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［公共機関ご利用の場合］
　●ＪＲ岡山駅バスターミナル「１番のりば」より、
路線バスで山陽学園大学経由「新岡山港」・「岡
山ふれあいセンター」・「三蟠南」行に乗車（約
25 分）、「山陽学園大学・短大前」で下車。

　●天満屋バスステーションからは「１番のりば」
より上記バスで約 15 分。

●　
イオンモール岡山

（学生食堂）（学生食堂）

（Ｈ棟）（Ｈ棟）

●
ファミリーマート

　　学園
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外国人留学生　入学試験（１年次）

１．募集学科・募集人員

募集学科 募集人員

言語文化学科 若干名

生活心理学科 若干名

２．出願資格
　次の４項目すべてに該当する者とします。
　　⑴　日本国籍を有しない者
　　⑵　�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又はこれと同等以上の資格を有する者若し

くは外国において、高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育における11年
以上の課程を修了したとされるものであることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限
る。）で文部科学大臣が別に指定するものを修了した者

　　⑶　出入国管理及び難民認定法において、大学入学に支障のない在留資格を有する者
　　⑷　入学後の修学に必要な日本語能力を有する者

３．提出書類
　入学志願者は、次の書類等を出願期間中に本学入試部に提出してください。
　　※�直接窓口に提出する場合の受付時間は９：00 ～ 16：30です。（土・日、祝日及び本学の定める休日は除

きます。）
　　※�郵送の場合は、市販の角形２号（240mm×332mm）の封筒を各自で準備し、必ず簡易書留・速達とし

てください。出願期間最終日の16：30までに必着です。
　　⑴　入学願書〔様式１〕　本学所定の用紙。写真１枚貼付。
　　⑵　外国における最終出身学校の卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書及び成績証書又は成績証明書
　　　　英語及び中国語以外の言語のものは、日本語訳を添付すること。
　　⑶　�日本語学校、専修学校、短期大学、大学などに在籍している者は、卒業（修了）見込み証明書又は在

学証明書及び成績証明書（出席状況のわかるもの）
　　⑷　�日本語を修得していることの証明書　出身学校の卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書及び成績

証書又は成績証明書。日本語能力試験N１・N２レベル（１級・２級）を受験した者は、その合否結
果通知書。日本留学試験（日本語）を受験した者は、成績通知書。

　　　　注）�日本語能力試験N２レベル（２級）以上の資格を取得している者で、経済的に就学困難な者を対
象に特典を設けています。詳しくは７ページの「外国人留学生特待生制度」を参照してください。

　　⑸　住民票　市区町村長の発行するもの。
　　⑹　パスポートの写し　氏名と顔写真の確認ができるページの写し。
　　⑺　経費支弁誓約書〔様式２〕　本学所定の用紙。
　　⑻　�受験票、写真票〔様式３〕　本学所定の用紙。写真１枚と「振替払込請求書兼受領証」のコピーを貼付。
　　⑼　�受験票返送用封筒　各自で準備した市販の定形長形３号（120mm×235mm）の封筒に、郵便番号・住所・

氏名を表書きし、344円分（定形郵便料金＋速達料金分）の切手を貼付。なお、書類を窓口提出する
場合は不要。
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　　⑽　�入学検定料　25,000円　郵便局・ゆうちょ銀行に備付けの青色の「払込取扱票」を使用し、次の口座
まで払込んでください。払込み後、「振替払込請求書兼受領証」のコピーを〔様式３〕の所定欄に貼付し、
提出してください。

　　　　�　なお、本学に入学願書を窓口提出する場合は、現金でも結構です。一度払込んだ入学検定料は返還
できませんので、払込みの際は十分注意してください。

　　　　　　　〈払込先口座番号〉01320−4−30959
　　　　　　　〈加　入　者　名〉学校法人　山陽学園
　　　　　　　〈通信欄記入事項〉2022年度　外国人留学生　一年次　入学検定料納入

４．出願手続上の注意
　　⑴　�障がい等があり、本学の受験及び修学上特別な配慮が必要と思われる方は、各入学試験の出願期間開

始の約１ヶ月前までに入試部へご連絡ください。
　　⑵　提出書類は出願前３ヶ月以内に発行されたものとします。
　　⑶　出願書類受付後は、出願事項の変更はできません。
　　⑷　�一度提出した書類等は返還しません。ただし、卒業（修了）証書、成績証書、日本語能力試験合否結

