
2023年度 東洋大学入試情報
情報更新について

2022年7月12日

2022年6月3日発行の「2023年度東洋大学入試情報　第1版」について一部更新・訂正が生じましたの
でお知らせいたします。

●	更新（2022年7月12日	更新）
	 福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部　10月実施入試の出願期間変更について

	 P.62	総合型選抜・学校推薦型選抜スケジュール

［更新後］

第2部・イブニングコース（夜） 

第1部
入試方式 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場

総合型選抜

AO型推薦入試

10月実施① 09月12日（月）〜09月15日（木）
10月16日（日） 11月01日（火） 11月15日（火）

原則として修学キャンパス（注）

10月実施② 09月27日（火）〜09月30日（金）

11月実施 11月01日（火）〜11月04日（金） 11月20日（日） 12月01日（木） 12月14日（水）

12月実施 11月30日（水）〜12月02日（金） 12月18日（日） 01月11日（水） 01月19日（木）

自己推薦入試

10月実施① 09月12日（月）〜09月15日（木）
10月16日（日） 11月01日（火） 11月15日（火）

10月実施② 09月27日（火）〜09月30日（金）

10月・11月
2段階選抜

第一次選考
09月12日（月）〜09月15日（木） 書類選考のみ 11月01日（火）

（第一次選考結果発表） ——

第二次選考
11月01日（火）〜11月04日（金） 11月20日（日） 12月01日（木） 12月14日（水）

11月実施 11月01日（火）〜11月04日（金） 11月20日（日） 12月01日（木） 12月14日（水）

学校推薦型選抜（公募制） 学校推薦入試 11月実施 11月01日（火）〜11月04日（金） 11月20日（日） 12月01日（木） 12月14日（水）

入試方式 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場

総合型選抜 自己推薦入試
10月実施① 09月12日（月）〜09月15日(木） 10月16日（日） 11月01日（火） 11月15日(火）

東京（本学白山キャンパス）12月実施 11月30日（水）〜12月02日(金） 12月18日(日） 01月11日(水） 01月19日(木）

学校推薦型選抜（公募制）
学校推薦入試 12月実施 11月30日（水）〜12月02日(金） 12月18日(日） 01月11日(水） 01月19日(木）

「独立自活」支援推薦入試 11月実施 11月01日（火）〜11月04日(金） 11月20日(日） 12月01日(木） 12月14日(水） 東京（本学白山キャンパス）またはWeb会議システムによる入試

AO 型推薦入試、自己推薦入試10月実施の出願期間は学部によって異なります。

10月実施① … 文学部、経済学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、情報連携学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部　（第2部・イブニングコースを含む）
10月実施② … 福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部

総合型選抜・学校推薦型選抜スケジュール
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	 P.72	特別入試等スケジュール

外国人留学生入学試験（日本留学試験利用入試）、外国人留学生入学試験（日本語学校指定校推薦入試）10月実施および10月・11月実施の出願期間は学部によって異なります。

10月実施①、10月・11月実施① … 文学部、経済学部、経営学部、法学部、社会学部、国際学部、国際観光学部、情報連携学部、理工学部、総合情報学部、生命科学部、食環境科学部
10月実施②、10月・11月実施② … 福祉社会デザイン学部、健康スポーツ科学部

●	更新（2022年7月12日	更新）
	 外国人留学生入学試験（オンライン利用）、外国人留学生入学試験（編入学・転入学／オンライン利用）の
特別対応について

	 P.77	外国人留学生入学試験（オンライン利用）

特別入試等スケジュール

外国人留学生入学試験（日本留学試験利用入試）
実施時期 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場

10月実施① 09月05日（月）〜09月08日(木）
10月16日（日） 11月01日(火） 11月15日(火）

原則として修学キャンパス（注）

10月実施② 09月20日（火）〜09月22日(木）

10月・11月実施① 09月05日（月）〜09月08日(木） 第一次試験：10月16日（日）
第二次試験：11月20日（日）

11月01日(火）
（第一次試験基準点到達者発表日）

12月01日（木）
12月14日(水）

10月・11月実施② 09月20日（火）〜09月22日(木）

12月実施 10月28日(金）〜11月02日(水） 12月18日(日） 01月11日(水） 01月19日(木）

外国人留学生入学試験（本学試験・英語面接型）
実施時期 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場
10月実施 09月05日（月）〜09月08日(木） 10月16日（日） 11月01日(火） 11月15日(火）

