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Ⅰ．募集人員                       

  ロシア地域学科（昼・４年制）……４０名 

  ロ シ ア語科（昼・２年制）……４０名 
 

 

 

 

 

 

入学願書・入試手続きについての問い合わせ先       

ロシア極東連邦総合大学函館校事務局 入試係 

〒040-0054 函館市元町１４番 1号 

ＴＥＬ 0138-26-6523 

ＦＡＸ 0138-26-0342 

E-mail info@fesu.ac.jp URL https://www.fesu.ac.jp/ 
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Ⅱ．入学試験日程                           

入試区分 出 願 期 間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

指定校 

推薦 

入試 

函館市内 

指 定 校 
１０月 ３日（月） 

 

１０月２１日（金） 

１０月２９日（土） １１月 １日（火） １１月１８日（金） 
国際理解教育

指 定 校 

推薦 

入試 

学校推薦 １０月３１日（月） 

 

１１月１８日（金） 

１１月２６日（土） １１月２９日(火) １２月１６日（金） 

自己推薦 

一般 

入試 

前 期 

１２月 １日（木） 

 

2023 年 

 １月２０日（金） 

２月 ４日（土） 

２月 ７日（火） ２月２４日（金） 
２月 ５日（日） 

（予備日） 

後 期 

２月 １日（水） 

 

３月２４日（金） 

３月２８日（火） ３月２９日(水) ４月 ３日（月） 

※試験日に実施するのは面接（オンライン）のみです。 

 

  

～ 

～ 

～ 

～ 
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Ⅲ．指定校推薦入学試験                  
 

 

 

  〇対象学科：ロシア地域学科（４年制），ロシア語科（２年制） 

 〇推薦基準：次のすべてに該当すること 

（１）２０２３年３月卒業見込みである，函館市内の高等学校在籍者 

（２）国際的な視野に立って勉学に励む意欲がある者 

（３）人物，身体ともに健全で学業成績が優秀である者 

（４）学校長の推薦がある者 

 

 

 

 

 〇対象学科：ロシア地域学科（４年制） 

 〇推薦基準：次のすべてに該当すること 

（１）２０２３年３月卒業見込みである，本校指定の高等学校在籍者 

（２）国際的な視野に立って勉学に励む意欲がある者 

（３）人物，身体ともに健全で学業成績が優秀である者 

（４）学校長の推薦がある者 

 

 １．推薦人数    各１名 

 

 ２．特典      入学金１５万円を全額免除いたします。 

 ※函館市内指定校……入学後，やむを得ない事情のある場合には転科および退学を

認めますが，退学については免除された入学金は許可後すみ

やかに納入していただきます。 

 ※国際理解教育指定校…入学後，やむを得ない事情のある場合には転科および退学を

認めますが，免除された入学金は許可後すみやかに納入して

いただきます。 

 

 ３．試験日程 

出 願 期 間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

１０月 ３日（月）～１０月２１日（金） １０月２９日（土） １１月 １日（火） １１月１８日（金） 

 

 ４．出願方法および検定料支払い 

本校はインターネット出願システムを利用しています。検定料のお支払いも同システ

ムで受け付けております。詳細は９ページをご覧ください。なお、郵送必要書類につ

いては、出願期間内（必着）に本校事務局まで郵送（簡易書留）してください。 

 

 ５．出願書類 

   〇インターネット出願システムから、下記書類をアップロードおよび入力してください。 

   （１）証明写真  出願３カ月以内に，上半身正面前向き，眼鏡着用者は着用して撮

影した写真データ。 

   （２）志望理由  出願期間内に入力してください。 

   〇下記書類は、出願期間内（必着）に郵送（簡易書留）で提出してください。 

   （１）推薦書  本校ホームページよりダウンロードした所定用紙を使用してください。 

   （２）調査書  高等学校長が発行したものを提出してください。 

 

函 館 市 内 指 定 校 推 薦 

国際理解教育指定校推薦 
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 ６．検定料   ２０，０００円   

インターネット出願システムからお支払い方法をご確認ください。 

 

 ７．入学試験 

   ・入学試験は書類審査およびオンライン面接で行います。 

・オンライン面接は、Zoomを使って行います。カメラの付いたＰＣまたは，スマート

フォン等をご用意ください。接続方法に不安のある方は事務局までご連絡ください。 

   ・面接は１０時００分～１７時００分の間に一人４５分で行います。時間は出願後に

こちらから指定します。 

   ・面接は評価のため録画しますが，合否判定終了後に録画データは破棄します。 

 