果通知書及び日本留学試験成績通知書の原本は返還します。

５．入学試験日程及び内容

入試区分 Ⅰ　期 Ⅱ　期

出願期間
2021年11月１日（月）～　
2021年11月11日（木）必着

2022年２月７日（月）～　
2022年２月17日（木）必着

試験日時・内容

2021年11月20日（土） 2022年２月26日（土）

入室完了　９：40　　　　　
小　論　文　10：00 ～ 11：00
面　　接　11：30 ～　　　

試　験　場 本学（山陽学園大学）

選考方法 小論文、面接及び書類審査の結果を総合して選考します。

合格発表

2021年12月１日（水） 2022年３月５日（土）

合否結果は合格発表当日、本学から本人あてに文書で郵便にて発送しますので、受
け取りに１～２日かかる場合があります。電話による問い合わせには応じません。

６．第２志望について
　�第２志望を認めます。これは第２志望を希望していた場合、第１志望の学科が不合格になった場合でも、選
考結果により、第２志望の学科に合格する可能性があるという制度です。希望者は入学願書の第２志望の学
科にチェック（✓）をしてください。

７．入学手続
　　⑴　合格後の手続
　　　　入学希望者は、合格通知と共に郵送する「入学手続について」の内容に従って、手続をしてください。
　　　　ア．提出書類
　　　　　ア�入学誓約書　　　イ�学生証作成用カード　　　ウ�学納金免除・減額申請書
　　　　　エ�麻しん・風しん抗体検査結果及びワクチン接種証明書　　　オ�その他本学が必要と認める書類
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　　　　イ．入学金の納入
　　　　　�合格通知に同封の銀行振込用紙により次表の納入期限までに納入してください。なお、既納の入学

金は返還できません。

入試区分 納入期限 納入金額

Ⅰ　期 2021年12月10日（金）
入学金　150,000円

Ⅱ　期 2022年３月14日（月）

　　⑵　授業料等の学納金及び納入期間
　　　　�授業料について、申請のあった私費留学生に対して、減免される制度があります。納入していただく

金額は減免手続後の金額です。もし、申請が受理されなかった場合は全額納入していただくことにな
ります。

納入期間 減免後の前期分納入金額　（　　）内は規定額

2022年３月18日（金）～
2022年３月25日（金）　　

授業料　　　　　　　　　　　　　　　　250,000円（350,000円）
教育充実資金　　　　　　　　　　　　　75,000円
協助会会費（１年分）　　　　　　　　　　15,000円
学友会会費（４年分）　　　　　　　　　　28,000円
学生教育研究災害傷害保険料等（４年分）　　4,660円
　　計� 372,660円（472,660円）

　　期日までにこれらの手続が完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。
　　⑶　既納の納入金について
　　　　�何らかの理由で入学辞退されるときは、2022年３月31日（木）までに文書で申し出た場合に限り、入

学金以外の授業料等の学納金を返還します。

８．１年次後期分以降の納入金額及び納入期限

学年 学期 授業料 教育充実資金 協助会会費 計 納入期限

１　年　次 後期
250,000円
（350,000円）

75,000円 −
325,000円
（425,000円）

2022年10月26日

２年次以降

前期
250,000円
（350,000円）

75,000円 15,000円
340,000円
（440,000円）

毎年４月26日

後期
250,000円
（350,000円）

75,000円 −
325,000円
（425,000円）

毎年10月26日

　　注１：減免は授業料のみです。また、（　　）内は規定の金額です。
　　注２：履修内容によっては実習に関する費用を別途徴収します。
　　注３：卒業年度の前期に卒業記念事業費（17,000円）、後期に同窓会会費（20,000円）を徴収します。
　　注４：�納入期限は、前期を４月26日、後期を10月26日としますが、土・日、祝日の場合はその翌営業日と

します。
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外国人留学生　編入学試験（３年次）

１．募集学科・編入年次・募集人員

募集学科 編入年次 募集人員

言語文化学科 ３年次 若干名

生活心理学科 ３年次 若干名

２．出願資格
　次の⑴～⑶すべてに該当し、⑷～⑺のいずれかに該当する者とします。
　　⑴　日本国籍を有しない者
　　⑵　出入国管理及び難民認定法において、大学入学に支障のない在留資格を有する者
　　⑶　入学後の修学に必要な日本語能力を有する者
　　⑷　外国における大学・短期大学を卒業した者
　　⑸　日本国内の大学・短期大学を卒業した者及び2022年３月卒業見込みの者
　　⑹　�日本国内の大学において第２年次までの課程を修了し、60単位以上を修得した者及び2022年３月修得

