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入試区分 大学入学共通テスト利用選抜

新型コロナウイルスの今後の感染状況によっては，選抜方法を変更する場合があります。
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●入試出願者の個人情報について

　入試出願書類における志願票，調査書等の内容（住所，電話番号等を含む）の個人
情報は，本学入試・広報センターで厳重に管理いたします。
　大学内において出願に関する個人情報の利用範囲は，合格者選考，合格発表およ
び入学予定者への大学からの情報提供に利用します。また大学内で入試状況の統計
資料作成時に個人を一切特定せずに利用します。
　出願書類提出後，住所・氏名等に変更があった場合や登録情報に疑問が生じた場
合には，入試・広報センターまでご連絡をお願いいたします。

大学入学共通テスト
利 用 選 抜

学生募集要項
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学部 学科 入学定員 総合型選抜
各期合計

学校推薦型選抜
（指定校） 学校推薦型選抜 一般選抜 大学入学共通

テスト利用選抜

外国人留学生
選抜

帰国者選抜
社会人選抜

体
育
学
部

武道学科 80 名 約 25 名 5 名 20 名 25 名 5 名 若干名

体育学科 360 名 約 100 名 20 名 80 名 100 名 60 名 若干名

募 集 人 員

※学校推薦型選抜（指定校）の要項は本学から各指定校に送付します。
※編・転入学試験は，10月以降に募集人員を確定し，要項を作成します。
●…新型コロナウイルス感染症等に羅患した受験者の受験機会の確保に関する特別措置については，本学ホームページ（入試案内）
をご確認ください。

W
e
b
出
願

入試区分 出願期間（期間内消印有効） 試験日 合格発表 入学手続期間

一般選抜 2023年 1月16日（月）〜 2月 1日（水）2023年 2月15日（水）2023年 2月21日（火）2023年 2月22日（水）〜 3月 8日（水）
最終締切 3月15日（水）

大学入学共通
テスト利用選抜

前期 2023年 1月16日（月）〜 2月 1日（水）
大学入学共通テスト
の成績により選考し
ます。本学独自の面
接・実技試験等はあ
りません。

2023年 2月21日（火）2023年 2月22日（水）〜 3月 8日（水）
最終締切 3月15日（水）

後期 2023年 2月15日（水）〜 2月24日（金） 2023年 3月10日（金）2023年 3月13日（月）〜 3月23日（木）

入 試 日 程出願
方法

W
e
b
出
願

書
類
で
の
出
願

※総合型選抜は再出願を妨げません。
※試験会場は，11月の沖縄会場（沖縄県青年会館）を除き全て国際武道大学で実施します。
※試験日は期間内の1日を本学が指定します。　※午後の日程を指定することがあります。

