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海 外現地入学者選抜
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*International Graduate School for Advanced Studies

学生募集要項
［学位プログラム制 ］
学位プログラム名

学位

グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
修士（グローバルコミュニケーション）
（日本語教師養成大学院課程含む）
心理学実践研究学位プログラム
（臨床心理士養成含む） 修士（心理学）
経営学学位プログラム
大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム
（通信教育課程）
老年学学位プログラム

修士（経営学）
修士（大学アドミニストレーション）
修士（老年学）

この 募 集 要 項は、出 願 時 点で「 海 外に居 住しており、かつ日本 国 内 の 教 育 機 関に在 籍して
いない」受験生が対象です。
出願時点で「日本国内に居住している」もしくは「日本国内の教育機関に在籍している（居
住地は問わない）」受験生は、海外現地入学者選抜の受験はできません。
「 2021 年度学生
募集要項」を確認してください。

［重要］
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、
オンライン面接はオンライン会議システム
（Zoom）
を利用して実施します。
●志望学位プログラム、選抜方式、個人情報等はインターネットでの登録となります。
●検定料の支払いはクレジットカードのみとなります。

TOEIC® Listening & Reading Test is registered trademarks of Educational Testing Service（ETS）
.
This publication（or product）is not endorsed or approved by ETS or The Chauncey Group International Ltd.
TOEFL® and TOEFL iBT® are registered trademarks of Educational Testing Service（ETS）. This publication（or product）is not endorsed or approved by ETS.
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桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

出願および入学手続にあたって提出していただいた個人情報は、入学試験、合格発表、入学手続およびこれらに付随する事項を行うために利用し
ます。
これらの業務の一部を、本学が指定した業者に委託します。業務委託にあたり、同業者に対して、提出していただいた個人情報を提供することが
あります。また、個人が特定されないように続計処理した情報を、本学における入学者選抜および教育改善のための調査に利用します。
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大学院

個人情報の取り扱いについて

大学院 共 通 情 報

※入学資格に関わる出願資格の他に、選抜方式固有の出願条件を
課しています。

桜美林学園のミッション
（使命）
桜美林学園の使命は、キリスト教主義に基づく人間教育を通して、神、人間及び社会のために貢献する人間を育成することです。それは、
どのような
環境の中にあっても、常に未来に希望を持ち、他者の痛みを理解できる人間でなければなりません。また、現代社会の多様な価値観に対応でき且つ
創造力と判断力に富んだ人間を育てることです。

桜美林大学の教育目標
桜美林大学は、教育基本法及び学校教育法の定めるところに従い、豊かな人間性を涵養するため幅広い知識を授けるとともに、専門学芸の研究と教
育を行い、キリスト教精神に基づいた教養豊かな識見の高い国際的人材を育成することを目的としています。

■ 大学院各学位プログラムの養成する人材等
1

国際学術専攻の人材養成等について

（１）国際学術専攻は、高度な知的基盤社会に十分貢献できる複合的な学修及び学際的な研究活動を通じて、高次プロフェッショナルとして社会
で活躍できるべく、
グローバル社会のニーズに一層適応した高度専門職業人及び研究者の養成等を目的として、教育研究を行う。
２ 博士前期課程・修士課程学位プログラムの人材養成等について
（１）グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラムは、グローバル社会にあって、幅広いコミュニケーションの理論と実践に係る教育
研究を行い、高度な知識、実践力及びリーダーシップを備えたグローバルな視点に立ち架け橋となる人材の養成等を目的として、教育研究
を行う。
（２）心理学実践研究学位プログラムは、臨床心理学、ポジティブ心理学を基礎学問として、心の健康や豊かな生活に関する研究と実践を行い、
心の専門家及び優れた研究者の養成等を目的として、教育研究を行う。
（３）経営学学位プログラムは、複雑化する国際競争社会において、的確な企業経営の判断が下せる知識、スキル、発想、戦略的思考、変化への
柔軟性、ナレッジ変換・コンセプト化、
リスクテイクを兼ね備えた高度専門職業人の養成等を目的として、教育研究を行う。
（４）大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信制課程）は、大学の行政・管理・運営にわたる専門的知識・能力を有する大学アドミ
ニストレーター（大学経営の専門家）の養成等を目的として、教育研究を行う。
※大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）は、選択する科目により、通信機器を使用した授業と面接（対面）形
式の授業のコンビネーションを予定しています。
（５）老年学学位プログラムは、高齢者のより広範な社会的参加を実現するための専門的知識・能力を有する高度専門職業人及び研究者の養成
等を目的として、教育研究を行う。

