桜美林大学日本言語文化学院
（留学生別科）

2019 年度入学募集要項
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問い合わせ先・送付先
〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺 4-16-1 桜美林大学 日本言語文化学院
TEL: +81-(0)42-704-7041 / FAX: +81-(0)42-704-7033
E-MAIL： rywx@obirin.ac.jp
電話受付時間：平日 午前 9 時～午後 5 時 / FAX 受付時間：終日
※ 出願、送金などの詳細は出願書類添付の付録をご参照ください｡

1．出願から入学まで
項目

2019 年 4 月入学
2018 年 8 月 24 日（金）
～10 月 17 日（水）
2018 年 10 月 24 日（水）
2018 年 11 月 8 日（木）

ウェブエントリー期間

2019 年 2 月上旬～3 月中旬

検定料納入・出願書類受付
合否発表
入学手続・学納金納入
在留資格認定証明書の代理申請に
必要な書類の送付
在留資格認定証明書・入学許可証
発送
査証申請

2019 年 3 月下旬～4 月上旬

日本入国

2018 年 12 月 5 日（水）

2019 年 2 月上旬～3 月中旬

1. ウェブエントリー
http:www.obirin.ac.jp/japanese_extension/index.html
にアクセスし、エントリーフォームから必要事項を入力して送信

2019 年 9 月入学
2019 年 2 月 20 日（水）
～4 月 17 日（水）
2019 年 4 月 24 日（水）
2019 年 5 月 16 日（木）

2019 年 6 月 12 日（水）

2019 年 7 月下旬～8 月下旬
2019 年 7 月下旬～8 月下旬
2019 年 9 月上旬

6. 合否発表
合格者には合格通知と入学手続書類をメールでご案内しま
す。

してください。

7. 入学金・授業料納入、入学手続書類返送
2. 受験番号票・出願書類案内
出願資格がある方に本学より受験番号票と出願書類をメールでご

8. 在留資格認定証明書代理申請
案内します。
本学で在留資格認定証明書を代理申請します。

3. 検定料の納入
9. 査証(ビザ)申請
在留資格が交付されたら、本国で査証(ビザ)を申請してくだ

4. 出願書類の提出
さい。

5. 選考
書類審査、ウェブカメラ面接、電話面接等を実施します。

10. 入国

２．コースと特色
桜美林大学の別科は、
日本留学を希望する外国人留学生のための、
最も理想的な予備教育機関の一つである。
標準修業年限は 1 年であるが、進学先が決まった場合､半年(1 学期)でも終了可能である(後期授業料は返還)。
学習コースは次の 4 つ。

Ａ．大学院進学コース：
大学院入学を希望する留学生が、大学院での勉学に必要な日本語力を修得し、必要な専門知識を学ぶため
のコース。

Ｂ．大学編入コース：
大学３年次編入を希望する留学生が、大学３・４年次での勉学に必要な日本語力を修得し、必要な専門知
識を学ぶためのコース。

Ｃ．大学進学コース：
大学１年次入学を希望する留学生が、大学入試レベルの日本語力、その他の学力の修得、および日本留学
試験高得点や日本語能力試験 N1 合格を目標とするコース。

D．日本語学習特別コース：
大学または大学院に在学中の者で日本における研究目的のための日本語学習短期留学コース。(大学院在
学生は研究計画書の提出が必要。)
本別科の主な特色は 5 点に集約できる。①出願者の進学先の専門を問わない。②学習指導はもとより、進学
指導も徹底して行う。③桜美林大学の科目が履修でき、成績証明書も発行される。修得した単位は、本学の大
学に進学した場合、規定により認定される。④大学生と全く同じ扱いで学内の施設や設備の利用ができる。⑤
学部生・院生、留学生との交流の機会が多い。

３．募集人員と出願資格・出願条件
（１）募集人員
60 名（春・秋の 2 回で年間 120 名）
（２）出願資格
コース別の出願資格は次のとおりである。

Ａ．大学院進学コース：
(a) 学士の学位を授与された者、または大学院進学時までに学士の学位を授与される見込みの者。

Ｂ．大学編入コース：
(a) 大学を卒業した者または大学の課程を 2 年以上修了した者、または大学編入時までに大学の課程を 2 年
以上修了見込みの者。
(b) 短期大学または高等専門学校卒業者、または大学編入時までに卒業見込みの者。