入試区分 エントリー期間
（郵送必着） 受験相談期間 出願期間

（期間内消印有効） 試験日 合格発表 入学手続期間

10月…
総合型選抜

2022年
　 9月 1日（木）
〜 9月27日（火）

2022年
　 9月 2日（金）
〜10月 3日（月）

2022年
　10月 3日（月）
〜10月 7日（金）

2022年
　10月15日（土）
　10月16日（日）
　10月17日（月）

2022年
　11月 1日（火）

2022年
　11月 2日（水）
〜11月11日（金）

11月…
総合型選抜

2022年
〜11月 2日（水）

2022年
　10月 4日（火）
〜11月 7日（月）

2022年
11月 7日（月）

〜11月11日（金）

2022年 
　11月21日（月）
　〔※沖縄会場11/21〕

2022年
　11月29日（火）

2022年
　11月30日（水）
〜12月 9日（金）

12月…
総合型選抜

2022年
〜12月 5日（月）

2022年
　11月 8日（火）
〜12月 7日（水）

2022年
12月 5日（月）

〜12月 9日（金）

2022年
　12月17日（土）
　12月18日（日）

2022年
　12月23日（金）

2023年
　 1月10日（火）
〜 1月20日（金）

1月…
総合型選抜

2023年
〜 1月10日（火）

2023年
　 1月10日（火）
〜 1月16日（月）

2023年
1月16日（月）

〜 1月20日（金）

2023年
　 1月28日（土）
　 1月29日（日）

2023年
2月 3日（金）

2023年
　 2月 6日（月）
〜 2月17日（金）

3月…
総合型選抜

2023年
〜 2月20日（月）

2023年
　 2月 1日（水）
〜 2月22日（水）

2023年
　 2月20日（月）
〜 2月24日（金）

2023年
　 3月 4日（土）

2023年
3月10日（金）

2023年
　 3月13日（月）
〜 3月16日（木）

入試区分 出願期間（郵送必着） 試験日 合格発表 入学手続期間

外国人留学生選抜 2023年 1月16日（月）〜 1月20日（金）2023年 1月28日（土）2023年 2月 3日（金）2023年 2月 6日（月）〜 2月17日（金）

帰国者選抜

社会人選抜

第1期 2022年10月 3日（月）〜10月 7日（金）2022年10月15日（土）2022年11月 1日（火） 10月総合型選抜に同じ

第2期 2022年12月 5日（月）〜12月 9日（金）2022年12月17日（土）2022年12月23日（金） 12月総合型選抜に同じ

第3期 2023年 1月16日（月）〜 1月20日（金）2023年 1月28日（土）2023年 2月 3日（金） 1月総合型選抜に同じ

編・転入学試験（予定） 2023年 1月10日（火）〜 1月18日（水）2023年 1月28日（土）2023年 2月 3日（金） 1月総合型選抜に同じ

入試区分 出願期間（期間内消印有効） 試験日 合格発表 入学手続期間

学校推薦型選抜 2022年11月 1日（火）〜11月 8日（火）
2022年11月19日（土）

11月20日（日）
〔※沖縄会場11/20〕

2022年12月 1日（木）2022年12月 2日（金）〜12月 9日（金）

※学校推薦型選抜は，試験日を1日選択してください。　※午後の日程を指定することがあります。
また，試験会場は，国際武道大学と沖縄会場（沖縄県青年会館）のいずれかを選択してください。



- 2 - - 3 -

Admission…Policy（入学者受入方針）

＊建学訓（＝建学の精神）

若人よ武道によって　不動の人生観を体得せよ
若人よ武道によって　平和の世界観を把握せよ
若人よ武道によって　汝の体躯を養え
若人よ武道によって　忍耐礼節の道を学べ
若人よ武道体育の精神の下　国際友情の大道を築こう

◆国際武道大学（体育学部）

国際武道大学の建学の精神を理解し，武道，体育及びスポーツを通して自立した人間形成を目指すととも
に，体育学の分野で学んだことを活かし，社会を豊かにしようとする意欲に満ちた者

