
平成30年度 湘南工科大学松稜会定期総会開催のお知らせ
■ 成29年11月5日（日）１１時から平 ： 時　日
■ 教育研究総合センター ： 所　場
■ 平成29年度会計報告、平成30年度予算、事業計画など ： 題　議
総会終了後、カフェレストランシーサイド（大学敷地内）で懇親会を予定しております。是非ご参加下さい。
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卒業生の皆さんお元気でお過ごしでしょうか。
「松稜会」となって2年目を迎えましたが、まだ「松稜会」の名称はピンとこない
かと思いますが皆さまのご協力をいただいて「松稜会」は「湘南工科大学同窓
会」だとわかるようにしていきたいと思います。
近年の大学を取り巻く状況は厳しいと聞いております。18歳人口の減少の

中生き残りを図る為「松稜会」としても協力させて頂きます。
また「松稜会」の活動も「理事」「評議員」を受けて頂く卒業生が少なく、活動
に支障をきたす状況です。女性の立場での意見を頂きたいので女性の卒業
生の「理事」「評議員」参加をお願いいたします。
今年も「ＯＢ・ＯＧ講演」に数名の卒業生が講演しました。その他にも「松稜

祭支援」等協力させて頂きます。

今年も11月5日に「総会」を開催いたしますので同期生・同窓生をお誘いご
参加ください。
お子さんやお孫さんも気軽に足を運んで頂き、ご自身が卒豪した大学を紹

介してはいかがでしょうか。

同期生・同窓生・部活ＯＢの企画がありましたら「松稜会だより」に寄稿くださ
い。「松稜会だより」が同窓生の掲示板のように活用されることを願っております。
今後とも同窓会活動にご理解ご協力をお願いいたします。

松稜会会員の皆様におかれましては、益 ご々健勝のこと
とお喜び申し上げます。平素は、湘南工科大学ならびに在
校生に対し多大なお力添えいただきありがとうございます。
現在の湘南工科大学があるのも、諸先輩方が築かれ

てきた伝統の基にあります。
今、本学は、その伝統から多くのことを学び、それを活か

しつつも「次代を担う学生」たちに「時代に対応した学びの
場」を築くべく大学教職員はもとより、在学生も様々な取り
組みを行っています。
そのような大学の教育改革の中で、私たち後援会は、ま

ず、学生がより充実した大学生活が送れるような環境作
り、そして、同窓生の皆様から受け継いできたこの湘南工
科大学が次世代に繋がる大学となるよう、大学、学生と
様 な々場面で連携し努力いたしております。
さらに、松稜会の方々からお知恵をいただき、私たち自

らも学び、より良い後援会活動になるよう今後も努めてまい
ります。
なお一層のご指導と後援会のご支援をよろしくお願い

いたします。

湘南工科大学 松稜会

会長 池田 英治
 

湘南工科大学 松稜会

池田 英治

「松稜会（湘南工科大学同窓会）」
にご協力を 湘南工科大学 後援会

会長 髙崎 哲也

 

感 謝

 大学・附属高校の  トピックス  

大 学
鎌倉・史跡永福寺跡のお月見イベントで
長沢研究室がVRを披露
2017年10月4日（水曜日）、コンピュータ応用
学科の長沢研究室が制作した「永福寺（ようふく
じ）のCGによる復元」作品のVR版を、史跡永福
寺跡のお月見イベントで披露しました。

電気電子工学科の成田教授が気象文化大賞を
受賞しました
成田教授は、「VLF帯空電観測を用いた世界的
落雷位置標定ネットワークの構築による災害防
止」を研究活動テーマに、ドイツの大学教授らに
よる落雷位置標定ネットワーク構築プロジェクト
「Blitzortung.org（ブリッツ）」の受信局を日本
で初めて本学に導入。現在は全国10カ所に設置
し、アジア・オセアニア地域の落雷位置情報が
Webサイトで確認できるようになっています。
成田教授の取り組みにより、これまで電力会社
や気象会社が運用している落雷位置標定シス
テム（LLS）から算出され、電力会社などのWeb
サイトでしか確認できなかった落雷地点の詳細
データが一般的に公開され、集中豪雨など雷関
連の事故防止に役立っていきます。

