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【入学手続について】 

 

 試験区分ごとに、入学手続期間が異なります。それぞれ該当する１の「入学手続期間内」に、

３による「入学時納入金」を納入し、４の「入学手続時に提出する書類」を提出して、入学手続

を完了してください。入学手続を完了した方に入学許可書を交付します。 

 

１．入学手続期間 

 

試  験  区  分 入  学  手  続  期  間 

2023年4月入学 一般入学試験Ⅰ期 2023年2月15日（水）〜2月24日（金） 

2023年4月入学 一般入学試験Ⅱ期 2023年3月 6日（月）〜3月17日（金） 

2023年9月入学 一般入学試験 2023年7月27日（木）〜8月 3日（木） 

 

２．学費の納入方法 

（１）入学手続にあたっての学費の納入は、すべて銀行振込によるものとし、本学窓口では取り

扱いません。振込先口座は以下のとおりですので、銀行備え付けの振込依頼書をご利用の上

納入してください。ＡＴМやインターネットバンキングによる振込でも構いません。なお、

銀行振込手数料は本人負担です。（納入金には含まれておりません。） 

 

 

【振込口座】 

 みずほ銀行 宇都宮支店 普通 2870407 （口座名義）宇都宮共和大学 

 

※振込人氏名欄には、必ず受験番号と受験者本人の氏名を記入してください。ＡＴМやイン

ターネットバンキングをご利用の場合は、必ず氏名の前に受験番号を入力してください。 

 

 

（２）学費は春学期・秋学期分納とします。「３．学費および入学時納入金」を参照して、納入 

してください。 

 

（３）一般入試Ⅰ期の合格者で他大学を併願をしている場合は、入学手続き期間中に入学金 

（200,000円）のみを納入してください。本学に入学することが決定した場合は、納入金の  

残額を 3月 23日（木）までに納入し、「４．入学手続時に提出する書類」を提出してくださ

い。ただし、一般入試Ⅱ期および 9月入学の合格者には併願による猶予期間が適用されませ

んので、入学手続期間中に入学時納入金の合計金額を一括で納入してください。 
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３．学費および入学時納入金 

 

学費および入学時納入金は次の表のとおりです。 

 

（１）外国人留学生一般生合格者 

学費 

項目 
入学時納入金 後半期納入金 年  額 

入 学 金 （入学時のみ）200,000円 — 200,000円 

授 業 料 （半期分） 190,000円 （半期分） 190,000円 380,000円 

施設設備費 （半期分） 100,000円 （半期分） 100,000円 200,000円 

教育充実費  （半期分）  30,000円 （半期分）  30,000円 60,000円 

教育研究災害 
補償制度加入金 （４年間分）  4,660円 — 4,660円 

外国人留学生 
向け保険 （４年間分） 37,410円 — 37,410円 

後援会費 （１年間分）  10,000円 — 10,000円 

合宿交流研修費 （入学時のみ） 22,000円 — 22,000円 

合  計 594,070円 320,000円 914,070円 

 

（２）外国人留学生特待生合格者（授業料半額給付） 

学費 

項目 
入学時納入金 後半期納入金 年  額 

入 学 金 （入学時のみ）200,000円 — 200,000円 

授 業 料 （半期分）   95,000円 （半期分）  95,000円 190,000円 

施設設備費 （半期分） 100,000円 （半期分） 100,000円 200,000円 

教育充実費 （半期分）   30,000円 （半期分）  30,000円 60,000円 

教育研究災害 
補償制度加入金 （４年間分）   4,660円 — 4,660円 

外国人留学生 
向け保険 （１年間分） 37,410円 — 37,410円 

後援会費 （１年間分）  10,000円 — 10,000円 

合宿交流研修費 （入学時のみ） 22,000円 — 22,000円 

合  計 499,070円 225,000円 724,070円 
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４．入学手続時に提出する書類（併願者は入学決定後に提出） 

 

