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わからないことがあれば、こちらまでご連絡ください 

名古屋経済大学 入試広報部 
【でんわ】0568-67-0624 
【E-mail】  koho@nagoya-ku.ac.jp 

れんらく 

なごやけいざいだいがく          にゅうし こうほうぶ 



注意！！ 
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ちゅうい 

2.コンビニの支払い番号がわかりません 

「出願内容を確認」をクリック 
しゅつがんないよう かくにん 

ログインID、生年月日、電話番号を入力して、 
「次へ」をクリック 

せいねんがっぴ 

「詳細」をクリック 
しょうさい 

「コンビニ情報再確認」 
をクリック 

じょうほう さいかくにん 

支払い情報が表示されます 

しはら      ばんごう  

よくある間違い 
ま ちが 

1.出願書類の間違い 
しゅつがんしょるい    ま  ちが 

【住民票】・・・ 「在留資格」と「在留期間」を必ず記載してください！ 
じゅうみんひょう         ざいりゅうしかく    ざいりゅうきかん 

（留学・家族滞在など） （在留カードの有効期間） 

【卒業証書】・・・ 原本を提出してください。 

 
           コピーや「卒業証明書」の場合は、 「公証書」が必要です。 

そつぎょうしょうしょ       げんぽん  ていしゅつ  

そつぎょうしょうめいしょ ばあい     こうしょうしょ  ひつよう 

【日本語能力を証明する成績通知書のコピー】 
         
      ・・・ まだ成績が出ていない場合は、「受験票」のコピーを提出してください。  

にほんごのうりょく   しょうめい    せいせきつうちしょ 

せいせき  で       ばあい     じゅけんひょう         ていしゅつ 

何も提出しないと、受験できません。 
なに  ていしゅつ       じゅけん 

3.受験票が届かないですが・・・？？？ 
じゅけんひょう    とど  

受験票は、大学からは郵便で送りません！ 

 
ウェブサイトからダウンロードして、印刷してください。 

 
スマートフォンの画面に表示してくれた人がいましたが、 

 
試験中スマートフォンは机に置いておくことができません。 

 
必ず紙に印刷して持ってきてくださいね。 

じゅけんひょう  だいがく    ゆうびん おく 

                             いんさつ 

              がめん  ひょうじ        ひと 

しけんちゅう           つくえ  お 

かなら かみ いんさつ   も 
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インターネット出願のながれ 
しゅつがん 

書類準備 

•自分で書く書類と、先生に書いてもらう書類は、大学のウェブサイトからダウン

ロードします。 →（4ページ） 

出願登録 

•ウェブサイトに、名前や住所などを入力します。 →（7ページ） 

検定料 

•コンビニか、クレジットカードで お金を払います。 →（11ページ） 

印刷 

•プリンターで、志願票、宛名シート、受験票を印刷します。コンビニでも印刷でき

ます。 →（12ページ） 

郵送 

•郵便で送ります。 →（13ページ） 

まずは 名古屋経済大学の
ウェブサイトへ！ 

http://www.nagoya-ku.ac.jp/ 
スマートフォン 
の場合は 
こちらから→ 

しょるいじゅんび 

じぶん  か  しょるい せんせい か       しょるい  だいがく 

 かね はら 

けんていりょう 

しゅつがんとうろく 

いんさつ 

ゆうそう 

なまえ  じゅうしょ  にゅうりょく 

しがんひょう あてな   じゅけんひょう いんさつ 

ゆうびん おく 

 入試 ※当日の持ち物：受験票、えんぴつ、けしごむ、ボールペン、お昼ごはん 
とうじつ も  もの じゅけんひょう                         ひる 

★ プリンターがないときは →（14ページ） 



入学試験要項と 
いっしょに 

読んでください 

にゅうがくしけんようこう 

6ページ 

•インターネットにつながっていますか？ 

•スマホ、タブレットでもできます。 
パソコン 

•出願書類や受験票を印刷します。 

•コンビニでも印刷ができます。 
プリンター 

•名古屋経済大学からメールがとどきます。 

•出願に足りないものがある時にはメールで連絡します。 メール 

よういするもの 

7ページ 

「本学所定用紙」と書いてある書類は、大学のウェブサイトからダウンロードします。 

 
書類について、詳しい説明は、入学試験要項の３ページ・５ページを見てください。 

←ダウンロード 

←ダウンロード 

←ダウンロード 

←検定料を払った後で、印刷します。 

←コピー不可 

←コピー不可 

にゅうがくしけんようこう            くわ   せつめい 

ほんがくしょていようし           しょるい 

4 

←「在留資格」「在留期間」が書いてあるもの 

しゅつがん た              とき          れんらく 

しゅつがんしょるい じゅけんひょう いんさつ 



8ページ 

書類のダウンロード 

 
「インターネット出願」をクリック 

しゅつがん 

「はじめに」をクリック 

「様式のダウンロード」をクリック 
ようしき 

•自分で書いてください。 

•記入例を見てください。 
履歴書 

•自分で書いてはいけません。 

•学校の先生にわたしてください。 
指導教員所見 

•指定校推薦入試に出願する場合だけ必要です。 

•学校の先生にわたしてください。 推薦書 

りれきしょ 

しどうきょういん しょけん 

すいせんしょ 

名古屋経済大学のウェブサイトをひらきます。 

「外国人留学生入試」 
がいこくじんりゅうがくせい にゅうし 

PDFファイルをひらき、印刷します。 
いんさつ 
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履歴書 記入例 

