
質疑応答一覧（令和3年9月13日）

番号 質問内容 回答
入試 1 どのくらいの英語力と学力があればいいのか。

推薦はとっていないのか。
下記宇都宮大学ホームページ入試情報へ公開して
おります入学者選抜要項を参照してください。
推薦入試については、学校推薦型選抜として実施
しています。
https://www.utsunomiya-
u.ac.jp/admission/faculty.php

2 入試の種類にはどのようなものがありますか?　小
論文や面接など、重視するポイントはありますか?
過去問は入手できますか?どんな生徒に入学してほ
しいですか？

入学者選抜要項や下記宇都宮大学国際学部ホー
ムページの入試情報を参照してください。
http://www.kokusai.utsunomiya-
u.ac.jp/exam/p2.html

3 国際学部の募集要項と学校推薦の方法について
聞きたいです

それぞれの入試の選抜方法は、入学者選抜要項に
記載があります。

4 推薦の出願期間は１１月からであってますよね？ 入学者選抜要項に記載のとおり、11月1日～4日で
5 どのような生徒を学校推薦型選抜でとりたいか。 アドミッションポリシーを確認してください。募集要項

へ記載がありますので、募集要項の公表をお待ちく
ださい。
※参考として、下記宇都宮大学ホームページ入試
情報へ昨年度の募集要項を掲載しております。
https://www.utsunomiya-
u.ac.jp/admission/special.php

6 学校推薦型選抜Ⅰはオンラインでの実施になりま
すか。

7 学校推薦型選抜の面接はオンラインになります
か？
また 入試要項はいつ頃出ますでしょうか？

8 特別入試に関しても面接は同じような一般選抜と同
じように行われますか？

9 特別入試での集団面接は、コロナの状況で形態が
変わる可能性はありますか？

10 一般入試の二次試験がなくなる可能性はどのくらい
ありますでしょうか？

11 集団討論は今年度は行われるのか。
面接を英語で聞かれることはあるのか。

12 学校推薦型選抜での受験では、面接は英語での受
け答えはありますか？

面接は日本語で行います。英語での質疑応答はあ
りません。

13 集団面接の内容の勉強の仕方を、教えてほしいで
す。

入試のポイントについて、国際学部ホームページの
入試情報に記載しております。

14 学校推薦型選抜の今年度の面接について詳しく教
えて頂けたら助かります。

入学者選抜要項記載内容のとおりです。さらに詳し
い内容は非公表です。

15 推薦入試の課題文について、面接に先立ってとは
いつ頃のことでしょうか

試験当日です。詳細は非公表のためお答えできま
せん。

16 集団面接の際、トピックはどのように出されて、どの
くらい考える時間があるのでしょうか。また、考える
ときはメモなどをしてもいいのでしょうか。（学校推薦
型選抜について詳しく知りたいです。）

非公表事項のためお答えできません。

17 集団面接は何人で行われますか? 非公表事項のためお答えできません。
18 学校推薦型選抜を受けるつもりのものです。

選抜方法の面接についての質問なのですが、過去
に面接て出された問題などは知ることはできます
か？

集団討論の課題文は下記宇都宮大学ホームペー
ジ入試情報に公開しております。それ以外は非公
開です。
https://www.utsunomiya-u.ac.jp/admission/past-

19 中学で取得した英検（2級）は、入試で使うことがで
きますか？それとももう一回開けないといけません
か？

入学者選抜要項の出願資格に記載のとおり、英検
は入試の実施日から一次試験が過去3年以内のス
コア等が有効です。

20 答えられたらでいいのですが、出願条件に英検が
ありますが合否の判定に英検は全く関係ないので
しょうか？

出願書類の他、検査の結果を総合して判定してい
ますので関係があります。

現時点でオンラインの実施は予定しておりません。
変更がある場合は宇都宮大学ホームページ入試情
報でお知らせします。
入学者選抜要項は宇都宮大学ホームページ入試
情報へ公開済です。

入学者選抜要項記載内容のとおり実施を予定して
おります。変更がある場合は宇都宮大学ホーム
ページ入試情報でお知らせします。



入試 21 scbtの英検でも大丈夫ですか？ 通常の英検と同じ検定試験ですので可能です。
22 英検準一級はどのくらい反映されますか？ 非公表事項のためお答えできません。
23 推薦でうける場合、高校時の成績が合否の判定に