原則として修学キャンパス（注）
12月実施 10月28日（金）〜11月02日(水） 12月18日(日） 01月11日(水） 01月19日(木）

外国人留学生入学試験（日本語学校指定校推薦入試）
実施時期 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場

10月実施① 09月05日（月）〜09月08日(木）
10月16日（日） 11月01日(火） 11月15日(火）

原則として修学キャンパス（注）10月実施② 09月20日（火）〜09月22日(木）
02月実施 01月06日（金）〜01月10日(火） 02月01日(水） 02月08日(水） 02月15日(水）

外国人留学生入学試験（編入学・転入学）
入試方式 出願期間（郵送・消印有効） 試験日 合格発表日 入学手続締切日 試験会場
12月実施 10月28日(金）〜11月02日(水） 12月18日(日） 01月11日(水） 01月19日(木） 原則として修学キャンパス（注）

［更新後］

［更新前］ ［更新後］
外国人留学生入学試験（オンライン利用） 外国人留学生入学試験（オンライン利用）

試験日 学部 学科・専攻
試験科目[配点]

書類
選考 面接＊4

9/24 国際
グローバル・イノベーション 100 ＊3

国際地域 国際地域 100 ＊3

11/19
・

11/20

文 国際文化コミュニケーション 100 ＊3

経済 国際経済★ 100 ＊3

経営
経営 100 ＊3

マーケティング 100 ＊3

会計ファイナンス 100 ＊3

社会
国際社会 100 ＊3

メディアコミュニケーション 100 ＊3

社会心理 100 ＊3

国際
グローバル・イノベーション★ 100 ＊3

国際地域 国際地域★
100 ＊3

100 ＊3

国際観光 国際観光 100 ＊3

情報連携 情報連携★ 100 100＊5

福祉社会デザイン 社会福祉 100 ＊3

健康
スポーツ科

健康スポーツ科★ 100 ＊3

栄養科 100 100

理工

機械工★ 50 100＊6

生体医工★ 50 100＊7

電気電子情報工 50 100＊6

応用化 50 100＊8

都市環境デザイン 50 100＊6

建築 50 100＊9

総合情報 総合情報★ 50 100
生命科 生命科 100 100＊10

食環境科 食環境科 フードサイエンス 100 100

試験日 学部 学科・専攻
試験科目[配点]

書類
選考

日本留学試験の得点結果
面接＊4

日本語 数学 理科

9/24 国際
グローバル・イノベーション 100 ＊3

国際地域 国際地域 100 ＊3

11/19
・

11/20

文 国際文化コミュニケーション 100 ＊3

経済 国際経済★ 100 ＊3

経営
経営 100 ＊3

マーケティング 100 ＊3

会計ファイナンス 100 ＊3

社会
国際社会 100 ＊3

メディアコミュニケーション 100 ＊3

社会心理 100 ＊3

国際
グローバル・イノベーション★ 100 ＊3

国際地域 国際地域★
100 ＊3

100 ＊3

国際観光 国際観光 100 ＊3

情報連携 情報連携★ 100 100＊5

福祉社会デザイン 社会福祉 100 ＊3

健康
スポーツ科

健康スポーツ科★ 100 ＊3

栄養科 100 100

理工

機械工★ 50 450 200 200 100
生体医工★ 50 450 200 100
電気電子情報工 50 450 200 200 100＊6

応用化 50 450 200 200 100
都市環境デザイン 50 450 200 100
建築 50 450 200 100

総合情報 総合情報★ 50 100
生命科 生命科 100 100＊7

食環境科 食環境科 フードサイエンス 100 100
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外国人留学生入学試験（オンライン利用）