書  類  等  名 摘             要 

① 学費「振込控」（コピー） A4 またはB5 サイズの用紙を使用してコピーしてください。 

② 誓約書 （様式１号）※ホームページから印刷して記入。 

③ 学生身上書 （様式２号）※ホームページから印刷して記入。 

④「在留カード」両面（コピー） 

または 

住民票（本人のみ） 

【住民票を提出する場合】 

・３か月以内に発行されたもの。 

・「在留カード番号」が記載されているもの。 

・個人番号（マイナンバー）の記載がないものに限る。 

⑤ 顔写真（証明写真）３枚 

証明写真（学生証の作成に使用するので、スピード写真は不可） 

・サイズ：縦４㎝ × 横３㎝ 

・カラー 

・正面上半身 

・脱帽、背景のないもの 

・３か月以内に撮影したもの 

※裏面に氏名および生年月日を記入してください。 

⑥ 日本国内の 

最終学校卒業証明書 

３月３１日（金）までに必ず提出してください。 

※持参・郵送どちらでも結構です。 

⑦ 健康診断書 

２か月以内に医師の作成した健康診断書（様式は特に定めな

い）を提出してください。 

【健診項目】 

①視力 ②聴力 ③結核（胸部X線）④その他（疾病異常等） 

ただし、在籍していた学校で、2022年4月から2023年3月の間

に健康診断を受診している方は、その健康診断書を提出して

ください。 

 

（注）誓約書について 

（１）本人の生年月日は、西暦で記入してください。 

（２）「保護者」は、原則として本人の父母のいずれかとしてください。 

（３）記入は、本人および保護者がそれぞれ自分で記入してください。 

（４）入学後の住所が未定の場合は、「入学後の住所」欄は記入しないで提出してください。 
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５．入学手続方法 

（１）郵送する場合 

    レターパックライト（370円）に、「４．入学手続時に提出する書類」を入れて、「１．

入学手続期間」内に到着するよう送付してください（必着）。なお、レターパックライト

の「お届け先」欄には別紙の宛先ラベルを印刷して貼り付けてください。 

   ※レターパックライトは郵便局窓口またはコンビニエンスストアでも購入することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）持参する場合 

   差出人として受験番号、氏名を記入した角２封筒に、「４．入学手続時に提出する書類」

を入れて、「１．入学手続期間」内に提出してください。なお、提出場所と受付時間は次

のとおりです。 

 

 

   

 

 

 

６．入学辞退について 

入学手続を完了した後に入学を辞退する場合は、事務局へ申し出て別途「入学辞退届」（様 

式３号）を下記期日までに提出してください。なお、すでに納入した入学金は返還しません。 

４月入学生：2023年3月23日（木）【必着】 

９月入学生：2023年8月24日（木）【必着】 

 

７．学生の教育研究災害補償制度について 

本学は、学生の皆さんが在学中に安心して学習・研究活動ができるよう、また学生生活を安 

心して過ごせるよう、公益財団法人日本国際教育支援協会（文部科学省所管）の賛助会員とし 

て様々な危険に対応できる補償制度に全員加入することにしています。 

 

提出書類チェック表 
以下の書類が入っているか確認してください 

チェック
欄 

提出書類 

 ①学費「振込控」コピー 

 ②誓約書 

 ③学生身上書 

 ④「在留カード」コピーまたは「住民票」 

 ⑤顔写真 ３枚 

 ⑥日本国内の最終学校卒業証明書 

 ⑦健康診断書 

ラベルを貼り付
けてください 

志願者の住所等を
記入してください 

（例）入学手続書類  
外国人留学生入試Ⅰ期 
受験番号〇〇〇〇 

1「320-0811」と記入してください 

2「To／お届け先」 
別紙のラベルを貼り付けてください 

3「From／ご依頼主」 
志願者の住所、氏名、電話番号 

4「品名」 
「入学手続書類」と書き、「入試区分」

と「受験番号」を記入してください。 

5「はがして差出し」 
はがしてから郵送してください。番号

で郵便物の追跡ができます。「入学許
可書」が届くまで保管してください。 

【提出場所】  

 〒３２０−０８１１ 

 栃木県宇都宮市大通り１丁目３番１８号   

宇都宮共和大学シティライフ学部 入試係 

 電話 ０２８−６５０−６６１１ 

 