■ 桜美林大学大学院および学位プログラム別アドミッションポリシー（学生の受入れ方針）
桜美林大学および学位プログラム別アドミッションポリシーは以下のページより確認してください。
桜美林大学大学院アドミッションポリシー

https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/overall.html
学位プログラム別アドミッションポリシー

https://www.obirin.ac.jp/academics/postgraduate/
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大学院 出願 資 格
大学院（博士前期課程・修士課程）出願資格
次の各号のいずれかに該当する者または入学するまでに該当する見込みのある者。

大学院
外国人留学生選抜

1. 大学を卒業した者
2. 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
3. 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
4. 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
5. 我が国において、外国の大学相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大臣指定外国大学日本校＊）を修了した者
＊http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/001.htm
6. 外国の大学等において、修業年限が3年以上の課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
（施行規則第155条第1項第4号の2）
7. 指定された専修学校の専門課程（文部科学大臣指定専修学校専門課程一覧＊）を修了した者
＊http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111316/002.htm

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

8. 旧制学校等を修了した者（昭和28年文部省告示第5号第1号〜第4号、昭和30年文部省告示第39号第1号）
9. 防衛大学校、海上保安大学校、気象大学校など、各省大学校を修了した者
（昭和28年文部省告示第5号第5号〜第12号、昭和30年文部省告示第39号第2号）
10. 文部科学大臣の指定した者
11. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、
本大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者
12. 本大学院において、
「個別の入学資格審査」により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者
※上記出願資格12.により出願を希望する者は、出願受付開始1か月前までに「個別の入学資格審査」を申請する必要があります。
希望者は1か月前までに入学部に申し出てください。

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

大学院
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試験日程および対象となる選抜方式について
試験日程および対象となる選抜方式について（日本時間）
注意

インターネットによる出願登録の日時は日本時間です。期日を過ぎると登録ができなくなりますので、注意してください。
検定料の支払いと出願書類の提出・受理が済んで、はじめて出願が完了となります。検定料の支払い等について不明な点がある方
は、
メールで問い合わせてください。

E-mail：global_ad@obirin.ac.jp

■ 2020年12月入試

入学時期：2021年4月
書類提出期限
［必着］

出願登録（インターネット出願）

2020年11月12日（木）〜11月18日（水）

11月19日（木）

まで
最終日は日本時間の正午（昼12時）

受験票発行
開始日

12月8日（火）
15時から

事前接続テスト※
（参加必須）

試験日

12月12日（土）

12月19日（土）

入学手続き
締切日

合格発表日

12月24日（木）

2021年

10時から

1月7日（木）

※〈事前接続テスト〉オンラインでの接続を事前に行います。デジタル受験票発行日に当日の集合時間やオンライン会議システム
（Zoom）の URL の詳細をお知らせします。
なお、合否には一切関係ありません。

対象となる選抜方式

入学年次

1年

外国人留学生特別選抜
外国人留学生特別選抜（ダブルディグリー）

1年

※

※特定の指定校、提携校からのみ出願可能です。

■ 2021年6月入試

入学時期：2021年9月

※日程は2020年12月に本学受験サイト
（http://admissions.obirin.ac. jp/entrance_exam_guide/application/oversea/）
にて公開予定です。

出願登録（インターネット出願）

書類提出期限［必着］ 受験票発行開始日

2020年12月に日程公開予定

対象となる選抜方式
外国人留学生特別選抜
桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム※
※特定の指定校、提携校からのみ出願可能です。
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同左

6月（予定）

入学年次

1年
留学生別科
（2022年9月に1年次入学）

試験日

合格発表日

入学手続き締切日

6月（予定）

6月（予定）

7月（予定）

出願にあたっての注意

大学院共通情報

大学院

出願上の注意
1. 受験時および修学時に特別な配慮・支援を要する志願者は、事前に相談してください。事前の相談がない場合、対応ができかねる場合があ
大学院
外国人留学生選抜

りますので、出願の1ヶ月前までに入学部（global_ad@obirin.ac.jp）へ必ず連絡してください。
2. 出願書類に不備がある場合は受け付けることができません。また、一度提出した書類等は原則、返却できませんので予めご了承ください。
3. 出願後に、学位プログラムや選抜方法等の変更はできません。
4. 一度納入した検定料は返還できません。海外現地入試の検定料は、返金手数料の方が多くかかることがあるため返金できません。出願前に出
願資格を必ず確認してください。
5. 合格の取消しおよび入学許可の取消しとなった場合、一度納入した入学手続費用等は、いかなる理由があっても返還いたしません。
6. やむを得ない理由により入学を辞退する場合は、入学日の前日（3月31日、9月15日）の午前11時までに入学部に電話をしてください。
そして、入学日前日の午後3時までに「入学辞退届」の提出を完了させてください。（すべて日本時間となります。）
受理された者に入学金および返金にかかる手数料を差し引いた納入金を返金します。いかなる理由でも入学金の返金はできません。