何も書きません 

母国の学校の名前を書いてください。 
日本の専門学校を卒業した人は、書いてください。 

働いた経験があれば、書いてください。無ければ、「なし」と書いてください。 

日本語学校または留学生別科の学校名を書いてください。 

今日本語学校に在籍している人は、「在学中」と書いてください。 

りれきしょ         きにゅうれい 
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はたら   けいけん 

在籍した年数を書いてください。 
ざいせき   ねんすう 

★ボールペンで書いてください。 
 えんぴつや消えるペンで書かないでください。 

NGUYEN THI HANAKO 

グェン ティ ハナコ 

◯◯小学校 

◯◯中学校 

△△高等学校 

ベトナム、ハノイ 

ベトナム、ハノイ 

ベトナム、ハノイ 

2003 2008 

2008 

2012 

2012 

2015 

9 

9 

9 

7 

7 

7 

5 

4 

3 

な し 

△△△日本語学校 

めいけい日本語学校 愛知県犬山市 

ベトナム、ハノイ 2015 3 

2017 

2016 

4 

8 

在学中 



STEP ②  出 願 登 録 

最初のページに戻って、 

 
「出願登録」をクリック 

さいしょ もど 

しゅつがんとうろく 

「次へ」をクリック 

✔ を入れます。 

受験する試験と、検定料を選びます。 
けんていりょう えら しゅつがんきかん  しけん ひょうじ 

 
オープンキャンパスに参加した方は、 

 
検定料の割り引きがあります。 

 
わくの中にパスワードを入力してください。 

 
パスワードは、オープンキャンパスの時に 
先生からもらった紙に書いてあります。 

にゅうりょく 

パスワードがわからない方は、 
名古屋経済大学にお問い合わせください！ 

「次へ」をクリック 
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じゅけん   しけん 

さんか 

第１志望、第２志望、第３志望の 

 
学部を選びます。 

しぼう 

※第３志望まで必ず入力してください。 

「次へ」をクリック 

がくぶ  えら 

【一般】学校の推薦がない方は、こちらから選んでください。 

【指定校】学校の推薦がある方は、こちらから選んでください。 

すいせん いっぱん 

していこう すいせん 

えら 

 ※出願期間でない試験は表示されません。 

けんていりょう わ  び 

えら 



試験日、志望学部、 

 
検定料を確認します。 

しけんび しぼうがくぶ 

けんていりょう かくにん 

●ミドルネームは、「名」に書いてください。 
●スペースは入れないでください。 

●中国の漢字は使えません。日本の漢字に 
 変えるか、カタカナで書いてください。 
●漢字が無い方は、カタカナで書いて 
 ください。 
●ミドルネームの間にスペースを入れてください。 

 
●姓・名それぞれ20文字までです。 
 それ以上の文字数の場合は、省略してください。 

●スペースは入れないでください。 
●ローマ字表記、大文字で入力してください。 

メールを送信して、名古屋経済大学からメールが届くかどうかを確認します。 
そうしん とど          かくにん 
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しょうりゃく 

