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【アドミッションポリシー】 

神田外語大学大学院言語科学研究科では、本学建学の理念『言葉は世界をつなぐ

平和の礎（いしずえ）』に立ち、    「言語科学」の観点から行われる言語研究、言語教育研

究、コミュニケーション研究によって人間理解、国際・異文化交流を促進し、社会と世界

の平和と発展に寄与することを目標として研究と教育を行っています。 

博士前期課程では、これらの分野の基礎研究に従事する研究者と社会の要請に実

践的に応えることのできる高度専門職業人を、博士後期課程では、言語研究と言語教

育の分野で先導的かつ指導的役割を果たすことのできる専門家を養成しています。 

そこで、本研究科は以下のような人材を求めています。 

 

・言語研究と言語教育の分野で多角的な研究を実践し研究者・専門家をめざす人 

・高度専門職業人として創造性と実践力のある日本語教育のスペシャリストを志向 

する人 

・言語のエキスパートとして、広い視点に立って言語・言語教育の研究に意欲を持 

つ人 

    

 

 

 

 

 
 

日本語学専攻および博士後期入試の日程については、天候等により変動が 

生じる場合があります。最新の情報は、本学 HP でご確認ください。 

http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/grad/applicant/japanese/ 
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博士前期課程（修士課程）入試要項 

 
 

 本学修士課程日本語学専攻の入学試験には、「一般入試」「キャリア入試」「外国

人留学生特別入試」があり、それぞれ年3回実施されます。いずれの試験に合格して

も、2019年4月入学となります。 

 

＊出願必要書類は、大学 HPからダウンロードして、印刷してご使用ください。 

 
 
 

◆「一般入試」では、職業や経歴に関係なく、大学卒業ないしそれに準じる方で、日本

語の研究、およびその教育に関する研究、コミュニケーション研究に興味を持つ

人で、専門分野についての基礎的学力を身につけた人を広く求めています。 

 
 

◆「キャリア入試｣では、社会人としての経験から得た知識や経験を言語、言語教育、 

コミュニケーションの研究に生かし、その成果と大学院での訓練を社会に還元した

いと願う人を広く求めています。特に、各種教育機関等で教育経験を積まれ、さら

に専門性を高めたいと願う方、現場からの問題意識を研究につなげたいと願う方に

積極的に門戸を開いています。日本語教員とそれ以外では選考方法が違うのでご注

意ください。 

 

◆「留学生特別入試」では、本大学院で学んだことを教育や研究、さらにはビジネス

の世界で生かし、母国と日本との相互理解と交流促進のために生かしたいと願う外

国人留学生で、専門分野についての基礎的学力を身につけた人を広く求めています。 

 

 

 

【出願書類ダウンロードページ】  

http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/grad/applicant/japanese/ 
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博士前期課程(修士課程) 日本語学専攻入試共通事項 
 
Ⅰ．検定料 

検定料(30,000 円)は、下記の口座に電信扱いで振り込み、振込金受領書のコピー等を

本学所定の用紙(検定料振込証明)の指定の欄に貼付してください。 

整理番号は５０１となります。 

 
振込先：みずほ銀行神田支店 

   普通口座１７５８５８３ 

「 学校
ガッコウ

法人
ホウジン

 佐野
サ ノ

学園
ガクエン

 」 

＊一度納入した検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 

 
Ⅱ．出願書類 

(1) 履歴書(本学所定の用紙) 1枚。 

ダウンロードした履歴書記入例を見て正確に記入してください。 

(2) 志願票・受験票(本学所定の用紙) 

必要事項を正確に記入のうえ、顔写真と切手 362円分を同封してください。 

(3) 大学学部の卒業(見込み)証明書 

出身大学の学長または学部長によって作成され、厳封されたもの。日本語学

校、専門学校、短期大学、他の 4年制大学等も卒業している人は、それらの

学校の証明書も提出してください。 

(4) 成績証明書 

出身大学の学長または学部長によって作成され、厳封されたもの。日本語学

校、専門学校、短期大学、他の 4年生大学等も卒業している人は、それらの

学校の証明書も提出してください。 

（注）編入や、学士入学で最終学歴校に進学した方は、最終学歴校進学以前
の専門学校、短期大学、大学の成績証明書も提出してください。 

(5) 研究計画書 

Ａ4サイズ 2枚で次の項目について作成し(ワープロ可)、提出してください。

なお、作成する際にはそれぞれの項目名を以下の順序であげ、それぞれの内

容を述べることとします。 

 

①氏名(ふりがな) 

②日本語学専攻 

③志望するコース名 

④卒業論文(研究)の要点、またはこれまでにおける専門的関心(100字程度) 

⑤本研究科、専攻を選んだ理由(200字程度) 

⑥入学後の研究計画(500字程度) 

⑦修士課程修了後の希望・計画(50字程度) 

 



 

