2017 年度 外国人受験希望者からよくある質問と回答

1. 学部の外国人留学生試験について
1-1

インターネットでの出願や願書（入学試験要項）のダウンロードはできますか？
願書（入学試験要項）取得は、ダウンロードのみとなります。願書（入学試験要項）は 7 月中旬より
公開です。出願の詳細については、本学ウェブサイトにて確認をしてください。
（http://www.aoyama.ac.jp/admission/undergraduate/request/request.html#anch
or_02）

1-2

過去問題はどのように入手できますか？
過去 1 年分のみ、入学広報部で入手できます(窓口での配布は無料)。郵送希望の場合は、日本国内
のみ郵送可能で 120 円分の切手を同封し、①返送先 + ②外国人留学生入試の過去問題送付希
望を記入した文書 + ③希望学部（学科）の 3 点を明記して入学広報部宛てに送ってください。

1-3

出願書類は郵送可能ですか？
WEB エントリーの後、郵送のみによる受付となります（窓口では受付しません）。
出願期間以前に到着した出願書類は、出願期間内に到着したものとみなします。出願にあたっては、十
分ゆとりをもって郵送してください。文学部英米文学科のみ出願方法が異なります。詳細は入学試験要
項にて確認してください。

1-4

日本留学試験と日本語能力試験の両方の結果が必要ですか？
日本留学試験か日本語能力試験のどちらかを選択して出願してください。
※日本留学試験の結果のみ出願要件としている学部がありますので、注意してください。
詳細は、入学試験要項の出願要件一覧表で確認してください。

1-5

日本の学校に在籍経験があるが、出願資格があるかどうか知りたいのですが？
出願資格の確認は、入学広報部宛に FAX で問合せてください。文書にて回答します(回答には 2 週間
ほどかかる場合がありますのでご注意ください)。FAX 番号：03-3407-4068 (海外からの場合：
+81 (3) 3407-4068)
問合せ用紙は本学ウェブサイトからダウンロードしてください。
（ http://www.aoyama.ac.jp/admission/undergraduate/examination/exam_foreign
_student.html）
出願資格に関する FAX 受付期間は 2017 年 8 月 25 日（金）までです。

1-6

出願要件に日本留学試験のスコアの基準はありますか？
法学部/国際政治経済学部/理工学部/社会情報学部/地球社会共生学部では、出願要件に日本
留学試験のスコアの基準が設けられています。詳細については、入学試験要項で確認してください。それ
以外の学部については、志願者全体の点数から総合的に判断することになります。

1-7

日本または海外の専門学校から編入はできますか？
全ての学部・学科で、できません。

1-8

外国人留学生入試の併願は可能ですか？
文学部/教育人間科学部/経済学部/法学部/経営学部/国際政治経済学部/総合文化政策学部の
第一次審査への併願は可能です。ただし、第二次審査は同一日となりますので第一次審査に複数学部
学科で合格した場合は、第二次審査へは、一学部学科のみ出願してください。
理工学部と社会情報学部は、同一試験日となりますので併願はできません。
地球社会共生学部は他学部と併願することが可能です。

1-9

外国で受験した日本語能力試験（N1)の合否結果通知書が出願期間に提出できませんが、日本
語能力試験を主催する国際交流基金発行の「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書
（原本）」を、出願書類の「合否結果通知書（原本）」の代用とできますか？
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（原本）」でも出願書類の「合否結果通知書
（原本）」の代わりとして提出が可能です（海外で受験した場合でも、日本の国際交流基金に証明書
発行依頼ができるようですが、申請から発行まで 1～2 週間位かかるようです。詳細は国際交流基金に
お問い合わせください）。
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２. 大学院・大学院入試について
2-1

過去問題はどのように入手できますか？
過去問題の配付は行っていません。
文学・教育人間科学・経済学・法学・経営学・国際政治経済学・総合文化政策学研究科については
学務部教務課内（青山キャンパス）で閲覧ができます。各研究科の問合せ先は、以下の「３．大学
院問合せ先」をご確認ください。
社会情報学研究科については、8 号館 3 階ファカルティールーム（青山キャンパス）および学務課内
（相模原キャンパス）、理工学研究科については学務課内（相模原キャンパス）で閲覧ができます。