Ｃ．大学進学コース：
(a) 学士課程前の 12 年の学校教育を修了または本学日本言語文化学院入学時までに修了する見込みであり、
自国における大学入学資格を有する者。

D．日本語学習特別コース：
(a) 大学または大学院に在学中の者。
なお、各コースの出願資格非該当者は、本募集要項日本語版の最終ページ※出願資格の補足を参照するか本
学日本言語文化学院事務室まで問い合わせること。
（３）出願条件
① 日本語力が日本語能力試験 N5 以上または教育機関から直近の日本語学習時間が 150 時間以上の証明書を
発行できること。
（漢字圏外志願者は N4 または日本語学習時間 300 時間以上が望ましい。
）
② 進学や研究を目的とし、十分な学習意欲を持ち合わせている者。
③ 日本国内の他の日本語教育機関で在籍した期間が、日本言語文化学院入学前までに 1 年を超えていない
こと。
④ 日本での留学生活に必要な経費を支弁する能力があること。

（４）その他注意事項
出願資格・出願条件について質問のある場合は、本学日本言語文化学院事務室まで問い合わせること。

４．出願書類
出願書類は以下のとおり。詳細は別冊出願書類付録参照のこと。(1)(8)(9)(10)は本学の所定の用紙を使用す
ること。なお、出願書類は合否にかかわらず返却しない｡証明書は必ず出願前３ヶ月以内に発行され、母語で記
載されたものを提出すること。必要に応じ下記以外の書類を求める場合もある。
（1）入学志願者調書
（2）成績証明書
（3）卒業証書および学位証書のコピー、卒業見込証明書、在学証明書
（4）学歴認定報告書（中国の大学・大専卒業者）
（5）大学入学統一試験【高考】認証書（中国の普通高校卒業者）
（6）日本語能力試験、日本留学試験、J-test 等公的試験の成績表のコピー、または日本語教育機関発行の
日本語学習証明書
(7) パスポートのコピー
（8）振込確認書（検定料）
（9）連絡先届
（10）出願書類確認表（必ず同封すること）
・
（4）
（5）は、中国教育部から直接桜美林大学日本言語文化学院に送付してもよい。その場合、入学志願者調書に申請番号を記
載すること。大学入学統一試験【高考】未受験者は、高校卒業試験【会考】の認証書を提出すること。
・
（8）は、検定料を振り込んだ際の、振込用紙の控えのコピーを振込確認書にのりづけすること。振込用紙の控えの原本は、大
切に保管すること。日本国内から送金した場合は、この振込確認書を郵送または持参してもよい。
・合格者は、合格通知到着後の入学手続の際に、経費支弁能力を証明する書類等を提出することになる｡その他合格後に必要に
なる書類については合格者に送る入学手続要項を参照すること。

５．費用と納入
費用の納入は、締め切り日を厳守し、円建てでの銀行振込で行うこと。
納入期限
2019 年 4 月入学
検定料 15,000 円
2018 年 10 月 24 日(水)
入学金 100,000 円
2018 年 12 月 5 日(水)
授業料 500,000 円

2019 年 9 月入学
2019 年 4 月 24 日（水）
2019 年 6 月 12 日（水）

日本国内からの送金の場合
銀行名
支店名
銀行住所
預金種別
口座番号
口座名義
カナ名義

三井住友銀行
町田支店
〒194-0013 東京都町田市原町田 6-3-8
普通口座
6887855
学校法人 桜美林学園 理事長 佐藤東洋士
ガッコウホウジン オウビリンガクエン リジチョウ サトウトヨシ

海外からの送金の場合
Bank
Branch
Address
TEL
Account Name
Account Number
Swift Code

Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Machida Branch
Haramachida 6−3−8, Machida-shi, Tokyo, Japan 194-0013
042−728−1131
Gakko Hojin Obirin Gakuen, Rijicho, Satow Toyoshi
Saving Account 6887855
SMBCJPJT