アカデミックパス募集のご案内
本学では、地域社会に開かれた大学を目指して
います。その一環として社会人の方を対象とし
た「アカデミックパス」制度を実施しています。こ
れは、実際に本学で開講されている年間約300
の開講科目（ただし、実験・実習科目は除く）か
ら、自由に何科目でも選ぶことができる新しい
聴講制度です。受講資格は好奇心と勉学意欲だ
け。難しい入学試験や年齢・学歴などの条件は
一切ありません。（大学ホームページでご確認く
ださい。）

バドミントン部が
春季県リーグ男子ダブルスで優勝しました
2017年5月14日より開幕された「平成29年度
春季神奈川リーグ大会」において、本学バドミン
トン部が男子ダブルスCクラスで優勝、準優勝
しました。また、男子シングルスCクラスにおい
ても3位の好成績を収めました。

全日本学生サーフィン大会で4年生が3位入賞
全日本学生サーフィン選手権春季大会におい
て、サーフィン部の4年生が3位入賞しました。
2017年6月24日・25日、千葉県南房総市の千
倉海岸で「NSSA第46回春季全日本学生サー
フィン選手権大会」が開催され、本学サーフィン
部の小林嵩さん（人間環境学科4年）が、ショー
トボード・メンBクラスで3位入賞しました。

附属高校
2017年インターハイ結果
2017年7月28日～8月20日の期間、南東北地
方で開催されました2017年度インターハイの
戦績をご報告いたします。水泳の男子4×100m
リレーで全国優勝しました。

平成29年度関東高等学校ゴルフ選手権
創部以来初めての全国大会出場を果たしました川
﨑智洋(1年)君の今後の活躍に期待いたします。

全国高等学校鉄道模型コンテスト2017：鉄道研究部
本校の鉄道研究部が出展した作品のタイトルは
「Discover Japan ～川の流れる山あいの駅～」
「1970年代の日本のどこかのローカル線にあ
りそうな駅」をテーマに、日本の懐かしい風景を
細部にまでこだわって完成させました。今回は
審査員特別賞を受賞しました。
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事務局紹介

＊同窓会事務局からのお願い＊

●住所等の変更連絡について
同窓会からの印刷物等が届いていない方で住所がわかって
いる同窓生がおられましたらお知らせ下さい。
E-mail、電話、FAX等何れの方法でも構いませんのでご連絡
下さい。
尚、住所等に関しましては同窓会会則に基づいた活動のみ使
用致します。

●同窓生のお問い合わせについて
個人情報保護法に基づき、同窓生の情報については回答でき
ませんので、ご理解の程、宜しくお願い致します。

●松稜会HP「各部OB会、OG会」の情報掲載について
松稜会HPでは同期会、OB会、OG会などの情報を掲載できま
すので、同窓生皆様の交流の場としてご活用下さい。

●同窓会事務局から
同窓会事務局では皆様からのお問い合わ
せには出来るだけ迅速に対応したいと
思っておりますが、現状では常勤者がお
りませんので、回答にお時間がかかりま
すことをご理解の程、宜しくお願い致し
ます。

原則として火曜日、木曜日
10:00～16:00

〒251-8511 
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1-25
℡/fax 0466-35-0588
E-mail s.dousou@isis.ocn.ne.jp

こんにちは、湘南工科大学同窓会事務局です。
平素は湘南工科大学同窓会へお力添えをいただき、深

く感謝申し上げます。
今回は湘南工科大学同窓会事務局について、少し紹介

致します。
まず始めに、平成27年に同窓会50期卒業記念イベン

トが開催され、大学同窓会の通称名を募集し、定期総会
にて投票の結果、「松稜会」に決定しました。
これを機に大学同窓会も新たな一歩を踏み出すチャ

ンスができたように思います。
皆さんは同窓会事務局が大学のどの場所にあるか、ご

存じですか。
2回程引っ越しはしていますが、現在は一号館一階で

大学後援会のお隣にあります。
大学同窓会事務局は主に同窓生の名簿管理、それに伴

い同窓生会員の変更事項処理、同窓会費納入管理、同窓
会会報誌発行、各会議（理事会・評議員会）のご案内や資
料作成などの業務を行っています。
また、大学の入学式、卒業式、大学祭、就職に関するイ

ベントなどには同窓会から参画し、寄与しています。
昨年から有志の声がけで同窓会主催の第1回女性部会

を開催し、第2回も今年横浜で開催しました。参加して頂
いた女性の皆様にはとても喜ばれましたので、平成30年
（2018年）、第3回は同窓生OGの方皆様にご参加いただ