- 3 - 
 

(6) 検定料振込証明(本学所定の用紙) 

銀行の受領印のある振込金受領書のコピー、または ATM のレシートのコピー

あるいは、インターネットバンキングでの振込済確認をプリントアウトしたも

のを貼付してください。 

(7) 写真(同一のもの 2枚) [履歴書と志願票の指定された所に貼付してください。］ 

1… 縦 4cm×横 3 cm 

2…上半身、脱帽、正面向き、背景なし 

3…出願 3ヶ月以内に撮影したカラー写真(スピード写真でも可) 

4…写真裏面に氏名を明記したうえで、貼付してください。 

・ 婚姻等で、証明書上の氏名と現在の氏名が異なる場合は、新旧の氏名を

証する書類のコピーを添付してください。 

・ 出願手続後の提出記載事項の変更は認められません。 

・ 海外の大学で卒業(見込み)証明書、成績証明書の発行を受ける人は、英

文で発行を受けて提出してください。 

 

Ⅲ．学費等納入金 

【初年度学費】     （2018年度実績） 

項 目 全  納 分納(1回目) 分納(2回目) 

入 学 金 250,000円 250,000円 － 

授 業 料 890,000円 445,000円 445,000円 

施設設備費 230,000円 230,000円 － 

合 計 1,370,000円 925,000円 445,000円 

＊本学外国語学部から本学修士課程へ進学した場合、入学金は免除となります。 

Ⅳ．出願に関する注意事項 

(1) 書類に不足、不備がある場合は、受理しません。 

(2) 出願締切日は厳守してください。遅れた場合には、いかなる理由があっても

受け付けません。 

(3) 検定料および出願書類は、いかなる理由があっても返却しません。 

 

Ⅴ．合格の取り消し 

  出願書類および入学手続の書類に虚偽があった場合、合格を取り消します。 

 

Ⅵ．奨学金 

日本学生支援機構などの奨学金については、入学後のオリエンテーションで説明します。 

 

Ⅶ．出願に関する問い合わせ先 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉 1-4-1 

神田外語大学 教務部 大学院入学試験係 

Email: infograd@ml.kuis.ac.jp (土日祝日を除く月～金、9：30～18：00） 
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博士前期課程（修士課程）日本語学専攻一般入試要項 
 

1. 出願資格 

下記 (1)～(5) のいずれかに該当する人。 

(1) 大学を卒業した人、または 2019年 3月卒業見込みの人。 

(2) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した人、または 2019年 

3月修了見込みの人。 

(3) 文部科学大臣の指定した人。 

(4) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以

上の学力があると認められた人で、22歳に達した人。 

(5) 大学に 3年以上在学し、所定の単位を優れた成績をもって修得したと本学大学

院において認めた人(Ⅱ期・Ⅲ期募集のみ対象)ただし、この場合出願資格につ

いて事前審査を行うので、出願前に大学院入学試験係まで申し出ること。 

 

2. 出願資格事前審査 

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。①履歴書、②

大学学部の卒業(見込み)証明書、③成績証明書を「神田外語大学教務部 大学

院入学試験係」まで、下記期限内に送付してください。 

外国籍の人は、④住民票の写し、⑤パスポートのコピーも提出してください。な

お、外国の大学を卒業した場合には、⑥卒業証書のコピー、⑦出身大学に関する

資料(大学パンフレットのコピーなど) も提出してください。 

Ⅰ期：2018 年 8 月 27日(月)～ 9月 6日(木) 締切日必着 

Ⅱ期：2018 年 11 月 26日(月)～12月 6日(木)  締切日必着 

Ⅲ期：2019 年 1 月 28日(月)～ 2月 6日(水)  締切日必着 

 

3. 出願書類 

＜共通事項＞Ⅱ．出願書類の(1)～(7)以外で必要になるのは下記の書類です。 

(8) 住民票の写し(外国籍で日本国内在住者のみ提出) 

現在住んでいる市区町村の役所にて発行されるものです。 

(9) パスポートのコピー(外国籍の方のみ提出) 

① 氏名、番号、写真、生年月日が記載されているページ。 

② 日本国内在住者は在留資格のスタンプが押してあるページ。 

〇 任意提出資料  

推薦書(所定の用紙) 

出身大学の指導教員または勤務先上司等が作成し(英文でも可)、作成者が厳封

したもの。提出は任意です。 

 

＊(1)～(9)の書類および推薦書は、いかなる理由があっても返却いたしません。 
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4. 出願期間および出願方法 

(1) 出願期間 

Ⅰ期募集：2018 年 9 月 13日(木)～9月 27日(木)    締切日必着 

Ⅱ期募集：2018 年 12 月 13日(木)～2019年 1月 10日(木) 締切日必着 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 12日(火)～2月 21日(木)    締切日必着 

(2) 出願方法 

出願書類を書留速達郵便で一括郵送してください。出願受付後、受験票を 

本人宛に発送します。 

 

