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札幌国際大学大学院 観光学研究科 

2023年度 入学試験要項 
 

 

■入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

 

志望学科のアドミッション・ポリシーについて、出願前に必ず確認してください。 

 各学科のアドミッション・ポリシーは、本学ホームページをご覧ください。 

 

 札幌国際大学大学院入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー） 

  https://www.siu.ac.jp/about/detail.html?content=17 

 

 

■募集人員 

 観光学研究科 観光学専攻（修士課程）  10 名（※春期入学と秋期入学とを合わせた定員） 

 

■入学時期 

 春期（4 月）または秋期（9 月） 

・学生募集は期毎に行います。 

・修士課程の修業年限は 2 年間で、入学時期により 3 月または 9 月に修了します。 

 

［長期履修学生制度について］ 

職業を有している等の事情のある者が、その個人の事情に応じて柔軟に通常の修業年限を超

えて履修できる制度です。 

 

修業年限：3 年以上 5 年以内 

※出願時にあらかじめ申請してください。 

 

■出願資格 

次の(1)～(3)のいずれかに該当し、本学での事前相談を終了した者。 

(1) 一般選抜 

  下記①～⑧のいずれかに該当する者。 

①入学時までに学校教育法第 83条に定める大学を卒業した者、又は卒業見込みの者。 

②入学時までに大学評価・学位授与機構において、学士の学位を授与された者、又はその見込み

がある者。 

③外国において学校教育における 16年の課程を修了した者、又は入学時（春期は 2023年 3月、 

秋期は 2023年 8月）までに修了見込みの者。 

  ④外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 16年の課程を修了した者、又は入学時（春期は 2023年 3月、秋期は 2023

年 8月）までに修了見込みの者。 

 ⑤我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16年の課程

を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者。 

  ⑥文部科学大臣の指定した者。 

  ⑦学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、本大学院において、

大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの。 
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⑧本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、入学時（春期は 2023年 4月 1日、秋期は 2023年 9月 1日）までに 22歳に達す

るもの。（対象は、高等専門学校、短期大学、専修学校、各種学校の卒業者、その他、外国大

学日本分校、外国人学校の修了者等大学卒業資格を有していない者。） 

 

(2)社会人特別選抜入学 

  下記①～⑤のいずれかに該当する社会人。 

 ①学校教育法第 83条に定める大学を卒業した者。 

 ②大学評価・学位授与機構において、学士の学位を授与された者。 

  ③外国において学校教育における 16年の課程を修了した者。 

 ④文部科学大臣の指定した者。 

 ⑤本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者。（対象は、短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業（修了）者、そ

の他、外国大学日本分校、外国人学校の修了者等大学卒業資格を有していない者。） 

 

(3)総合型選抜 

 下記の①及び②に該当する者で、本大学院専願者。 

①札幌国際大学を入学時（春期は 2023年 3月、秋期は 2023年 8月）までに卒業見込みの者。 

 ②本大学院で面談を行った結果、本大学院から出願許可を得た者。 

 （詳細については、別紙「2023 年度総合型選抜ガイド」にてご確認ください。） 

 

(4)転入学 

 他の大学の大学院に在学する者で所属の大学長から受験の許可を得たもの。 

 ※転入学を志望する者は、アドミッションセンター（TEL 011-881-8861）へ連絡し、出願資格等

について事前に確認をしてください。 

 

■選抜方法 

研究科 選抜の種類 選抜方法 

観光学研究科 

一般選抜 

社会人特別選抜 

書類審査と面接試験の評価結果を総合的に審査して

合否を決定します。 

総合型選抜 
面談の結果及び書類審査の評価結果を総合的に審査

して合否を決定します。 

 

■試験科目 

①試験 

選抜の種類 試験科目 試験の概要 

一般選抜 

社会人特別選抜 

面 接 

（30 分） 
出願書類に基づき質問を設定する。 

総合型選抜 
面 談 

（30 分） 
エントリー時の提出書類をもとに面談。 

 

 

②書類審査 

選抜の種類 審査の対象とする書類 

一般選抜 ①志望理由書 ②研究計画書 ③大学在学中の学業成績 ④履歴書 
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社会人特別選抜 

①志望理由書 ②研究計画書 ③大学在学中の学業成績 

④卒業証明書 ⑤履歴書 ⑥在職中の職務内容等を記載した書類 

⑦所属長の承諾書 

総合型選抜 ①志望理由書 ②研究計画書 ③大学在学中の学業成績 

 