けますよう、お声掛けをしていこうと思っています。
私が同窓会事務を務めるようになりました頃より、大

学キャンパスはとても快適な環境になり、充実したICT
環境も整い、社会に貢献できる技術者を育成できるよ
う、大学が力を入れていることが分かります。
既に多方面で活躍されている同窓生を大勢輩出して

います。
特に理工系の女性は就職では有利だと思います。
私も微力ではございますが、大学同窓会事務局が大学

同窓生、在学生の交流の場として、また大学発展のお手
伝いができれば、幸いと思っております。
今後とも、大学松稜会（同窓会）にご協力を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。
最後に皆さんに私のお気に入りのパン屋さんをご紹

介します。
大学正門前にあります「muginami BAKERY（ムギナ

ミベーカリー）」さんです。
国産小麦、素材にこだわり、その味を生かしたシンプ

ルでいつも食べたいパンです。
リーズナブルなお値段で、パンの種類も豊富！ 
オープンテラスもあります！ 
お薦めはランチボックス500円！
（手作りケーキのデザート付）、ベーグル（クリームチー
ズサンド可）、マラサダなど。　

ムギナミさんのパンを食べながら
湘南の海を眺めるのはいかがでしょうか
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方針作成部会

活動実績報告活動実績報告
●2016年10月
松稜祭にて総会　
毎年「松稜祭」が開催される第2日目に松稜会総会が開催さ
れています。
懐かしい大学敷地内で行われていますので皆様どんどんご
参加ください。

●2016年12月
大学納会にてお菓子配布　
2016年の大学納会に松稜会からお子様用のお菓子を差し
入れさせていただきました。

●2017年1月
大学関係者、後援会長、賀詞交換会
今年は3者が顔を合わせて新しい年をお祝いできました。
とてもいいご縁が生まれ、大学・後援会・松稜会がこれからも
ともに発展できるよう協力を誓いました。

●2017年3月
マイコンカーラリー湘南大会2017協賛
同大会は、マイコンボードを搭載し、プログラミングした完
全自走式のマシンで、規定コースの走行タイムを競うもの
です。競技を通
して、少しでも
多くの技術交
流の場や調整
の機会を設け
ることにより、
技術力の向上
を図ることを
目的にしてい
ます。

卒業式後のパーティ協賛　
今年も盛大に
卒業生を送り
出すことがで
きました。
年々華やかに
なる会場で非
常に楽しそう
な新社会人が
印象的でした。

卒業生にボールペン配布　
新たに卒業した約500名の新社会人に松稜祭50年記念の
ロゴ入りボールペンを配布しました。

●2017年4月
松稜会賞を授与
昨年度より「松稜会賞」を設け、第２回目となる本年度は、総合
デザイン学科の鈴木滉之さんに表彰状と記念品を贈り
ました。この賞は大学からの
表彰対象には該当しにくい
活動や成果ではあるけれど、
学生活動の活性化に寄与し
た“縁の下の力持ち”を発掘
し、その功績を称えるために
創設したものです。鈴木さん
は学生自治会活動にて先導
的な役割を担いました。

●2017年5月
ＣＣ懇談会に参加（新入生向け）ボールペン配布
卒業生の次は新入生へ松稜会50年記念ロゴ入りのボールペ
ンを配りました。

●2017年6月
大学就職課主催「OBOG講演」参加・協賛
昨年に引き続き松稜会企業の皆様にご協力いただき大学就
職課様主催の講演会にて、企業の必要とする社会人などいろ
いろなアドバイスや、仕事以外の趣味の話など多岐にわたる
話題を提供できたと思います。
新たな参加企
業様を募集し
ております。
ご協力をお願
いいたします。

●2017年8月
松稜祭実行委員研修会に参加
大学の新たな試みとして松稜祭実行員を公募して研修会を
開催しました。
松稜会としても模擬店を出すなど協力をさせていただいてい
るお祭りです。
初回の研修会
から参加して
心新たにおい
しいラーメン
を今年も提供
いたします。

●2017年9月
女性部会開催
例年9月上旬に開催予定です。
女性の松稜会員が気軽に参加できるイベントとして継続して
いきます。
また、この女性部会をステップに松稜会初の女性理事が誕生
することを期待しています。
今年の開催風景は後程の特集記事でご確認ください。
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平成29年
9月2日に女性部会を開催いたしました。