1.武道学科及び体育学科の求める学生像
（1）�　武道，体育及びスポーツに取り組んだ経験を活かし，主体的に武道，体育及びスポーツの知識・技

能の向上に取り組もうと意欲に満ちた者

（2）�　武道，体育及びスポーツに関する専門的な学修経験を基軸とした思考力・判断力を活かし，社会で
活躍しようとする意欲に満ちた者

（3）�　既成の事実や価値観にとらわれることなく広い視野を持ち，自ら課題を見出し，武道，体育及びス
ポーツを探究しようとする意欲に満ちた者

2.大学入学までに履修しておくことが望ましい教科・科目等
　体育学は，文系・理系の枠を超えた複合的な学問です。したがって，すべての教科において基礎的

な学習をしておくことが，発展的な理解を深めることにつながります。

3．入学者選抜の基本方針
（1）総合型選抜

　本学に強い関心を持ち，武道，体育及びスポーツに関する探究心と体育学の分野で学んだことを活

かし，社会を豊かにしようとする意欲を持つ者を受け入れるために実施する。

　高等学校における活動内容や将来計画に関する自己紹介書，調査書に加え，面接試験では進学意識，

就学力，期待度，将来計画及び総合評価を審査する。さらにプレゼンテーションでは，主体的な学び

に向かう力を，思考力，判断力，表現力を通じて総合評価し，これらの合計得点により選考する。

（2）学校推薦型選抜（指定校）

　本学が指定する高等学校において，学習成績及び人物ともに優れており，運動能力，武道，体育及

びスポーツに関する深い理解，スポーツボランティア・スポーツ関連の地域活動実績などを持つ者を

高等学校長の推薦により受け入れるために実施する。調査書，推薦書，自己紹介書及び面接試験の評

価結果，さらにプレゼンテーションでは，主体的な学びに向かう力を，思考力，判断力，表現力を通

じて総合評価し，これらの合計得点により選考する。
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学力等
　項　目

基礎学力
（知識・技能） 思考力 判断力 表現力 主体性

（多様性・協働性）

調査書 ● ●

自己紹介書 ● ● ● ●

推薦書 ● ● ● ●

武道・スポーツ調書 ●

面接 ● ● ● ● ●

プレゼンテーション ● ● ● ● ●

実技 ● ● ● ●

大学入学共通テスト ● ● ● ●

小論文 ● ● ● ●

学力の３要素に対応した評価の観点

（3）学校推薦型選抜

　本学に強い関心を持ち，明確な目的意識を持って学修に取り組む姿勢があり，優秀な競技成績・学習

成績，武道，体育及びスポーツに関する深い理解，スポーツボランティア・スポーツ関連の地域活動実

績，武道，体育及びスポーツに関する高い能力等を持つ者を高等学校長の推薦により受け入れるため

に実施する。調査書，推薦書，自己紹介書及び面接試験の評価結果，さらにプレゼンテーションでは，

主体的な学びに向かう力を，思考力，判断力，表現力を通じて総合評価し，これらの合計得点により選

考する。

（4）一般選抜

　本学での学修に対応できる学力水準と武道，体育及びスポーツに関する能力等を持つ者を受け入れ

るために実施する。「筆記+実技型」では，大学入学共通テストの外国語のうち「英語」を必須とし，そ

のほかの受験科目のうち最高得点の1科目，及び本学で実施する実技試験（選択）の合計得点と調査書，

武道・スポーツ調書の評価結果により総合的に選考する。「小論文+実技型」では，小論文と実技試験（選

択）の合計得点と調査書，武道・スポーツ調書の評価結果により総合的に選考する。
（5）大学入学共通テスト利用選抜

　本学での学修に対応できる学力水準を持つ者を受け入れるために実施する。大学入学共通テストの

受験科目のうち高得点の2科目の合計得点により選考する。

　上記のほか，国際社会及び地域社会の様々な分野において積極的に活躍することができる，多様な能力

を持った者を受け入れるため「外国人留学生選抜」，「帰国者選抜」，「社会人選抜」を実施する。
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オープンキャンパス

オープンキャンパスキャラバン（出張説明会）

開催日 イベント名 会　場 場　所 時　間
2022年 8月07日（日） オープンキャンパスキャラバン沼津 沼津「プラサ ヴェルデ」 4F 会議室 14：30〜16：30

8月27日（土） オープンキャンパスキャラバン那覇 沖縄県市町村自治会館 4F 会議室 14：30〜16：30

1.開催日・場所等

2.実施予定イベント
・大学紹介… ・特別講座
・入試制度説明… ・個別相談

※�新型コロナウイルスの今後の状況によっては，中止やイ
ベント内容等を変更する場合があります。
　最新情報は，本学ホームページをご確認ください。

3.実施会場
オープンキャンパス

キャラバン沼津
オープンキャンパス

キャラバン那覇

沼津 プラサヴェルデ

北口

JR 沼津駅
南口

那覇バスターミナル
●

国税事務所
●

旧南部合同
庁舎 ●

●

琉球銀行

↓

道
国

58

線
号

添
浦
↑

←東町

壺川→

沖縄県市町村自治会館

駅
橋
旭

糸
満（
空
港
）

　体育系大学への進学を検討している方への情報提供，国際武道大学への進学を検討している方への情報提
供，国際武道大学への出願を決意している方の受験対策のため，下記日程にてオープンキャンパスを開催い
たします。