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

「J-CAT」の受験について
「J-CAT」の得点を使って、本学の受験を希望する者は、以下の期間内に手続きを行ってください。
［手続き期間］

2020年10月16日（金）〜10月21日（水）

2021年2月1日（月）〜2月5日（金）

2020年10月28日（水）〜10月30日（金）

2021年2月22日（月）〜2月26日（金）

のち本学の指定する日

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

受験期間

2021年6月入試

のち本学の指定する日

［申請方法］
申請期間中に本学受験生サイト（http://admissions.obirin.ac. jp/entrance_exam_guide/application/oversea/）にアクセスし、
「J-CAT申請フォーム」より、必要事項を記入し、申請してください。
「J-CAT」のID・パスワードを発行次第、順次メールにてご連絡します。
※「 J-CAT 申請フォーム」は、申請期間のみアクセス可能です。
※申請前に上記受験生サイトに記載されている注意事項を必ず確認してください。
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大学院

申請期間

2020年12月入試

出願から入 学 手 続きまでの流れ
※J-CAT受験者はJ-CAT申請期間に申請のうえ、受験が必要です。

1

入試日程の確認・出願書類の作成

2

受験生サイト(本学Webサイト)より
インターネット出願サイトにアクセスする

● http://admissions.obirin.ac.jp/entrance̲exam̲guide/application/oversea/

3

4

5

6

10
7

8

9
06

志望研究科、学位プログラム、選抜方式、個人情報等を登録する

● 志願者本人が常に受信可能なメールアドレスを登録してください。

●「申込み完了画面」最終ページに「ログインID（初回のみ）」
「受付番号」が表示されます。
忘れないように控えておいてください。

検定料を納入する

● 検定料の支払いはクレジットカードのみとなります。
● 検定料の納入後は、出願内容の変更、検定料の返還ができません。
納入前に、出願内容の確認を必ず行ってください。

出願書類を郵送する

「収納証明書」を印刷。書類提出期限に
● 上記❹の完了後に、支払いサイトの「マイページ」にアクセスし、
間に合うように出願書類と一緒に郵送してください。

試験を受験する（オンライン面接）

合否確認する

● 合格発表日にインターネット出願サイトから確認してください。

入学手続き
（入学金、授業料等の納入）
を行う
● 合格者のみ、学納金の振込案内書を発行します。
入学手続き締切日までに手続きを行ってください。

「在留資格認定証明書交付申請書」
を作成し、大学にメールで送付する
● 出願書類の内容を確認後、大学からメールにて所定の用紙をお送りします。
合格・入学手続き完了後、
「在留資格認定証明書」の代理申請を大学が行います。

大学院共通情報

受験票について
1. 受験票は受験票発行開始日から、インターネット出願サイトにログインして確認してください。
大学院
外国人留学生選抜

2. 受験票は印刷し、試験当日に手元に準備してください。

試験当日の注意について
自宅等のネット環境が確保された場所で受験していただきますので、
以下の注意事項を予め確認しておいてください。
大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

1. 大学より指定された時間にオンライン面接システムにアクセスし、待機してください。指定された時間にアクセスがない場合、受験ができな
いこともありますので、十分に注意してください。
2. 携帯電話、スマートフォン、PHS、ウェアラブル端末等電子機器の面接を行う場所での使用は禁止です。
3. ネット環境の不具合等により、予定された日時にオンライン面接ができなかった場合、または途中で中断をした場合は、改めて面接を行います。
この際、予め設定されている試験期間の別の日時、または別途指定する試験日時にて面接を行います。

留学を目的とした入国手続きについて
桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

留学生として日本に入国するためには、
「留学」の査証（ビザ）を取得する必要があります。「留学」の査証を取得する方法はいくつかありますが、
より確実な方法として、次の方法を採用します。
申請方法：桜 美林大学が代理人となり、本人に代わって出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、申請結果を本人にお
知らせします。「在留資格認定証明書」の交付を受けた後、本人が居住する国・地域を管轄する日本大使館または日本領事館へ査証
を申請してください。
※詳細については、合格者に別途お知らせします。
なお、他の大学等からも入学許可を受けている場合、
「在留資格認定証明書」の交付申請が重複しないように注意してください。重複した場合、
「在留資格認定証明書」は交付されません。
「在留資格認定証明書」の交付までに、1か月半～2か月程度かかります。諸手続きが遅くなると、入国が間に合わなくなる可能性がありますので、
注意してください。
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大学院

