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■募集学部・学科と募集人員                 

札幌国際大学の全学部全学科及び札幌国際大学短期大学部の全学科。募集人員各若干名。 

※国際教養学科 多文化言語コースについては、秋期入学は募集しません。 

 

■出願資格                         

次の①～③の全ての要件を満たす者 

① 外国籍を有する者 

② 次の(1)～(7)のいずれかに該当する者 

(1) 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修了見込みの者（12年未

満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程を修了した者又は終了見込みの者） 

(2) 外国において学校教育における 12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格し、本学入

学の前日までに 18 歳に達する者 

(3) 外国において指定された 11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件

を満たす高等学校に対応する学校の課程を修了した者又は修了見込みの者 

(4) 日本国内において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者又は修

了見込みの者（12 年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程を修了す

る必要がある。） 

(5) 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを

保有する者 

(6) 国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の 12年の課程を修

了した者又は修了見込みの者 

(7) 大学又は短大において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の

学力があると認められ、本学入学の前日までに 18歳に達する者 

③ 次の(1)～(3)のいずれかに該当する者 

(1) 日本学生支援機構が実施する日本留学試験（EJU）を 2021年 4 月以降に受験し、日本

語（読解、聴解・聴読解の合計）の得点が 200 点以上の者 

(2) 日本語能力試験（JLPT）を 2021年 4月以降に受験し、N2以上に合格している者 

(3) 大学又は短大の授業を受けるに十分な日本語能力を有する者（在籍する又は在籍してい

た教育機関の推薦が必要です。「様式留-2 推薦状」を出願書類と一緒に提出してくださ

い。） 

 

※出願資格➁-(7)個別の入学資格審査については、願書受付期間の 30日前までに札幌国際大学

アドミッションセンターまでお問い合わせください。 

 

  



■推薦入学制度について                  

 出願資格の①、②の全ての要件を満たす者、また、次の 1～3 の全てを満たすものは、推薦入

学制度を利用して出願することができる。 

  

1.①、②のどちらかを満たし、その成績・結果が確認できる証明書類を提出できること 

  ①日本語能力試験（JLPT）N2以上に合格している者 

  ②日本留学試験（EJU）日本語（読解、聴解、聴読解の合計）の得点が 200 点以上の者 

 2.在籍する学校長からの「推薦状」を提出すること 

 3.本学専願者 

  

■試験日程                          

〈春学期〉 

 願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日 

1 期 
2022年 11月 21 日(月) 

～12 月 2日(金) 

本学 

東京 

2022 年 

12 月 17 日(土) 

2022年 

12月 22日(木) 

2023年 

1 月 31 日(火) 

2 期 
2022年 12月 19 日(月) 

～1 月 6 日(金) 

本学 

東京 

2023 年 

1 月 21 日(土) 

2023年 

1 月 27 日(金) 

2023年 

2 月 16 日(木) 

3 期 
2023年 1 月 30 日(月) 

～2月 10日(金) 

本学 

東京 

2023 年 

2 月 25 日(土) 

2023年 

3 月 2日(木) 

2023年 

3 月 16 日(木) 

 

〈秋学期〉 

※秋学期入学については、必ず事前の相談が必要です。願書受付期間の 30 日前までに必ず

アドミッションセンターへ申し込んでください。 

願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日 

2023 年 6 月 12 日(月) 

～6 月 23 日(金) 
本学 

2023 年 

7 月 8 日(土) 

2023 年 

7 月 14 日(金) 

2023 年 

7 月 31 日(月) 

※試験場の詳細については、「■試験会場」にてご確認ください。 

 

