2021 年度
―2021 年 4 月入学―

Ｂ私費外国人留学生
入学試験要項

本入学試験は、出願時に日本国外に居住
し、日本への留学を希望する方を対象と
したものです。
すでに在留資格を得て日本国内に居留し
ている留学生の方は、｢A 私費外国人留学
生入学試験｣を受験してください。
本学では私費外国人留学生を対象に、経済的負担を
軽減し、国際交流に寄与することを目的として、授
業料減免制度を設けています。在留資格が「留学」
の方のみ対象となります。その他、経済的な困窮度
等の諸条件を満たしている必要があります。規程に
基づき減免対象者を決定します。減免額は授業料の
30％となります。現行規定では、大学や学部・学科
によるプログラムで長期留学をする学期は、奨学金
が給付される為、減免の対象外となります。

◆ 受験生の個人情報の取扱いについて
明治学院大学では、出願時に取得した個人情報は、法
令および「学校法人明治学院個人情報保護方針」にそ
って厳重に管理します。
出願を受け付けてから、合格者を確定するまでに得た
個人情報は、入学試験および合格発表から本学学生と
しての学籍作成作業に使用するとともに、本学が必要
と判断する入試情報作成のために使用します。また、
本学への入学者の情報については、入学前教育、入学
後の学籍管理、学習指導、学生支援関係業務、本学教
育計画作成の資料として使用します。
なお、出願後並びに入学後の作業および入試情報とし
て扱うデータの作成は外部業者に委託する場合があ
りますが、委託した業務内容を超える個人情報の利用
は認めていません。
取扱いの詳細は、Web サイトを参照してください。
https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/guidelines/pdf/pri
vacy.pdf
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アドミッションポリシー（入学者受入れの方針）
国際学部
国際学科
（1）国際学科における教育課程に取り組む前提として，知識・技能，思考力・判断力・表現力等に
おいて，高等学校等で修得すべき基礎的な能力を身につけている。
（2）本学の教育理念である“Do for Others（他者への貢献）
”を理解・共感し，現代社会に生起す
る様々な問題に関心をもち，国際学の主体的な学びを通して共生社会の担い手となる意欲をも
っている。
（3）国際学科では，とくに次の特性を持つ学生を積極的に受け入れる。
①国際学の学びに取り組む上で必要な人間と社会に対する関心と探究心に富む人
②国際学科での学びに取り組む上で必要な学習能力と自分の考えや意見を明確に表現する能力
が期待できる人
③グローバルな社会で自分の将来を生かすため，他者・他国の人々の考えや行動を理解し，と
もに考え，働くことに喜びを見出せる人

1. 募集学部・学科／募集人員／選考方法
【注意】
今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、記載されている選抜方法とは異なる方法で選抜を実施
することがあります。その際は本学 Web サイト「入試情報」にて対応を発表します。
(https://www.meijigakuin.ac.jp/admission/)
学部

学科

募集人員

選考方法

国際学部

国際学科

若干名

面接（※）
（※）Skype による面接を実施します

国際学科で学習を進めるにあたって、英語を読む・書く・聴く・話す力が不可欠となります。
入学後に英語学習を始める場合は、かなりの努力が必要となります。

2. 出願資格
下記のすべてに該当するもの
① 日本国籍を有しない者かつ 2021 年 4 月 1 日現在で満 18 歳以上の者
※日本とそれ以外の国籍を持つ方（二重国籍）も出願できません。

② 出願時に日本国外に居住し、本学への入学を希望する者
※出願時すでに在留資格を取得している場合は、「A 私費外国人留学生入学試験」で出願してください。

③ 外国においてその国の教育制度に基づく 12 年以上の学校教育を修了した者、またはこれに準ずる
者（2021 年 3 月までに該当する見込みの者も含む）
④ 以下のいずれかの実施日で行われた、独立行政法人日本学生支援機構主催の「日本留学試験」を
日本語で受験している者
・2019 年度第 1 回（2019 年 6 月実施）