2.実施予定イベント
・キャンパス見学ツアー　　・特別講座　　・入試制度説明
・相談コーナー　　　　　　・クラブ活動練習見学　等

＊上記以外のイベントも実施いたします。詳細は本学ホームページをご覧ください。

3.実施会場
国際武道大学
〒299 -5295�千葉県勝浦市新官841番地
TEL�0470 -73 -4111（代表）

※�新型コロナウイルスの今後の状況によっては，中止やイベント内容等を変更する場合があります。�
最新情報は，本学ホームページをご確認ください。

開催日
2022年 6月25日（土） 2022年 9月10日（土）

7月30日（土） 10月 1日（土） オンライン

7月31日（日） 12月10日（土）
8月20日（土） 2023年 3月25日（土）
8月21日（日）

1.開催日

※大学ホームページにて事前予約が必要となります。



- 4 - - 5 -

1.出願資格
次の（1）～（3）のいずれかに該当する方。

（1）高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方および2023年3月卒業見込みの方。
（2）通常の課程による12年の学校教育を修了した方および2023年3月修了見込みの方。
（3）�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方と同等以上の学力があると認めら

れる方および2023年3月までにこれに該当する見込みの方。

2.出願方法
（1）出願期間

　前期　2023年1月16日（月）～2月 1日（水）　期間内消印有効
　後期　2023年2月15日（水）～2月24日（金）　期間内消印有効

（2）…Web出願サイトから出願登録を行い，必要書類を封筒に入れ，出願期間内に郵便局窓口から書留
速達で郵送してください。（7ページ「Web出願の流れ」を参照）
＊Web出願登録しただけでは完了していません。出願書類の送付が必要です。
＊出願期間内消印有効です。
＊�各自で準備した角2サイズの封筒の表面に，印刷した「封筒貼付用宛名シート」を貼り付けてく
ださい。
＊送付先は次のとおりです。
　〒299 -5295　千葉県勝浦市新官841番地　国際武道大学�入試・広報センター
＊提出された書類は一切返還できません。
＊出願後,志望学科の変更はできません。
＊受験上の特別な配慮を必要とする場合，出願期間前に入試・広報センターへお問い合わせください。

（3）出願学科
＊大学入学共通テスト（前期日程）…第1志望学科以外の学科を第2志望として併願することができます。
＊大学入学共通テスト（後期日程）…第1志望学科以外の学科を第2志望にしたものとして取り扱います。

（4）入学検定料
　入学検定料は無料です。

Point
●�入学検定料は，無料です。
●�本学独自の個別試験等は課しません。
●�大学入学共通テストを受験してください。その成績のみで合否を判定します。
●��受験した科目を100点満点に換算し，高得点の2科目を合否判定に使用します。ただし，外国語「英語」においては，
「リーディング（100点）」と「リスニング（100点）」をそれぞれ50点に換算し，合計100点とします。また，「国語」
は出題分野である「近代以降の文章」と「古典」ごとに１科目として扱います。「理科①」の「基礎を付した科目」は，
選択した2科目の合計点を1科目として扱います。

●�前期日程と後期日程があります。
●�前期日程は一般選抜との併願が可能です。（一般選抜の学生募集要項８ページ参照）
●  前・後期日程の合格者のうち，合計得点率により，奨学金が給付されます。（12ページ「奨学金および学費等の減

免について」参照）

大学入学共通テスト利用選抜（前期日程・後期日程）
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3.出願書類
（1）Web志願票

＊Web出願システムから印刷してください。
＊Web志願票に大学入試センターから交付を受けた成績請求票を貼付してください。
＊縦4cm，横3cmの顔写真を貼付してください。

（2）調査書等
①��高等学校を卒業した方及び高等学校を2023年3月卒業見込みの方は，出身学校長が作成した「調
査書」（高等学校長印が押印され，厳封したもの）を提出してください。