＊ １ 他の外国人留学生入試と合わせての募集人員となります。
＊2 タイプA全体での認定予定数となります。
＊3 書類選考を行ったうえで、Web 会議システムでインタビューを実施する場合があります。 
＊4 Web会議システムによるインタビュー面接を実施します。
＊5 面接は英語による面接となり、口頭試問を含みます。口頭試問は、事前適性審査の内容に関す

る確認を行います。
＊6 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、数学・物理に関する内容です。
＊7 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、数学・物理・化学・生物に関する内容です。
＊8 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、化学に関する内容です。
＊9 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、英語・日本語・数学・理科に関する内容です。
＊10 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、生物・化学に関する内容です。

東洋大学での勉学を希望する外国人留学生向けの入試。従来の「渡日前入試」が2023年度より国内外から出願および受験可能な入試になります。

理工学部の日本留学試験の必要科目について

学科・専攻
日本留学試験

出題言語
（数学・理科）日本語

数学 理科
コース1 コース2 物理 化学 生物

機械工 必 必 必 ● ●

自由選択

生体医工 必 必
電気電子情報工 必 必 必 ● ●
応用化 必 必 必 必
都市環境デザイン 必 必
建築 必 必

※「必」は必須科目。●はいずれか１科目を選択。

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果（注）

タイプ
SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

出願資格
試験科目[配点]

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

書類
選考 面接＊4

11/19
・

11/20

理工

機械工★ 若干 4 3 1 0 タイプ
B 若干名 5. 日本留学試験（2020年11月実施、2021年6月・11月実施、2022年6月実施）のいずれかの日本語

得点（読解、聴解および聴読解の合計）が300点以上の者、または日本語能力試験（JLPT）がN2以
上合格の者（ただし、理工学部の志願者は、試験科目として必要な日本留学試験の科目をすべて受
験している必要がある）。

【経営学部の志願者は上記1～4の出願資格に加え、以下を満たす者】
日本語能力試験（JLPT）N1を合格している者。

【情報連携学部の志願者は上記の出願資格に加え、以下を満たす者】
INIAD Admissions Officeによる事前適性審査※を受験し、学部の定めた基準を満たす者。
※ 事前適性審査についての詳細は、P.7および入学試験要項を確認すること。

（注1） 「外国において」とは、日本国外に住所が所在していることを意味しており、日本国内に所在してい
る外国人学校やインターナショナルスクール等については、外国の教育課程であっても当資格の
対象外となる。

（注2）TOEFL ITP®、IELTS™(General Training Module)、IELTS™　Indicator、TOEIC® L&R-
IP(Institutional Program)は認めない。

（注） 特別対応 2022年度実施予定の日本留学試験および日本語能力試験（JLPT）を受験できな
かった場合に限り、日本留学試験の日本語得点300点（読解、聴解および聴続解の合計）以上、
または日本語能力試験（JLPT）N2以上合格（経営学部の志願者はN1合格）に相当する日本語
能力を有していると自認する者は、出願資格を満たしていることとする。また、理工学部の志願者
は、「理工学部の日本留学試験の必要科目」をすべて受験する予定であったことが望ましい。

50 100＊6

生体医工★ 若干 0 0 0 0 タイプ
B 若干名 50 100＊7

電気電子情報工 若干 0 0 0 0 タイプ
B ー 50 100＊6

応用化 若干 2 2 1 0 タイプ
B ー 50 100＊8

都市環境デザイン 若干 1 1 1 1 タイプ
B ー 50 100＊6

建築 若干 0 0 0 0 タイプ
B ー 50 100＊9

総合情報 総合情報★ 16 ＊1 11 10 6 6 タイプ
B 若干名 50 100

生命科 生命科 6 ＊1 0 0 0 0 タイプ
B ー 100 100＊10

食環境科 食環境科 フード
サイエンス 若干 3 3 3 1 タイプ

B ー 100 100

外国人留学生入学試験（オンライン利用）

＊ １ 他の外国人留学生入試と合わせての募集人員となります。
＊2 タイプA全体での認定予定数となります。
＊3 書類選考を行ったうえで、Web 会議システムでインタビューを実施する場合があります。 
＊4 Web会議システムによるインタビュー面接を実施します。
＊5 面接は英語による面接となり、口頭試問を含みます。口頭試問は、事前適性審査の内容に関す