日本語・総合科目

・2019 年度第 2 回（2019 年 11 月実施）

※計２科目

※2020 年度第 1 回（2020 年 6 月実施）を受験予定であった者については、日本学生支援機構が発行する「出願証明書」
の提出（コピー可）をもって出願を認めます。また、日本語能力検定（JLPT）など、他に日本語能力をアピールできる証
明書、資料があれば一緒に提出してください（コピー可）。
※「日本留学試験」についての詳細は下記までお問い合わせください。
〒192-0081 東京都八王子市横山町 10-2 八王子 SIA ビル 7F
TEL 0570-55-0585

E-Mail eju@sdcj.co.jp

URL
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日本留学試験受付センター

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/

3. 出願書類
※出願書類について不明な点は出願前の早い時期に、本学入学インフォメーション(表紙参照)に
ご相談ください。
※出願書類に不足・不備があるものは一切受け付けません。原則として出願書類の返却は行いません。

① 志願票(本学所定様式)

※A４サイズで出力してください

志願票に記入する氏名のアルファベット表記は、日本留学試験出願時の表記（次ページ④）に、氏名に
漢字表記がある場合は、出身高等学校の卒業証明書の表記(下記②）にそろえてください。記入方法に
ついての詳細は 7 ページを参照してください。
写真 2 枚(縦 4cm×横 3cm／最近 3 ヶ月以内に撮影されたもの／上半身正面向／脱帽／背景無地／カ
ラー・白黒いずれも可／スナップ写真不可)の裏面に、氏名をアルファベットで記入し、1 枚を写真貼付欄
に貼り、もう 1 枚を志願票にクリップで留めてください。
※この写真は、卒業まで使用する学生証に利用します。

② 出身高等学校の卒業（見込）証明書
原本を提出してください。
原本が提出できない場合は、certified true copy(原本からの正しい複製であることを出身学校や大使館
および日本国内の公証役場等の公的機関によって証明されたコピー)を提出してください｡
卒業証明書が提出できない場合は、「卒業証書」の certified true copy を提出してください。


日本語・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語あるいは英語の訳を必ず添付してくださ
い(出願者本人の訳でも可)。



最終出身学校が大学等の場合は、大学等の卒業証明書も一緒に提出してください。また、日本語
あるいは英語の訳も必ず添付してください(出願者本人の訳でも可)。

③ 出身高等学校の成績証明書
原本を提出してください。
原本が提出できない場合は、certified true copy(原本からの正しい複製であることを出身学校や大使館
および日本国内の公証役場等の公的機関によって証明されたコピー)を提出してください｡


日本語・英語以外の言語で記載されている場合は、日本語あるいは英語の訳を必ず添付してくださ
い(出願者本人の訳でも可)。



成績表など表形式になっているものも、日本語あるいは英語の訳を添付してください(出願者本人の
訳でも可)。



最終出身学校が大学等の場合は、大学等の成績証明書も一緒に提出してください。また、日本語
あるいは英語の訳も必ず添付してください(出願者本人の訳でも可)。

②と③をまとめた書式がある場合は一通でかまいません。
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④ ｢日本留学試験｣の成績通知書のコピー
以下の実施日で受験した日本留学試験の成績通知書のコピー(記載内容がはっきり確認できるもの／Ａ
４サイズ)を提出してください。
・2019 年度第 1 回（2019 年 6 月実施）
・2019 年度第 2 回（2019 年 11 月実施）
※2020 年度第 1 回（2020 年 6 月実施）を受験予定であった者については、日本学生支援機構が発行する「出
願証明書」の提出（コピー可）をもって出願を認めます。また、日本語能力検定（JLPT）など、他に日本語能
力をアピールできる証明書、資料があれば一緒に提出してください（コピー可）。
※｢日本留学試験｣において、出願資格④で指定された科目を受験していない場合は出願できません。

⑤ エントリーシート（本学所定様式/様式 1)

※A４サイズで出力してください

⑥ 志望理由書（本学所定様式/様式 2） ※A４サイズで出力してください
日本語／1000 字程度

⑦ 入学検定料振込時の送金依頼書（コピー）

4. 入学検定料

37,500 円

出願に際して入学検定料の納入が必要となります。入学検定料の納入は、出願書類の郵送前に必ず行
ってください。納入していない方の出願は受け付けません。
送金方法
(Method of remittance)
支払方法
(Payment method)
為替手数料
(Currency exchange handling
charges)