5. 試験日および試験会場 

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 13日(土)  本学において実施します。 

Ⅱ期募集：2019 年 1 月 26日(土)  本学において実施します。 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 28日(木)  本学において実施します。 

 

6. 選考内容 

入学者の選考は、書類審査・筆記試験(英語および専門)・口述試験を総合して行います。 

筆記試験 

英語 (読解)(注 1)(注 2) 60分 

専門問題(注 3) 90分 

口述試験 
研究計画書に記載されている内容を中心に、 

試験委員が質問します。（注 4） 
一人あたり 

20分程度 

（注 1)  TOEFL500、IELTS5.0 のスコア(受験後 2 年以内のスコアに限る)提出がある場合は

免除します。出願書類にスコアのコピーを同封してください。 

（注 2） 辞書持ち込み可。 

（注 3） 専門問題は、専門小論文となります。問題は、事前に出題されるもの(2問中 1問を選

択)と、当日出題されるもの(1問)があります。事前に出題される問題は出願後、受

験票と一緒に送付しますので、試験当日までに 700～800 字程度で書けるように準備

をしておいてください。当日は、メモ等の持ち込みはできません。 

（注 4） 日本語を母語としない志願者は、必要に応じ口述試験開始前に日本語の短いエッセイ

を読んでもらい、その内容を口述試験の中で質問することがあります。 

 

7. 試験時間割 

 

 

 

 

 

※英語(読解)を免除された場合の集合時間は 10：15となります。 

 

集  合 

英  語 

専門問題 

口述試験 

9：00 

9：30 ～ 10：30 

10：45 ～ 12：15 

13：30 ～  
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8.合格発表 

(1) 下記期日に合格者を学内に掲示します。また、同日に本人宛に速達郵便で合否

通知を発送します(到着は翌日以降)。 

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 19日(金) 10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019 年 2月  1 日(金)   10：00～16：00 

Ⅲ期募集：2019年 3月  7 日(木)  10：00～16：00 

＊合否に関して、電話等での問い合わせには、応じていません。 

(2) 合格者には、合格通知書に同封して入学手続書類を郵送します。 

 

9.入学手続 

(1)Ⅰ期募集：2018 年 10月 22日（月）～11月 7日(水)   

上記の入学手続期間中に、入学金(250,000 円)を振り込んだうえ、入学手続書類

を郵送してください。本学学部卒業(見込み)者の場合は、授業料の一部(125,000

円)を振り込んでください。その後の学費振込み期間：2019年 2月 1日(金)～2月 8

日(金)に残りの学費を振り込むことで、入学手続きが完了します。 

 

(2)Ⅱ期募集：2019 年 2月 4日(月)～2月 25日(月)   

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送すること

で、入学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 
 

(3)Ⅲ期募集：2019 年 3月 8日(金)～3月 14日(木)  

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送すること

で、入学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 
 

10.入学辞退について 

入学手続後に入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を本学から取り寄せ、原則として

2019年 3月 29日(金)午後 4時までに、所定の入学辞退手続を完了してください。 

期限までに手続を完了した人には、入学金(本学学部卒の場合には、入学辞退手数料と

して 125,000円)を除く納入金を返還します。返還の時期は 4月下旬以降になります。 

＊期限以降の申し出に対しては、納入金の返還はできませんのでご了承ください。 



 

- 7 - 
 

博士前期課程（修士課程） 日本語学専攻キャリア入試
要項 

＜日本語教員＞ 

1. 出願資格 

国内外の教育機関等において 3年以上の日本語教育経験を有する人。かつ、下記 (1)

～(4) のいずれかに該当する人。 

(1) 大学を卒業した人。 

(2) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した人。 

(3) 文部科学大臣の指定した人。 

(4) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以

上の学力があると認められた人で、満 22歳に達した人。 

 

2. 出願資格事前審査 

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。 

①履歴書、 ②大学学部の卒業証明書 ③成績証明書 を「神田外語大学 教務

部 大学院入学試験係」まで、下記期限内に送付してください。 

外国籍の人は、④住民票の写し、 ⑤パスポートのコピーも提出してください。

なお、外国の大学を卒業した場合には、⑥卒業証書のコピー、 ⑦出身大学に

関する資料（大学パンフレットのコピーなど）も提出してください。 

Ⅰ期：2018 年 8 月 27日(月)～ 9月 6日(木) 締切日必着 

Ⅱ期：2018 年 11 月 26日(月)～12月 6日(木)  締切日必着 

Ⅲ期：2019 年 1 月 28日(月)～ 2月 6日(水)  締切日必着 

   

3. 出願書類 

＜共通事項＞Ⅱ．出願書類の(1)～(7)以外で必要になるのは下記の書類です。 

(8) 日本語教員教育経歴(本学所定の用紙) 

(9) 住民票の写し(外国籍で日本国内在住者のみ提出) 

