×横３cm、正面上半身・脱帽、出願前３カ月以内に撮影したもの） 

を貼付してください。 

②成績証明書 出身大学（および大学院）にて作成、厳封したものを提出してください。 

③卒業(見込)証明書 ○ 出身大学（および大学院）作成のもの。ただし、成績証明書に卒業(見込)年月日の記載があれ

ば不要です。 

○ 大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者は、学位授与証明書を提出してください。 

④研究計画書 経済学研究科所定用紙に本人が記入してください。 

⑤履歴書 （出願資格 「社会人」に該当する方のみ、ご提出ください） 

経済学研究科所定用紙に本人が記入してください。 

⑥証明書 （出願資格「社会人」に該当する方で、英語資格試験のスコアをもって、筆記試験「英語」の免除

を申請する方のみ、ご提出ください） 

合格証書、スコアレポート等の原本 
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（注意事項） 

○経済学研究科 前期課程の修了方法は、標準修了年限を２年間として、以下の２つの方法があります。

出願前に必ず経済学研究科(学部)事務室まで相談の上、いずれか１つを選択して出願書類に記入して

ください。なお、入学後、修了方法の変更は一切認められません。 

１．修士論文を提出する。 

  ・指導教員による研究指導を受け、修士論文１本を完成させ提出し、口頭試問を含む論文審査に 

   合格しなければならない。 

  ・本研究科後期課程への進学希望者は、修士論文審査により本研究科後期課程入学試験の口頭試 

   問に代えることができる。 

２．課題研究リポートを提出する。 

  ・異なる２名の担当教員の課題研究演習を、それぞれ履修し研究指導を受けた上で、異なるテー 

   マの課題研究リポートを１本ずつ、合計２本提出し、それぞれ口頭試問によるリポート審査に 

   合格しなければならない。 

○出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。 

 
【前期課程 特別選抜（正規学生）】 

第 

１ 

次 

出願期間 ２０２２年８月２２日（月）～８月２９日（月） 期間内必着 

試験日時 
９月２４日（土）11：00～12：30 

    〃    13：30～ 

経済学専門科目※ 

口頭試問 
－ 

試験場は 
経済学研究科(学部)棟 

※当日掲示 

合格発表日 ９月３０日（金） 研究科ホームページ掲載（別途速達で合格者のみに通知を発送） 

第 

２ 

次 

出願期間 ２０２２年１２月１３日（火）～ １２月２０日（火） 期間内必着 

試験日時 
２０２３年 

１月２１日（土）11：00～12：30 

    〃    13：30～ 

 

経済学専門科目※ 

口頭試問 

 

－ 

試験場は 
経済学研究科(学部)棟 

※当日掲示 

合格発表日 １月２７日（金） 研究科ホームページ掲載（別途速達で合格者のみに通知を発送） 

※関西学院大学経済学部生を対象とした選抜方式です。出願資格欄で確認してください。 

※受験希望の方は、出願開始日１週間前までに事務室に相談してください。 

※経済学専門科目の筆記試験は、合否判定には使用しません。 

 

＜出願書類＞ 

①入学願書 

 
※ホームページに

掲載された願書は

使用できません 

○ 特別選抜（正規学生）を志願される方はホームページに掲載された願書は使用できません。 

入学願書は経済学部事務室でお渡しいたします。 

○ 入学検定料を納入のうえ、(C)～(E)票を提出してください。 

○ (C)票の記入について 

「志望する課程修了方法」欄で、修士論文か課題研究リポートを選択してください。 

「入学後志望する指導教員名」欄には入学試験（口頭試問）時の面接教員の第１、第２志望者

名を記入してください。指導教員は本研究科合格直後から履修指導期間開始までに、入学予定

者ご自身で調整して決定いただきます。 

○ (D)票に郵便番号・住所・氏名を明記してください。 

○ (E)票に写真１枚（縦４cm×横３cm、正面上半身・脱帽、出願前３カ月以内に撮影したもの）

を貼付してください。 

②成績証明書 出願時点で発行されるものを提出してください。 

③研究計画書 経済学研究科所定用紙に本人が記入してください。 

○入学検定料は25,000 円です。 

○出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。 
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【後期課程 一般（正規学生）】 