電信送金
(Telegraphic Transfer)
通知払い
(Advice and Pay)
為替手数料は入学検定料に含まれます。
(These handling charges are included in the application fee.)
※送金銀行への手数料が必要な場合は、上記入学検定料とは別にお支払
ください。
(※ If your local bank charges for the bank transfer, please pay that

separately from the amount stipulated above.)
送金目的 （＊）

(Purpose of payment)

入学検定料
(Application fee)
銀行名

Mizuho Bank, Ltd.

(Name of bank)
支店名

(Bank branch name)
口座番号
受取銀行

(Account number)

(Recipient Bank)

口座名義人

(Name of account holder)
銀行所在地

Gotanda Branch
1085590
MEIJIGAKUIN

(Address of bank)

1-27-2 Nishigotanda, Shinagawa-ku,
Tokyo 141-0031, Japan

Swift Code

MHCBJPJT

＊送金目的(Purpose of payment)を入学検定料(Application fee)とし、連絡事項(Message to Payee)に
志願者本人の氏名を必ず記入してください。
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◆入学検定料の返金について
納入された入学検定料は返金しません。
ただし、次の①～③のいずれかに該当し、下記「*返金請求方法」に記載の手続きを完了した場合に限り、入
学検定料を所定の方法で返金します。
① 入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった。（返金理由：未出願）
② 入学検定料を納入し出願書類を提出したが、出願が受理されなかった。（返金理由：不受理）
③ 入学検定料を納入し出願書類を提出したが、誤って過剰に納入した。（返金理由：過入金）
*返金請求方法
2021 年 3 月 12 日（金）までに、下記 E-mail にお問い合わせください。
送信先：明治学院大学入学インフォメーション mginfo＠mguad.meijigakuin.ac.jp
*返金方法
返金手数料を差し引き、円建て外国送金で返金します。ただし、返金額が送金手数料を下回る場合は返金
できませんので、あらかじめご了承ください。

5. 出願期間・出願方法
① 出願期間
2020 年 9 月 29 日（火）～10 月 6 日（火） 郵送必着
出願締切日以降に到着した場合は、出願を受け付けません。

② 出願方法
入学検定料を納入後、手持ちの封筒に出願書類すべてを入れて、EMS または書留航空便にて出願締
切日必着で郵送してください。
封筒の表には、「B 私費外国人留学生入試出願書類在中」と朱書きしてください。
郵送先： 〒108-8636 東京都港区白金台 1-2-37
明治学院大学入試センター B 私費外国人留学生入試 係
出願書類を郵送後すぐに、以下の情報を E-mail にて連絡してください。
送信先：mginfo＠mguad.meijigakuin.ac.jp
(1) 氏名
(2) 出願書類郵送方法
(3) EMS または書留航空便の追跡番号

③ 受験番号・Skype 面接日時の確認
出願受理後、10 月 20 日（火）に受験番号と Skype 面接日時を E-mail で連絡します。

6. 試験日
10 月 25 日（日）～27 日（火）の間に Skype 面接を実施します。
詳細は受験番号をお知らせする E-mail でご確認ください。

7. 受験上の注意
予定日時に Skype で本学から受験者を呼び出します。受験者が応答しない場合は、欠席とみなします。
予定日時を変更したい場合は、受験番号をお知らせする E-mail に記載されたメールアドレスに連絡して
ください。
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8. 合格発表
2020 年 12 月 4 日（金）

10:00

本学 Web サイト上で発表します。
※合格通知と入学手続書類は、志願票に記載された住所へ EMS もしくは書留航空便で送付します。
※発表日から 10 日たっても書類が到着しない場合、入学インフォメーション(表紙参照)までお問い合わせください。
※書類の遅配を理由とした手続期間の延長は認められません。

9. 入学手続方法（入学手続に関する窓口は教務部です）
手続締切日（郵送必着）：2021 年 1 月 15 日（金）
入学手続に関する詳細は、合格者に送付する入学手続案内に記載します。