現在住んでいる市区町村の役場にて発行されるものです。 

(10) パスポートのコピー(外国籍の方のみ提出) 

① 氏名、番号、写真、生年月日が記載されているページ。 

② 日本国内在住者は在留資格のスタンプが押してあるページ。 

 

〇任意提出資料  

・推薦書(本学所定の用紙) 

出身大学の指導教員または勤務先上司等が作成し(英文でも可)、作成者が厳封

したもの。 

・研究能力、適性の判断に役立つと思われる資料(自作の教材、論文など)3点ま

で提出することができます。この資料は口述試験終了後、本人に返却します。 
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＊(1)～(10)の書類および推薦書は、いかなる理由があっても返却いたしません。 

4. 出願期間および出願方法 

(1) 出願期間 

Ⅰ期募集：2018 年 9 月 13日(木)～9月 27日(木)       締切日必着 

Ⅱ期募集：2018 年 12 月 13日(木)～2019年 1月 10日(木) 締切日必着 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 12日(火)～2月 21日(木)       締切日必着 

(2) 出願方法  

出願書類を書留速達郵便で一括郵送してください。出願受付後、受験票を 

本人宛に発送します。 

 

5. 試験日および試験会場  

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 13 日(土) 本学において実施します。 

Ⅱ期募集：2019 年 1 月 26 日(土)  本学において実施します。 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 28 日(木)  本学において実施します。 

 

6. 選考内容 

入学者の選考は、書類審査・口述試験を総合して行います。 

科    目 日 本 語 学 専 攻 時   間 

口述試験 
研究計画書に記載されている内容を中心に、 

試験委員が質問します。（注） 

一人あたり 

20分程度 

 
(注）日本語を母語としない志願者は、必要に応じ口述試験開始前に日本語の短いエッセイ

を読んでもらい、その内容を口述試験の中で質問することがあります。 

  

7. 試験時間割 

集合時刻および試験開始時刻は、受験票で連絡します。 

 

8. 合格発表 

(1) 下記期日に合格者を学内に掲示します。また、同日に本人宛に速達郵便で合否 

通知を発送します(到着は翌日以降)。 

Ⅰ期募集：2018年 10月 19日(金) 10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019年 2 月 1 日(金) 10：00～16：00 

Ⅲ期募集：2019年 3 月 7 日(木) 10：00～16：00 

＊合否に関して、電話等での問い合わせには、応じていません。 

(2) 合格者には、合格通知書に同封して入学手続書類を郵送します。 

9. 入学手続 

(1)Ⅰ期募集：2018 年 10月 22日（月)～11月 7日(水)   

上記の入学手続期間中に、入学金(250,000円)を振り込んだうえ、入学手続書類を 郵

送してください。本学学部卒業(見込み)者の場合は、授業料の一部(125,000円)を振り
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込んでください。その後の学費振込み期間：2019年 2月 1日(金)～2月 8日(金)に残り

の学費を振り込むことで、入学手続きが完了します。 

 

(2)Ⅱ期募集：2019 年 2月 4日(月)～2月 25日(月)   

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、

入学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 
 
 

(3)Ⅲ期募集：2019 年 3月 8日(金)～3月 14日(木)  

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、

入学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 

 

10. 入学辞退について 

入学手続後に入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を本学から取り寄せ、原則と

して2019年3月29日(金)午後4時までに所定の入学辞退手続を完了してください。

期限までに手続を完了した人には、入学金(本学学部卒の場合には、入学辞退手数料

として 125,000円)を除く納入金を返還します。返還の時期は 4月中旬以降になりま

す。 

 

＊期限以降の申し出に対しては、納入金の返還はできませんのでご了承ください。 
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博士前期課程（修士課程） 日本語学専攻キャリア入試要
項 

＜社会人＞ 

1. 出願資格 

原則として社会において 3年以上の実務経験を有する人。かつ、下記 (1)～(4) のい

ずれかに該当する人。 

(1) 大学を卒業した人。 

(2) 外国において、学校教育における 16年の課程を修了した人。 

(3) 文部科学大臣の指定した人。 

(4) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以上

の学力があると認められた人で、満 22歳に達した人。 

 

2. 出願資格事前審査 

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。①履歴書、②大学学

部の卒業証明書、③成績証明書を「神田外語大学教務部 大学院入学試験係」まで、

下記期限内に送付してください。 

外国籍の人は、④住民票の写し、⑤パスポートのコピーも提出してください。なお、

外国の大学を卒業した場合には、⑥卒業証書のコピー、⑦出身大学に関する資料（大

学パンフレットのコピーなど）も提出してください。 

Ⅰ期：2018 年 8 月 27日(月)～ 9月 6日(木)  締切日必着 

Ⅱ期：2018 年 11 月 26日(月)～12月 6日(木)  締切日必着 

Ⅲ期：2019 年 1 月 28日(月)～ 2月 6日(水)  締切日必着 

   