■試験科目                          

試験科目 内容 

日本語試験 
日本語による筆記試験（試験時間：60 分） 

※推薦入学制度での出願者は免除とする 

面接試験 
日本語による面接試験（試験時間：20 分） 

※推薦入学制度での出願者は試験時間 10分とする 

書類審査 出願書類による書類審査 



■出願書類                          

種類 備考 

1.入学願書 

本学所定の様式 

黒ボールペンで記入し、写真を貼付してください。 

写真は 3カ月以内に撮影した（縦４cm、横３cm）のもの 

2.志望理由書 本学所定の様式（様式 留-１） 

3.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。 
※原本と、日本語または英語で翻訳されたもの。 

4.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。 

※原本と、日本語または英語で翻訳されたもの。 

5.日本語能力を証明 
する書類 

日本留学試験を受験した者は、受験番号確認のため、受験票の写しを

提出し、1.入学願書に受験番号を必ず記載してください。 
日本語能力試験 N2 以上を取得している者は、日本語能力認定書の写

しを提出してください。 

6.推薦状 

出願資格➂の（3）の要件で出願する場合、在籍する又は在籍してい
た教育機関からの推薦が必要 

※日本語のもの。それ以外の場合は翻訳をつけること。 

（様式 留-2） 
※推薦入学制度での出願の場合は、必ず提出すること 

7.入学金・授業料減免に 
関する申請書 

本学所定の様式を使用してください（様式 留-3） 

8.在留カードのコピー 持っている場合は、表・裏の両面のコピーを提出すること 

9.パスポートのコピー 顔写真のページのコピーを提出すること 

10.入学検定料の振込が 

確認できるもの 
入学検定料の振込が確認できる振込金受取書など（コピー可） 

11.各種資格・検定証明書 

TOEFL、TOEIC やその他語学に関する検定証明書や、その他公的機

関による資格認定証書コピー 
※「特別減免」の加点になります。なければ提出しなくて構いません。 

 

  



■入学検定料と納入方法                   

 入学検定料 10,000 円 

※検定料は、以下に示す銀行口座へ振り込むこと 

※振込依頼書の依頼人氏名の欄には、受験者の氏名を記入すること 

銀行名 北洋銀行 

支店名 清田区役所前支店 

口座番号 （普通）3623394 

口座名 学校法人 札幌国際大学 

住所 〒004-8602 北海道札幌市清田区清田 4 条 1丁目 4-1 

  ※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。 

 

■受験通知                         

出願書類を受付後、入学願書に記載されているメールアドレスに受験通知を送付いたします。

受験当日までに確認の上、印刷をして当日試験会場へお持ちください。 

 

■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を着用してください。 

（2）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。 

（3）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。 

（4）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。 

（5）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。 

（6）新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験

日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者は受験できません。その際はすみやかに

（試験日までに）アドミッションセンター（011-881-8861）へ連絡してください。 

 

■荒天時の対応について                  

 荒天等により、入試実施に変更が生じた場合は本学ホームページでお知らせします。 

 

■合格発表                         

（1）合格発表は、合否通知の発送をもって発表といたします。 

（2）合否通知は合格発表日に本人あてに速達便にて発送します。 

（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。 

 



■学納金（大学）                      

① 私費外国人留学生（全学部対象） 「留学」の在留資格を有する者 

 減免率 
1 年次 2 年次以降 

備考 
春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    ＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

＊4 年間合計

金額は 4 年間

減免制度が適

用された場合

の金額 

＊諸会費とし

て 4 年次秋学

期に同窓会費 

15,000 円徴収 

授業料 35% \263,300 \263,300 \266,500 \266,500 

施設費・教育充実費  ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 

諸会費   \35,800 ¥13,000 ¥14,000 ¥13,000 

計   ¥469,100 ¥331,300 ¥335,500 ¥334,500 

年額  ¥800,400 ¥670,000 

4 年間合計金額  ¥2,825,400 

② 私費外国人留学生特別減免制度（成績優秀者対象） 「留学」の在留資格を有する者 

1）特別減免Ⅰ種（極めて成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次以降 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 100% \0    ＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

＊4 年間合計

金額は 4 年間

減免制度が適

用された場合

の金額 

＊諸会費とし

て 4 年次秋学

期に同窓会費 

15,000 円徴収 

授業料 100% \0 \0 \0 \0 

施設費・教育充実費  ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 

諸会費   \35,800 ¥13,000 ¥14,000 ¥13,000 

計   ¥90,800 ¥68,000 ¥69,000 ¥68,000 

年額  ¥158,800 \137,000 

4 年間合計金額  \584,800 

2）特別減免Ⅱ種（特別減免Ⅰ種について成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次以降 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    ＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