出願期間 ２０２２年１２月１３日（火）～１２月２０日（火）期間内必着 

試験日時 

２０２３年 

１月２１日（土） 9：00～10：30 

    〃    11：00～ 

 
英語 

口頭試問 

 
－ 

試験場は 
経済学研究科(学部)棟 

※当日掲示 

合格発表日 １月２７日（金）研究科ホームページ掲載（別途速達で合格者のみに通知を発送） 

 

＜出願書類＞ 

①入学願書 ○ 入学検定料を納入のうえ、(C)～(E)票を提出してください。 

○ (C)票の記入について 

「入学後志望する指導教員名」欄には入学後の指導教員の第１、第２志望者名を記入してくださ

い。指導教員は入学時に指導体制を勘案のうえ、調整して決定します。 

○ (D)票に郵便番号・住所・氏名を明記してください。 

○ (E)票に写真１枚（縦４cm×横３cm、正面上半身・脱帽、出願前３カ月以内に撮影したもの）を

貼付してください。 

②成績証明書 出身大学院にて作成、厳封したものを提出してください。 

③修了証明書また

は修了見込証明書 

出身大学院作成のもの。ただし、成績証明書に修了(見込)年月日の記載があれば不要で

す。 

④研究計画書 経済学研究科所定用紙に本人が記入してください。 

⑤修士論文 修士論文とその概要書(約 4,000 字、Ａ４判４枚程度、横書き)をそれぞれ３部ずつ(コピー可)提

出してください。なお、２０２３年３月本研究科博士課程前期課程修了見込者で修士論

文をもって修士学位を取得見込の者は不要です。ただし、修士論文に準ずるもので修士

学位取得(見込)者は、出願開始の１ヶ月前までに、経済学研究科(学部)事務室に必ず問

い合わせてください。 

○筆記試験・口頭試問の評価と同時に、修士論文の内容や成績証明書などの書類を重視します。 

○本研究科において２０２２年度に修士の学位を得た者、あるいは得る見込みの者は、修士論文審査により、 

 口頭試問に代えるものとします。 

○出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。 

 

 1．出願資格  

＜前期課程 一般（正規学生）＞ 

 次の各項のいずれかに該当する者。 

 (1)大学卒業者および２０２３年３月卒業（早期卒業を含む）見込の者。 

 (2)大学改革支援・学位授与機構により学士学位を授与された者および２０２３年３月までに授与される見込の者。 

 (3)個別の入学資格審査により、大学卒業者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者で、入学 

   時２２歳に達している者。 

 (4)文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者および２０２３年３月までに修了見込の者。 

 (5)外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者および２０２３年３月までに修了見込の者。 

 (6)外国において、学校教育における１５年の課程を修了し、所定の単位を優れた成績をもって修得した者 

   と本研究科において認めた者。 

 (7)外国の学校が行う通信教育により学校教育における１６年の課程を修了した者および２０２３年３月ま 

   でに修了見込の者。 

 (8)我が国において、外国の大学の課程を有するものとして文部科学大臣が指定した教育施設で、１６年の 

   課程を修了した者および２０２３年３月までに修了見込の者。 

 (9)文部科学大臣の指定した者。 

 〈個別資格審査〉 

  上記(3)の資格により受験を希望する場合は、個別資格審査のための書類提出が必要になります。 

  以下の指定期日までに必ず本研究科に連絡し、指示された書類を提出してください。 

  経済学研究科 第１次：２０２２年 ７月２５日（月） 

   第２次：２０２２年１１月１１日（金） 
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 〈社会人〉 

  次の各項のいずれかに該当するものは、「社会人」とし、英語検定試験のスコアにより、筆記試験 

  「英語」を免除される。 

  （１）４年制大学卒業者および卒業見込みの者で、入学時において企業、官公庁、教育・研究機関等 

     において３年以上の実務経験を有する者。 

  （２）経済学研究科において上記（１）と同等以上の学力および社会的経歴を有すると認めた者。 

  （３）経済学研究科において、個別資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力および社会 

     的経歴があると認めた者で、入学時満２５歳に達している者。 

 

