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リーダーシップを発揮し、イノベーションを起こす人材を育成～ 
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1. 募集学科・募集人数 

 

■グローバルビジネス学部 

グローバルビジネス学科 募集人数 98名 

 

 

 

 選考方法 募集人数 

一般選考 
英語・小論文 

書類審査 
40 名 

学校推薦型選考 
面接 

書類審査 
28 名 

総合型選考 
面接 

書類審査 
20 名 

特別選考 

社会人：面接、書類審査 

留学生：英語・小論文 

面接、書類審査 

10 名 

 

 

 

2. アドミッションポリシー 

 

基本方針 

本学は、グローバル Biz専門職大学を設立するにあたり、斬新な発想力と豊かな想像をもってリーダーシッ

プを発揮しイノベーションを起こす人材の育成を教育理念に掲げています。国際社会の一員としてグローバ

ル視点で物事を捉えることが出来る豊かな知性と人間性を育み、世界的な経済・産業構造・雇用環境の劇的

な変化に対応するため、基礎教養や理論に裏付けられた優れた技能を強みに、様々な事業の現場においてリ

ーダーとなり、世界的なイノベーションに対応・牽引していくことのできる人材を求めています。 

１) 高等学校で履修した主要科目のうち、「英語」を通じて国際的なコミュニケーションの習得に必要な基

礎的能力を身につけている。また「国語」または「日本語」を読み、書く基礎能力およびコミュニケ

ーション能力を身につけ、講義や実習に必要な基本能力を身につけている。 

２) 学内外での共同作業の経験を通し多様性を受け入れる価値観を持ち、積極的に他者との協調や連携を

持って課題に取り組むことができる。 

３) グローバルな経済活動とデジタル技術の活用に興味を持ち、社会の課題解決のための知識やスキルを

学習する意欲がある。 

４) 変化する社会の課題に関心を持ち、知識や情報収集し、解決策を多角的に考え説明できる。 

  



選考名称 募集人数 日程 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切日 

3. 一般選考 40名 

C日程 
12月 27日（火） 

～1月 20日（金） 
1月 28日（土） 2月 7日（火） 2月 21日（火） 

D日程 
1月 21日（土） 

～2月 13日（月） 
2月 21日（火） 2月 28日（火） 3月 14日（火） 

E日程 
2月 14日（火） 

～3月 14日（火） 
3月 20日（月） 3月 24日（金） 3月 31日（金） 

F日程 
3月 15日（水） 

～3月 25日（土） 
3月 28日（火） 3月 29日（水） 3月 31日（金） 

学校推薦型 

選考 

（専願） 

28名 C日程 
12月 27日（火） 

～1月 20日（金） 
1月 28日（土） 2月 7日（火） 2月 21日（火） 

総合型選考 

4. （専願） 
20名 

C日程 
12月 27日（火） 

～1月 20日（金） 
1月 28日（土） 2月 7日（火） 2月 21日（火） 

D日程 
1月 21日（土） 

～2月 13日（月） 
2月 21日（火） 2月 28日（火） 3月 14日（火） 

E日程 
2月 14日（火） 

～3月 14日（火） 
3月 20日（月） 3月 24日（金） 3月 31日（金） 

F日程 
3月 15日（水） 

～3月 25日（土） 
3月 28日（火） 3月 29日（水） 3月 31日（金） 

5. 特別選考 6. 10名 

C日程 
12月 27日（火） 

～1月 20日（金） 
1月 28日（土） 2月 7日（火） 2月 21日（火） 

D日程 
1月 21日（土） 

～2月 13日（月） 
2月 21日（火） 2月 28日（火） 3月 14日（火） 

E日程 
2月 14日（火） 

～3月 14日（火） 
3月 20日（月） 3月 24日（金） 3月 31日（金） 

F日程 
3月 15日（水） 

～3月 25日（土） 
3月 28日（火） 3月 29日（水） 3月 31日（金） 

３. 入学者選考試験日程（追加日程あり）

備考 

・総合型選考に D日程を追加、学校推薦型選考を除く全選考に F日程を追加しました。

・なお F日程は合格発表から入学手続締切日までの期間が短くなっていることを、

あらかじめご了承下さい。

・留学生の特別選考において、日本国外在住の留学生は D日程まで出願可能とします。

・外国籍の学生は、特別選考以外での受験ができます。

3 
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4. 各種選考方法 

 