見込みの者
　　⑺　�日本国内の専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者及び

2022年３月修了見込みの者

３．提出書類
　入学志願者は、次の書類等を出願期間中に本学入試部に提出してください。
　　※�直接窓口に提出する場合の受付時間は９：00 ～ 16：30です。（土・日、祝日及び本学の定める休日は除

きます。）��
　　※�郵送の場合は、市販の角形２号（240mm×332mm）の封筒を各自で準備し、必ず簡易書留・速達とし

てください。出願期間最終日の16：30までに必着です。
　■共通の提出書類
　　⑴　入学願書〔様式１〕　本学所定の用紙。写真１枚貼付。
　　⑵　外国における最終出身学校の卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書及び成績証書又は成績証明書
　　　　英語及び中国語以外の言語のものは、日本語訳を添付すること。
　　⑶　�日本語学校、専修学校などに在籍している者は、卒業（修了）見込み証明書又は在学証明書及び成績

証明書（出席状況のわかるもの）
　　⑷　�日本語を修得していることの証明書　出身学校の卒業（修了）証書又は卒業（修了）証明書及び成績

証書又は成績証明書。日本語能力試験N１・N２レベル（１級・２級）を受験した者は、その合否結
果通知書。日本留学試験（日本語）を受験した者は、成績通知書。

　　　　注）�日本語能力試験N２レベル（２級）以上の資格を取得している者で、経済的に就学困難な者を対
象に特典を設けています。詳しくは７ページの「外国人留学生特待生制度」を参照してください。

　　⑸　住民票　市区町村長の発行するもの。
　　⑹　パスポートの写し　氏名と顔写真の確認ができるページの写し。
　　⑺　経費支弁誓約書〔様式２〕　本学所定の用紙。
　　⑻　�受験票、写真票〔様式３〕　本学所定の用紙。写真１枚と「振替払込請求書兼受領証」のコピーを貼付。
　　⑼　�受験票返送用封筒　各自で準備した市販の定形長形３号（120mm×235mm）の封筒に、郵便番号・住所・

氏名を表書きし、344円分（定形郵便料金＋速達料金分）の切手を貼付。なお、書類を窓口提出する
場合は不要。

　　⑽　�入学検定料　25,000円　郵便局・ゆうちょ銀行に備付けの青色の「払込取扱票」を使用し、次の口座
まで払込んでください。払込み後、「振替払込請求書兼受領証」のコピーを〔様式３〕の所定欄に貼付し、
提出してください。

　　　　�　なお、本学に入学願書を窓口提出する場合は、現金でも結構です。一度払込んだ入学検定料は返還
できませんので、払込みの際は十分注意してください。
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　　　　　　　〈払込先口座番号〉01320−4−30959
　　　　　　　〈加　入　者　名〉学校法人　山陽学園
　　　　　　　〈通信欄記入事項〉2022年度　外国人留学生　編入学　入学検定料納入
　■「２．出願資格⑸⑹」に該当する者は前ページ⑴～⑽の他に次の書類を提出してください。
　　⑾　卒業（見込）又は修了（見込）証明書　出身学校長が証明し、厳封したもの。
　　⑿　�単位修得（見込）証明書　出身学校長が証明し、厳封したもの。履修中の科目がある場合はそれを証

明したもの。「２．出願資格⑹」に該当する者で、見込みの者は在学証明書を提出。
　　⒀　成績証明書　単位修得（見込）証明書と同一用紙に記載されている場合は不要。
　■「２．出願資格⑺」に該当する者は前ページ⑴～⑽の他に次の書類を提出してください。
　　⒁　�文部科学大臣の定める基準（修業年限が２年以上で、課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以

上又は62単位以上）を満たしていることの証明書

４．出願手続上の注意
　　⑴　�障がい等があり、本学の受験及び修学上特別な配慮が必要と思われる方は、各入学試験の出願期間開

始の約１ヶ月前までに入試部へご連絡ください。
　　⑵　卒業証明書などの書類は、出願前３ヶ月以内に発行されたものとします。
　　⑶　出願受付後の出願事項の変更はできません。
　　⑷　�一度提出した書類等は返還しません。ただし、卒業（修了）証書、成績証書、日本語能力試験合否結