る確認を行います。
＊6 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、数学・物理に関する内容です。
＊7 面接には口頭試問を含みます。口頭試問は、生物・化学に関する内容です。

東洋大学での勉学を希望する外国人留学生向けの入試。従来の「渡日前入試」が2023年度より国内外から出願および受験可能な入試になります。

理工学部の日本留学試験の必要科目について

学科・専攻
日本留学試験

出題言語
（数学・理科）日本語

数学 理科
コース1 コース2 物理 化学 生物

機械工 必 必 必 ● ●

自由選択

生体医工 必 必

電気電子情報工 必 必 必 ● ●

応用化 必 必 必 必

都市環境デザイン 必 必

建築 必 必

※「必」は必須科目。●はいずれか１科目を選択。

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果（注）

タイプ
SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

出願資格
試験科目[配点]

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

書類
選考

日本留学試験の得点結果
面接＊4

日本語 数学 理科

11/19
・

11/20

理工

機械工★ 若干 4 3 1 0 タイプ
B 若干名

5. 日本留学試験（2020年11月実施、2021年6月・11月実施、2022年6月実
施）のいずれかの日本語得点（読解、聴解および聴読解の合計）が300点
以上の者、または日本語能力試験（JLPT）がN2以上合格の者（ただし、理
工学部の志願者は、試験科目として必要な日本留学試験の科目をすべて
受験している必要がある）。

【経営学部の志願者は上記1～4の出願資格に加え、以下を満たす者】
日本語能力試験（JLPT）N1を合格している者。

【情報連携学部の志願者は上記の出願資格に加え、以下を満たす者】
INIAD Admissions Officeによる事前適性審査※を受験し、学部の定めた
基準を満たす者。
※ 事前適性審査についての詳細は、P.7および入学試験要項を確認すること。

（注1） 「外国において」とは、日本国外に住所が所在していることを意味してお
り、日本国内に所在している外国人学校やインターナショナルスクール
等については、外国の教育課程であっても当資格の対象外となる。

（注2）TOEFL ITP®、IELTS™(General Training Module)、IELTS™　
Indicator、TOEIC® L&R-IP(Institutional Program)は認めない。

50 450 200 200 100

生体医工★ 若干 0 0 0 0 タイプ
B 若干名 50 450 200 100

電気電子情報工 若干 0 0 0 0 タイプ
B ー 50 450 200 200 100＊6

応用化 若干 2 2 1 0 タイプ
B ー 50 450 200 200 100

都市環境デザイン 若干 1 1 1 1 タイプ
B ー 50 450 200 100

建築 若干 0 0 0 0 タイプ
B ー 50 450 200 100

総合情報 総合情報★ 16 ＊1 11 10 6 6 タイプ
B 若干名 50 100

生命科 生命科 6 ＊1 0 0 0 0 タイプ
B ー 100 100＊7

食環境科 食環境科 フード
サイエンス 若干 3 3 3 1 タイプ

B ー 100 100

［更新前］

［更新後］
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	 P.78	外国人留学生入学試験（編入学・転入学／オンライン利用）

出願資格情報追加
［更新後］

出願資格

＜2年次・3年次編入学＞
以下の１,２のいずれも満たす者。
1. 日本国以外の国籍を有する者。
2. 2023年3月31日までに外国において（注1）、学校教育における14年以上の課程を修了した者（含見込者）。

【経営学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
日本語能力試験（JLPT）N1を合格している者。

【国際学部グローバル・イノベーション学科の志願者は上記1、2に加え、以下の英語能力基準のいずれかを満たす者。またはこれに準ずる者】
・ TOEFL iBT®（Home Edition含む） 79点以上
・ IELTS™ 6.0 以上
・ TOEIC® L&R 780点以上
※ 英語能力基準のスコアは、2020年11月1日以降に受験したスコアを有効とする。
　なお、TOEFL ITP®、IELTS™（General Training Module）、IELTS™ Indicator、TOEIC® L&R-IP(Institutional Program)は認めない。