一般選考、学校推薦型選考、総合型選考、特別選考の 4 種の試験区分を設けています。それぞれの詳細は下

記になります。選考日程、選考方法については社会情勢（新型コロナウイルス等）により、変更になる場合

があります。その場合は本学ウェブサイトにてお知らせいたしますので、あらかじめご了承ください。 

 

１) 一般選考 

募集人数 40 名 

選考料 20,000 円（Web 出願の場合、個人情報管理費として別途 3,000 円必要となります。） 

出願資格 

次のいずれかに該当する者 

① 高等学校または中等教育学校を卒業した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 

② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び令和 5 年 3 月卒業見込みの者 

③ 学校教育法施行規則第 150 条の規程により、高等学校を卒業した者と同等以上の学

力があると認められる者または令和 5 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込み者 

出願期間・試験日・合格発表・入学手続き締切日（P3 参照） 

選考方法 
英語・小論文 

書類審査 

試験時間 1 時間 45 分 

試験科目 

コミュニケーション英語Ⅰ 

コミュニケーション英語Ⅱ 

英語表現Ⅰ 

小論文 

配点 100 点 100 点 

出願書類 
入学願書（様式 1）、志望理由書（様式 2）、選考料振込証明（銀行振込による支払いの場

合）、調査書/成績証明書/高等学校卒業程度認定試験合格証明書のいずれか 1 つ 

 

２) 学校推薦型選考（専願） 

募集人数 28 名 

選考料 20,000 円（Web 出願の場合、個人情報管理費として別途 3,000 円必要となります。） 

出願資格 

本学を専願する、次の要件を満たす者 

① 高等学校または中等教育学校を令和 5 年 3 月卒業見込みの者 

② 人格・識見に優れ、高等学校長または中等教育学校長による推薦を受けられる者 

③ グローバルビジネス学部グローバルビジネス学科を専願する者 

④ 出願時の評定平均 3.2 以上の者 

出願期間・試験日・合格発表・入学手続き締切日（P3 参照） 

選考方法 
面接 

書類審査 

試験時間 選考票送付時に連絡 

試験科目 面接（10～15 分程度） 

出願書類 

入学願書（様式 1）、志望理由書（様式 2）、選考料振込証明（銀行振込による支払いの場

合）、調査書・成績証明書（高等教育機関に 2 年以上の在籍者は成績証明書のみ）、推薦

書（様式 3 またはウェブサイトからダウンロードしてください） 
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３) 総合型選考（専願） 

募集人数 20 名 

選考料 20,000 円（Web 出願の場合、個人情報管理費として別途 3,000 円必要となります。） 

出願資格 

本学を専願する、次のいずれかに該当する者 

① 高等学校または中等教育学校を卒業する者 

② 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 

③ 学校教育法の規定または本学の審査により、高等学校を卒業したものと同等以上の

学力があると認められる者、及び令和 5 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込み

の者で、令和 5 年 3 月 31 日までに 18 歳に達する者 

出願期間・試験日・合格発表・入学手続き締切日（P3 参照） 

選考方法 
面接 

書類審査 

試験時間 選考票送付時に連絡 

試験科目 面接（10～15 分程度） 

出願書類 
入学願書（様式 1）、志望理由書（様式 2）、選考料振込証明（銀行振込による支払いの場

合）、調査書・成績証明書（高等教育機関に 2 年以上の在籍者は成績証明書のみ） 

 