＜前期課程 特別選抜（正規学生）＞ 

 次の各項のいずれかに該当する者。（出願開始日1 週間前までに事務室に相談のこと） 

 (1)２０２３年３月に本学経済学部を早期卒業見込の者 

 (2)２０２３年３月に本学経済学部卒業見込または卒業後1 年以内の者で次の要件を満たすもの。 

 （１次）前年度秋学期までの通算ＧＰＡが２．４以上の者 

 （２次）当年度春学期までの通算ＧＰＡが２．４以上の者 

 ※卒業者は最終の通算ＧＰＡとします。 

 
＜後期課程 一般（正規学生）＞ 

 次の各項のいずれかに該当する者。 

 (1)修士学位を有する者および２０２３年３月までに修士学位を取得見込の者。 

 (2)専門職学位を有する者および２０２３年３月までに専門職学位を取得見込の者。 

 (3) (1)または(2)と同等以上の外国の学位もしくは国際連合大学の学位を有する者および２０２３年３月 

   までに学位を取得見込の者。 

 (4)外国の大学において教育課程を履修し、博士論文基礎力審査に相当するものに合格し、修士の学位を有 

   する者と同等以上の学力があると認められた者。 

 (5)個別の入学資格審査により、(1)または(2)と同等以上の学力があると本研究科において認めた者で、入 

   学時２４歳に達している者。 

  〈個別資格審査〉 

   上記(5)の資格により受験を希望する場合は、個別資格審査のための書類提出が必要になります。 

   以下の指定期日までに必ず本研究科に連絡し、指示された書類を提出してください。 

   経済学研究科 ２０２２年１１月１１日（金） 
 

 2. 出願方法  

 本研究科(学部)事務室へ郵送または持参してください。 

 ①郵送の場合 

  簡易書留郵便にて出願期間内に必着するよう送付してください。 

  なお、封筒のおもてに「経済学研究科入学願書在中」と朱書きしてください。 

 ②持参の場合 

  受付時間…平 日 ９：３０～１１：３０および１２：３０～１５：００（土・日・祝日は休業） 

 （注意事項） 

  受験票は、出願期間終了後、志願票記載の本人連絡先に送付します。 

 

 3. 出願に際しての注意事項  
 ①身体に障がいがあり、受験および入学後の就学に際して、特別の配慮を必要とする志願者は出願開始日 

  の１カ月前までに経済学研究科(学部)事務室に申し出てください。 

 ②入学後、健康診断を行いますので、出願時または入学手続時に健康診断書を提出する必要はありません。 

 ③いったん納入した入学検定料および提出書類は、いかなる理由があっても返還しません。 

 ④出願手続について疑問がある場合は、経済学研究科(学部)事務室にお問い合わせください。 

 ⑤出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。 
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 4. 入学検定料 35,000 円  

 出願期間内の土曜・日曜・祝日に納入する場合は、以下の「イ．コンビニエンスストア利用の場合」を参 

 照してください。 

 イ．コンビニエンスストア利用の場合 

   末頁の「コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法」を参照のうえ、手続きしてください。 

 ロ．金融機関（郵便局・ゆうちょ銀行は不可）の窓口で納入する場合 

   「電信扱」で納入してください。(Ａ)票に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合は手数料は不 

   要です。取扱金融機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。ＡＴＭ（現金自動預払機） 

   及びインターネットバンキングからの振込は受け付けません。納入締切日の出納印まで有効です。な 

   お、金融機関により出納日付の取り扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に 

   金融機関にご確認ください。 

 

 5. 受験上の注意事項  

 １．受験票は必ず携行してください。紛失や忘れた場合は経済学研究科(学部)事務室に申し出てください。 

 ２．試験開始１５分前までに試験場に入室・着席してください。 

 ３．試験開始後３０分以上遅刻した場合は受験することができません。 

 ４．不正行為者は全科目を無効とします。 

 ５．携帯電話を時計として使用することはできません 

 