【受付時間】 

 月曜日から土曜日の９時から１６時まで 

 ※日曜日および祝祭日は取り扱いません。 
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（１）「学生教育研究災害傷害保険」（略称：「学研災」） 

   この保険は、加入期間中に「正課中」、「学校行事中」、「キャンパス内に居る間」、 

「課外活動中」や「通学中」、「学校施設等相互間の移動中」に学生本人が傷害を負った場合 

に適用される「傷害保険」です。 

 

（２）「学研災付帯賠償責任保険」（略称：「学研賠」） 

「学研災」保険が学生本人を対象とする傷害保険であるのに対し、この保険は「正課」や 

「学校行事」に参加中または教育の一環として、課外活動に位置づけされる就職活動者の「イ 

ンターンシップ」及び「ボランティア活動」、教職課程履修者が「教育実習」や「介護体験

験」、「保育実習」への参加中における事故や、自転車通学をされる方が事故により賠償責

任を負った場合などに適用されます。 

たとえば加入学生が他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律

上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険が適用される「損害保険」

です。概要は、別途配布する「学生教育研究災害保険」及び「学研災付帯賠償責任保険」を

参照してください。 

   ※加入金4,660円（４年間分）は、入学時納入金に加えてあります。 

 

８．外国人留学生向け保険について 

本学留学生は、公益財団法人日本国際教育支援協会（文部科学省所管）の外国人留学生保険 

に全員加入することになっています。４年間の保険加入料金 37,410円は、入学時納入金に加え

てあります。詳しいことは入学後のオリエンテーションで説明します。 

 

９．後援会費について 

この会は、在学生の父母をもって組織していて、大学の教育研究の振興に協力することを目 

的としています。主に学生のサークル活動および大学祭のような課外活動の援助費として使わ 

れています。年会費10,000円を学納金納入時に徴収しています。 

 

10．ノートパソコンの支給について 

本学では、society5.0時代に向けたICT環境整備の一環として、新入学生にノートパソコン

（HP社製ChromeBook）を無料で支給しております。学生の皆さんは必要に応じ、キャンパス 

無線LANを利用し、クラウド上にある教育支援ソフトや学生ポータルサイトへアクセスすること

ができます。もちろん、ご自宅での予習・復習でも活用いただけます。詳細については入学後

ご案内いたします。 

※新入学生の費用負担はありません。 

 

11．一人暮らしスタートアップ支援制度（新入生対象） 

自分自身の契約で宇都宮市内の民間アパートに入居する留学生に対して、入学年の１年間に

限り月額１万円の支援金を給付します。申請を希望する学生は「宇都宮共和大学ホームペー

ジ」→「合格者の皆さまへ」内に掲載の「一人暮らしスタートアップ支援金申請書（留学生

用）」に必要事項を記入して、アパート等の契約書（契約者本人であるもの）と在留カード両
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面のコピーを添付して、入学後（４月）に申請をしてください。なお、支援金は半期ごと（春

学期・秋学期）に申請が必要で、学校納入金の納入状況を確認し、半期分の支援金（６万円ず

つ）をまとめて口座（申請書に記載した本人名義口座）に振り込みます。 

12．４月入学生入学式について 

日時：2023年4月3日（月）午前10時 

会場：宇都宮共和大学 長坂キャンパス・須賀友正記念ホール（宇都宮市下荒針町長坂3829） 

※試験会場とは違うキャンパスになりますのでご注意ください。

詳細は3月中に別途郵送します。

※9月入学生の入学式は別途お知らせします。

13．オリエンテーションについて 

新入学生が大学生活に一日も早く慣れ、本学での学業の修得を円滑にするため、入学式後から

授業開始日までの間にオリエンテーションを行いますので、必ず出席してください。日程の詳細

は3月中に別途郵送します。 

≪入学手続等に関するお問い合わせ先≫ 

宇都宮共和大学シティライフ学部 入試係 

〒320-0811 宇都宮市大通り 1 丁目 3 番 18 号  

TEL 028-650-6611   FAX 028-650-6612   e-mail nyushi@kyowa-u.ac.jp

mailto:nyushi@kyowa-u.ac.jp