　第二回になる今回も横浜みなとみらいの絶景を
みながら、おいしいランチに舌鼓、久しぶりに会
う同級生や先輩・後輩のＯＧの方々に懐かしい学
生時代のお話や、松稜会活動についてご意見を頂
きました。
　これからの松稜会には女性の力が不可欠と考え
ています。今後もネットワークの強化をはかり、
新たな風を松稜会へ吹き込んでくださることを期
待します。
　また、来年も９月に開催予定です。
　参加ご希望の方は、松稜会事務局までご連絡く
ださい。
　松稜会ホームページでも後日ご案内する予定です。
http://www.sit-dousou.com/

卒業生ご家族・ご夫婦の
ファミリー登録のお願い

　おかげさまで、定期総会も記念祭を境に年々出
席者も増加しており、総会後の懇親会では、総会
以外の集いの場所をご希望されるご意見を頂戴す
るまでになっております。
　そんなご希望をいただく中で、新しい取り組み
として「ファミリー登録（仮）」を推進していきた
いと考えております。
　具体的なイベントはまだご報告できませんが、
ご家族や、ご夫婦同士で湘南工科大学の卒業生と

いう皆様の情報共有の場をご提供できないかと検
討しております。
　すでに発足している「女性部会」を念頭に交流
の場を広げていきたいと考えておりますのでご協
力ください。
　まずは、下記のフォーマットにご記入いただき
本ページを松稜会事務局までＦＡＸ、または、同
内容をメール本文に記載して送信ください。

グループ名

代表者のお名前

メールアドレス

グループの方の
お名前

グループの方の
メールアドレス

①

③

⑤

①

③

⑤

②

④

⑥

②

④

⑥

松稜会事務局　FAX： 0466－35－0588　　E-mail： s.dousou@isis.ocn.ne.jp
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卒業生の活躍・支部・実行委員会・学生自治会・研究室・職員からの声

第53回松稜祭実行委員会　
委員長　二見 達也
今年のテーマは「湘南活祭！～笑撃のある松稜祭～」に
なりました。本学のある湘南地域で盛り上がろうよ！と
いう思いが込められ、新たな企画を盛り込んでおりま
す。松稜会の皆様からのご支援も生かし、活気ある学園
祭となるよう準備しています。松稜祭実行委員一同、皆
様のご来場をお待ちしております。

松
稜
祭
実
行
委
員
会
か
ら

千
葉
県
支
部
か
ら

就職課職員より
「ＯＢ／ＯＧ講演会参加ありがとうございます。」
就職課が授業運営を担当する3年次科目「キャリア形成」で
は、昨年度から松稜会会員の方々にOB・OGとしてご講演いた
だいています。社会で活躍されている諸先輩方のお話を伺
い、学生達は将来の進路について深く考えるきっかけとなって
います。この企画は継続して実施していく予定ですので、引き
続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

職
員
か
ら

研
究
室
か
ら

機械工学科・熱流体工学研究室（佐藤研究室）のご紹介
機械工学科　
教授　佐藤 博之
～環境にやさしい乗り物の
　　　　　　  開発をめざして～
　はじめまして。機械工学科の佐藤と申します。本学への赴任
は2007年4月で、当時は機械デザイン工学科（後にコン
ピュータデザイン学科へ名称変更）講師ということで採用され
てから、今年で10年目となります。
本学科には、2015年4月に所属移動で参りました。
　本年度の学生さんは、４年生９名、大学院生１名の計１０名で
す。卒業研究では、一人一テーマを原則として、研究テーマとし
ましては、環境に優しいエンジンなどの燃焼技術の研究やコン

ピュータ支援によるモノづくりに関する研究を行っています。
新しい燃焼技術や動力機構の開発は環境に優しい乗り物へ直
結します。また、空気で走る圧縮空気自動車や学生フォーミュ
ラプロジェクトを通じて、夢のある乗り物に関する「トータルデ
ザイン」をスローガンにしています。機会があれば、是非、研究
室まで遊びに来てください。学生フォーミュラプロジェクトの
スポンサーも大募集しております！

レーザ着火に関する研究 小型ガスタービン燃焼器の開発

機械工学科10期　
千葉県支部長　青木 正
湘南工科大学（旧相模工業大学）同窓会千葉県支部が発足出
来たのが平成２０年１１月１５日で、早いもので９年が過ぎよう
としています。お陰様で我が支部の面々も元気で毎日充実し