■ 新規で在留資格「留学」を申請する方

学納金について

【大学院（博士前期課程・修士課程）】
＜入学金＞
入

学

金

100,000円

＜施設設備費・授業料＞
１年次
施設設備費

50,000円

50,000円

600,000円

600,000円

卒 業 諸 費

-

50,000円

施設設備費

50,000円

50,000円

600,000円

600,000円

1,300,000円

1,350,000円

春学期

授

博士前期課程・

2年次

修士課程

業

料

秋学期
授
合

業

料

計

※委託徴収金として、修了予定年次に卒業諸費（50,000円）
を徴収します。秋学期入学生は、修了予定年次の秋学期に徴収します。
※年間最大３２単位まで修得ができます。
※履修する科目によっては別途実習費等が必要となります。

＜実験実習費＞
国際学術研究科国際学術専攻博士前期課程心理学実践研究学位プログラム
（臨床心理学分野、ポジティブ心理学の公認心理師資格
取得）の学生は、次の実験実習費も納入してください。
１年次
実験実習費

150,000円

2年次

200,000円

※専門健康心理士資格取得のための現場実習を履修する場合、別途費用が必要になります。
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合 計

350,000円

大学院共通情報

学ぶキャンパスについて
大学院
外国人留学生選抜

桜美林大学では、学位プログラムにより学ぶキャンパスが異なります。
博士前期課程・修士課程

国際学術研究科

専攻名

国際学術専攻

学位プログラム

学ぶキャンパス

グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム

四谷キャンパス（千駄ヶ谷）

心理学実践研究学位プログラム

町田キャンパス

経営学学位プログラム

新宿キャンパス

老年学学位プログラム

四谷キャンパス（千駄ヶ谷）
※スクーリング時のキャンパス

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム（通信教育課程）

四谷キャンパス（千駄ヶ谷）
（2020年10月現在）
変更の可能性がありますので、最新の情報は受験生サイト
（海外現地入試のページ）
をご確認ください。

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

大学院
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大学院

外国人留学生選抜

〈修士課程〉
〈博士前期課程〉

1 募集する研究科・専攻・学位プログラム、募集人員
研究科

専攻

学位プログラム

募集人員

グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
心理学実践研究学位プログラム
国際学術研究科

国際学術専攻

経営学学位プログラム

30名

大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム
（通信教育課程）※注1
老年学学位プログラム
※注 1 日本国籍以外の方も出願可能ですが、在留資格における「留学」活動とは認められません。
スクーリング時のビザ取得について本学では代行申請等は行いません。

※注 1 大学アドミニストレーション実践研究学位プログラムは、選択する科目により、通信機器を使用した授業と面接（対面）形式の授業のコンビネーションを予定しています。

2 出願条件

以下①②いずれにも該当する者

① 大学の四年制本科（学位取得）
を卒業した者（見込みを含む）、
また

3 選抜方法
① 書類審査

② オンライン面接（２０分程度）

は中国国家教育部が認定した普通高等教育機関の本科を卒業（見
込みを含む）
した外国籍の者（日本での在留資格が「永住者」
「定住
者」は除く）
で、本学において受験資格有りと認めた者。
② 以下のア〜キいずれかの条件（項目）
に該当する者。
ア．
「 日本語能力試験」Ｎ１取得者：独立行政法人国際交流基金と

4 検定料（ 5 , 000 円）

※別途手数料がかかります。

インターネット出願時にクレジットカードでお支払いください。

公益財団法人日本国際教育支援協会実施
イ．
「実用日本語検定（ J.TEST ）」で 700 点以上（準Ｂ級）取得者：
日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者

P.04 の「試験日程および対象となる選抜方式について」を確認して

エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300 点

ください。

以上及び「記述」33 点以上取得者
オ「
. JPT（日本語能力試験 ）」660 点以上取得者：専門教育出版
日本語 NAT-TEST 運営委員会実施
カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試
験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300 点
以上取得者：一般社団法人日本語教育支援協会運営
※各語学試験の有効期間は、各実施機関が定める有効期限に準ずる。
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5 出願期限・試験日等

大学院共通情報

6 出願書類

（１〜5はすべて日本語で記入すること）

以下１〜11の全ての書類を、出願書類提出期限に間に合うように桜美林大学入学部宛に郵送してください。
種類

入学志願書・履歴書［様式01］

写真（縦４㎝×横３cm）
を所定の箇所に貼付してください。

志望理由書［様式02］

指定の様式一枚に記述してください。

推薦書［様式03］

出身大学の指導教員等によるものを提出してください。

経費支弁書［様式04］

大学院
外国人留学生選抜

1
2
3
4

概要

必要事項を記入してください。
入学志願書に記した「入学後の研究テーマ」について、
Ａ４判縦の任意の用紙に横書き2,400字程度で記
述してください。パソコンの使用可。
＊グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム志願者は以下の通り研究計画書を作成してください。
修士課程における2 年間の研究について、テーマを明記したうえで、以下の点について2000 字程度で具
体的に述べてください。
1. 内容
(a) 研究テーマを選んだ動機（問題意識）