2-2

大学院に研究生制度はありますか？
学部卒業生向けの研究生制度はありません。
また、科目等履修生（聴講生）制度では在留資格「留学」の取得ができません。

2-3

「日本留学試験（EJU）」「日本語能力試験（JLPT）」等の結果が必要ですか？
経営学研究科の「経営戦略・知的財産プログラム（SMIPRP）以外の研究科では、授業が理解で
き、論文やエッセイを作成できるだけの日本語力が必要です。
経営学研究科の入学試験では出願資格として「日本語能力試験（N1）」合格者で、かつスコアの提
出が必要です（2017 年 7 月、2016 年 12 月の 2 回のいずれか試験結果を有効とする）。
法学研究科・国際政治経済学研究科では「外国人留学生入学試験」の出願資格として「日本語能
力試験」N1 合格証明書、または「日本留学試験（日本語）」（記述を除く）で 240 点以上のスコア
証明書の提出が必要となります。
詳細は次の URL をご覧ください。
（http://www.aoyama.ac.jp/admission/graduate/examination/）

2-4

各研究科の内容及び担当教員の専門分野、研究内容をインターネットまたは印刷物で知りたいの
ですが？
各研究科のウェブサイトで確認できます。詳細は次の URL をご覧ください。
（http://www.aoyama.ac.jp/faculty/#anchor_03）

2-5

入学したい研究科（たとえば社会科学系の研究科）と、現在学部で専攻している分野（例えば日
本語学専攻）が異なりますが、受験できますか？
受験は可能です。ただし、入学後、基礎的な知識の不足を補うために、修了要件には換算されません
が、学部授業を履修する必要がある場合があります。
心理学専攻を受験するには、出願の時点で心理学関連の科目を 32 単位以上修得済みでなければ
なりません。

2-6

経営学研究科を志望していますが、入試前から指導を希望する先生とやりとりをする必要があります
か？
理工学研究科を除き、博士前期課程においては、その必要はありません。

2-7

理工学研究科を志望していますが、入試前に希望する指導教員に連絡する必要はありますか？
必要です。まずは希望の指導教員を決めて、ご自身で教員へコンタクトを行ってください。教員の連絡先
が分からない場合は、理工学部 WEB サイト（http://www.agnes.aoyama.ac.jp/）で確認する
か、相模原事務部学務課 理工学研究科担当（in-rikou@aoyamagakuin.jp）へ問い合わせ
てください。

2-8

修士課程・博士前期課程修了要件の、「１外国語の認定合格」とはどのようなものですか？
各研究科、専攻、入試種別等によって認定の方法が異なります。各研究科担当までお問い合わせくだ
さい。問合せ先は以下「３．大学院問合せ先」をご覧ください。

2‐9

大学院研究科の出願資格があるかどうかについて知りたいのですが？
出願を希望する研究科の募集要項で「出願資格」を確認の上、以下「３．大学院問合せ先」にある
各研究科担当までお問い合わせください。
4 年制の大学で学士の学位を取得していない場合や、中国の 3 年制専科大学卒業者は、出願前に
個別の入学資格審査を実施しています。審査方法は書類審査で、理工学研究科以外、費用は発生
しません。
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2-10

経営学研究科を志望していますが、博士前期課程一般入試では、研究計画書を提出しなくてもよい
ですか？
提出の必要はありません。ただし、入学志願票（必ず提出の出願書類）において「入学後の研究につ
いて」を記入する必要があります。(文字数制限なし、A4 の 1/3 程度)。

2-11

英語で学位が取得できる研究科はありますか？
2011年4月より、経営学研究科では海外からの留学生を対象にした1年制のコース「経営戦略・知的
財産プログラム（SMIPRP）」を設置しています。授業は全て英語で行われます。（ただし、入試が特
殊なので、必ず経営学研究科担当に問い合わせてください）。Competitive Strategy,
Organizational Behavior, Management, Multinational Business Managementなどを英
語で開講しています。2年制の経営学研究科学生も英語科目の履修は可能です。
2017年9月より、理工学研究科では海外からの留学生を対象とした「International Master’s
Program」（２年制）を開始しました。授業はすべて英語で行われます。