た日々を過ごし、社会に貢献しています。その合間に、母校に
心を寄せながら親睦を深めています。最近では（Ｈ２９．７／１１）
船橋で会合を持ち、近況や情報交換などを話しつつ楽しい一
夜を過ごすことができました。今年も「松稜祭」及び「松稜会」
を楽しみにしています。これからも益々の繁栄を期待してい
ます。

学生自治会運営委員会　
委員長　澤田 靖幸
今年度は松稜祭実行委員会に人員が多く入り、松稜祭
が盛り上がることを期待しております。今回学生自治会
は運営スタッフとしては働きませんが、松稜祭の参加者
側となり新たな発見を来年に生かしたいと思います。
これからも松稜会のご支援を頂き、現在36名の自治会
員で自治会活動を盛り上げていきたいと思っています。

学
生
自
治
会
運
営
委
員
会
か
ら
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平成29年度
湘南工科大学同窓会
定期総会議事録（案）

【１】開会の辞 池田勇

【２】会長挨拶 池田英治

【３】議長団選出 議長：久保田光一（36期）
　　　　　　　 書記：大森正記（28期）、市川 光（46期）

【４】議事
１．報告事項
（１）湘南工科大学評議員報告　報告者：新井和吉（顧問）
（２）平成２８年度事業報告 報告者：加藤誠司、土肥義和
（３）平成２８年度会計報告　報告者：土肥義和
（４）平成２８年度会計監査報告　報告者：三富久永
（５）その他

２．協議事項
（１）平成２９年度事業計画（案）　報告者：加藤誠司 

①第４１号松稜会だより発行について 　報告者：滝澤 雅
②助成・援助について　報告者：土肥義和
③その他　報告者:池田英治

（２）平成２９年度予算（案）　報告者：水島崇裕
平成29年度事業計画（案）及び平成29年度予算（案）
は満場一致で承認された。

（３）その他
支部が関東周辺しかないので、他地区にも広げて欲し
い、と言う意見が出た。

【５】議長団解任

【６】閉会の辞　池田勇

【懇親会】カフェレストラン シーサイドで開催。

■湘南工科大学　松本学長よりご挨拶
　同窓会総会で学長として挨拶するのは初めてのこと
と思います。
　残念ながら、同窓会と大学の間は長期間決して良好で
あったとは言えません。
　しかし、昨年の第５０期記念祭から、次第に改善され、今
日の総会挨拶の実現にまで至ったのは、さらなる絆の強
化へ向けてのスタートと評価できます。
　折しも、今日は松稜祭が開催されており、結果的に在校
生、卒業生が集う場となっています。
　この数年の大学の質的改善の努力は、学生の修学意欲
を高め、キャンパス内に活気が生まれてきています。
　同窓会も総会だけでなく、学科ごと、研究室ごとの集ま
りを増やし、その報告をWEB上で共有して、裾野を広げて
いただきたいと思います。
　卒業生のご子息が本学に入学してもらうことで絆が深
まり、愛校心が育つものと思います。今後も協力して本学
の発展を支えていただければ幸いです。

開催日：平成29年10月30日（日）　11：00～12：00
場　所：湘南工科大学　本館４Ｆ　４０１教室

■配布資料
　①平成29年度　湘南工科大学同窓会　定期総会次第
　②平成28年度　会計報告（案）
　③平成29年度　予算（案）
　④第40号松稜会だより
　⑤2017年　湘南工科大学入学案内冊子
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編  集  後  記

クラス会やOB会がありましたら、記事を掲載しますので、松稜会事務局へご一報ください。
湘南工科大学松稜会事務局　TEL ・FAX 0466ｰ35ｰ0588　E-mail：s.dousou@isis.ocn.ne.jp

今号は、今までの松稜会員メインの会報から大学、附属高校、松稜会事務局にスポットをあててご紹介しました。
私が在籍していた時代とはガラッと変わり、大学の運動部が全国で名を馳せていたり、高校でも鉄道研究部が特別賞を受賞するなど全国区で活躍
している後輩たちがいること、先生方もいろいろな分野で頑張っておられることがわかり胸が熱くなりました。今度は今年実現できなかった支部で
の行事や卒業生の活躍を改めてお知らせしたいです。ご期待ください。皆様からの寄稿もお待ちしております。

１９９７年機械工学科卒業　滝澤 雅
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平成30年度「松稜会」活動計画