【国際学部国際地域学科国際地域専攻、および総合情報学部の志願者は上記１、２に加え、以下を満たす者】
・ 日本留学試験（2020年11月実施、2021年6月・11月実施、2022年6月実施）のいずれかの日本語得点（読解、聴解及び聴読解の合計）が200点以上の者、又は日本語能力試験（JLPT）がＮ3以上合格の者。
【情報連携学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
INIAD Admissions  Officeによる事前適性審査※を受験し、学部の定めた基準を満たす者。
※ 事前適性審査についての詳細は、P.7および入学試験要項を確認すること。
※ 情報連携学部の出願を希望する場合は、必ず出願前に赤羽台事務課に相談すること。

（注1）「外国において」とは、日本国外に住所が所在していることを意味しており、日本国内に所在している外国人学校やインターナショナルスクール等については、外国の教育課程であっても当資格の対象外となる。

（注） 特別対応 2022年度実施予定の日本留学試験および日本語能力試験を受験できなかった場合に限り、日本留学試験の日本語得点（読解、聴解および聴続解の合計）が200点以上、または日本語能力試験がN3以上合格（経営学部の志願者はN1合格）に相
当する日本語能力を有していると自認する者は、出願資格を満たしていることとする。

＜3年次転入学＞
以下の１、２のいずれも満たす者。

1. 日本国以外の国籍を有する者。
2. 2023年3月31日までに外国の大学（短期大学を除く）に2年以上在学した者（含見込者）。

【経営学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
日本語能力試験（JLPT）N1を合格している者。

【国際学部グローバル・イノベーション学科の志願者は上記1、2に加え、以下の英語能力基準のいずれかを満たす者。またはこれに準ずる者】
・ TOEFL iBT®（Home Edition含む） 79点以上
・ IELTS™ 6.0 以上
・ TOEIC® L&R 780点以上
※ 英語能力基準のスコアは、2020年11月1日以降に受験したスコアを有効とする。
　なお、TOEFL ITP®、IELTS™（General Training Module）、IELTS™ Indicator、TOEIC® L&R-IP(Institutional Program)は認めない。

【国際学部国際地域学科国際地域専攻の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
・ 日本留学試験（2020年11月実施、2021年6月・11月実施、2022年6月実施）のいずれかの日本語得点（読解、聴解及び聴読解の合計）が200点以上の者、又は日本語能力試験（JLPT）がＮ3以上合格の者。
【情報連携学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
INIAD Admissions  Officeによる事前適性審査※を受験し、学部の定めた基準を満たす者。
※ 事前適性審査についての詳細は、P.7および入学試験要項を確認すること。
※ 情報連携学部の出願を希望する場合は、必ず出願前に赤羽台事務課に相談すること。

（注） 特別対応 2022年度実施予定の日本留学試験および日本語能力試験を受験できなかった場合に限り、日本留学試験の日本語得点（読解、聴解および聴続解の合計）が200点以上、または日本語能力試験がN3以上合格（経営学部の志願者はN1合格）に相
当する日本語能力を有していると自認する者は、出願資格を満たしていることとする。

＜2年次転入学＞
以下の１、２のいずれも満たす者。

1. 日本国以外の国籍を有する者。
2. 2022年3月31日までに外国の大学（短期大学を除く）に1年以上在学した者（含見込者）。

【経営学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
日本語能力試験（JLPT）N1を合格している者。

【国際学部グローバル・イノベーション学科の志願者は上記1、2に加え、以下の英語能力基準のいずれかを満たす者。またはこれに準ずる者】
・ TOEFL iBT®（Home Edition含む） 79点以上
・ IELTS™ 6.0 以上
・ TOEIC® L&R 780点以上
※ 英語能力基準のスコアは、2020年11月1日以降に受験したスコアを有効とする。
　なお、TOEFL ITP®、IELTS™（General Training Module）、IELTS™ Indicator、TOEIC® L&R-IP(Institutional Program)は認めない。