 ８．合格通知・入学手続き 

〇合格通知 

 （１）合格者には合格発表日の午前１０時に，インターネット出願システムのマイペ

ージ内にて合否の結果が通知されます。また，合格発表日に本校から本人宛に通知を

発送します。※指定校推薦出願者は，高等学校長宛にも結果を発送します。 

（２）合格者には合格発表日に，入学手続き書類を指定の受信場所に郵送します。 

 

〇入学手続き 

合格者は入学手続締切日までに下記の書類を一括して速達簡易書留郵便で送付し

てください。期限内に一括書類が到着しない場合，入学を許可しません。 

 

 〇入学手続締切日までに提出するもの 

    ① 入学誓書         

② 戸籍抄本１通（発行日から３ヶ月以内のもの） 

    ③ 個人調査票        

④ 納付金３７０，０００円･･･本校指定の銀行口座に振込みしてください。 

（学生本人の名義でお振込みください） 

〔納付金内訳〕 

授業料３５０，０００円（１年次前期分），教育充実費２０，０００円（１年分） 
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Ⅳ．推薦入学試験                    
 

１．出願資格：学校推薦，自己推薦で出願資格が異なります。 

【学校推薦】次に該当する者 

（１）２０２３年３月卒業見込みで，人物，身体ともに健全で学業成績が優秀であり，

出身高等学校長の推薦のある者 

 

【自己推薦】次のいずれかに該当する者で、かつ下記（１～９）を有している者 

（１） 文化，芸術，語学，ボランティア，スポーツ等の分野で実績をもつ者 

（２） 海外留学あるいは海外在住等の国際経験をもつ者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．試験日程 

出 願 期 間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

１０月３１日（月）～１１月１８日（金） １１月２６日（土） １１月２９日(火) １２月１６日（金） 

 

 ３．出願方法および検定料支払い 

本校はインターネット出願システムを利用しています。検定料のお支払いも同システ

ムで受け付けております。詳細は９ページをご覧ください。なお、郵送必要書類につ

いては、出願期間内（必着）に本校事務局まで郵送（簡易書留）してください。 

 

 ４．出願書類 

   〇インターネット出願システムから、下記書類をアップロードしてください。 

   （１）証明写真  出願３カ月以内に，上半身正面前向き，眼鏡着用者は着用して撮 

影した写真データ。 

   （２）自己推薦書 出願期間内に入力してください。※自己推薦者のみ 

 

１． 高等学校もしくはこれに準ずる学校もしくは中等教育学校を卒業した者，および

２０２３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（通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む），および２０２３年３月修了見込みの

者 

３． 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，および２０２３年３

月修了見込みの者，またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

４． 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者，および２０２３年３月修了見込みの者 

５． 文部科学大臣の指定した者 

６． 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む），および２０２３年３月まで

に合格見込みの者で，２０２３年３月３１日までに１８歳に達する者 

７． 修業年限が３年以上の専修学校の高等課程を修了した者，および２０２３年３月

修了見込みの者 

８． 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって，本校におい

て, 高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者 

９． 本校において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者に準ずる学力

があると認めた者で，２０２３年３月３１日までに１８歳に達する者 
※ 入学資格審査の詳細についてのお問い合わせ，入学資格審査申請書の請求は，本校入試事

務局までご連絡ください。 
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   〇下記書類は、出願期間内（必着）に郵送（簡易書留）で提出してください。 

   （１）学校推薦書 本校ホームページよりダウンロードした所定用紙を使用してくだ 

さい。※学校推薦者のみ 

   （２）調査書   出身高等学校長が発行したものを提出してください。 

※ 出身高等学校が調査書を発行できない場合は卒業証明書と単位修得証明書を

各１部提出してください。なお単位修得証明書が発行されない場合は，その旨ご

連絡ください。  

※ 高等学校卒業程度認定試験（または旧大学入学資格検定）合格者は，合格証明

書と合格成績証明書を各 1部提出してください。 

   （３）健康診断書 出願日から１年以内の診断書を提出してください。 

ただし，２０２３年３月に高等学校を卒業見込の方は提出不要です。 

※診断書の検査項目は，胸部 X線，聴力，視力，尿検査 [糖 ・ たん白] が 

含まれていれば結構です。 

 