研究計画書

(b) 研究の目的と意義
(c) データの収集方法および手順

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

5

（研究のためにはデータが必要です。どこからどのようにデータを得るか、手順も含めて述べてください。）

2. 研究テーマを決めるにあたって参照した〈文献〉をあげてください。
注意事項：
・A4用紙2枚を使用し、2000字程度にまとめる。
（両面使用不可・手書き不可）
・
「日本語教育専攻」
と明記し、研究テーマと氏名をはじめに必ず書くこと。
・上記２の〈文献〉は最後にまとめてあげること。

6
7

学業成績証明書

証明書等の写し

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

原本

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

＊以下のいずれかを証明するものを提出してください。
ア．
「日本語能力試験」
Ｎ１
：独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会実施
イ．
「実用日本語検定（J.TEST）」で700点（準 B 級）以上：日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者
エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300点以上及び「記述」33点以上取得者。
オ「
. JPT（日本語能力試験）」660点以上取得者：専門教育出版 日本語 NAT-TEST 運営委員会実施

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

出願資格に関する日本語語学資格

原本

カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300点以上取得者：一般社団法人日本語教育
支援協会運営

9
10

写真

写真（縦4cm×横3cm）
を4枚提出してください。

収納証明書

インターネットでの出願登録、検定料支払い後に発行された収納証明書を印刷してください。

中国教育部「 中国高等教育学生信息網

香港、マカオ、台湾を除く中国大陸の大学卒業者は、中国教育部「中国高等教育学生信息網（学信網）」
（http://www.chsi.com.cn）
「 中国学位与研究生教育信息網（学位網）」
（http://www.cdgdc.edu.cn）
網（学位網）」が発行した成績証明書およ
にて、必ず成績証明書および学位（卒業）の認証報告を申請しておき、印刷した認証報告書を出願書類に
び学位（卒業）証明書（卒業した者）の中、
含めてください。
英文（いずれか）認定報告書の申請
認証報告の発行ができない大学出身者は出願できません。
※卒業見込みの方は、卒業（学位取得）後
※申請から認証報告書の発行には日数を要します。時間に余裕を持って申請してください。
に上記の認定報告書を申請してください。

（学信網）」
「中国学位与研究生教育信息
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＜注意事項＞
●出願書類等について、理由の如何にかかわらず虚偽の申告、不正等の事実が判明した場合は、受験を認めない他、合格・入学許可の取り消し、
また入学後に判明した場合においても処分の対象となります。
●提出された書類は原則として返却しません。

7 出願方法
1. インターネット出願

8 合格発表・入学手続について
2. 書類提出

［出願書類提出先］

認できます。納付期限までに指定された金額を入金してください。

桜美林大学入学部
〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
電話：+81（0）42-797-4201

合格発表日の10時（日本時間）
よりマイページで合否を確認してくだ
さい。合格者のみ合格発表日に本学 HP にて学納金の振込案内が確

E-mail : global_ad@obirin.ac.jp

注１）送金の際、発生する手数料は自己負担となりますので、予めご承知おきください。
注２）
「 入学許可証」は、振込金額が確認でき、代理申請を行う
「在留資格認定証明書」が発行さ
れ次第送付します。

詳細は P.06「出願から入学手続きまでの流れ」を確認してください。
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大学院

8

卒業（修了）証明書又は見込証明書

外国人留学生選抜（ダブルディグリー）

大学院

〈修士課程〉
〈博士前期課程〉

中国

1 募集する研究科・専攻・学位プログラム、募集人員
研究科

専攻

学位プログラム

募集人員

グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム
心理学実践研究学位プログラム
国際学術研究科

国際学術専攻

経営学学位プログラム

各学位プログラム：
１人

大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム
（通信教育課程）※注1
老年学学位プログラム
※注 1 日本国籍以外の方も出願可能ですが、在留資格における「留学」活動とは認められません。
スクーリング時のビザ取得について本学では代行申請等は行いません。

※注 1 大学アドミニストレーション実践研究学位プログラムは、選択する科目により、通信機器を使用した授業と面接（対面）形式の授業のコンビネーションを予定しています。

2 出願条件

以下①②いずれにも該当する者

① 出願時に天津外国語大学大学院に在籍する者。

3 選抜方法
① 書類審査

② オンライン面接（２０分程度）

に該当する者。
② 以下のア〜エいずれかの条件（項目）
ア．
「 日本語能力試験」Ｎ１取得者：独立行政法人国際交流基金と
公益財団法人日本国際教育支援協会実施
イ．
「実用日本語検定（ J.TEST ）」で 700 点以上（準Ｂ級）取得者：