４) 特別選考 

募集人数 10 名（社会人・留学生合計数） 

選考料 20,000 円（Web 出願の場合、個人情報管理費として別途 3,000 円必要となります。） 

出願資格 

A. 社会人 

以下のア、イの要件を満たす者 

ア. a～c の項のいずれかに該当する者 

a. 高等学校または中等教育学校を卒業した者 

b. 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者 

c. 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 150 条の規程によ

り、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者 

イ. 通算して 3 年以上の職務経験を（家事専従を含む）を有する者 

B. 留学生 

次のア～エのすべての項に該当する者 

ア. 外国において、学校教育における 12 年の課程を修了した（見込みの）者、また

は、その国において大学入学資格を有する者 

イ. 日本国以外の国籍を有し、入学時に 18 歳に達する者 

ウ. 日本語能力の基準について、a か b のいずれかを受験資格として定める 

a. 日本語能力試験（JLPT）N2 以上に合格している。 

b. 日本留学試験（EJU）日本語科目で、読解、聴解・聴読解の合計が 200 点

以上を取得している。 

エ. 本学の学生として「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を取得

または更新できる者 

出願期間・試験日・合格発表・入学手続き締切日（P3 参照） 
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選考方法 

A. 社会人 

面接、書類審査 

B. 留学生 

英語、小論文、面接、書類審査 

 試験時間 試験科目 

社会人 選考票送付時に連絡 面接（10～15 分程度） 

留学生 

1 時限目（10:15～11:15） 

コミュニケーション英語Ⅰ 

コミュニケーション英語Ⅱ 

英語表現Ⅰ 

2 時限目（11:30～12:15） 小論文 

3 時限目（12:30～随時） 面接（10～15 分程度） 

出願書類 

A. 社会人 

入学願書（様式 1）、履歴書（任意様式）、志望理由書（様式 2）、選考料振込証明（銀

行振込による支払いの場合）、調査書・成績証明書（高等教育機関に 2 年以上の在籍

者は成績証明書のみ） 

B. 留学生（P8 参照） 

 

5. 出願方法 

 

出願方法は、Web 出願と手書き出願の 2 種類があります。出願する選考方式により準備する書類が異なり

ますので、よく確認してください。一度受理した書類の内容（選考方式等）の変更・返還は認められません。

出願期間を過ぎて提出されたもの、および出願書類に不備のあるものは受理できませんので、不備や不足書

類のないよう確認してください。 

 

１) Web 出願 

 

1. 事前準備 

インターネットに接続されたスマートフォン・パソコン又はタブレット、プリンターを用意してください。

写真データ（3ヵ月以内に撮影）など必要種類は、出願時に必ず手元にあるようにしてください。 

2. Web 出願サイトからログイン 

本学ホームぺージからアクセスしてください。https://www.syutsugan.net/global-business 

3. 基本情報登録 

氏名、住所、写真のアップロード等を行います。写真は本人確認に使用します。 

提出写真の仕様は、正面、上半身、脱帽、マスクなし、背景なしで 3 ヶ月以内に撮影されたカラー写真（容

量は 5MB 以下） 

4. 出願内容の登録 

① 手順と留意事項を確認し、必要事項を入力してください。 

② 選抜方法、日程、希望奨学金等 

③ 支払方法の選択 

④ 個人情報、志望理由書等を入力 

1.事前準備
2.Web願書
サイトから
ログイン

3.基本情報
登録

4.出願内容
の登録

5.選考料の
支払い

6.必要書類の
印刷と郵送

https://www.syutsugan.net/global-business
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5. 選考料の支払い 