10. 学納金等

（4 月入学）

下記一覧表の金額は予定額のため、実際の納入額と異なる場合があります。
納入額が正式に決定後、大学 Web サイトの「入試情報」→「学費・奨学金／住まい」に掲載します。

国際学科

（単位：円）

春学期

秋学期

入学金

200,000

－

授業料

438,000

438,000

施設費

77,500

77,500

設備費

10,000

10,000

教育充実維持費

21,750

21,750

語学検定受験料

4,000

4,000

15,000

－

保証人会費

3,500

3,500

課外活動費

2,300

2,300

学生傷害保険料

3,300

－

学会費

1,500

1,500

776,850

558,550

新入生歓迎行事費

各学期合計
年間合計額

◆履修する科目・授業によっては左記のほかに、
実験実習料や教材費等を徴収することがあり
ます。
◆4 年次に校友会終身会費 40,000 円を代理徴収
します。

1,335,400

入学手続き時は、春学期分のみを納入いただきます（春学期・秋学期分納となります）。
2 年次以降は、年間合計額の一括納入も可能です。

11. 奨学金
本学で私費外国人留学生が応募できる奨学金は以下のとおりです。詳細は入学後、学生部へお問い合わ
せください。
明治学院大学外国人留学生学業優秀賞
（成績優秀者対象）
明治学院大学保証人会
外国人留学生奨学金
地方公共団体・民間育英団体奨学金／
文部科学省 外国人留学生学習奨励費

給付金額: 150,000 円(2019 年度実績)
候補者への連絡: 6 月上旬(2019 年度実績)
給付金額: 50,000～120,000 円（2019 年度実績）
募集時期: 9 月下旬(2019 年度実績)
給付金額、募集時期は奨学金によって異なります。
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※2～4 年次生対象

12. 授業料減免制度について
授業料減免についての詳細は入学後、国際センターへお問い合わせください。
本学では私費外国人留学生を対象に、経済的負担を軽減し、国際交流に寄与することを目的として、授業
料減免制度を設けています。
在留資格が「留学」の方のみ対象となります。その他、経済的な困窮度等の諸条件を満たしている必要があ
ります。規程に基づき減免対象者を決定します。
減免額は授業料の 30％となります。現行規定では、大学や学部・学科によるプログラムで長期留学をする学
期は、奨学金が給付される為、減免の対象外となります。

13. 入学後の生活
入学後のキャンパスライフについては、下記で相談を受け付けいたします。
国際センター：白金キャンパス ℡03-5421-5423
横浜キャンパス ℡045-863-2190

14. 志願票の記入方法
カタカナ氏名
氏名

アルファベット氏名
母国語氏名

姓－名の順に間を１マスあけて記入してください。濁点「゛」、半濁点「゜」も含めて１マス
に記入してください。
姓－名の順に間を１字あけて記入してください。日本留学試験の「成績通知書」と同
じ表記にしてください。
姓－名の順に間を１字あけて、母国語で記入してください。

性別

男＝１または女＝２を○で囲んでください。

生年月日

数字が１ケタの場合、前に０を記入してください。
例：2001 年 6 月 2 日生まれの場合は 2001・06・02 と記入してください。
国籍コード

次ページの｢国籍コード一覧表｣から選んで記入してください。

国名

日本語で記入してください。

国籍

高校コード

記入の必要はありません。

卒業年次

2021 年 3 月 31 日までに卒業見込の場合は「 5 」、出願時にすでに卒業の場合は「 6 」を記入してくださ
い。

現住所

試験および入学に関して確実に連絡が取れる住所を英字で記入してください。
郵便番号がある場合は、ZIP-CODE 欄に記入してください。

電話番号

大学から志願者本人に確実に連絡が取れる電話番号を記入してください。
国番号も記入してください。

E-Mail

受験番号の通知に使用します。
活字体（ブロック体）で記入してください。

日本留学試験

受験月

受験した月（6 か 11）を記入してください。

※「出願証明書」を提
出する場合は空欄

受験番号

提出する日本留学試験の成績通知書に記載してある受験番号を正しく記入してください。

写真貼付欄

縦 4cm×横 3cm の写真を 2 枚
※写真の裏面に志願者氏名をアルファベットで記入し、1 枚は貼付し、もう 1 枚は志願票にクリップ留め
（最近 3 ヶ月以内に撮影されたもの／上半身正面向／脱帽／背景無地／カラー・白黒いずれも可／スナッ
プ写真、デジタルカメラで個人撮影したものは不可）
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2021 年度 明治学院大学 B 私費外国人留学生 志願票（4 月入学）