 ５．検定料    ２０，０００円   

インターネット出願システムからお支払い方法をご確認ください。 

 

 ６．入学試験 

   ・入学試験は書類審査およびオンライン面接で行います。 

・オンライン面接は、Zoomを使って行います。カメラの付いたＰＣまたは，スマート 

フォン等をご用意ください。接続方法に不安のある方は事務局までご連絡ください。 

   ・面接は１０時００分～１７時００分の間に一人４５分で行います。時間は出願後に

こちらから指定します。 

   ・面接は評価のため録画しますが，合否判定終了後に録画データは破棄します。 

 

 ７．合格通知・入学手続き 

〇合格通知 

 （１）合格者には合格発表日の午前１０時に，インターネット出願システムのマイペ 

ージ内にて合否の結果が通知されます。また，合格発表日に本校から本人宛に通 

知を発送します。 

 （２）合格者には合格発表日に，入学手続き書類を指定の受信場所に郵送します。 

 

〇入学手続き 

合格者は入学手続締切日までに下記の書類を一括して速達簡易書留郵便で送付し

てください。期限内に一括書類が到着しない場合，入学を許可しません。 

 

 〇入学手続締切日までに提出するもの 

    ① 入学誓書        ② 戸籍抄本１通（発行日から３ヶ月以内のもの） 

    ③ 個人調査票        

④ 納付金５２０，０００円･･･本校指定の銀行口座に振込みしてください。 

（学生本人の名義でお振込みください） 

〔納付金内訳〕 

入 学 金１５０，０００円，授業料３５０，０００円（１年次前期分）， 

教育充実費 ２０，０００円（１年分） 
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Ⅴ．一般入学試験                    
 

１．出願資格：次のいずれかの資格に該当する者（前期入学試験・後期入学試験共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２．試験日程 

 出 願 期 間 試験日 合格発表日 入学手続締切日 

一般前期 １２月 １日（木）～１月２０日（金） 

２月 ４日（土） 

２月 ７日（火） ２月２４日（金） ２月 ５日（日） 

（予備日） 

一般後期 ２月 １日（水）～３月２４日（金） ３月２８日（火） ３月２９日(水) ４月 ３日（月） 

 

 ３．出願方法および検定料支払い 

本校はインターネット出願システムを利用しています。検定料のお支払いも同システ

ムで受け付けております。詳細は９ページをご覧ください。なお、郵送必要書類につ

いては、出願期間内（必着）に本校事務局まで郵送（簡易書留）してください。 

 

４．出願書類 

   〇インターネット出願システムから、下記書類をアップロードしてください。 

   （１）証明写真  出願３カ月以内に，上半身正面前向き，眼鏡着用者は着用して撮 

影した写真データ。 

   （２）課題作文  下記３つの課題の中から選択するか,もしくは自由題で，出願期 

間内に８００字程度で入力してください。 

課題 ：「ロシア語を使ってやりたいこと」，「あなたのヒーロー」， 

「あなたに影響を与えた出来事」 

 

 

１． 高等学校もしくはこれに準ずる学校もしくは中等教育学校を卒業した者，および

２０２３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（通常の課程以外の課程により

これに相当する学校教育を修了した者を含む），および２０２３年３月修了見込みの

者 

３． 外国において学校教育における１２年の課程を修了した者，および２０２３年３

月修了見込みの者，またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者 

４． 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者，および２０２３年３月修了見込みの者 

５． 文部科学大臣の指定した者 

６． 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む），および２０２３年３月まで

に合格見込みの者で，２０２３年３月３１日までに１８歳に達する者 

７． 修業年限が３年以上の専修学校の高等課程を修了した者，および２０２３年３月

修了見込みの者 

８． 学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって，本校におい

て, 高等学校を卒業した者に準ずる学力があると認めた者 

９． 本校において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者に準ずる学力

があると認めた者で，２０２３年３月３１日までに１８歳に達する者 
※ 入学資格審査の詳細についてのお問い合わせ，入学資格審査申請書の請求は，本校入試事

務局までご連絡ください。 
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   〇下記書類は、出願期間内（必着）に郵送（簡易書留）で提出してください。 