【国際学部国際地域学科国際地域専攻および総合情報学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
・ 日本留学試験（2020年11月実施、2021年6月・11月実施、2022年6月実施）のいずれかの日本語得点（読解、聴解及び聴読解の合計）が200点以上の者、又は日本語能力試験（JLPT）がＮ3以上合格の者。
【情報連携学部の志願者は上記1、2に加え、以下を満たす者】
INIAD Admissions  Officeによる事前適性審査※を受験し、学部の定めた基準を満たす者。
※ 事前適性審査についての詳細は、P.7および入学試験要項を確認すること。
※ 情報連携学部の出願を希望する場合は、必ず出願前に赤羽台事務課に相談すること。

（注） 特別対応 2022年度実施予定の日本留学試験および日本語能力試験を受験できなかった場合に限り、日本留学試験の日本語得点（読解、聴解および聴続解の合計）が200点以上、または日本語能力試験がN3以上合格（経営学部の志願者はN1合格）に相
当する日本語能力を有していると自認する者は、出願資格を満たしていることとする。

＜3年次編入学（マレーシア）＞
以下の１〜3のいずれも満たす者。

1. マレーシア日本高等教育プログラム修了見込みの者。
2. 日本国以外の国籍を有する者。
3. 2023年3月31日までに外国において学校教育における14 年以上の課程を修了した者（含見込者）。

外国人留学生入学試験（編入学・転入学／オンライン利用）
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●	訂正（2022年7月12日	更新）
	 外国人留学生オンライン利用入試（9月入学）について

	 P.84	外国人留学生入学試験（オンライン利用）

［訂正前］

［訂正後］
外国人留学生入学試験（オンライン利用）

外国人留学生入学試験（オンライン利用）

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果
タイプ

SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

出願資格
試験科目[配点]

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

書類
選考 面接

4/15
・

4/17

国際
グローバル・
イノベーション
★

30 ＊1 10 10 6 3 タイプ
A 10＊2

〈Type A〉
Eligible applicants must satisfy all of the following requirements (1 to 4):
1.Applicant is a national of a country other than Japan.
2.Applicant satisfies at least one of the following requirements:
⑴ Applicant has completed coursework of 12 years in school education in a country other than Japan1 (or is expected to complete such education by September 30, 2023).

[If coursework is of fewer than 12 years, applicant must have completed a preparatory education curriculum or curriculum of a training facility that is recognized by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (or is expected to complete the said curriculum by September 30, 2023).]

⑵ Applicant has completed the curriculum of a school outside Japan that is equivalent to a high school that meets certain requirements, such as having a curriculum of at least 11 years 
that is recognized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and technology (or is expected to complete said curriculum by September 30,2023).

⑶ Applicant holds international eligibility for admission to a university, such as an International Baccalaureate, Abitur, Baccalauréat, or GCEA Level.
⑷ Applicant has passed an equivalency examination of secondary education for 12 years, university entrance eligibility exam, or similar exam in a country outside Japan1 and also has 

been recognized by Toyo University as having academic ability at the same or higher level as a person who completed coursework of 12 years in school education based on an official 
certification issued by that country(Applicant must be the age of 18 by September 30, 2023).

⑸ Applicant possesses a qualification recognized by Toyo University as being equal to or exceeding the above mentioned eligibility criteria and will reach the age of 18 by September 30, 2023.
3. Applicant satisfies one of the following English proficiency requirements2 or the equivalent.
・TOEFL iBT®(including Home Edition)score of 79 or higher
・IELTS™ score of 6. 0 or higher
・TOEIC® L&R score of 780 or higher
4. Applicant is seeking to enter Toyo University (desired department and course) as his / her first choice.

〈Type B〉
Eligible applicants must satisfy all of the following requirements (1 to 5):
1. Applicant is a national of a country other than Japan.
2. Applicant satisfies at least one of the following requirements:
⑴ Applicant has completed coursework of 12 years in school education in a country other than Japan1 (or is expected to complete such education by September 30, 2023).

[If coursework is of fewer than 12 years, applicant must have completed a preparatory education curriculum or curriculum of a training facility that is recognized by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (or is expected to complete the said curriculum by September 30, 2023).]

⑵ Applicant has completed the curriculum of a school outside Japan1 that is equivalent to a high school that meets certain requirements, such as having a curriculum of at least 11 years 
that is recognized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and technology (or is expected to complete said curriculum by September 30, 2023).