②��高等学校卒業程度認定試験に合格した方，また大学入学資格検定に合格した方は，その「合格証
明書」および「合格成績証明書」を提出してください。なお，免除科目がある場合は，その科目の「成
績に関する証明書」を併せて提出してください。

4.受験票
＊出願を確認後，出願期間受付終了後から合格発表前日までに一斉に受験票を配信します。
＊�受験票のダウンロードが可能になりましたら，出願時に登録したアドレスへメールで通知します。Web
出願システムから印刷してください。

5.試験日程
　令和5年度大学入学共通テストの受験のみで，本学独自の試験は課しません。
　令和5年度大学入学共通テストを受験してください。

6.選考方法
①��「大学入学共通テスト」の受験科目のうち高得点の2科目の合計得点により選考します。
　��受験した科目を100点満点に換算し，高得点の2科目を合否判定に使用します。なお，外国語「英
語」においては，「リーディング（100点）」と「リスニング（100点）」をそれぞれ50点に換算し，合
計100点とします。また，「国語」は出題分野である「近代以降の文章」と「古典」ごとに1科目と
して扱います。「理科①」の「基礎を付した科目」は，選択した2科目の合計点を1科目として扱い
ます。本学が指定する教科・科目はありません。

　＊過年度の大学入学共通テストの成績は使用できません。
②�調査書は，武道・スポーツの活動歴等を確認する資料とします。

7.併願
大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）は一般選抜と併願することができます。
一般選抜の学生募集要項8ページを参照してください。
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合格発表･入学手続

1．合格発表日程
　各入試区分別に合格発表を行い，入学手続期間が設定されています。

入試区分 合格発表 入学手続期間
10月総合型選抜 2022年11月 1日（火） 2022年11月 2日（水）〜11月11日（金）
11月総合型選抜 2022年11月29日（火） 2022年11月30日（水）〜12月 9日（金）
12月総合型選抜 2022年12月23日（金） 2023年 1月10日（火）〜 1月20日（金）

1月総合型選抜 2023年 2月 3日（金） 2023年 2月 6日（月）〜 2月17日（金）
3月総合型選抜 2023年 3月10日（金） 2023年 3月13日（月）〜 3月16日（木）

学校推薦型選抜 2022年12月 1日（木） 2022年12月 2日（金）〜12月 9日（金）

一般選抜 2023年 2月21日（火） 2023年 2月22日（水）〜 3月 8日（水）一次締切
　　　　　　　　　　　　　 3月15日（水）最終締切

大学入学
共通テスト
利用選抜

前期 2023年 2月21日（火） 2023年 2月22日（水）〜 3月 8日（水）一次締切
　　　　　　　　　　　　　 3月15日（水）最終締切

後期 2023年 3月10日（金） 2023年 3月13日（月）〜 3月23日（木）
外国人留学生選抜 2023年 2月 3日（金） 2023年 2月 6日（月）〜 2月17日（金）

帰国者選抜
社会人選抜

第1期 2022年11月 1日（火） 10月総合型選抜に同じ
第2期 2022年12月23日（金） 12月総合型選抜に同じ
第3期 2023年 2月 3日（金） 1月総合型選抜に同じ

2．合格発表方法
　全ての入試区分において合格発表はインターネットを使用して行います。合格発表当日の午前10：00
から，受験者本人がスマートフォン・パソコンを使用して確認することができます。ただし，スマート
フォンには一部使用できない機種がございますので，その場合はパソコンでご確認ください。

（1）URLアドレスについて
　以下のURLアドレスを直接入力するか，スマートフォンのカメラ機能を使用してQRコードからア
クセスしてください。

http://budo-gouhi.jp/
（スマートフォン・パソコン共通）

（3）一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜の合格発表
一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜において，次の発表が行われます。

①…第2志望学科の合格について
　一般選抜及び大学入学共通テスト利用選抜の受験者で第1志望の学科では合格に届かなかった
方であっても，第2志望の学科で合格する場合があります。