選考料 20,000 円と個人情報管理費 3,000 円、合計 23,000 円となります。クレジットカード、コンビニ

エンスストア、ペイジー対応 銀行 ATM での支払いが可能です。Web 上の画面の指示に従ってくださ

い。 

ア. クレジットカード 

イ. コンビニエンスストア 

ウ. ペイジー対応 銀行 ATM 

6. 必要書類の印刷と郵送 

出願登録、選考料の支払い後、ダウンロードできる宛名シートを印刷し、提出書類を各日程ごとの出願

期間内に本学に到着するよう「簡易書留」で郵送してください。 

 

≪選考ごとの提出書類一覧≫ 

 
調査書又は 

成績証明書 
推薦書 履歴書 

一般選考 ○   

学校推薦型選考 ○ ○  

総合型選考 ○   

特別選抜 

（社会人） 
○  ○ 

 

≪送付先≫（振込先は P8 参照） 

〒210-0007 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 22-1 

グローバル Biz 専門職大学 行 

 

≪出願時の注意点≫ 

出願は Web 出願サイトでの登録完了後、選考料を支払い、必要書類を提出して完了となります。 

登録が完了しても必要書類が提出期限に届かなければ出願を受理できません。 

 

２) 郵送での出願 

封筒に出願書類一式を同封し、出願受付期間中に郵送してください。巻末の願書に記入するか、本学ホ

ームページから必要書類をダウンロードしてご記入ください。選考料は 20,000 円となります。 

また、留学生は提出書類が多くなりますのでよく確認してください。 

1. 必要書類（日本人受験者） 

 

入学 

願書 

（様式 1） 

志望 

理由書 

（様式 2） 

選考料 

振込証明 

（銀行振込の

場合） 

調査書又は 

成績証明書 

推薦書 

（様式 3） 

履歴書 

（任意様式） 

一般選考 ○ ○ ○ ○   

学校推薦型選考 ○ ○ ○ ○ ○  

総合型選考 ○ ○ ○ ○   

特別選抜(社会人) ○ ○ ○ ○  ○ 
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2. 必要書類（留学生受験者） 

 

1 入学願書 当校指定様式 1 

2 志望理由書 当校指定様式 2 

3 推薦書 様式 3 または、任意様式可 最終学校長又は指導教授 

4 履歴書 当校指定様式 4 

5 保証人誓約書（経費支弁書） 

6 写真 4 枚（タテ 4cm×ヨコ 3cm） 

願書に 1 枚、履歴書に 1 枚、残りは裏面に志望学科と名前を書き別に提出 

7 日本語学校の修了証明書、成績証明書、出席率証明書（該当者のみ） 

8 日本語能力試験の日本語能力認定書のコピー（取得者のみ） 

日本留学試験の成績表のコピー（取得者のみ） 

日本国外からの応募の場合、6 か 7 どちらか一方が必須になります 

9 パスポート/在留カード（願書提出時、確認の上、返却します） 

10 最終学校の卒業証明書、成績証明書 

（英文もしくは日本語訳を添付のこと） 

11 同意書 当校指定様式 

12 課税証明書（前年度に日本国内でアルバイトをしていた者） 

13 連絡人申請書（連絡人は日本在住者に限る） 

14 健康診断書 

15 経費支弁者の預金残高証明書 

 

3. 選考料の支払い 

選考料は、銀行窓口又は ATM で下記口座へお振込みください（振込手数料は受験者負担となります）。 

振込依頼人欄には受験者氏名を記入・入力し、提出してください。振込先は次の通りです。 

振込先名：ガク）フカボリガクエン 学校法人 深堀学園 電話：044-589-8777、044-244-3111 

 

銀行名 支店名 口座番号 銀行名 支店名 口座番号 

みずほ銀行 川崎支店 普通預金 1000335 三菱 UFJ 銀行 川崎駅前支店 普通預金 4658441 

ゆうちょ銀行 098(ｾﾞﾛｷｭｰﾊﾁ) 普通預金 0588257 三井住友銀行 川崎支店 普通預金 8049665 
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6. 受験上の注意 

 