 6. 合格者発表  

 経済学研究科(学部)ホームページに掲載すると同時に、志願票に記載の住所・氏名宛に合格者のみ合格 

 通知を速達で郵送します。※合否に関する電話での問い合わせには応じません。 

 

 7. 入学手続  

 合格者は合格通知で送付する「入学手続きのご案内」を参照のうえ、所定期間内に入学手続（Ⅰおよび 

 Ⅱ）を完了し、必ず入学式に出席してください。 

 

（１）入学手続Ⅰ〈入学(申込)金の納入〉 

所定用紙を用い、入学(申込)金を下記期間内に金融機関（郵便局・ゆうちょ銀行は不可）の窓口で納入し

てください。 

前期課程＜第１次＞ 

合 格 発 表 入学手続Ⅰの期間 

９月３０日（金）９：３０ ２０２２年９月３０日（金）～１０月７日（金） 
 

前期課程＜第２次＞・後期課程 

合 格 発 表 入学手続Ⅰの期間 

１月２７日（金）９：３０ ２０２３年１月２７日（金）～ ２月３日（金） 

金融機関（郵便局・ゆうちょ銀行は不可）窓口での納入について 

「電信扱」で納入してください。振込依頼書に記載の金融機関の本・支店から振り込む場合の手数料は不要です。

取扱金融機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。ＡＴＭ（現金自動預払機）及びインターネット

バンキングからの振込は受け付けません。納入締切日の出納印まで有効です。なお、金融機関により出納日付の

取り扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合には、事前に金融機関にご確認ください。 
 

（２）入学手続Ⅱ〈学費・その他の諸費の納入および書類の提出〉 

以下の①および②を完了してください。「入学手続きのご案内」は３月上旬に送付します。 

①学費・その他の諸費の納入 

上記「（1）入学手続Ⅰ」同様、金融機関（郵便局・ゆうちょ銀行は不可）の窓口で納入してください。 

納入方法は上記「（1）入学手続Ⅰ」と同様です。 

なお、納入締切日時は次のとおりです。 
 

２０２３年３月１０日（金） まで 

金融機関振込（郵便局・ゆうちょ銀行は不可） 



- 7 - 

②書類の提出 

次の書類を２０２３年３月１０日（金）１５：００までに、経済学研究科(学部)事務室に提出してくださ

い。郵送する場合は期間内に必着するよう送付してください。 

イ．「住民票記載事項証明書」（市区町村発行 本学に入学する者の氏名、住所、生年月日、性別の証明の

あるもの。「住民票の写し」でも可。外国人の場合は前述に加え、国籍、在留資格、在留期限の証明

のあるもの） 

  ※市区町村所定の様式がない場合は、「入学手続きのご案内」に同封の「住民票記載事項証明願」に

正しく必要事項を記載し、市区町村の証明を受けてください。 

ロ．「学生証顔写真貼付台紙」（本学所定用紙) 

ハ．その他（「入学手続きのご案内」に記載されている提出書類） 

 

（３）入学式 

２０２３年４月１日（土） 西宮上ケ原キャンパス（予定） 
（注意事項） 

１．入学手続期間（ⅠおよびⅡ）内に所定の手続を完了しない場合は、入学の意思がないものとみなし、入学許可

を取り消します。 

２．いったん納入した入学申込金または入学金は返還しません。 

３．入学手続Ⅰの期間内に納入した入学申込金（入学金と同額）は、学費・その他の諸費の納入と同時に入学金と

して取り扱います。 

４．いったん納入した入学金以外の学費・その他の諸費は、定められた期間内に所定の手続きをすれば返還の請求

ができます。なお、詳細は「入学手続きのご案内」を参照してください。 

５．提出書類は返還しません。 

６．関西学院大学各研究科窓口事務取扱時間は次のとおりです。 

   取扱時間…平 日 ９：３０～１１：３０および１２：３０～１５：００（土・日・祝日は休業） 

７．税理士試験の一部科目免除申請に係る認定は国税審議会によるものであり、必ずしも認定が保障されているも

のではありません。 

 