2-12

秋入試は不合格となりましたが、春入試を受験することは可能ですか？その場合、前回の試験結果
は選考に影響しますか？
秋入試不合格となった場合も、春入試を受験することは可能です。また、審査に関して、秋入試の不合
格が影響することは何らありません。

2-13

春入試と秋入試、どちらを受験したら有利ですか？
どちらが有利、難しいなどは一切ありません。

＜専門職大学院 国際マネジメント研究科について＞
2-14

MBA プログラムに関して詳しく知りたいのですが？
詳細は、次の国際マネジメント研究科のサイトをご覧ください。
（http://www.aoyamabs.jp/programs/index.html）

2-15

海外のビジネススクールとの交換留学制度はありますか？
ABS 独自の交換留学制度はありませんが、毎年夏に「海外研修セミナー」が実施され、海外のビジネス
スクールや企業を訪問します。その他海外のビジネススクールとの交流については次の URL をご参照くださ
い。（http://www.aoyamabs.jp/value/globalnetwork.html）

2‐16

経営学研究科と国際マネジメント研究科はどう違いますか？なぜ定員数が大幅に違うのでしょう
か？
経営学研究科： 研究者育成→研究成果を社会に情報発信し還元を目指す、研究に重きをおく少
人数制の研究科です。学位申請論文執筆が修了要件となります。修了要件単位は 30 単位。
学位： Master of Arts in Business Administration 修士（経営学）
国際マネジメント研究科： M.B.A.プログラム。グローバルスタンダードに基づくビジネス教育を目指して
います。実務教育に重きをおき、論文執筆を修了要件としません。ただし、修了要件単位数は 50 単位
（経営学研究科より多い）。
学位： Master of Business Administration（M.B.A.）

３．問合せ先
3-1

3-2

大学院
文学研究科
教育人間科学研究科
経済学研究科
法学研究科
経営学研究科
国際政治経済学研究科
総合文化政策学研究科
理工学研究科
社会情報学研究科
専門職大学院
国際マネジメント研究科
法務研究科（法科大学院）
会計プロフェッション研究科

in-bungaku@aoyamagakuin.jp
in-kyouiku@aoyamagakuin.jp
in-keizai@aoyamagakuin.jp
in-hougaku@aoyamagakuin.jp
in-keiei@aoyamagakuin.jp
in-kokusai@aoyamagakuin.jp
in-bunka@aoyamagakuin.jp
in-rikou@aoyamagakuin.jp
In-gssi@aoyamagakuin.jp
03-3409-8025
03-3409-8025
03-3409-8025
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４. 奨学金制度について（外国人留学生を対象とした奨学金等）
4-1

学内外の奨学金について教えてください。
本学には、留学生を経済的に支援するための奨学金制度が設けられています。
詳細は、国際交流センターウェブサイト
（http://web.iec.aoyama.ac.jp/shihi/scholarship.html）
および本学ウェブサイト
（http://www.aoyama.ac.jp/life/expenses/scholarship/burse_foreigner.html）
をご覧ください。

５. その他
5-1

留学にかかる費用はどのくらいですか？学費は？生活費は？
詳細は次の URL をご覧ください。
（http://web.iec.aoyama.ac.jp/examination/campus_life/index.html）

5-2

寮は完備していますか？
学生寮（相模原キャンパス）と国際学生寮（武蔵小杉、相模原）があります。
詳細は次の本学ウェブサイトをご覧ください。
（http://www.aoyama.ac.jp/life/health/dormitory/）
また、民間の賃貸物件等についても、次の国際交流センターウェブサイトで案内しています。
（http://web.iec.aoyama.ac.jp/shihi/house.html）

5-3

日本での就職について
進路・就職部で個別相談に応じています。また、国際交流センターでも留学生向け就職情報を掲示・メ
ール等で配信しています。

5-4

入学前に日本語を学習する日本語別科はありますか？
ありません。
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