■ 事前確認項目 

１) 選考票の印刷・準備 

Web 出願：出願が受理されたら、出願時に登録されたメールアドレスに通知が届きます。その後、各

自で Web 出願サイトにて選考票をダウンロード・印刷してください。 

郵送での出願：出願が受理されたら、出願時に登録されたメールアドレスに本学より電子メールで選考

票が届きます。各自でダウンロード・印刷してください。 

２) 試験会場への交通手段、所要時間等を事前に確認してください。 

３) 試験日の3日前までに選考票が確認できない場合は、学校法人 深堀学園（044-589-8777、044-244-3111）

にご連絡ください。 

 

■ 試験当日の注意事項 

１) 試験当日は公共交通機関を利用してお越しください。 

２) 試験当日、試験教室又は控室において、受験にあたっての注意事項等の説明が行われます。 

指定された時間までに必ず試験教室又は控室に入室し着席してください。 

３) 試験開始後 20 分以上遅刻した場合は入室を認めない場合があります。 

４) 不正行為を行った場合は、その場で受験中止と退室を命じられ、それ以降の試験科目を受験することが

できなくなります。また、受験した全ての科目の成績を無効とします。 

 

■ 試験当日の持ち物 

１) 試験当日は選考票と身分証明書（学生証、免許証、パスポートなど）を携帯し、試験会場で係員に提示

してください。選考票や身分証明書を忘れた場合や紛失した場合は、直ちに係員に申し出てください。 

２) 筆記用具は、「HB」か「B」の黒鉛筆またはシャープペン、消しゴムを持参してください。 

 

■ 試験当日の公共交通機関遅延について 

１) 天候不良や事故等により公共交通機関に乱れが生じる場合もあるので、あらかじめ天候状況や公共交通

機関の運行状況を確認し、余裕をもって試験会場に来てください。 

２) 公共交通機関に乱れが生じた場合、試験開始時刻を繰り下げて実施する場合がありますので、必ず試験

会場に連絡をとり、指示を受けてください。 

 

■ 感染症に関する注意事項 

１) 試験会場内では、新型コロナウイルス感染症対策のため、症状の有無にかかわらず、必ず口と鼻を覆う

ように正しくマスクを着用し、休憩時間も会話は極力控えてください。 

２) 学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザ、麻疹、

水疱瘡等）に罹患し治癒していない者または試験当日に 37.0℃以上の発熱・咳等の症状がある者につい

ては、他の受験者や監督者等への感染のおそれがありますので、原則として受験できません。 

３) 新型コロナウイルス感染者との濃厚接触または発熱等の症状により自宅待機となっている場合も、同様

に受験できません。 
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４) 上記 2）、3）を理由に受験できなかった場合は、本学が実施する別日程の入学選考試験へ振り替える等

の特別措置を実施します。ただし、この事由により振り替えができなくとも入学選考料の返還は行いま

せん。 

 

7. 奨学金について 

 

学校独自の新入生向け奨学金制度と在学生向け奨学金制度を設けています。また、日本学生支援機構をは

じめとした奨学金や修学支援制度が利用できます。 

 

■ 新入生奨学金 

深堀学園優秀新入生奨学金、入学前資格奨学金、地方新入生奨学金、留学生奨学金の 4 種類があり、そ

れぞれ、受給対象、基準、金額等が異なります。奨学金を重複して受けることはできません。奨学金が

重複した時は、金額の多い方の奨学金を給付します。受給希望者は、出願時に希望する奨学金を選択（複

数選択可）してください。入学式以降に受給者を発表します。 

 

１) 深堀学園優秀新入生奨学金 

奨学金     ：20 万円～50 万円 

受給予定新入生数：6 名程度 

対象者     ：A 日程、B 日程、C 日程の一般選考合格者、全日程の学校推薦型選考合格者、

A 日程、B 日程の総合型選考合格者で、期日までに入学手続きを済ませた者。 

選考方法    ：選考試験の結果並びに書類 

 