3. 出願書類 

＜共通事項＞Ⅱ．出願書類の(1)～(7)以外で必要になるのは下記の書類です。 

(8) 住民票の写し(外国籍で日本国内在住者のみ提出) 

 現在住んでいる市区町村の役場にて発行されるものです。 

(9) パスポートのコピー(外国籍の方のみ提出) 

① 氏名、番号、写真、生年月日が記載されているページ。 

② 日本国内在住者は在留資格のスタンプが押してあるページ。 

 

〇任意提出資料  

・推薦書(本学所定の用紙） 

出身大学の指導教員または勤務先上司等が作成し(英文でも可)、作成者が厳封

したもの。 

＊(1)～(9)の書類および推薦書は、いかなる理由があっても返却いたしません。 
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4. 出願期間および出願方法 

(1) 出願期間 

Ⅰ期募集：2018 年 9 月 13日(木)～9月 27日(木)      締切日必着 

Ⅱ期募集：2018 年 12 月 13日(木)～2019年 1月 10日(木)   締切日必着 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 12日(火)～2月 21日(木)       締切日必着 

(2) 出願方法 

出願書類を書留速達郵便で一括郵送してください。出願受付後、受験票を 

本人宛に発送します。 

 

5. 選考内容 

・入学者の選考は、小論文・口述試験・書類審査を総合して行います。 

・小論文は、以下のトピックについて、論文形式で論じ、他の出願書類と共にお送り 

下さい。なお日本語で書くこと。長さは 3,000字程度（文献リスト等は除く）とします。 

 

【トピック】 

言語(日本語・英語など個別の言語を含む)・言語教育(日本語教育・英語教育等を含む)・

コミュニケーションに関してテーマを一つ設定し、それについて諸研究を参考に論点をま

とめ、分析・考察しなさい。さらに、自己の見解も述べなさい。なお、参考にした文献や

引用した文献を明記すること。 

論文は以下の観点から採点します。 

・意見の明確さ （主張や問題提起の有無、判断考察の適切さや主張の裏付けの妥当性) 

・論述の内容（考察手順や結論への展開などを含む論旨展開） 

・表現・文章の構成 

 

6. 試験日および試験会場 

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 13 日(土)  本学において実施します。 

Ⅱ期募集：2019 年 1 月 26 日(土)  本学において実施します。 

Ⅲ期募集：2019 年 2 月 28 日(木)  本学において実施します。 

 

7. 口述試験内容 

科    目 日 本 語 学 専 攻 時   間 

口述試験 
 研究計画書に記載されている内容を中心に、 

試験委員が質問します。（注） 
一人あたり 

20分程度 

 
（注）日本語を母語としない志願者は、必要に応じ口述試験開始前に日本語の短いエッセ

イを読んでもらい、その内容を口述試験の中で質問することがあります。 

8. 試験時間割 
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集合時刻および試験開始時刻は、受験票で連絡します。 

9. 合格発表 

(1) 下記期日に合格者を学内に掲示します。また、同日に本人宛に速達郵便で合否通

知を発送します(到着は翌日以降)。 

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 19日(金)   10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019 年 2月  1日(金)  10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019 年 3月  7日(木)   10：00～16：00 

＊合否に関して、電話等での問い合わせには、応じていません。 

(2) 合格者には、合格通知書に同封して入学手続書類等を郵送予定です。 

 

10. 入学手続 

(1)Ⅰ期募集：2018年 10月 22日（月)～11月 7日(水)   

上記の入学手続期間中に、入学金(250,000 円)を振り込んだうえ、入学手続書類を 郵

送してください。本学学部卒業(見込み)者の場合は、授業料の一部(125,000 円)を振り

込んでください。その後の学費振込み期間：2019年 2月 1日(金)～2月 8日(金)に残り

の学費を振り込むことで、入学手続きが完了します。 

 

(2)Ⅱ期募集：2019年 2月 4日(月)～2月 25日(月)   

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、入

学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 
 
 

(3)Ⅲ期募集：2019年 3月 8日(金)～3月 14日(木)  

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、入

学手続きが完了します。 

 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 

 

11. 入学辞退について 

入学手続後に入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を本学から取り寄せ、原則とし

て 2019 年 3月 29日(金)午後 4時までに所定の入学辞退手続を完了してください。期

限までに手続を完了した人には、入学金(本学学部卒の場合には、入学辞退手数料と

して 125,000円）を除く納入金を返還します。返還の時期は 4月下旬以降になります。 

 

＊期限以降の申し出に対しては、納入金の返還はできませんのでご了承ください。 
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博士前期課程（修士課程）日本語学専攻 
外国人留学生特別入試要項 

 