⑶ Applicant holds international eligibility for admission to a university, such as an International Baccalaureate, Abitur, Baccalauréat, or GCEA Level.
⑷ Applicant has passed an equivalency examination of secondary education for 12 years, university entrance eligibility exam, or similar exam in a country outside Japan and also has 

been recognized by Toyo University as having academic ability at the same or higher level as a person who completed coursework of 12 years in school education based on an official 
certification issued by that country (Applicant must be the age of 18 by September 30, 2023).

⑸ Applicant possesses a qualification recognized by Toyo University as being equal to or exceeding the above-mentioned eligibility criteria and will reach the age of 18 by September 
30, 2023.

3. Applicant is seeking to enter Toyo University (desired department and course) as his/her first choice.
4. Applicant needs to have taken any of TOEFL iBT® (including Home Edition), IELTS™, or TOEIC® L&R from a test taken on or after April 1,2021.3
5. Applicant has achieved a Japanese language score (total of reading comprehension, listening comprehension, and listening-reading comprehension) of at least 300 points in one of 

the sessions of the EJU (June 2021, November 2021, June 2022, or November 2022) or passed level N2 or higher of the Japanese-Language Proficiency Test (JLPT). 

Applicants for the Faculty of Information Networking for Innovation and Design (INIAD) must satisfy the following requirements in addition to the above application eligibility conditions:
Applicants must take the preliminary aptitude screening exam administered by the INIAD Admissions Office and meet criteria established by the faculty.

（Note1）
"Country other than Japan" refers to an address that is located outside of Japan. Applicants who are attending a school for foreigners,international school, or other such institution that 
is located within Japan do not have application eligibility even if they are enrolled in acurriculum of another country.

（Note 2）
A valid English proficiency requirement score must be one from a test taken on or after April 1, 2021.
Scores of TOEFL ITP®, IELTS™ (General Training Module), IELTS™ Indicator, and TOEIC® L&R-IP (Institutional Program) will not be accepted.

（Note 3）
TOEFL ITP®, IELTS™ (General Training Module), IELTS™ Indicator, and TOEIC® L&R-IP (Institutional Program) are not accepted.

100＊3

情報
連携

情報連携
★ 若干 0 0 0 0 タイプ

B 若干 100 100＊4

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果
タイプ

SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

出願資格
試験科目[配点]

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

書類
選考 面接

4/15
・

4/17

国際
グローバル・
イノベーション
★

30 ＊1 10 10 6 3 タイプ
A 10＊2

Eligible applicants must satisfy all of the following requirements (1 to 4):
1.Applicant is a national of a country other than Japan.
2.Applicant satisfies at least one of the following requirements:
⑴ Applicant has completed coursework of 12 years in school education in a country other than Japan (or is expected to complete such education by September 30, 2023).

[If coursework is of fewer than 12 years, applicant must have completed a preparatory education curriculum or curriculum of a training facility that is recognized by the Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology (or is expected to complete the said curriculum by September 30, 2023).]

⑵ Applicant has completed the curriculum of a school outside Japan that is equivalent to a high school that meets certain requirements, such as having a curriculum of at least 11 years 
that is recognized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and technology (or is expected to complete said curriculum by September 30,2023).

⑶ Applicant holds international eligibility for admission to a university, such as an International Baccalaureate, Abitur, Baccalauréat, or GCEA Level.
⑷ Applicant has passed an equivalency examination of secondary education for 12 years, university entrance eligibility exam, or similar exam in a country outside Japan and also has 

been recognized by Toyo University as having academic ability at the same or higher level as a person who completed coursework of 12 years in school education based on an official 
certification issued by that country(Applicant must be the age of 18 by September 30, 2023).

⑸ Applicant possesses a qualification recognized by Toyo University as being equal to or exceeding the above mentioned eligibility criteria and will reach the age of 18 by September 30, 2023.
3. Applicant satisfies one of the following English proficiency requirements or the equivalent.
・TOEFL iBT®(including Home Edition)score of 79 or higher
・IELTS™ score of 6. 0 or higher
・TOEIC® L&R score of 780 or higher
4. Applicant is seeking to enter Toyo University (desired department and course) as his / her first choice.