 8. 過去の入試問題  

 ○ 過去３年分を公開します（無料）。ただし、受験者のあった科目のみ。 

 ○ 以下Webページ上の入試過去問請求フォームより申請してください。 

   https://www.kwansei.ac.jp/graduate/admissions/economics/ 

 

 9. 研究科事務室連絡先  

 関西学院大学大学院 経済学研究科(学部)事務室 

  所在地 ：〒662-8501 西宮市上ケ原一番町１－155 

  電話番号：0798-54-6204 
 

https://www.kwansei.ac.jp/graduate/admissions/economics/


入学検定料・選考料 取扱明細書 チケット等
払込領収書

入学試験志願票に貼り付ける「収納証明書」部分

※コンビニでお支払いされた場合、
　「取扱銀行収納印」は不要です。

入学試験志願票（C）●ローソン　●ミニストップ

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証
明書部分を切り取り、入学試験志願票の所定
欄へ貼付。「取扱明細書（お客様控え）」は保管

●セブン-イレブン ●ファミリーマート

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証
明書部分を切り取り、入学試験志願票の所定
欄へ貼付。「チケット等払込領収書」は保管　
　　　　　　

【1】「入学検定料・選考料 取扱明細書」の収納証明書部分を切り取って、入学試験志願票の所定の貼付欄に貼る。

【2】封筒に必要書類を入れて出願。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」
　と記載されている糊はご使用にならないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

■ コンビニでの支払い手順

関西学院大学 大学院入試
コンビニエンスストアでの入学検定料支払い方法

24時間
支払い可能

取扱明細書（お客様控え）

入学検定料・選考料 取扱明細書

3
出
願

2
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b
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込
み
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ニ
支
払
い

1

■ コンビニでの支払い期間
●コンビニでのお支払いは、入学試験要項で出願期間を確認のうえ、十分に余裕をもって行ってください。
●支払期間最終日の「Webサイトでの申込み」は、23:00までとなります。

出願についての
お問い合わせは

関西学院大学 入学センター

TEL. 0798-54-6135
コンビニ支払いについての

お問い合わせは

E-サービス サポートセンター

https://e-shiharai.net/
※コンビニでは
　お答えできません

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料 取扱明細書」を受け取ってください。

店頭端末機より出力される「申込券」（受付票）を持って、30分以内にレジでお支払いください。

セブン-イレブン

【払込票番号（13ケタ）】

ローソン・ミニストップ

【お客様番号（11ケタ）】と【確認番号（4ケタ）】

ファミリーマート

【お客様番号（11ケタ）】と【確認番号（4ケタ）】

●画面の指示に従って必要事項を入力
●支払い方法で「利用するコンビニ」を選択し、下記【番号】を取得
●通知された「お支払い期限」内にコンビニへ

番号取得後に入力ミスに気づいた場合は、その番号では支払いを行わず、
新たな番号を取得してお支払いください。
支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。

〈注意〉

お支払い後、必ず「入学検定料・選考
料 取扱明細書」（チケット）を受け
取ってください。

「各種サービスメニュー」

「各種代金お支払い」

「マルチペイメントサービス」

「インターネット支払い」の旨を
伝え、プリントアウトした【払込
票】を渡すか、【払込票番号】を伝
えてお支払いください。

●レジにて

※マルチコピー機は利用しません
【お客様番号】【確認番号】を入力

【お客様番号】【確認番号】を入力

「代金支払い」

「番号入力画面に進む」

「各種代金・インターネット受付」
（紫のボタン）

セブン-イレブンの場合

ファミリーマートの場合ローソン・ミニストップの場合

店頭端末　　　　　  へ

●支払い期限内に代金を支払わなかった場合は、入力情報が自動的にキャンセルされます。

●入学検定料はATMで振り込みできません。必ずレジでお支払いください。

●一度お支払いされた入学検定料は、コンビニでは返金できません。

●店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります

●取り扱いコンビニ、支払い方法は変更になる場合があります。変更された場合は、Webサイトにてご案内いたします。

●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくは、WEBサイトをご確認ください。！
注 意

スマートフォン、パソコンでアクセス

※一部の機種は利用できない場合があります。

https://e-shiharai.net/

ファミポートまたは、
マルチコピー機へ