納付された費用は、入学日前日までに入学辞退手続を完了した場合、授業料のみ返還する。入学金はいかなる場合でも返還しな
い。
（在留資格認定証明書・ビザが交付されなかった場合でも入学金は返還しない。
）在留資格認定証明書が交付された場合、在留

資格認定証明書を本学に返却した後に授業料を返還する。
日本国内での銀行振込だと、負担額が少ない上、手続きも簡単である。
本学の銀行口座に入金された検定料が不足する場合は、選考対象とならないので、注意すること。

６．選考方法と合否発表
提出された出願書類は選考の材料となる。必要な場合、本人の面接試験、ウェブカメラ面接、電話面接を行
う。
合否発表当日の午前 10 時、本学のホームページで合格者発表をする。
（http://www.obirin.ac.jp/japanese_extension/）
合格者の受験番号を掲載する。合否通知はメール送信する。合否結果・選考についての質問は受けない。合
格者には、合格通知とともに「入国・入学に関する書類」をメール添付する｡
※出願資格の補足
A.大学院進学コース(a)以外の出願資格、B.大学編入コース(a)(b)以外の出願資格、および C.大学進学コース(a)以外の出願資格の詳細は下記の
とおりである。
Ａ．大学院進学コース：
1.本学大学院出願時に「個別の入学資格審査」の対象となる者。
※「個別の入学資格審査」の対象者は、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生やその他の教育施設の修了者など大学卒業
資格を有していない者で、本学大学院に入学する際に満 22 歳に達する者。
Ｂ.大学編入コース：
1. 専修学校の専門課程のうち、文部化科学大臣が定める基準を満たすものを修了した者、または大学 3 年次編入時までに修了見込の者。
Ｃ．大学進学コース：
各号のいずれかに該当する者または本学日本言語文化学院入学時までに該当する見込みの者。
1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の 3 年次を修了した者
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（12 年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程（文部科学大臣
指定準備教育課程一覧※1）又は研修施設（文部科学大臣指定研修施設一覧※2）の課程を修了し、大学入学時に 18 歳以上である必要があ
る。
）
※「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」とは、
「外国の正規の学校教育における 12 年目の課程を修了した者」と
いう意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
4. 外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、大学入学時に 18 歳以上の者（12 年未満の課程の場合は、さらに、指定さ
れた準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施設（文部科学大臣指定研修施設一覧）の課程を修了する必要がある。
）
※合格した学力認定試験が 12 年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。
5. 外国において、指定された 11 年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応する学校の課程（文部科
学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧※3）を修了した者
6. 我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校（我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧※4）を
修了し、大学入学時に 18 歳以上の者（12 年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）
を修了する必要がある。
）
7. 高等学校と同等と認定された在外教育施設（文部科学大臣認定等在外教育施設（高等部を設置するもの）一覧※5）の課程を修了した者
8. 指定された専修学校の高等課程（文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧※6）を修了した者
9. 旧制学校等を修了した者
10. 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEA レベルを保有し、大学入学時に 18 歳以上の者
11. 国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設（国際的な評価団体認定外国人学校について※7）の 12 年の課程を修了し、
大学入学時に 18 歳以上の者
※CIS の旧名称である ECIS の認定を受けた外国人学校の 12 年の課程を修了したものについても入学資格が認められます。
12. 高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者
（なお、18 歳に達していないときは、18 歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。
）
13. 本学（学士課程）出願時に、大学において個別の入学資格審査により認められ、大学入学時に 18 歳以上の者
（※1）文部科学大臣指定準備教育課程一覧
www.mext.go.jp/a̲menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm
（※2）文部科学大臣指定研修施設一覧
www.mext.go.jp/a̲menu/koutou/shikaku/07111314/002.htm
（※3）文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1380756.htm
（※4）我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
（※5）文部科学大臣認定等在外教育施設（高等部を設置するもの）一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/004.htm
(※6）文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/1234679.htm
(※7）国際的な評価団体認定外国人学校について
www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/006.htm