果通知書、日本留学試験成績通知書の原本は返還します。

５．入学試験日程及び内容�

入試区分 Ⅰ　期 Ⅱ　期

出願期間 2021年11月１日（月）～　
2021年11月11日（木）必着

2022年２月７日（月）～　
2022年２月17日（木）必着

試験日時・内容

2021年11月20日（土） 2022年２月26日（土）
入室完了　９：40　　　　　
小　論　文　10：00 ～ 11：00
面　　接　11：30 ～　�　　

試　験　場 本学（山陽学園大学）
選考方法 小論文、面接及び書類審査を総合して選考します。

合格発表
2021年12月１日（水） 2022年３月５日（土）

合否結果は合格発表日当日、本学から本人あてに文書で郵便にて発送しますので、
受け取りに１～２日かかる場合があります。電話による問い合わせには応じません。

６．第２志望について
　�第２志望を認めます。これは第２志望を希望していた場合、第１志望の学科が不合格になった場合でも、選
考結果により、第２志望の学科に合格する可能性があるという制度です。希望者は入学願書の第２志望の学
科にチェック（✓）をしてください。

７．入学手続
　　⑴　合格後の手続
　　　　入学希望者は、合格通知と共に郵送する「入学手続について」の内容に従って、手続をしてください。
　　　　ア．提出書類�
　　　　　ア�入学誓約書　　イ�学生証作成用カード　　ウ�卒業証明書（卒業見込で出願した者のみ）
　　　　　エ�学納金免除・減額申請書　　オ�単位修得状況一覧表
　　　　　カ�麻しん・風しん抗体検査結果及びワクチン接種証明書　　キ�その他本学が必要と認める書類
　　　　イ．入学金の納入
　　�　　　�合格通知書に同封の銀行振込用紙により次表の納入期限までに納入してください。なお、既納の

入学金は返還できません。
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入試区分 納入期限 納入金額
Ⅰ期 2021年12月10日（金）

入学金　150,000円
Ⅱ期 2022年３月14日（月）

　　⑵　授業料等の学納金及び納入期間
　　　　�授業料について、申請のあった私費留学生に対して、減免される制度があります。納入していただく

金額は減免手続後の金額です。もし、申請が受理されなかった場合は全額納入していただくことにな
ります。

納　入　期　間 減免後の前期分納入金額　（　　）内は規定額

2022年３月18日（金）～
2022年３月25日（金）　　

授業料　　　　　　　　　　　　　　　　250,000円（350,000円）
教育充実資金　　　　　　　　　　　　　� 75,000円
協助会会費（１年分）　　　　　　　　　�15,000円
学友会会費（２年分）　　　　　　　　　　14,000円
学生教育研究災害傷害保険料等（２年分）　　2,430円
　　計� 356,430円（456,430円）

　　期日までにこれらの手続が完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。
　　⑶　既納の納入金について
　　　　�何らかの理由で入学辞退されるときは、2022年３月31日（木）までに文書で申し出た場合に限り、入

学金以外の授業料等の学納金を返還します。

８．３年次後期分以降の納入金額及び納入期限

学年 学期 授業料 教育充実資金 協助会会費 計 納入期限

３年次 後期
250,000円
（350,000円）

75,000円 −
325,000円
（425,000円）

2022年10月26日

４年次

前期
250,000円
（350,000円）

75,000円 15,000円
340,000円
（440,000円）

2023年４月26日

後期
250,000円
（350,000円）

75,000円 −
325,000円
（425,000円）

2023年10月26日

　　注１：減免は授業料のみです。また、（　　）内は規定の金額です。
　　注２：履修内容によっては実習に関する費用を別途徴収します。
　　注３：卒業年度の前期に卒業記念事業費（17,000円）、後期に同窓会会費（20,000円）を徴収します。
　　注４：�納入期限は、前期を４月26日、後期を10月26日としますが、土・日、祝日の場合はその翌営業日と

します。

９．既修得単位の取扱い
　�編入学生が他大学等で履修した単位は、本学で履修した単位として認定されます。認定に関しての詳細は教
務部に問い合わせてください。

10．卒業の要件
　�本学を卒業するためには、４年以上在学し、次の⑴から⑶により、124単位以上を修得しなければなりません。
　�したがって、編入学生が卒業するためには、編入学後２年以上在学し、前項「９．既修得単位の取扱い」に
より認定される単位を含め、124単位以上を修得することが必要となります。なお、認定される単位や履修
状況によって、卒業するために編入学後３年以上かかる場合があります。
　　⑴　共通教育科目　36単位以上。
　　⑵　専門教育科目　70単位以上。
　　⑶　自由選択枠　共通教育科目及び専門教育科目より18単位以上。
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共通事項