関係しますか？
出願書類の他、検査の結果を総合して決定します。

24 募集要項に学校推薦Iについて他大学の公立国公
立とは併願不可と書いてありましたが私立大学との
併願は可能なのでしょうか？

残念ながら不合格となった場合は受験可能かと思
います。

25 帰国子女枠として受ける場合、条件等はあります
か？(例えば、海外の高校を卒業必須などあります
か？)

入学者選抜要項の「帰国生選抜」ページに記載が
あります。詳細は帰国生選抜募集要項の公表をお
待ちください。
※参考として、下記宇都宮大学ホームページ入試
情報へ昨年度の募集要項を掲載しております。
https://www.utsunomiya-
u.ac.jp/admission/special.php

留学 28 留学する生徒の割合はどのくらいですか？ 短期、長期を合わせると毎年1学年の定員に相当す
る90名程度が留学しています。また、多くの学生が
留学体験をしています。

29 国際学部の学生で長期留学に学生は大体何人い
ますか？

半年～1年間の交換留学でしたら、毎年30～40名程
度です。

30 オンライン留学などは行われましたか？ 実施しました。国際学部パンフレットで紹介しており
ます。

31 海外からの留学生は主にどのような国からが多い
のでしょうか

中国、マレーシア、ベトナム等様々な国から来てお
ります。

32 留学等に行くための条件はありますか？

33 留学のサポートについて詳しく教えて頂きたいです

34 コロナ化の中で海外になるべく行きたくない。と思う
人もいると思うのですが、海外に行かないで卒業は
可能でしょうか？

海外留学は卒業要件ではありませんので、可能で
す。ただし、オンラインでの交流など、さまざまな形
での海外体験を求めます。

35 留学した大学で得た単位で四年で卒業することは
できますか？

交換留学のタイミングや期間によりますが、4年間で
の卒業は可能です。

36 海外へのインターンシップに興味があるのですが、
入学後どのような場所や場面でそれらの情報を得
ることができますか？

4月頃と10月頃に体験者の報告会及び国際イン
ターンシップの概要説明会を行っています。宇都宮
大学ホームページの下記留学生・国際交流セン
ターページに一部情報を掲載しております。
https://intl.utsunomiya-u.ac.jp/study/study07.php

37 現地への留学は可能ですか。 COVID-19の影響で出入国の制限が行われている
間は、留学を実施することは困難です。これらの制
限が解除され、受け入れ先の大学の許可などの留
学が可能な環境が整えば、実施を予定しています。
また留学に代わるオンラインでの海外との交流を計

38 留学の倍率が比較的少ないのは具体的にどこです
か？

希望者が多く成績などによる選考が行われることは
一般に例外的です。選考されやすいところを希望す
るというより、自分にとって本当に意義のある経験
ができる留学先をしっかり選んでください。

全般的
な質問

26 他の大学に負けない国際学部の強みや、施設が知
りたいです。

一般選抜や学校推薦型選抜をはじめ、帰国生、社
会人、外国人生徒、外国人留学生選抜、第3年次編
入学試験を実施することにより、さまざまな個性や
背景をもつ人たちを受け入れています。また、海外
からの交換留学生も多く受け入れています。

27 宇都宮大学　国際学部の特徴、
国際的な取組、主な就職先など。

国際学部パンフレットをご覧ください。
下記宇都宮大学ホームページへ公開しております。
https://www.utsunomiya-

留学先によって様々な条件があります。宇都宮大
学ホームページの下記留学生・国際交流センター
ページに情報を掲載しております。
https://intl.utsunomiya-u.ac.jp/study/study01.php



授業、
生活、
他

39 どのような授業内容・時間割なのか 「履修ガイド」をご覧ください。下記宇都宮大学国際
学部ホームページに掲載しております。
http://www.kokusai.utsunomiya-
u.ac.jp/about/p5.html

授業内容については、下記宇都宮大学ホームペー
ジにありますシラバスを参照してください。
http://gakumu.km.utsunomiya-
u.ac.jp/campussy/campussquare.do?_flowExecution
Key=_c5FC617A3-96F5-8F6B-384A-
2B4FEF8F656B_k113342DB-D30B-C32E-50B7-

40 環境についてどのようなことが学べますか? 宇都宮大学国際学部ホームページに掲載しており
ます「履修ガイド」や、宇都宮大学ホームページにあ
りますシラバスを参照してください。