Applicants for the Faculty of Information Networking for Innovation and Design (INIAD) must satisfy the following requirements in addition to the above application eligibility conditions:
Applicants must take the preliminary aptitude screening exam administered by the INIAD Admissions Office and meet criteria established by the faculty.

【About the preliminary aptitude screening exam】
Beginning in the academic year of 2023, the faculty of INIAD is conducting a "preliminary aptitude screening exam" for the entrance exam. This exam is intended to ensure applicants' 
understanding of the faculty's admission policy and the actual aptitude for the INIAD educations and researches.
Applicants who wish to take the INIAD entrance exam must register on the INIAD Admissions Office's website and complete an online "study" session and "exam" before applying.
Unlike conventional one-day exams, this screening exam allows applicants to assess their suitability for INIAD online over a period of time.
The study session and exam concern "programming and mathematics*."
*Applicants who submitted a SAT or ACT score report can substitute their report for the mathematics score.
How to take the preliminary aptitude screening exam are advised via INIAD Admissions Office's website (https://www.iniad.org/admissions-office/).
A "preliminary aptitude screening exam certificate" will be issued only to applicants who met INIAD's criteria. Make sure to present this certificate when you submit your application for 
the entrance exam.
For inquiries on the "preliminary aptitude screening exam," please contact:
Akabanedai Administration Office Email: admissions-office@iniad.org

（Note1）
"Country other than Japan" refers to an address that is located outside of Japan. Applicants who are attending a school for foreigners,international school, or other such institution that 
is located within Japan do not have application eligibility even if they are enrolled in acurriculum of another country.

（Note 2）
A valid English proficiency requirement score must be one from a test taken on or after April 1, 2021.
Scores of TOEFL ITP®, IELTS™ (General Training Module), IELTS™ Indicator, and TOEIC® L&R-IP (Institutional Program) will not be accepted.

100＊3

情報
連携 情報連携 若干 0 0 0 0 タイプ

A ー 100 100＊4

●	訂正（2022年7月12日	更新）
	 2022年度入試結果について

	 P.87	総合情報学部合計欄

学
部 学科・専攻 出願

時期 方式 志願
者数

受験
者数

合格
者数

手続
者数

合格最低点
得点率

総
合
情
報

総合情報学部 計 5,125 4,943 1,267 300 ー

学
部 学科・専攻 出願

時期 方式 志願
者数

受験
者数

合格
者数

手続
者数

合格最低点
得点率

総
合
情
報

総合情報学部 計 2,710 2,615 572 100 ー

［訂正前］ ［訂正後］
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●	訂正（2022年6月8日	更新）
	 P.77	外国人留学生入学試験（オンライン利用）

なお、現在掲載中の「2023年度東洋大学入試情報」は訂正後のものに更新しております。

出願に際しては、必ず「入学試験要項」をご確認ください。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から掲載内容は変更になる場合があります。変更等が生じ
た場合は逐次このTOYOWebStyleで公開いたします。

（2022年7月12日更新）

外国人留学生入学試験（オンライン利用）

外国人留学生入学試験（オンライン利用）

［訂正前］

［訂正後］

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果（注）

タイプ
SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

9/24 国際

グローバル・イノベーション★ 30 ＊1 5 5 2 2 タイプ
A 10＊2

国際地域 国際地域★ 19 ＊1 1 1 1 1 タイプ
A 10＊2

試験日 学部 学科・専攻 募集
人員

昨年度入試結果（注）

タイプ
SDGs留学生
アンバサダー
認定予定数

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
手続者数

9/24 国際

グローバル・イノベーション 30 ＊1 5 5 2 2 タイプ
A ー

国際地域 国際地域 19 ＊1 1 1 1 1 タイプ
A ー

●	追加（2022年7月12日	更新）
P.73-74外国人留学生入学試験（日本留学試験利用入試）について

10月実施・12月実施「日本留学試験利用入試」の昨年度入試結果については、参考までに2月に実施して
いた入試結果が掲載されている場合があります。
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