【外国人留学生特別入試の出願にあたって】 

① 出願する書類に不備がないようにしてください。不備がある場合は、出願書類を受理しませんの 

で、受験はできません。 

② 海外の大学で卒業証明書、成績証明書の発行を受ける人は、英文で発行を受けて提出してください。 

③ 4年制大学の卒業証明書、成績証明書は、出身大学に依頼をすれば、「英文」で発行されます。 

海外の大学でも同じです。ただし、発行には日時がかかりますから、日時の余裕を持って、証明書

を英文で入手するようにしてください。 

④ 書類の取り寄せや準備には日時がかかります。日時に余裕をもって出願の準備をしてください。 

 

1. 出願資格 

下記 (1)～(3) のすべてを満たす人。 

(1) 外国籍を有し、日本の大学院において教育を受ける目的で入国、あるいは入国を

予定していて「留学」の在留資格を取得できる人。 

(2) 次の (ⅰ) ～ (ⅲ) のいずれかに該当する人。 

(ⅰ) 4年制大学を卒業した人、または 2019年 3月に卒業する見込みの人。 

 (ⅱ)外国において、学校教育における 16年の課程を修了した人、または 2019年 3

月までに修了見込みの人。 

(ⅲ)本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した人と同等以

上の学力があると認められた人で、22歳に達した人。 

(3) 国際交流基金と日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」N1程度の日本語力を

有する人。 

 

2. 出願に関する注意 

海外在住の外国籍の人が入学試験に合格し、入学を希望した場合、ビザ取得に必要な 

「在留資格認定証明書」がおりるまでに 3ヶ月以上かかる場合があります。このため、 

4月の入学に入国が間に合わず、授業の履修等ができなくなることがありますので、 

日本国外にいる場合は、Ⅱ期・Ⅲ期の受験は避け、Ⅰ期の試験を受けてください。 

 

3. 出願資格事前審査 

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。①履歴書、②大学学

部の卒業(見込み)証明書、③成績証明書、および④住民票の写し、⑤パスポートのコ

ピーを「神田外語大学教務部 大学院入学試験係」まで、下記期限内に送付してくだ

さい。 

なお、外国の大学を卒業した場合には、⑥卒業証書のコピー、⑦出身大学に関する資

料（大学パンフレットのコピーなど）も提出してください。 

 

Ⅰ期：2018 年  8月 27日(月)～ 9月 6日(木) 締切日必着 

Ⅱ期：2018 年 11月 26日(月)～12月 6日(木)  締切日必着 

Ⅲ期：2019 年  1月 28日(月)～ 2月 6日(水)  締切日必着 
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4. 出願書類 

＜共通事項＞Ⅱ．出願書類の(1)～(7)以外で必要になるのは下記の書類です。 

(8) 住民票の写し(日本国内在住者のみ提出) 

現在住んでいる市区町村の役所にて発行されるものです。 

(9)  パスポートのコピー 

① 氏名、番号、写真、生年月日が記載されているページ。 

② 日本国内在住者は在留資格のスタンプが押してあるページ。 

③ 日本国入国歴がある場合は、日本への渡航履歴が記載されている(在留資格のス

タンプが押してある)すべてのページもコピーして提出してください。 

(10) 日本語学校、留学生別科(大学)に在籍中または卒業した人は、出席・成績証明書  

を提出してください。 

〇任意提出資料  

推薦書(所定の用紙)出身大学の指導教員または勤務先上司等が作成し(英文でも

可)、作成者が厳封したもの。提出は任意です。 

＊(1)～(10)の書類および推薦書は、いかなる理由があっても返却いたしません。 

 

5. 出願期間および出願方法 

(1) 出願期間 

Ⅰ期募集：2018 年  9月 13日(木)～9月 27日(木)     締切日必着 

Ⅱ期募集：2018 年 12月 13日(木)～2019年 1月 10日(木)  締切日必着 

Ⅲ期募集：2019 年  2月 12日(火)～2月 21日(木)     締切日必着 

(2) 出願方法 

出願書類を書留速達郵便で一括郵送してください。書類に不足、不備がある場

合は、出願を受け付けません。出願受付後、受験票を本人宛に発送します。 

 

6. 試験日および試験会場 

Ⅰ期募集：2018 年 10月 13日(土) 本学において実施します。 

Ⅱ期募集：2019 年  1月 26日(土)  本学において実施します。 

Ⅲ期募集：2019 年  2月 28日(木)  本学において実施します。 

7. 選考内容 

入学者の選考は、書類審査・筆記試験・口述試験を総合して行います。 

筆記試験 

日本語（注 1）（注 2） 60分 

専門問題(注 3) 90分 

口述試験 
  研究計画書に記載されている内容を中心に、 

試験委員が質問します。（注 4） 
一人あたり 

20分程度 

(注1)「日本語能力試験」Ｎ1に合格した人は免除します。免除を希望する場合は、出願書

類に「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」（JLPT Certificate of Result 

and Scores）のコピーを同封してください。 

（注2）辞書持ち込み可 

（注3） 専門分野の試験は、小論文となります。問題は、事前に出題されるもの(2問中1問を選

択)と、当日出題されるもの(1問)があります。事前に出題される問題は出願後、受験

票と一緒に送付しますので、試験当日までに700～800字程度で書けるように準備をし

ておいてください。当日は、メモ等の持ち込みはできません。 

(注4）必要に応じ口述試験開始前に日本語の短いエッセイを読んでもらい、その内容を口述 

試験の中で質問することがあります。 
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8. 試験時間割 

 