41 オンラインと対面、授業はどちらが多いですか？ オンラインと対面を交互に実施しておりますが、比
較的、対面の方がやや多いと思います。

42 インテンシブトレーニングという授業をWebで見たん
ですけど毎年履修可能ですか？

International Communication Seminar という授業名
で毎年開講しています。昨年と今年はオンライン開
講になりました。
※下記国際学部ホームページに紹介記事を掲載し
ております。
http://www.kokusai.utsunomiya-
u.ac.jp/about/interview005.html

43 入学時点で第二言語について、どの程度のスキル
が必要ですか？

英語を第一とした場合の第二外国語のことですね。
入学時には不要で、多くの人が初習外国語として学
びます。しかし、入学前に学んでいる人は、専門学
習の中で役立てられる機会がみつかるでしょう。

44 第二外国語の授業はどのように行われますか？ 授業科目により異なります。授業内容は宇都宮大
学ホームページにありますシラバスを参照してくださ

45 提携大学の授業への参加はすることが出来ます 科目によっては参加可能です。
46 HANDSプロジェクトは国際学部だけの取り組みです

か。また詳しい活動内容についても教えていただき
たいです。

下記国際学部附属多文化公共圏センターホーム
ページを参照してください。
http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/hands/

47 宇都宮大学HANDSプロジェクトで、今年は外国籍
の子どもへのサポート事業は行いましたか？

限定された形になりましたが、行いました。

48 今年度から行われる多文化コンソーシアムという活
動の具体的な内容について教えて欲しいです。

我が国の多文化共生教育をリードする４大学が、情
報共有を図り、教育分野を中心とし、各大学の特色
を活かしながら相互に連携・補完することで、国内
外の多言語多文化社会の抱える問題を解決し、異
なる言語、習慣、文化を持つ人々が安心して暮らす
ことのできる社会を実現することを目的とするもので

49 4大学での連携授業はいつ頃から始まるのでしょう
か？

今年から始まり、10月から1月にかけて行う計画で
す。毎年実施する予定です。

50 地域と連携した活動などはありますか？ 宇都宮大学ホームページの下記「地域貢献活動」
ページを参照してください。
https://www.utsunomiya-

51 どのような資格が取得できますか？また、資格取得
のバックアップ体制はしっかりしていますか？

国際学部パンフレットを参照してください。教職に必
要な科目の単位を取得し、教育実習を行うことに
よって、「中学校教諭一種免許状（英語）」、「高等学
校教諭一種免許状（英語）」を取得することが可能

52 学生寮への申請時期、また詳しい募集条件は何が
ありますか？

宇都宮大学ホームページの下記「学生寮」ページを
参照してください。
https://www.utsunomiya-
u.ac.jp/convenient/campuslife/dormitory.php



授業、
生活、
他

53 国際学部卒業生の主な就職先はどこですか？就職
に特化した取り組みは何か行われているのでしょう
か

就職先は国際学部パンフレットを参照してください。
宇都宮大学として「キャリアフェスティバル」、国際学
部として「卒業生による就職セミナー」等を実施して
おります。
宇都宮大学全体の取り組みについては、宇都宮大
学ホームページの下記キャリアセンターページを参
照してください。
http://www.career.utsunomiya-
u.ac.jp/career_center/index.html

54 学費、実習費、教材費はどれくらいかかりますか？ 学費は入学料282,000円、授業料535,800円(年額)
です。
実習・教材費は授業の履修状況により個人ごとに
異なります。なお、教科書購入金額の目安は、必修
セットを含む前期授業使用分で10,000円～20,000円
がおおよその金額です。
下記宇都宮大学生協ホームページへ大学生活に
ついての情報が掲載されております。
https://text.univ.coop/puk/START/udai/

55 オープンキャンパス以外に、個別見学は可能です
か？

感染症の状況によります。9月13日時点では関係者
以外の本学への立ち入りを禁じています。本学ホー
ムページにて随時情報を掲載しております。

56 大学の先生が高校に来校してくださるというのは、
個別でお願いしても大丈夫なのでしょうか？

高校の教員へ相談し、高校から本学へ依頼してくだ
さい。

57 宇都宮大学生が受験期にしていたことなど話してし
ただけたら嬉しいです。

オンラインでの説明会などで、話を聞く機会がある
かもしれません。説明会等を開催する場合はHPで
公表しますので、ご確認ください。
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