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入試 Q&A
Question

Answer

いつからWeb出願登録ができますか？

出願開始（2022年1月5日（水））からです。

一般方式（全学部統一型／全学部統一
グローバル型／個別学部併願型）
と大学
入学共通テスト方式（前期日程）の両方に
出願できますか？

両方に出願できます。その場合、両方同時にWeb出願をすることに
より、大学入学共通テスト方式（前期日程）の入学検定料に割引が
適用されます。

一般方式（全学部統一型／全学部統一
グローバル型／個別学部併願型）内で併
願することはできますか？

全 学部統一型と個別学部併願型の併願、若しくは全 学部統一
グローバル型と個別学部併願型の併願は可能です。全学部統一型
と全学部統一グローバル型の併願はできません。
※試験日が異なる入試はすべて併願可能です。

すでに出願しているのですが、追加で出願
できますか？

入試方式により異なります。
▶︎23ページ

出 願 に つ い て

【入学検定料支払前】
お手数ですが、入学検定料の納入には進まず、正しい内容で新たに
出願登録を行ってください。
※間違った登録内容で取得した支払い番号は利用しないでください。
Web出願登録完了後に間違いに気づいた
入学検定料が納入されなければ、自動的に削除されます。
場合、どうすればいいですか？
【入学検定料支払後】
Web出願サイトからの変更や取消はできません。出願書類を郵送せず
お手元に置いたまま、武蔵大学入試課（TEL：03-5984-3715）に直接
ご連絡ください。
出願書類郵送後に入試方式・出願学科
等の志願内容を変更・取消することはで
きますか？

できません。

全学部統一型／全学部統一グローバル型
の経済学部では、
３学科すべてに出願しな
いといけないのですか？

経済学部では、所属学科を越えたコース選択が可能なため、全学部
統一型／全学部統一グローバル型では原則として経済学科・経営
学科・金融学科のすべてに出願することをお願いしていますが、必須
ではありません。

【パソコンをご自宅でお持ちでない場合】
学校等のパソコンを利用していただいて構いませんが、個人情報欄の
自宅にパソコンやプリンターを持っていま
メールアドレスについては、スマートフォンのものに設定してください。
せんが、Web出願できますか？
【プリンターをご自宅でお持ちでない場合】
コンビニエンスストアやその他のサービスを利用して印刷してください。

Web出願登録のみで出願手続は完了しま
すか？

完了しません。出願手続は、出願期間内に「Web出願サイトでの出願
登録」
「入学検定料の納入」
「必要書類の郵送」
を行うことにより完了
します。不備のないようご注意ください。
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提出する英語資格・検定試験の種類に
よる有利・不利はありますか？

Answer

募集概要

Question

Q&A

ありません。

ありますか？

に、指定する英語外部検定試験を受検していれば出願可能です。

資格・検定試験は、
異なる実施回の各技能
（Reading, Listening, Writing, Speaking）
のスコアを組み合わせて出願することは
できますか？

異なる実施回の4技能のスコアを組み合わせて出願することはできません。
同一実施回のスコアを提出してください。
ただし、実用英語技能検定の
一次試験免除者については、二次試験受験時に申請した一次試験
受検回のスコアと二次試験のスコアの組み合わせを認めます。

や TOEFL の団体向けテストプログラム

できません。

験

（TOEFL ITP Ⓡ テスト）のスコアは利用

受

TOEIC の団体特別受験制度（IPテスト）

受験票

全学部統一グローバル型について

全学部統一グローバル型において、英語

願

ありません。技能ごとの基準点もありません。本学が定める有効期限内

出

英語資格・検定試験
（4技能）
の基準点は

できますか？

複数の英語資格・検定試験を受検してい
すか？

できません。17ページの換算例を参考にし、1つだけ選択し、成績を証
明する書類を提出してください。

検定料割引制度はありますか？

大学入学共通テスト方式（前期日程）の入学検定料が1学科・専攻
10,000円から5,000円になります。

Ｑ ＆ Ａ

入 学 検 定 料

下記併願割引制度があります。
・一般方式と大学入学共通テスト方式（前期日程）
を同時に出願すると、

入学手続

ますが、複数の証明書を提出してもいいで

詳細についてはお答えできません。17ページの換算例を参考にしてくだ
さい。

合格発表

得点換算の詳細について教えてください。

・一般方式（全学部統一型、全学部統一グローバル型、個別学部
併願型）も割引制度があります。
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▶︎20ページ

Q&A

入試 Q&A

入 学 検 定 料
出 願 資 格 を 証 明 す る 書 類（ 調 査 書 等 ）

Question

Answer

入学検定料を返還してほしいのですが。

・一旦納入された入学検定料は、原則として返還いたしません。ただし、
次の①～⑤の場合は入学検定料の全額又は超過分を返還します。
①入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合
②入学検定料を納入し、出願書類を提出したが、出願書類の不備
や出願資格を満たしていない等の理由により、出願が受理され
なかった場合
③入学検定料を納入したが、出願締切後に出願書類を提出した場合
④納入すべき入学検定料より過剰に納入した場合
⑤その他、大学が返還を認めた場合
※入学検定料の払込手数料は返還対象外です。あらかじめご了承
ください。
・入学検定料の返還請求方法について
（月）
17時までに、
武蔵大学入試課
（TEL：03-5984-3715）
（1）3月14日
に連絡してください。
※期限を過ぎた返還請求には応じられない場合があります。
（2）上記①～⑤の返還事由に該当する場合には、
「入学検定料返還
願」を送付します。必要事項の記入・捺印のうえ返送してください。
その他、必要となる手続きについては、別途お知らせします。

