2021 年 7 月 / July, 2021
青山学院大学 受入交換留学プログラム オンライン出願システム利用案内
How to Apply for Exchange Program at AGU via online system
1.

オンライン出願フォームにアクセスします。
Access to online application form
URL: https://area34.smp.ne.jp/area/p/ogsf5pjtas8lcoapg6/1aAr9c/login.html

2.

ログイン ID とパスワードを入力します。
Enter login ID and password
ログイン ID：Exchange / パスワード：Inbound
Login ID: Exchange / Password: Inbound

Login ID
Password

3.

「受入交換留学生入学願書提出」
（日本語）もしくは「Application Submission for Inbound Exchange Program」
（英語）をクリックし、出願者の情報を入力します。
Click ‘受入交換留学生入学願書提出’ (in Japanese) or ‘Application Submission for Inbound Exchange Program’ (in
English) and enter your information

日本語版/in Japanese

英語版/in English

2021 年 7 月 / July, 2021
＜出願時の注意事項＞ ＜Notice＞

1.

出願フォームは 60 分で時間切れ（タイムアウト）になります。1000 字程度の学習計画を入力する必要があり
ますので、あらかじめ word などで文章を作成しておくと、時間内に作業を完了することができます。
The application form will time out in 60 minutes. Since you will be asked to enter a study plan (400-500 words), you
can complete the work in time by creating a sentence in advance with words etc. and pasting it.

2.

アップロード項目がない書類は、一つのフォルダにまとめ、Zip ファイルにしてアップロードしてください。
As for application documents which you have to submit, please put them together in one folder, compress the file in a
zip file, and upload it.

3.

「ドーミー祖師ヶ谷大蔵」
（青山キャンパスの方向け）と「ディアコニア橋本」
（相模原キャンパスの方向け）
への申込を希望する場合は、オンラインフォームの「推薦寮に申し込みます」にチェックを入れてください。
その後、管理会社の（株）共立メンテナンスへ直接メール等で申込をしてください。
連絡先は、Housing Information にありますので参照してください。
For those who wish to stay at ‘Dormy Soshigaya Okura’ (for Aoyama campus applicants) and ‘Diaconia Hashimoto’ (for
Sagamihara campus applicants), please check ‘I will apply for recommended dormitory’ on the form.
After the submission, please directly contact ‘Kyoritsu Maintenance’ (a management company of ‘Dormy Soshigaya
Okura’ and ‘Diaconia Hashimoto’) and apply for. The contact information is on ‘Housing Information’.

4.

証明写真は JPEG ファイル等の形式でアップロードしてください。
Please upload your ID photo in JPEG or PDF format.

5.

出願後、証明写真（5 葉）は原本を郵送してください。
Please send your original 5 ID photos via mail to our office.
写真送付先 / Mailing Address
・青山キャンパス / Aoyama Campus
Inbound Exchange Team
International Center, Aoyama Gakuin University
4-4-25, Shibuya, Shibuya-Ku, Tokyo, JAPAN 1508366
Tel: +81 3 3409 8462
・相模原キャンパス / Sagamihara Campus
International Center, Aoyama Gakuin University
5-10-1, Fuchinobe, Chuo-Ku, Sagamihara, Kanagawa, JAPAN 2525258
Tel: +81 42 759 6034