4 検定料（ 5 , 000 円）

※別途手数料がかかります。

インターネット出願時にクレジットカードでお支払いください。

日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者。
エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300 点
以上及び「記述」33 点以上取得者
オ「
. JPT（日本語能力試験 ）」660 点以上取得者：専門教育出版
日本語 NAT-TEST 運営委員会実施
カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試
験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300 点
以上取得者：一般社団法人日本語教育支援協会運営
※各語学試験の有効期間は、各実施機関が定める有効期限に準ずる。
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5 出願期限・試験日等
P.04 の「試験日程および対象となる選抜方式について」を確認して
ください。

大学院共通情報

ダブルディグリー
対象校

●天津外国語大学

6 出願書類

（１〜5はすべて日本語で記入すること）

以下、
１〜10の全ての書類を、出願書類提出期限に間に合うように桜美林大学入学部宛に郵送してください。
種類

入学志願書 ･ 履歴書［様式01］

写真（縦４㎝×横３cm）
を所定の箇所に貼付してください。

志望理由書［様式02］

指定の様式一枚に記述してください。

推薦書［様式03］

出身大学の指導教員等によるものを提出してください。

経費支弁書［様式04］

必要事項を記入してください。

大学院
外国人留学生選抜

1
2
3
4

概要

入学志願書に記した「入学後の研究テーマ」について、
Ａ４判縦の任意の用紙に横書き2,400字程度で記
述してください。パソコンの使用可。
＊グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラムは以下の通り研究計画書を作成してください。
修士課程における2 年間の研究について、テーマを明記したうえで、以下の点について2000 字程度で具
体的に述べてください。

研究計画書

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

5

1. 内容
(a) 研究テーマを選んだ動機（問題意識）
(b) 研究の目的と意義
(c) データの収集方法および手順
（研究のためにはデータが必要です。どこからどのようにデータを得るか、手順も含めて述べてください。）

2. 研究テーマを決めるにあたって参照した〈文献〉をあげてください。
注意事項：
・A4用紙2枚を使用し、2000字程度にまとめる。
（両面使用不可・手書き不可）
・
「日本語教育専攻」
と明記し、研究テーマと氏名をはじめに必ず書くこと。
・上記２の〈文献〉は最後にまとめてあげること。

6
7

原本

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

学業成績証明書

原本

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

証明書等の写し

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

出願資格に関する日本語語学資格

＊以下のいずれかを証明するものを提出してください。
ア．
「日本語能力試験」
Ｎ１
：独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会実施
イ．
「実用日本語検定（J.TEST）」で700点（準 B 級）以上：日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者
エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300点以上及び「記述」33点以上取得者。
オ「
. JPT（日本語能力試験）」660点以上取得者：専門教育出版 日本語 NAT-TEST 運営委員会実施
カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300点以上取得者：一般社団法人日本語教育
支援協会運営

9
10

写真

写真（縦4cm×横3cm）
を4枚提出してください。

収納証明書

インターネットでの出願登録、検定料支払い後に発行された収納証明書を印刷してください。

＜注意事項＞
●出願書類等について、理由の如何にかかわらず虚偽の申告、不正等の事実が判明した場合は、受験を認めない他、合格・入学許可の取り消し、
また入学後に判明した場合においても処分の対象となります。
●提出された書類は原則として返却しません。

7 出願方法
1. インターネット出願

8 合格発表・入学手続について
2. 書類提出

認できます。納付期限までに指定された金額を入金してください。

桜美林大学入学部
〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
電話：+81（0）42-797-4201

合格発表日の10時（日本時間）
よりマイページで合否を確認してくだ
さい。合格者のみ合格発表日に本学 HP にて学納金の振込案内が確

［出願書類提出先］

E-mail : global_ad@obirin.ac.jp

注１）送金の際、発生する手数料は自己負担となりますので、予めご承知おきください。
注２）
「 入学許可証」は、振込金額が確認でき、代理申請を行う
「在留資格認定証明書」が発行さ
れ次第送付します。