   （１）調査書  出身高等学校長が発行したものを提出してください。 

※ 出身高等学校が調査書を発行できない場合は卒業証明書と単位修得証明書を

各１部提出してください。なお単位修得証明書が発行されない場合は，その旨ご連

絡ください。  

※ 高等学校卒業程度認定試験（または旧大学入学資格検定）合格者は，合格証明

書と合格成績証明書を各 1部提出してください。 

   （２）健康診断書 出願日から１年以内の診断書を提出してください。 

ただし，２０２３年３月に高等学校を卒業見込の方は提出不要です。 

※診断書の検査項目は，胸部 X線，聴力，視力，尿検査 [糖 ・ たん白] が 

含まれていれば結構です。 

 

 

 ５．検定料    ２０，０００円   

インターネット出願システムからお支払い方法をご確認ください。 

 

 ６．入学試験 

   ・入学試験は書類審査およびオンライン面接で行います。 

・オンライン面接は、Zoomを使って行います。カメラの付いたＰＣまたは，スマート 

フォン等をご用意ください。接続方法に不安のある方は事務局までご連絡ください。 

   ・面接は１０時００分～１７時００分の間に一人４５分で行います。時間は出願後に

こちらから指定します。 

   ・面接は評価のため録画しますが，合否判定終了後に録画データは破棄します。 

 

 ７．合格通知・入学手続き 

〇合格通知 

 （１）合格者には合格発表日の午前１０時に，インターネット出願システムのマイペ

ージ内にて合否の結果が通知されます。また，合格発表日に本校から本人宛に通

知を発送します。 

 （２）合格者には合格発表日に，入学手続き書類を指定の受信場所に郵送します。 

 

〇入学手続き 

合格者は入学手続締切日までに下記の書類を一括して速達簡易書留郵便で送付し 

てください。期限内に一括書類が到着しない場合，入学を許可しません。 

 

 〇入学手続締切日までに提出するもの 

    ① 入学誓書         

② 戸籍抄本１通（発行日から３ヶ月以内のもの） 

    ③ 個人調査票        

④ 納付金５２０，０００円･･･本校指定の銀行口座に振込みしてください。 

（学生本人の名義でお振込みください） 

〔納付金内訳〕 

入 学 金１５０，０００円，授業料３５０，０００円（１年次前期分）， 

教育充実費 ２０，０００円（１年分） 
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Ⅷ．学生納付金                     
 

  ・ 授業料は前期３５０，０００円，後期３５０，０００円，合わせて 

年間７００，０００円です。 

  ・ 入学金は１５０，０００円です（初年度のみ納付）。 

※指定校推薦合格者は免除されます 

  ・ 教育充実費１年分として２０，０００円（毎年，前期授業料納入時に納付）， 

設備費１年分として２０，０００円（毎年，後期授業料納入時に納付）です。 

  ・ ロシア本学への留学実習費用は別途徴収いたします。 
 

Ⅵ．インターネット出願                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇インターネット出願の流れ 

 １．本校のホームページにアクセスする 
    インターネット出願に進んでください。インターネット出願画面で注意事項や流れ 

を確認したうえで、出願してください。 

 

 ２．データ（入学願書の内容）を登録する 

 

 ３．受験料を支払う 
    いずれかの方法で支払い手続きを行ってください。 

    支払い方法の詳細は、インターネット出願のページ上でご確認ください。 

    ・クレジットカード       ・ネットバンキング 

    ・コンビニエンスストア     ・ペイジー対応銀行ＡＴＭ 

    受 験 料   ２０，０００円   ※別途手数料が必要です 

 

 ４．出願書類を郵送する 
    出願期間内（必着）に簡易書留で郵送してください。 

 

 ５．受験番号通知 
    出願書類が受理されると、マイページ内にある登録済み試験日程一覧に受験番号が通知さ

れます。オンライン面接時に使用するＵＲＬは、マイページ内のメッセージで確認できま

す。 

 

 ６．受験  

 

 ７．合否の確認 
    合格発表日の午前１０時に、マイページ内にある登録済み試験日程一覧に合否の結果が通

知されます。 

＼インターネット出願の３つのポイント／ 

２４時間 

いつでも出願可能 

 

 

 

出願受理から 

合否発表まで確認可能 

 

全国どこからでも 

お支払い可能 
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