３

制度

５

１

出願学科

５

１

整理番号
※大学記入欄

受験番号
※大学記入欄

姓-名の順に間を 1 マスあけて記入してください。濁点・半濁点も含めて 1 マスに記入してください。

カタカナ
氏名
姓-名の順に間を 1 字あけて記入してください。日本留学試験の「成績通知書」と同じ表記にしてください。
アルファベット

氏名
姓-名の順に間を 1 字あけて、母国語で記入してください。

母国語
氏名

男

女

１

２

性別
番号に○
（西暦）

生年月日

高校コード

年

５

２

０

０

０

月

E

学科
コード

日

３

２

卒業
年次

国籍
コード
国名

Postal code(ZIP-CODE)：
現住所

国番号も記入してください。

電話番号
活字体（ブロック体）で記入してください。

E-mail
受験月

日本留学
試験

受験番号

月
受験

*

*

１

*大学使用欄

写真貼付欄
証明書用写真
（上半身正面向・
脱帽・背景無地）
縦 4cm×横 3cm
出願前 3 ヶ月以内撮影
カラー・白黒は
問わない

※写真貼付欄に 1 枚を貼付し、もう 1 枚（同じ写真）を
志願票にクリップ留めしてください。
2 枚とも裏面にアルファベット氏名を記入してください。
※卒業まで使用する学生証に利用します。
スナップ写真、デジタルカメラで個人撮影したもの、
特殊加工、修正を加えたものは不可とします。

エントリーシート（様式 1）
カタカナ
氏名

アルファベット
氏名

生年月日

年

月

日

Skype ID

E-mail

学歴欄（小学校から記入/入学・卒業・転入・転出の別は該当項目を○で囲む）
在籍期間（西暦で記入）
年

月

入学・転入

年

月

卒業（見込）・転出

年

月

入学・転入

年

月

卒業（見込）・転出

年

月

入学・転入

年

月

卒業（見込）・転出

年

月

入学・転入

年

月

卒業（見込）・転出

年

月

入学・転入

年

月

卒業（見込）・転出

所在地

学校名

（国名・都市名）

高等学校卒業後の経歴・活動
出願時点で高等学校を卒業している場合は、その間に何をしてきたかを記入してください。
（例：職業、アルバイトなど）
活動内容

国名

都市名

開始時期

終了時期

1
2
3

言語能力について
あなたの言語能力を 1－5 で評価してください。
（1=苦手、2=やや苦手、3＝普通、4=得意、5＝とても得意）

言語
(1)日本語
(2)
(3)
(4)

（次ページへ続く）

読む力

書く力

聞く力

話す力

日本語学習歴
これまでの日本語学習歴を記入してください。
期間
例

組織・団体等

2019 年 4 月～10 月

時間
週 5 時間、20 週間

日本語学校

1
2
3
4

Skype 面接日時
（面接できる日時をできるだけ多くチェックしてください。すべて日本時間です。
）

年月日

時間

2020 年 10 月 25 日（日） □10:00～11:00

□11:00～12:00

□13:00～14:00

□15:00～16:00

□18:00～19:00

□19:00～20:00

2020 年 10 月 26 日（月） □10:00～11:00

□11:00～12:00

□13:00～14:00

□15:00～16:00

□18:00～19:00

□19:00～20:00

2020 年 10 月 27 日（火） □10:00～11:00

□11:00～12:00

□13:00～14:00

□15:00～16:00
※面接日時が決定次第、志願票に記入された E-mail にご連絡します。

□14:00～15:00

□14:00～15:00

□14:00～15:00

志望理由書（様式 2）
フリガナ
氏名

400

次ページへ続く

800

1000

1100