詳細は P.06「出願から入学手続きまでの流れ」を確認してください。

13

大学院

8

天津外国語大学院在籍証明書

桜美林大学と提携大学との
一貫教育プログラム

大学院

〈修士課程〉
〈博士前期課程〉

中国

本一貫教育プログラムは両大学の合意にもとづいて運営されるプ

日本語教育および専門予備教育を本学日本言語文化学院で受講し、

ログラムであり、提携大学の学士課程最終年次と桜美林大学の大学

2022年６月に実施される「学習到達度審査」をもって、2022年9月か

院修士課程・博士前期課程との一貫教育を行います。提携大学学士

らの桜美林大学大学院への進級が決まります。なお、本学日本言語

課程在籍者は、この選抜試験に合格することで、2021 年９月より最

文化学院在籍中も提携大学の籍は保持され、必要単位修得後に提携

後の一学年の期間を桜美林大学日本言語文化学院（留学生別科）に

大学より学士号が授与されます。

て学ぶこととなります。その間、桜美林大学大学院進級を前提とした

1 募集する研究科・専攻・学位プログラム、募集人員
研究科

国際学術研究科

専攻

国際学術専攻

注）出願後の志望学位プログラムの変更は一切認められません

学位プログラム

募集人員

グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラム

4人

心理学実践研究学位プログラム

6人

経営学学位プログラム

6人

大学アドミニストレーション実践研究学位プログラム
（通信教育課程）※注1

4人

老年学学位プログラム

4人

① 日本言語文化学院（留学生別科）入学時期：2021年9月
② 大学院進級時期：2022年9月
※注 1 日本国籍以外の方も出願可能ですが、在留資格における「留学」活動とは認められません。
スクーリング時のビザ取得について本学では代行申請等は行いません。

※注 1 大学アドミニストレーション実践研究学位プログラムは、選択する科目により、通信機器を使用した授業と面接（対面）形式の授業のコンビネーションを予定しています。

2 出願条件

以下①②いずれにも該当する者

① 2022年6月に提携大学を卒業見込（学位取得見込）
である者。

3 選抜方法
① 書類審査

② オンライン面接（２０分程度）

② 桜美林大学大学院進級前に以下のア〜キについていずれか１つ以
上の条件に該当する者、
もしくは見込みがある者。
ア．
「 日本語能力試験」Ｎ１取得者：独立行政法人国際交流基金と
公益財団法人日本国際教育支援協会実施

4 検定料（ 5 , 000 円）

※別途手数料がかかります。

インターネット出願時にクレジットカードでお支払いください。

イ．
「実用日本語検定（ J.TEST ）」で 700 点以上（準Ｂ級）取得者：
日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者。
エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300 点
以上及び「記述」33 点以上取得者
オ「
. JPT（日本語能力試験 ）」660 点以上取得者：専門教育出版
日本語 NAT-TEST 運営委員会実施
カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試
験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300 点
以上取得者：一般社団法人日本語教育支援協会運営
※各語学試験の有効期間は、各実施機関が定める有効期限に準ずる。
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5 出願期限・試験日等
P.04 の「試験日程および対象となる選抜方式について」を確認して
ください。

大学院共通情報

一貫教育プログラム
対象校

●大連外国語大学
●青島理工大学

6 出願書類

（１〜5はすべて日本語で記入すること）

以下１〜9の全て書類を、出願書類提出期限に間に合うように桜美林大学入学部宛に郵送してください。
種類

入学志願書 ･ 履歴書［様式01］

写真（縦４㎝×横３cm）
を所定の箇所に貼付してください。

志望理由書［様式02］

指定の様式一枚に記述してください。

推薦書［様式03］

提携大学の指導教員等によるもの。

経費支弁書［様式04］

必要事項を記入してください。

大学院
外国人留学生選抜

1
2
3
4

概要

入学志願書に記した「入学後の研究テーマ」について、
Ａ４判縦の任意の用紙に横書き2,400字程度で記
述してください。パソコンの使用可。
＊グローバルコミュニケーション実践研究学位プログラムは以下の通り研究計画書を作成してください。
修士課程における2 年間の研究について、テーマを明記したうえで、以下の点について2000 字程度で具
体的に述べてください。
1. 内容
(a) 研究テーマを選んだ動機（問題意識）
研究計画書

(b) 研究の目的と意義
(c) データの収集方法および手順

大学院
外国人留学生選抜︵ダブルディグリー︶

5

（研究のためにはデータが必要です。どこからどのようにデータを得るか、手順も含めて述べてください。）

2. 研究テーマを決めるにあたって参照した〈文献〉をあげてください。
注意事項：
・A4用紙2枚を使用し、2000字程度にまとめる。
（両面使用不可・手書き不可）
・
「日本語教育専攻」
と明記し、研究テーマと氏名をはじめに必ず書くこと。
・上記２の〈文献〉は最後にまとめてあげること。

6

証明書等の写し

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

＊以下のいずれかを証明するものを提出してください。
ア．
「日本語能力試験」
Ｎ１
：独立行政法人国際交流基金と公益財団法人日本国際教育支援協会実施
イ．
「実用日本語検定（J.TEST）」で700点（準 B 級）以上：日本語検定協会・J.TEST 事務局主催
ウ．
大学日本語専業８級合格者
エ．
日本留学試験（EJU）日本語科目「読解・聴読解・聴解」300点以上及び「記述」33点以上取得者。
オ「
. JPT（日本語能力試験）」660点以上取得者：専門教育出版 日本語 NAT-TEST 運営委員会実施