■試験日程 

【春期入学】  

期 出願期間（必着） 試験日 合格発表 入学手続締切日 

前期 
2022 年 10 月 1 日㈯～10 月 7 日㈮ 

※総合型選抜は出願期間が異なります。 
10 月 22 日㈯ 11 月 2 日㈬ 11 月 30 日㈬ 

後期 2023 年 2 月 13 日㈪～2 月 22 日㈬ 3 月 4 日㈯ 3 月 10 日㈮ 3 月 24 日㈮ 

 ※試験日集合時刻  9 時 30 分（開門時間は 9 時） 

 

【秋期入学】 

期 出願期間（必着） 試験日 合格発表 入学手続締切日 

秋期 2023 年 6 月 12 日㈪～6 月 23 日㈮ 7 月 8 日㈯ 7 月 14 日㈮ 7 月 31 日㈪ 

※試験日集合時刻  9 時 30 分（開門時間は 9 時） 

 

■事前相談について 

  出願を予定する者は、出願前に必ず事前相談をしてください。事前相談は入試判定に影響する

ものではありません。研究科の教育内容、実習の概要（心理学研究科のみ）など、授業展開に関す

るご説明をいたしますので、出願前に必ずご相談ください。 

  事前相談では、研究分野・研究計画等についてお伺いします。入学後に予定している研究の計画

書（下書き程度でも可）をお持ちください。 

  事前相談は本学にて行います。お申し込みは、アドミッションセンター（TEL 011-881-8861）

にご連絡ください。 

※シニアの方や社会人の方へは、希望により具体的テーマの発見、修士論文や課題研究のスケジュ

ール指導など、出願以前に指導します。 

 

〔事前相談期間〕 

【春期入学】 

区分 事前相談期間 

前期受験希望者 2022 年 9 月 1 日㈭～ 9 月 30 日㈮まで 

後期受験希望者 2022 年 12 月 1 日㈭～ 2023 年 2 月 10 日㈮まで 

 

【秋期入学】 

区分 事前相談期間 

秋期受験希望者 2023 年 5 月 8 日㈪～ 6 月 9 日㈮まで 
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■個別の入学資格審査について 

 

対象者 
「大学卒業資格を有しない者で、入学時において 22 歳に達するもの。」の出願資

格で出願する者。 

申請期間 
期間や詳細についてのお問い合わせは出願受付期間の 30 日前までに 

アドミッションセンター(TEL 011-881-8861)へご連絡ください。 

申込先 札幌国際大学 アドミッションセンター TEL 011-881-8861 

詳細は別途お問い合わせください。 

 

■入学検定料   30,000円 

 

 

■出願方法および出願書類 

 

［出願方法］ 

 

STEP.1 アカウント登録 

WEB による出願となります。WEB 出願にはアカウント登録が必要となります。 

まずはアカウント登録を行い、システムにログインしてください。 

https://www.webapply.jp/siu/login 

 

STEP.2 出願登録 

 

STEP.3 入学検定料のお支払い手続き 

 クレジットカード、コンビニエンスストア（セブン－イレブン、ローソン、ファミリーマート、セイ 

コーマート）、ペイジー対応金融機関でお支払い手続きができます。 

 

STEP.4 必要書類の郵送 

 

STEP.5 受験票の印刷 
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［出願書類］ 

出願書類 注意事項 

①志望理由書 
本学所定の様式（様式 6-1～6-2）。 

（様式は本学ホームページからダウンロード可。） 

②研究計画書 

本学所定の様式（様式 7-1～7-2）。2,000 字程度とし、作成にあ

たっては必ず志望研究科で事前相談を受けてください。（様式は

本学ホームページからダウンロード可。） 

③単位修得（成績）証明書 

出願資格要件を充たす最終出身校の証明書または見込証明書。

（成績評価と修得単位数のわかるもの） 

在学中の者は、履修中の科目が記載されているもの。 

④卒業証明書 出願資格要件を充たす最終出身校の証明書または見込証明書。 

 

⑤履歴書 
本学所定の様式（様式 3）。 

（様式は本学ホームページからダウンロード可。） 

⑥職務内容等を記載した書類 

※社会人特別選抜のみ 

現在職業に従事している者、又は従事していた者のみ提出してく

ださい。 

本学所定の様式（様式 8）。 

（様式は本学ホームページからダウンロード可。） 

⑦所属長の承諾書 

※社会人特別選抜のみ 

現在職業に従事している者のみ提出してください。 

本学所定の様式（様式 9）。 

（様式は本学ホームページからダウンロード可。） 

様式のダウンロード https://www.siu.ac.jp/upbeat/admission/download/ 

 