複数の入試方式で複数の学部・学科・専
攻を併願する場合は、調査書等は何通必
要ですか？

・1通のみ提出してください。
・追加で出願する場合は、調査書を再度提出する必要はありません。

前年に発行された調査書等を使用しても
いいですか？
2学期制の高校の場合、調査書にはどの時
点の成績が記載されていればいいですか？
高等学校卒業程度認定試験合格の際に
免除科目がある場合、免除科目について
は何を提出すればいいですか？

顔写真は白黒ですか？カラーですか？

顔
写
真

高校の制服を着用した写真でもいいで
すか？
デジタルカメラの写真でもいいですか？

・既卒者は、卒業後に発行された調査書等を提出してください。
・卒業見込者は、2021年10月1日以降に発行された調査書等を提出
してください。

免除科目がある場合でも、免除科目に関する証明書の提出は不要
です。

カラー写真です（白黒不可）。出願前３カ月以内に撮影したもので、
正面向き、上半身、無帽、背景なし、光沢仕上げ、顔の鮮明なものを
使用してください。これらを満たしていない写真は、
書類不備となります
のでご注意ください。
※追加で出願する場合、
最初の出願と同じ顔写真を、
必ずWeb志願票
に貼付してください。
▶︎22ページ
服装は問いませんが、出願時の写真は入学後の学生証にそのまま
使用するため、私服で撮影したものが適当と思われます。
・写真店で証明写真として撮影されたものであれば大丈夫です。
・スナップ写真など自分で撮影したものや、画質の粗いもの、プリン
ターで出力されたものは受け付けられません。

写真の裏面がシールになっていて、カナ
氏名が書けません。

裏面がシールタイプのものは、カナ氏名を記入しなくて構いません。
はがれないようシールでしっかり貼り付けてください。

試験の際に眼鏡を使用したいのですが、眼
鏡をはずして写真を撮ってしまいました。

撮り直す必要はありません。ただし、試験当日の写真照合の際に
眼鏡をはずしてもらう場合があります。
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全学部統一型／全学部統一グローバル型
で複数の学部を受験するのですが、受験票
が１枚しか届いていません。

Answer
全学部統一型／全学部統一グローバル型では、１回のWeb出願に
つき１つの受験番号を付与し、受験票を1通発行します。
複数の学部を受験する場合でも受験票は１通となります。
▶︎27ページ

受

きますか？

・受験票はＷｅｂ出願に記載のある住所以外には送付できません。
・やむを得ない事情で受験票を受け取れない場合は、
試験当日に受験票
の再交付を受けてください。

受験票

▶︎27〜28ページ

願

個別学部併願型と大学入学共通テスト方
式（前期日程）
を同時出願したのですが、
個別学部併願型の分しか受験票が届いて
・個別学部併願型では、試験日につき１つの受験番号を付与し、試験日
いません。
ごとに受験票を１通発行します。

出

・大学入学共通テスト方式（前期日程及び後期日程）では受験票の
郵送はしませんので、通知期間内にインターネットで受験番号を取得
してください。

受験票を自宅以外の場所に送ることはで

募集概要

Question

Q&A

験 票

▶︎45ページ

・出願書類到着の時期により、受験票発送日は異なります。27ページ
「受験票発送日程」
を確認の上、
武蔵大学入試課
（TEL：03-5984-3715）
までお問い合わせください。
▶27ページ

験

・大学入学共通テスト方式（前期日程及び後期日程）
では受験票の郵送
はしませんので、通知期間内にインターネットで受験番号を取得して
ください。

合格発表

受験票がまだ届いていません。

Web志願票の住所欄に入力された住所に受験票、
合格証
（入学手続
書類）
を送付します。郵便局で転居先への転送手続を行ってください。

▶︎28ページ
至急、武蔵大学入試課（TEL：03-5984-3715）に連絡してください。

受験票をなくしてしまいました。

試験当日、
「受験票交付場所」
（8号館1階入試課）にて再交付します
ので、武蔵大学入試課（TEL：03-5984-3715）
に連絡してください。
▶︎45ページ

▶︎36ページ
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本学では、補欠候補者については正規合格者と同時に発表します
が、補欠候補者がまったく出ない場合もあります。また、補欠候補
者からの繰上合格は正規合格者の入学手続状況によるため、繰上
合格がまったく出ない場合もあります。なお、繰上合格の実施見込
み、発表時期、進捗状況等に関する個別のお問い合わせには一切
お答えできません。

Ｑ ＆ Ａ

合格発表
補欠合格はありますか？また補欠からの
繰上合格者は何人くらい出ますか？

科目ごとの平均点の差が一定限度を超えた場合には得点調整を行
い、合否を判定します。ただし、大学入学共通テスト方式（前期日
程／後期日程）の場合は、大学独自の得点調整は行いません。

入学手続

届いた受験票の氏名が間違っています。

選択科目の得点調整は行いますか？

受

出願後に転居したのですが。