２) 入学前資格奨学金 

奨学金     ：10 万円 

受給予定新入生数：15 名程度 

対象者     ：A 日程、B 日程、C 日程の一般選考合格者、全日程の学校推薦型選考合格者、

A 日程、B 日程の総合型選考合格者、A 日程、B 日程、C 日程の特別選考合格

者で、期日までに入学手続きを済ませた者。かつ出願時に、資格の証明書の

コピーを提出している者。 

対象資格    ：実用英語技能検定（英検）準 1 級、TOEFLⓇ(iBT)89 点、TOEICⓇ800 点、 

日商簿記検定試験 1 級、日本語能力試験Ｎ1 

選考方法    ：選考試験の成績並びに書類 

 

３) 地方新入生奨学金 

奨学金     ：10 万円 

受給予定新入生数：10 名程度 

対象者     ：A 日程、B 日程、C 日程の一般選考合格者、全日程の学校推薦型選考合格者、A

日程、B 日程の総合型選考合格者、A 日程、B 日程、C 日程の特別選考（社会

人）合格者で、期日までに入学手続きを済ませた者。かつ関東圏（離島を除く

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県）以外の出身者。 

選考方法    ：選考試験の成績並びに書類 
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４) 新入留学生奨学金 

A. 優秀留学生奨学金 

奨学金     ：20 万円 

受給予定新入生数：3 名程度 

対象者     ：特別選考の A 日程、B 日程、C 日程で合格した留学生で、入学手続きを済

ませた留学生。応募の際に該当の資格証明書のコピーを提出している者を

対象者とします。 

対象資格    ：日本語能力検定 N1 または日本留学試験読解・聴解・聴読解の合計が 280

点以上の者 

選考方法    ：選考試験の成績並びに書類 

 

B. 留学生奨学金 

奨学金     ：10 万円 

受給予定新入生数：4 名程度 

対象者     ：特別選考の A 日程、B 日程、C 日程で合格した留学生で、入学手続きを済

ませた留学生。応募の際に該当の資格証明書のコピーを提出している者を

対象者とします。 

選考方法    ：選考試験の成績並びに書類 

 

■ 在学生奨学金 

１) 深堀学園優秀者奨学金 

奨学金     ：20 万円～50 万円 

受給予定学生数 ：各学年 6 名程度 

対象者     ：前年度の出席率が 95％以上で、対象年度の成績が極めて優秀、または著しい成

果を上げた学生 

２) 資格奨学金 

奨学金     ：15 万円 

受給予定学生数 ：各学年 13 名程度 

対象者     ：在学中に対象資格を取得した、学業成績、人物共に優れた学生 

対象資格と奨学金：通関士（20 万円）、TOEICⓇ900 点以上（15 万円）、 

基本情報技術者試験（15 万円）、日本語能力試験 N1（15 万円：留学生のみ） 

 

３) 経済支援奨学金 

奨学金     ：10 万円 

受給予定学生数 ：各学年 10 名程度 

対象者     ：経済支援を必要とする、学業成績、人物共に優れた学生 

 

４) 海外活動奨学金 

奨学金     ：10 万円 

受給予定学生数 ：各学年 5 名程度 

対象者     ：対象年度に海外活動（インターンシップ）を終え、 

学業成績、人物共に優れた学生 
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8. 試験会場 

 

試験会場は、グローバル Biz 専門職大学本館になります。（裏表紙参照） 

グローバル Biz 専門職大学所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町 22-1 

JR 川崎駅より徒歩 4 分、京急川崎駅より徒歩 1 分 

 

 

 

 

9. 合格発表 

 