 

 

 

※日本語試験を免除された場合の集合時間は 10：15となります。 

 

9. 合格発表 

(1) 下記期日に合格者を学内に掲示します。また、同日に本人宛に速達郵便で合否通

知を発送します（到着は翌日以降）。 

Ⅰ期募集：2018 年 10 月 19日(金) 10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019 年 2 月 1 日(金) 10：00～16：00 

Ⅱ期募集：2019年 3 月 7 日(木)  10：00～16：00 

＊合否に関して、電話等での問い合わせには、応じていません。 

(2) 合格者には、合格通知書に同封して入学手続書類等を郵送予定です。 

 

10. 入学手続 

(1)Ⅰ期募集：2018年 10月 22日（月)～11月 7日(水)   

上記の入学手続期間中に、入学金(250,000 円)を振り込んだうえ、入学手続書類を 

郵送してください。本学学部卒業(見込み)者の場合は、授業料の一部(125,000 円)を

振り込んでください。その後の学費振込み期間：2019年 2月 1日(金)～2月 8日(金)

に残りの学費を振り込むことで、入学手続きが完了します。 

(2)Ⅱ期募集：2019年 2月 4日(月)～2月 25日(月)   

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、

入学手続きが完了します。 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 

(3)Ⅲ期募集：2019年 3月 8日(金)～3月 14日(木)  

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、

入学手続きが完了します。 

＊上記期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 

 

国内在住者            海外在住者 

2月の入学手続が完了した人に   手続き終了後、国際交流課から「在留資格認定               

在留期間延長のため書類を送付    証明書(COE)」に必要な書類の案内をする 

      ↓                    (11月中旬に本人宛)                   

各自でビザ延長手続き                              ↓        

     12月中旬までに書類提出、本学が COE申請を行う 

                                                    ↓ 

2月、入学手続きが完了した人に COEを送付   

 

                 ＊入学金納入者は COE申請対象者とする。  

    

集  合 

日本語 

専門問題 

口述試験 

9：00 

9：30～10：30  

10：45～12：15 

13：30 ～ 
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11. 奨学金 

 文部科学省外国人留学生学習奨励費や民間の奨学金を紹介しています。 

 

12. 入学辞退について 

入学手続後に入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を本学から取り寄せ、原則として

2019 年 3 月 29 日(金)午後 4 時までに所定の入学辞退手続を完了してください。期限ま

でに手続を完了した人には、入学金(本学学部卒の場合には、入学辞退手数料として

125,000 円)を除く納入金を返還します。返還の時期は 4月中旬以降になります。 

＊ 期限以降の申し出に対しては、納入金の返還はできませんのでご了承ください。 
＊ 海外在住者は「在留資格認定証明書(COE)」を必ず返還してください。 
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博士後期課程 一般入試要項 
 

1. 募集定員 

 

研 究 科 専   攻 募集定員 

言語科学研究科 言語科学専攻 2名 

 

2. 出願資格 

下記 (1)～(4) のいずれかに該当する人 

(1) 修士の学位を有する人、または 2019年 3月に修士の学位を取得見込みの人。 

(2) 外国において、修士に相当する学位を得た人。 

(3) 文部科学大臣の指定した人。 

(4) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する人と同等以上

の学力があると認められた人で、24歳に達した人。 

 

3. 出願資格事前審査 

出願資格を満たしているか不明な場合には事前審査を行います。①履歴書、②大学学部

の卒業証明書、③大学院修士課程の修了(見込み)証明書、④学部および大学院修士課

程の成績証明書を「神田外語大学 教務部 大学院入学試験係」まで、下記期限内に送

付してください。 

外国籍の人は、⑤住民票の写し、⑥パスポートのコピーも提出してください。なお、外

国の大学を卒業した場合には、⑦修了証書のコピー、⑧出身大学に関する資料（大学パ

ンフレットのコピーなど)も提出してください。 

2019年 1月 16日(水)～1月 24日(木)  締切日必着 

 

4. 検定料 

 検定料(30,000 円)は、下記の口座に電信扱いで振り込み、振込金受領書のコピー等を本学所

定の用紙(検定料振込証明)の指定の欄に貼付してください。 

整理番号は５０３となります 

 
振込先：みずほ銀行神田支店 

   普通口座１７５８５８３ 

「 学校
ガッコウ

法人
ホウジン

 佐野
サ ノ

学園
ガクエン

 」 

＊一度納入した検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 
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5. 出願書類 