理事紹介

卒業生子女等の入学金・授業料の減免制度について

入試日程

会　 長
　池田 英治 （9期）

副会長　
　山ノ井 克行 （10期）
　深井 和也 （13期）
　加藤 誠司 （21期）

理　 事
　宍倉 光夫 （10期）
　池田 勇 （11期）
　秋澤 定利 （15期）
　神尾 泰光 （17期）
　山本 広治 （18期）
　水島 崇裕 （19期）
　甫坂 光男 （19期）
　有坂 知則 （21期）

　大塚 純一 （24期）
　土肥 義和 （25期）
　滝澤 雅 （32期）
　高橋 泰久 （35期）
　泉 寛之 （35期)
　坪田 亮介 （43期)
　佐藤 洋輝 （44期）

監　 事
　前田 満芳 （4期）
　三富 久永 （27期）

顧　 問
　平綿 勝彦 （2期）
　新井 和吉 （3期）

優遇制度の内容  平成24年度入学者から、本学卒業生の子女、卒業生・
在学生の兄弟姉妹に対して修学上の便宜を図るた
め、入学金と授業料の減免制度を設けています。
みなさまのご家族が本学へ進学される際に是非お役
立てください。

・卒業生の子女　・卒業生の兄弟姉妹 　・在学生の兄弟姉妹 対象者

特典1

特典2

対象者が本学に入学し、学資負担者から申請があった場合、
入学金20万円のうち、10万円を減額します。

年間授業料から10万円（4年間適用）を減額します。
※入試日程は大学ホームページをご覧ください。

11月 総会情報HP更新・支部情報交換会・方針作成部会

12月 後援会交流会・女性部会・方針作成部会

1月 学内OB訪問・方針作成部会

2月 大学執行部交流会・後援会交流会・女性部会・方針作成部会

3月 卒業式・卒業パーティ・卒業生表彰・会員募集活動・理事会

4月 入学式・会員募集活動・卒業入学情報HP更新・女性部会・方
針作成部会

5月 支部情報交換会・会誌編集部会・方針作成部会

6月 OBOG就業意識講義・理事会

7月 OBOG就業意識講義・後援会交流会・会誌編集部会・方針作
成部会

8月 大学執行部交流会・理事会・女性部会

9月 会計締め・松稜会だより発行・方針作成部会・女性部会

10月 総会・理事会・松稜祭・会員募集活動

推薦入試
試験種別 願書受付期間 試験日 合格発表日
一般公募
指定校

10月16日（月曜日）～
11月6日（月曜日） 11月11日（土曜日） 11月15日（水曜日）

AO入試
試験種別 エントリー期間
4期 11月13日（月曜日）～11月30日（木曜日）
5期 1月5日（金曜日）～1月18日（木曜日）
6期 2月9日（金曜日）～2月21日（水曜日）

AO入試　内定者のみ
試験種別 願書受付期間 合格発表
1期・2期・3期 10月16日（月曜日）～11月6日（月曜日） 11月15日（水曜日）

4期 11月30日（木曜日）～12月13日（水曜日）12月19日（火曜日）
5期 1月18日（木曜日）～2月1日（木曜日） 2月7日（水曜日）
6期 2月21日（水曜日）～3月7日（水曜日） 3月13日（火曜日）

社会人入試
試験種別 願書受付期間 試験日 合格発表日

後期 11月30日（木曜日）～
12月11日（月曜日） 12月16日（土曜日） 12月19日（火曜日）

一般入試
試験種別 願書受付期間 試験日 合格発表日

前期
A日程 1月5日（金曜日）～

1月24日（水曜日） 1月28日（日曜日） 1月31日（水曜日）

B日程 1月5日（金曜日）～
1月29日（月曜日） 2月3日（土曜日） 2月7日（水曜日）

中期 2月5日（月曜日）～
2月15日（木曜日） 2月20日（火曜日） 2月23日（金曜日）

後期 2月21日（水曜日）～
3月5日（月曜日） 3月9日（金曜日） 3月13日（火曜日）

大学入試センター試験利用入試
試験種別 願書受付期間 試験日 合格発表日

前期 1月5日（金曜日）～
1月31日（水曜日）

本学試験は
ありません

2月7日（水曜日）

中期 2月5日（月曜日）～
2月15日（木曜日） 2月23日（金曜日）

後期 2月21日（水曜日）～
3月5日（月曜日） 3月13日（火曜日）