桜美林大学と提携大学との一貫教育プログラム

出願資格に関する日本語語学資格

原本

カ「日本語
.
NAT-TEST」1級取得者：一般社団法人 日本語能力試験実施委員会運営
キ「
. J-CAT (Japanese Computerized Adaptive Test)」300点以上取得者：一般社団法人日本語教育
支援協会運営

8
9
10

学業成績証明書

原本

※必ず日本語訳（または英訳）を添付してください。

写真

写真（縦4cm×横3cm）
を4枚提出してください。

収納証明書

インターネットでの出願登録、検定料支払い後に発行された収納証明書を印刷してください。

＜注意事項＞
●出願書類等について、理由の如何にかかわらず虚偽の申告、不正等の事実が判明した場合は、受験を認めない他、合格・入学許可の取り消し、
また入学後に判明した場合においても処分の対象となります。
●提出された書類は原則として返却しません。

7 出願方法
1. インターネット出願

8 提携大学との一貫教育プログラム学費案内
2. 書類提出

［出願書類提出先］
桜美林大学入学部
〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
電話：+81（0）42-797-4201

E-mail : global_ad@obirin.ac.jp

詳細は P.06「出願から入学手続きまでの流れ」を確認してください。

①初年度学納金（桜美林大学日本言語文化学院入学時）
入学金

100,000円

授業料

500,000円

合

600,000円

計

※ 上記に加え、振込の際に送金手数料や為替
取り扱い手数料が別途必要になります。銀行
にてご確認ください。
※ 合格発表後 の 詳細 な 入学手続きの 流 れに
ついては後日改めて連絡いたします。

②桜美林大学大学院博士前期課程・修士課程学納金について
桜美林大学大学院への支払い時期は、
２０22 年６月以降となります。

9 合格発表・入学手続について

学納金については、P.08を参照ください。

合格発表日の10時（日本時間）
よりマイページで合否を確認してくだ
さい。合格者のみ合格発表日に本学 HP にて学納金の振込案内が確
認できます。所定の期日までに入学手続を行ってください。
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7

卒業（修了）証明書又は見込証明書

町田キャンパス、プラネット淵野辺キャンパス（PFC）
至多摩センター駅
桜美林学園

桜美林学園東

スクールバス乗り場
矢部
グラウンド
町田街道

インフォメーション 桜美林
センター
学園前

至町田
【徒歩の場合約 20 分】
ホテル
リブマックス相模原

境川

スクールバス
乗り場

横浜銀行
国際寮

JR 淵野辺駅

第二国際寮

PFC
（プラネット淵野辺キャンパス）

■所在地／〒194-0294 東京都町田市常盤町3758
TEL：042-797-1583
■交 通／〈スクールバス〉 JR横浜線「淵野辺駅」北口よりバス約8分
〈路線バス〉 JR横浜線「淵野辺駅」北口より神奈中バス
「町田バス
センター行」
または
「小山田桜台行」
で約8分「桜美林学園前」下車。

四谷キャンパス
（千駄ヶ谷）

新宿キャンパス
東京グローブ座
JCHO東京山手
メディカルセンター

▲新宿三丁目

新宿キャンパス

▲高田馬場

新宿キャンパス

JR中央・総武線
JR千駄ヶ谷駅

野

▲

明治神宮前

西武新宿
▼

鳩森八幡神社前

四谷キャンパス
（千駄ヶ谷）

2番出口
セブンイレブン

東京体育館前

観音橋
千駄ヶ谷三丁目

▲

■所在地／〒169-0073 東京都新宿区百人町3丁目23-1番
■交 通／JR中央・総武線「大久保駅」北口より徒歩約6分
JR山手線「新大久保駅」より徒歩約8分

■所在地／〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-1-12
■交 通／JR中央線「千駄ヶ谷駅」
より徒歩6分
東京メ
トロ副都心線「北参道駅」
より徒歩5分

桜美林大学 入学部
〒194-0294

東京体育館

鳩森八幡神社

▲

新宿 ▼

宿

新

駅
保
久 武線

総
央・
中

大

JR

JR

新大久保駅前
郵便局

ＪＲ新大久
保駅

大久保通り

東京体育館

千駄ヶ谷三丁目西

日本国東京都町田市常盤町 3758

TEL： +81-（ 0 ）42-797-4201［平日9：00 〜 17：00 ］
E-mail：global_ad@obirin.ac.jp

外苑西
通り

コンビニ

1番出口
北参道駅

サンマルク
カフェ

国立競技場駅
都営大江戸線
御茶ノ水
4番出口

▲

中

津田塾大学

新宿

東京メトロ副都心線

東

コンビニ

西武新宿
線

ＪＲ山手
線

◀