(1) 履歴書(本学所定の用紙) 

(2) 志願票・受験票(本学所定の用紙) 

(3) 修了(見込み）証明書(大学院修士課程のもの) 

(4) 成績証明書(学部での成績証明書と大学院修士課程での成績証明書を各 1通) 

(5) 研究計画書 2部 Ａ４で 4,000字以内、英文はＡ４ダブルスペース 5 枚以内 

(6) 学位論文 

(a) 修士論文の写し、およびその概要(4,000字以内)各 2部 

(b) 修士論文のない人は、修士論文に相当する論文(学部の卒業論文は除く)2部 

(7) 検定料振込証明(本学所定の用紙） 

銀行の受領印のある振込金受領書のコピーを貼付してください。 

(8) 住民票の写し(外国籍で日本国内在住者のみ提出） 

現在住んでいる市区町村の役場にて発行されるものです。 

(9) パスポートのコピー(外国籍の方のみ提出） 

① 氏名、番号、写真、生年月日が記載されているページ。 

② 日本国内在住者は在留資格のスタンプが押してあるページ。 

(10) 写真(同一のもの 2枚）［履歴書と志願票の指定された所に貼付してください。］ 

①  縦 4cm×横 3cm 

② 上半身、脱帽、正面向き、背景なし 

③ 出願 3ヶ月以内に撮影したカラー写真（スピード写真でも可） 

④ 写真の裏面に氏名を明記したうえで、貼付してください。 

 

〇任意提出資料  

推薦書（本学所定の用紙） 

出身大学の指導教員または勤務先上司等が作成し(英文でも可)、作成者が厳封した

もの。 

＊(1)～(5)、(7)～(10)および推薦書は、いかなる理由があっても返却いたしません。 

 

・出願手続後の提出記載事項の変更は認められません。 

・海外の大学で修了証明書、成績証明書の発行をうける人は、英文で発行を受けて提

出してください。 

・婚姻等で証明書上の氏名と現在の氏名が異なる場合は、新旧の氏名を証する書類の

コピーを提出すること 

6. 出願期間および出願方法 

(1) 出願期間 

2019年 1月 28日(月)～2月 7日(木)   締切日必着 

(2) 出願方法 

出願書類を書留速達郵便で一括郵送してください。出願受付後、受験票を 
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本人宛に発送します。 

7. 試験日および試験会場 

2019年 2月 15日(金) 本学において実施します。 

8. 選考方法 

入学者の選考は、書類審査・外国語試験・口述試験を総合して行います。 

外国語試験として、日本語を母語とする人は「英語」を、英語を母語とする人は「日本

語」を、日本語、英語以外の言語を母語とする人は「英語」または「日本語」を課しま

す。辞書持ち込み可(電子辞書は不可)です。 

 

9. 試験時間 

集合時間および試験開始時刻の目安は次の通りです。正確な集合時間は受験票で 

連絡します。 

集 合 

外国語試験 

口述試験 

9：30 

10：00～11：30 

13：00～ 

・外国語試験(90 分間)、口述試験(一人あたり約 40分程度) 

 

10. 合格発表 

(1) 下記期日に合格者を学内に掲示します。また、同日に本人宛に速達郵便で合否通知  

を発送します（到着は翌日以降）。 

2019年 2月 19日(火)  10：00～16：00 

＊合否に関して、電話等での問い合わせには、応じていません。 

(2) 合格者には、合格通知書に同封して入学手続書類等を郵送予定です。 

 

11. 入学手続 

2019年 2月 20日(水)～2月 28日(木) 

上記の入学手続期間中に、学費を振り込んだうえ、入学手続書類を郵送することで、

入学手続きが完了します。期日内に入学手続が行われない場合、入学資格を失います。 

 

12. 学費等納入金 

初年度学費は修士課程と同額ですので、3ページのⅢ．学費等納入金をご参照ください。 

 

13. 入学辞退について 

入学手続後に入学を辞退する場合は、「入学辞退届」を本学から取り寄せ、原則として 2019

年 3 月 29 日(金)午後 4 時までに所定の入学辞退手続を完了してください。期限までに手

続を完了した人には、入学金（本学学部卒の場合には、入学辞退手数料として 125,000円)

を除く納入金を返還します。返還の時期は 4月中旬以降になります。期限以降の申し出に

対しては、納入金の返還はできませんのでご了承ください。 
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14. 合格の取り消し 

出願書類および入学手続の書類に虚偽があった場合、合格を取り消します。 

 

15. 奨学金 

 日本学生支援機構などの奨学金については、入学後のオリエンテーションで説明します。 

 

16. 出願に関する問い合わせ先 

〒261-0014 千葉市美浜区若葉１－４－１ 

神田外語大学 教務部 大学院入学試験係 

Email: infograd@ml.kuis.ac.jp (土日祝日を除く月～金、9：30～18：00） 