■受験票 

 Ａ４サイズで印刷し、試験当日に持参してください。 

 受験票は、出願書類の提出および検定料のお支払いが確認された後、マイページからダウンロー

ドが可能になります。 

 

 

■出願上の注意 

 ①いったん提出した書類及び既納の検定料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。 

 ②出願書類は市販の角２（A4 サイズ）封筒に入れ、「書留便」で郵送してください。直接本学窓口

へ提出する場合は、締切日の 17：00 までに提出してください。 

（窓口受付時間 平日 9：00～17：00、土曜日 9：00～13：00、日・祝日・休日は不可。） 

 ③障がい等を有する志願者で、受験および修学上特別な配慮を必要とする 

可能性のある方は、必ず事前の相談が必要です。 

出願受付期間の 30 日前までにアドミッションセンター（TEL 011-881-8861）までご相談くだ

さい。 

 

■新型コロナウイルス感染症に関する受験上の注意 

①受験の際は不織布マスクの着用にご協力ください。 

マスクを用意できない場合は受付に申し出てください。本学が用意したマスクを提供します。 

②本人確認等のため、指示があった場合には一度マスクを外していただきます。 

③本学教職員もマスクを着用し試験監督にあたりますので、ご承知おきください。 

④試験会場入り口付近に消毒液を設置しますので、手指の消毒にご協力ください。 
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■合格発表 

①合格発表日の午前 10時にマイページから確認できます。 

②合否通知は合格発表日に本人あて速達便にて発送します。（諸事情により 2～3 日を要する場合があ

ります。） 

③合否についての電話等による問い合わせには応じていません。 

 

 

■入学手続 

合格の通知を受けた者は、入学手続締切日までに下記学納金及び諸会費のうち入学当初分を納

入し、入学手続書類を提出してください。（※入学手続締切日までに手続きを完了しない場合は、

入学を許可しません。） 

 

 

 

 

 

 

 

(1)学納金・諸会費等 

 

 

 

〔特記事項〕 

①学園債、寄付金等は一切徴収しておりません。 

②学納金は、希望により入学当初分の納付の際に、次学期分も合わせて納付できます。 

 ③札幌国際大学および札幌国際大学短期大学部卒業者の入学金は免除します。 

④諸会費の金額は、若干の変更がある場合があります。上記の金額は、前年度入学者に対する実績

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：円）

入学金 授業料
学研災
保険料

計
一年分
合計

入学当初 230,000 350,000 1,750 581,750

秋学期 － 350,000 － 350,000

春学期 － 350,000 － 350,000

秋学期 － 350,000 － 350,000

入学当初 230,000 350,000 2,600 582,600

春学期 － 350,000 － 350,000

秋学期 － 350,000 － 350,000

春学期 － 350,000 － 350,000

931,750

700,000

932,600

700,000

期

春期入学
（2023年4月入学）

秋期入学
（2023年9月入学）

１年目

２年目

１年目

２年目

受験後、合格通知を出した場合でも、以下に該当する場合は合格を取り消します。 

  （1）期日までに「学納金の納入」および「必要書類の提出」がない場合 

  （2）受験に際して、出願書類およびその他の提出書類等に虚偽の記載内容等が判明した場合 

  （3）大学の名誉を著しく損なう行為が判明した場合 
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○長期履修学生の学納金について 

 

①長期履修学生は、上記の表の入学当初分を納入してください。 

②授業料については、入学後、履修登録が済み次第、該当する金額を納入してください。 

 

 

(2)入学辞退手続について 

   合格者で入学を辞退する者は、下記日時までに本学所定の入学辞退届に合格通知書を添えて提

出してください。入学金以外の諸納付金を返還します。 

本学では総合型選抜と推薦型選抜については専願制を採っているので、入学を辞退しても学納

金は返還いたしません。ただし、家庭の事情により進学を断念する等特別な理由がある場合には、

理由書を添えて申し出てください。その場合には入学金以外の諸納付金を返還します。 

【春期入学】 2023 年 3 月 31 日㈮ 17 時 

【秋期入学】 2023 年 8 月 31 日㈭ 17 時 

 

 

 

 

 

［入学当初分］ （単位：円）

春期入学 秋期入学

入学金 230,000 230,000

学研災保険料 1,750 2,600

合計 231,750 232,600

授業料
履修登録１単位当たり

47,000円