「次へ」をクリック 

郵便番号を入れて、「検索」 

 
すると、住所が自動で入ります。 

 
残りの住所を入力してください。 

ゆうびんばんごう けんさく 

じゅうしょ じどう 

にゅうりょく のこ 

電話番号を入力してください。 
電話番号が無い方は、日本語学校やお友達の 
電話番号でもいいです。 

★ 住所を書きます。 
じゅうしょ 

でんわばんごう 
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「５２０００Ｅ」と入力して、 

 
「高校検索」をクリック 

こうこうけんさく 

都道府県、学校種別は 
「その他」を選びます。 

とどうふけん がっこうしゅべつ 

「検索」をクリック 

「外国の学校等」をクリック 

★ 日本語学校名：いま在籍している学校を書きます。専門学校の学生は、専門学校の名前を書きます。 

ざいせき 

都道府県を選んで、 

 
「予備校検索」をクリックします。 

とどうふけん 

よびこう けんさく 

日本語学校または専門学校を選びます。 

★ 日本語学校リストの中に在籍学校が無い場合は 

「その他の日本語学校」を選びます。 
その下に、日本語学校 または 
専門学校の名前を入力します。 

★ 母国の住所、電話番号を入力します。 

 
 ※郵便が届く住所を書いてください。 

ゆうびん  とど じゅうしょ 

日本語能力を書きます。 

 
一番最近の試験結果を書いてください。 
例：N3に合格した 
  ✔合格 
  ✔Ｎ３ 

 
  N2を受験したけれど不合格だった 
  ✔不合格 
  ✔Ｎ２ 

 
  これから受験する予定 
  まだ成績が届いていない 

 
  ✔受験予定 

いまの年齢 

日本に来た日 

ビザの期限 

ねんれい 

きげん 

にほんごのうりょく 

いちばん さいきん  しけんけっか 

じゅけん           ふごうかく 

じゅけんよてい 
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アンケートです。 
あてはまるものに ✔ を入れてください。 

「次へ」をクリック 

内容に間違いが無ければ、 
「次へ」をクリック 

ないよう まちが 

この番号をメモしてください 

検定料の支払い方法を選びます。 

 
●コンビニで払う 

 
●クレジットカード 

 
       どちらかで払います。 

けんていりょう しはら  ほうほう えら 

「次へ」をクリック 

 
★重要★ ①出願登録をした翌日のうちに検定料を払ってください！ 

 
      翌日を過ぎると、登録内容が消えてしまいます。 

 
      その場合は、もう一度出願登録をやり直してください。 

 
     ②現金を郵便で送らないでください！  

じゅうよう しゅつがんとうろく けんていりょう   はら 

よくじつ    す とうろくないよう    き 

ばあい いちど  しゅつがんとうろく        なお 

げんきん   ゆうびん    おく 

よくじつ 
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STEP ③  検定料を支払います 

支払いに行くコンビニを選んで、 

 
「次へ」をクリック 

コンビニ払い クレジットカード払い 

カード番号などを入力して、 

 
「お支払い」をクリック 

支払いに必要な番号をメモするか、 

 
「印刷」ボタンで印刷します。 

支払い後、登録されたアドレスに 

 
メールが届きます。 

けんていりょう しはら 

しはら    ひつよう  ばんごう 

いんさつ 

とうろく 
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STEP ④  入学志願票の印刷・出願書類の郵送・受験票の印刷 

最初のページに戻って、 

 
「出願内容を確認」をクリック 

さいしょ もど 

しゅつがんないよう かくにん 

にゅうがくしがんひょう いんさつ  しゅつがんしょるい  ゆうそう  じゅけんひょう いんさつ 

ログインID、生年月日、電話番号を入力して、 
「次へ」をクリック 

せいねんがっぴ 

「入学志願票」 

 
「封筒貼付用宛名シート」 

 
「デジタル受験票」 

 
をダウンロードして、印刷します。 

にゅうがくしがんひょう 

ふうとうはりつけようあてな 

じゅけんひょう 

入学志願票 宛名シート 

   このシートを 
封筒に貼ります。 

写真を貼ります。 

ふうとう 

いんさつ 

この志願票を 

 
封筒に 
入れます 

ふうとう 



13 

出願書類を封筒に入れます。 

しゅつがんしょるい ふうとう 

郵便局から郵送します。（簡易書留・速達） 

ゆうびんきょく   ゆうそう            かんいかきとめ     そくたつ 

 
「受験票」は、試験に持ってきてください。 

 
郵送する封筒には入れないでください！！ 

★注意★ 

 
すべての書類が入っていますか？ 

 
もういちど確認してください！ 

       かくにん 

       しょるい    はい 

足りない書類があると、 
試験が受けられません！ 

   じゅけんひょう       しけん    も 

受験票 

   ゆうそう     ふうとう     い 

※受験票を持っていないと、 
 
受験できない場合があります。 

 
必ず印刷したものを持ってきてくだ
さい。 

 
※スマートフォンで表示したものは 
 
使えません。 

じゅけんひょう も 

じゅけん      ばあい 

かなら いんさつ       も 

ひょうじ 

つか 

じゅけんひょう 
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プリンターがないときは 

コンビニで印刷（USBメモリ） 

コンビニで印刷（スマートフォン） 

セブンイレブン 

サークルＫ 
サンクス 
ファミリーマート 
ローソン 

かんたんnetprint 

PrintSmash 
（プリントスマッシュ） 

パソコンにPDFファイルをダウンロードして、 

 
USBメモリに保存します。 

コンビニのプリンター 
（マルチコピー機）で 
プリントアウトします。 

スマホにアプリをダウンロードします。 スマホにPDFファイルを 
ダウンロード・保存します。 

コンビニのプリンター 
（マルチコピー機）で 
プリントアウトします。 

プリンターに送信 

いんさつ 

ほぞん 

いんさつ 