１) 合格発表日は、「入学者選考試験日程 P3」をご参照ください。合格発表日は、選抜区分によって異なり

ますのでご注意ください。 

２) 合格発表は、Web 出願と郵送での出願では異なります。 

Web 出願：Web 出願サイトにおいて合否確認が可能です。 

郵送での出願：出願時に登録されたメールアドレスに、本学より電子メールにて結果を連絡します。 

３) 合格者には、「合格通知書」及び「入学手続き案内」を郵送します。 

４) 補欠（保留）者には、補欠（保留）通知連絡を合格発表日にします。繰上合格が認められた方には、出

願時に登録された連絡先へ順次連絡します。 
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10. 学生納付金 

 

学部 学科 入学定員 年次 入学金 学費等 合計 

グローバル 

ビジネス学部 

グローバル 

ビジネス学科 
98 名 

入学年次前期 200,000 円 580,000 円 
1,350,000 円 

入学年次後期  570,000 円 

2 年次以降  1,150,000 円 1,150,000 円 

 

１) 学費等については、年額一括納入が前提ですが、分納（前期・後期）することも可能です。 

２) 上記のほかに、教科書、教材費等が別途かかります。 

３) 入学手続き期間内に学生納付金等を納入し、所定の手続きを行わなかった合格者については、入学が    

認められません。 

 

≪入学前の学費返納について≫ 

入学する年の 3 月 31 日までに入学辞退したものについては、入学金、選考料を除く学費を返金いたしま

す。 

≪納入について≫ 

「入学手続き案内」にしたがい、納入期日までにお振込みください。入学者名の前に受験番号をご入力の

上、お振り込みください。 

 

 

 

 

 

 

11. 入学手続き 

 

１) 合格者には、「合格通知書」及び「入学手続き案内」を郵送します。 

２) 入学手続きは入学金を納入し、入学手続き書類が本学に受理されて完了となります。試験区分ごとに指定

された期間内に入学手続きを完了してください。 

３) 指定された期間内に入学手続きを完了しない場合は、入学を辞退した者とみなします。 

４) 入学手続きを完了した方には、入学手続き期間終了後に「入学許可証」を送付します。 

５) 入学手続き完了者に入学式をご案内します。 

入学手続きは入学手続き最終締切日までに入学手続き時納入金を納入し、入学手続き関係書類を本学に提

出することで完了します。合格通知書に同封する「入学手続き案内」に従って手続きしてください。入学

手続き締切日は選抜区分によって異なりますのでご注意ください。 

  



 

 

 〒210-0007 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 22-1 
 

グローバル Biz 専門職大学 
 入試事務室行 

出 願 書 類 在 中 

簡易書留 

郵 便 局 で

簡 易 書 留

の 手 続 き

を お 取 り

扱 く だ さ

い 

□ 提出する書類を、WEB 出願は p.7、郵送出願は p.8 を確認し同封しました。 

キリトリ 

上部の宛先用紙を切取、必要事項をご記入の上封筒に貼付してください。 

 

簡易書留にて送付 

郵便局で手続きをおとりください 

願書の送付 

1.上記、宛先用紙に必要事項をご記入の上、市販の角形 2号封筒（横 240mm/縦 332mm）に添付してください。 

2.願書、ご提出種類などは折り曲げずに入れてください。 

3.郵便局の窓口で「簡易書留郵便」扱いにして送付してください・ 

（「簡易書留郵便物受領証」は必ず保管しておいてください。） 

4.出願締切日が近い場合は、必ず入試事務室へご連絡の上「速達・簡易書留郵便」で送付してください。 

 



 

 

願書の送付 
 
 

 

学校法人 深堀学園 

グローバル Biz 専門職大学 
〒210-0007 神奈川川崎市川崎区駅前本町 22-1 

044-589-8777 
044-244-3111 

E-mail：info@gpu.ac.jp https://gpu.ac.jp/ 

 

入試事務室       0120-713-109 受付：Main Hall（本館）1F 

●JR川崎駅下車徒歩 4分 ●京急川崎駅前 

●アゼリア地下街出口 34番 

TEL：           FAX：044-244-1166 

 

https://gpu.ac.jp/