②…待機補欠について
　一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜の受験者で合格に届かなかった場合でも，合格者
の入学手続状況により欠員が生じた場合，補欠順位の上位の者から繰り上げて補欠合格者とする
場合があります。補欠繰上げ合格者への連絡は国際武道大学入試・広報センターから電話連絡さ
せていただきます。

（2）操作手順の流れ

※操作手順及び画面内容は，スマートフォン・パソコン共通です。
※掲示・電話による合格発表は行いません。

国際武道大学
入学試験ＷＥＢ合格発表

あなたの受験番号を
入力してください。

よろしいですか？

次へ

国際武道大学
入学試験ＷＥＢ合格発表

あなたの誕生月日を
4桁で入力してください。

（例：4月1日生まれ⇒0401）

よろしいですか？

次へ 戻る

国際武道大学
入学試験ＷＥＢ合格発表

あなたは

受験番号○○○○○
○○○○さんですね。

合否を確認します。
よろしいですか？

次へ 戻る

合否確認画面

メッセージは以下のように表示されます

一般選抜 ・
大学入学共通テスト利用選抜

合格

受験番号○○○○○
○○○○○さん
おめでとうございます。
○○学科に合格しました。
合格通知を発送しましたので，
入学手続要領に従い
入学手続を進めてください。

不合格

受験番号○○○○○
○○○○○さん
残念ながら不合格です。
○○学科合格には
届きませんでした。

第〇志望合格

受験番号○○○○○
○○○○○さん
第1志望の○○学科には
届きませんでしたが
○○学科に合格しました。
合格通知を発送しましたので，
入学手続要領に従い
入学手続を進めてください。

待機補欠

受験番号○○○○○
○○○○○さん
合格者の手続状況により
○○学科の補欠合格者として
通知する場合があります。
後ほど国際武道大学入試・
広報センターから
電話連絡いたします。
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3.入学手続
（1）入学手続場所

　国際武道大学�入試・広報センター
　〒299 -5295�千葉県勝浦市新官841番地
　入試フリーダイヤル　0120 -654 -210（直通）

（2）入学手続の諸注意
●入学手続に必要な書類および入学手続要領は合格通知とともに速達郵便で送付いたします。
●手続の時には「カラー写真（白黒不可）2枚（縦4cm，横3cm）」が必要となります。
●�窓口における手続は土曜・日曜・祝日を除く毎日午前9時から午後4時までです。窓口手続を希望
される場合，必ず事前に電話連絡をして業務時間の確認をしてください。
●郵送による手続の場合は書留速達で締切日郵送必着となります。
●入学金および提出後の書類は，一切返還できません。
●期日までに手続を完了しない場合は入学を許可できません。
●�一般選抜および大学入学共通テスト利用選抜（前期）合格者の入学手続において，１次手続と最終
手続とそれぞれ期日（締切）までに完了しない場合は入学を許可できません。

（3）入学金・学費等（単位：円）

①��上記の入学金・学費等は2023年度入学者のものです。（ただし，諸会費は未決定のため2022年度
の金額となっています。）

②��諸会費のうちには，学生教育研究災害傷害保険料・賠償責任保険料，学友会費，後援会費及び同窓
会費等を含みます。詳細については，入学手続要領にてご連絡いたします。このほか，教職課程の
履修費・学外実習費等は，その都度別途納入していただきます。

●学費等分納制度（最大12回分割可）
　本学では，あらかじめ申込みをすることで学費等を最大12回の分割で納入することができます。
　なお，通常の納入方法（入学手続期間と後期（9月）の納入）の場合は，申込みは不要です。
＊申込み方法
　受験する入学試験の出願期間内に出願書類と併せて「学費等分納申込書」を提出してください。
　「分納制度案内」および「学費等分納申込書」は，入試・広報センター（0120-654-210）へご請求ください。