１．外国人留学生特待生制度
　�本学が実施する総合人間学部外国人留学生入学試験の受験者が合格した場合、以下の特待生資格に該当する
者を対象に、特典を付与する制度です。詳細は次のとおりです。
　　⑴　特待生資格
　　　　次の２項目の両方に該当する者
　　　　ア．経済的に就学困難な外国人留学生
　　　　イ．�入学時に日本語能力試験（国際交流基金と日本国際教育支援協会主催）N２レベル（２級）以上

の資格を取得している者
　　⑵　減免金額・期間
　　　　�授業料の額を年額300,000円減免・４年間（３年次に編入学する者は２年間）。ただし、年度毎に経済

及び出席・単位修得状況に関する資格継続審査を行い、資格継続の可否を決定します。
　　⑶　授業料等の学納金及び納入期間等
　　　　ア．授業料等の学納金及び納入期間

納　入　期　間 減免後の前期分納入金額　（　　）内は規定額

2022年３月18日（金）～
2022年３月25日（金）　　

授業料　　　　　　　　　　　　　　　　200,000円（350,000円）
教育充実資金　　　　　　　　　　　　 �75,000円
協助会会費（１年分）　　　　　　　　　�15,000円
学友会会費（４年分）　　　　　　　　　�28,000円
学生教育研究災害傷害保険料等（４年分）　　4,660円

　　計� 322,660円（472,660円）

　　　　　注：�３年次に編入する者は、学友会会費（２年分）14,000円、学生教育研究災害傷害保険料等（２年分）
2,430円、計306,430円となります。

　　　　イ．１年次後期分以降の納入金額及び納入期限

学年 学期 授業料 教育充実資金 協助会会費 計 納入期限

１　年　次 後期
200,000円
（350,000円）

75,000円 −
275,000円
（425,000円）

2022年10月26日

２年次以降
前期

200,000円
（350,000円）

75,000円 15,000円
290,000円
（440,000円）

毎年４月26日

後期
200,000円
（350,000円）

75,000円 −
275,000円
（425,000円）

毎年10月26日

　　　　　注１：�減免は授業料のみです。また、（　　）内は規定の金額です。３年次に編入学する者は、上
表の学年は３年次及び４年次と読み替えてください。

　　　　　注２：�履修内容によっては実習に関する費用を別途徴収します。
　　　　　注３：�卒業年度の前期に卒業記念事業費（17,000円）、後期に同窓会会費（20,000円）を徴収します。
　　⑷　申請方法
　　　　特待生を希望する者は、外国人留学生入学試験の出願書類と同時に次の書類を提出してください。
　　　　�なお、入学までに資格を取得した者には同様の特典を付与します。詳細は入試部へ問い合わせてくだ

さい。
　　　　ア．授業料減免申請書（総合人間学部外国人留学生特待生）〔様式４〕　本学所定の用紙。
　　　　イ．学生の経済状況に関する調書（総合人間学部外国人留学生特待生）〔様式５〕　本学所定の用紙。
　　　　ウ．日本語能力試験合否結果通知書（原本）
　　⑸　注意事項
　　　　特待生は、本学における他の学納金減免制度との重複はできません。
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２．奨学金制度
　奨学金の申請・推薦については個別に共生・グローバル推進センター担当教職員が相談に応じます。

３．その他
　出願書類及び入学手続書類等に虚偽があった場合、入学を取り消します。



［公共機関ご利用の場合］
　●ＪＲ岡山駅バスターミナル「１番のりば」より、
路線バスで山陽学園大学経由「新岡山港」・「岡
山ふれあいセンター」・「三蟠南」行に乗車（約
25 分）、「山陽学園大学・短大前」で下車。

　●天満屋バスステーションからは「１番のりば」
より上記バスで約 15 分。

●　
イオンモール岡山

（学生食堂）（学生食堂）

（Ｈ棟）（Ｈ棟）

●
ファミリーマート

　　学園



２０２２年度

総合人間学部

言語文化学科／生活心理学科

外国人留学生

外国人留学生編入学

募集要項

山陽学園大学
〈入試に関するお問い合わせ〉

山陽学園大学　入試部
〒703－8501　岡山県岡山市中区平井 1丁目 14－1
TEL.086－272－4024（直通）・086－272－6254（代表）

FAX. 086－273－3226
E-mail nyushi@sguc.ac.jp