（※1）　　　学費のうち授業料は，年間715 ,000円です。
（※2，※3）　2年目以降の学費は，それぞれ644 ,500円ですが改定することもあります。

区　分 入学金 学費※1 諸会費 合　計

初年度
入学

手続時
1次 120,000 120,000

779,680
1,396,700最終 614,500※2 45,180 659,680

後期（9月） 614,500※3 2,520 617,020

（一般選抜，大学入学共通テスト利用選抜「前期日程」）

区　分 入学金 学費※1 諸会費 合　計

初年度
入学手続時 120,000 614,500※2 45,180 779,680

1,396,700
後期（9月） 614,500※3 2,520 617,020

（大学入学共通テスト利用選抜「後期日程」）
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※�本学の教育研究の充実を図るため，ご入学後，保護者の皆様に「教育振興募金」という任意のご寄付を
お願いする予定です。
　�この寄付金は任意でございますが，「教育研究活動の充実」，「教育環境の整備・充実」，「奨学金基金の
充実」および「武道・スポーツ振興」のため，ご理解のうえご協力いただきますようお願い申し上げます。
なお，本学において，ご入学前にご寄付をお願いすることはございません。

●奨学金および学費等の減免について
（1）入学時成績優秀者への奨学金

大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）合格者のうち，合計得点率により，奨学金を給付いた
します。（Ａ・Ｂ区分　合計10名）
　Ａ区分　入学金と4年間の学費（合計得点率90％以上）
　Ｂ区分　入学金1/3と4年間の学費1/3（合計得点率80％以上）
＊2年次以降は，継続審査があります。
＊�奨学金の給付は，各年度における学費納付額からの減免を以て，給付に代えます。
＊�12月末までの入学試験【総合型選抜，学校推薦型選抜，学校推薦型選抜（指定校）】で合格し，
入学手続を完了した者であっても「入学時成績優秀者奨学生」を目指し，入学の権利を確保
したうえで，改めて大学入学共通テスト利用選抜（前期・後期）を受験することも可能です。�
（入学検定料は無料）

（2）島しょ部入学者奨学金
保護者が，島しょ部（沖縄県全域，鹿児島県島しょ部，長崎県島しょ部，島根県島しょ部，北海道
島しょ部）に在住している方等は，選考のうえ，奨学金を給付いたします。なお，奨学金の給付は，
入学年度における学費納付額から授業料1/2の減免を以て，給付に代えます。該当者は，出願ま
でに入試・広報センターへご連絡ください。

（3）「卒業生保護者」および，「兄弟姉妹複数在籍」による学費等の減免について
保護者が国際武道大学の卒業生である方，また兄弟姉妹と国際武道大学在学期間が重なる方は，
入学金および学費等の一部が減免されます。該当者は，入学手続時に入試・広報センターへご連
絡ください。

4．入学辞退
　納入金振込後，入学を辞退する場合は，下記期限までに本学所定の入学辞退届を提出するとともに，
納入金の返還手続をしてください。返還請求の手続をした方に限り，入学金を除く納入金を返還します。
　期限：2023年3月31日（金）15：00まで必着
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〒 299 - 5295　千葉県勝浦市新官 841 番地
TEL　0470 - 73 - 4111（ 代表 ）
FAX　0470 - 73 - 4148（ 代表 ）
URL　http://www.budo-u.ac.jp

※お電話でのお問い合わせにつきましては，月曜日から金曜日まで対応しております。
　　平日9:00〜17:00
　　土曜・日曜・祝日はお休みとさせていただいております。
　　なお，大学事務局休業期間（夏期・冬期）もお休みとさせていただきますのでご注意ください。
※メールにつきましては，大学事務局休業期間（夏期・冬期）の対応ができませんが，業務再開後には返信いたしますので，予めご了承ください。

スマートフォンのバーコード読込み機能で，簡単に入試・広報センターまで問い合わせメールを送信できます。
入試に関する質問などありましたら，ぜひご利用ください。

※ご利用の際には必ず「budo-u.ac.jp」をドメイン指定受信できるように設定してください。返信を確認できないことがあります。
※電話よりもメールの方が質問しやすい場合もあります。匿名でも結構ですのでお気軽にお問い合わせください。

入試に関するお問い合わせ

入試・広報センター

 0120-654-210
Email：n-center@budo-u.ac.jp

0470-73-4144
（入試・広報センター直通）