＊4 年間合計

金額は 4 年間

減免制度が適

用された場合

の金額 

＊諸会費とし

て 4 年次秋学

期に同窓会費 

15,000 円徴収 

授業料 50% \202,500 \202,500 \205,000 \205,000 

施設費・教育充実費  ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 ¥55,000 

諸会費   \35,800 ¥13,000 ¥14,000 ¥13,000 

計   ¥408,300 ¥270,500 ¥274,000 ¥273,000 

年額  ¥678,800 ¥547,000 

4 年間合計金額  \2,334,800 

・私費外国人留学生特別減免制度は全学部の留学生を対象とし、年度毎に適用学生を選考する。 

・新入学生の選考基準：EJU、JLPT、各種資格・検定、面接結果などを総合的に判断する。 

・2 年次以降の選考基準：JLPT、GPA、出席状況などを総合的に判断する。 

・在留資格が「定住者」や「永住者」も受験可能だが、上記の授業料減免の対象にはならない。 



■学納金（短期大学部・総合生活キャリア学科）         

① 私費外国人留学生 「留学」の在留資格を有する者 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 35% \248,700 \248,700 \258,400 \258,400 

施設費・教育充実費  ¥57,500 ¥57,500 ¥82,500 ¥82,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   ¥455,450 ¥319,200 ¥354,900 ¥368,900 

年額  ¥774,650 ¥723,800 

2 年間合計金額  ¥1,498,450 

② 私費外国人留学生特別減免制度（成績優秀者対象） 「留学」の在留資格を有する者 

1）特別減免Ⅰ種（極めて成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 100% \0    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 100% \0 \0 \0 \0 

施設費・教育充実費  ¥57,500 ¥57,500 ¥82,500 ¥82,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   ¥91,750 ¥70,500 ¥96,500 ¥110,500 

年額  ¥162,250 \207,000 

2 年間合計金額  \369,250 

2）特別減免Ⅱ種（特別減免Ⅰ種について成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 50% \191,300 \191,300 \198,800 \198,800 

施設費・教育充実費  ¥57,500 ¥57,500 ¥82,500 ¥82,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   \398,050 \261,800 \295,300 \309,300 

年額  \659,850 \604,600 

2 年間合計金額  \1,264,450 

・私費外国人留学生特別減免制度は年度毎に適用学生を選考する。 

・新入学生の選考基準：EJU、JLPT、各種資格・検定、面接結果などを総合的に判断する。 

・2 年次の選考基準：JLPT、GPA、出席状況などを総合的に判断する。 

・在留資格が「定住者」や「永住者」も受験可能だが、上記の授業料減免の対象にはならない。 

 



■学納金（短期大学部・幼児教育保育学科）          

① 私費外国人留学生 「留学」の在留資格を有する者 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 35% \271,400 \271,400 \274,700 \274,700 

施設費・教育充実費  ¥62,500 ¥62,500 ¥87,500 ¥87,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   ¥483,150 ¥346,900 ¥376,200 ¥390,200 

年額  ¥830,050 ¥766,400 

2 年間合計金額  ¥1,596,450 

② 私費外国人留学生特別減免制度（成績優秀者対象） 「留学」の在留資格を有する者 

1）特別減免Ⅰ種（極めて成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 100% \0    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 100% \0 \0 \0 \0 

施設費・教育充実費  ¥62,500 ¥62,500 ¥87,500 ¥87,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   ¥96,750 ¥75,500 ¥101,500 ¥115,500 

年額  ¥172,250 \217,000 

2 年間合計金額  ¥389,250 

2）特別減免Ⅱ種（特別減免Ⅰ種について成績優秀である者） 

 
減免率 

1 年次 2 年次 
備考 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

入学金 50% \115,000    

＊入学金、授業

料は減免後の

金額 

授業料 50% \208,800 \208,800 \211,300 \211,300 

施設費・教育充実費  ¥62,500 ¥62,500 ¥87,500 ¥87,500 

諸会費   \34,250 ¥13,000 ¥14,000 ¥28,000 

計   \420,550 \284,300 \312,800 \326,800 

年額  \704,850 \639,600 

2 年間合計金額  \1,344,450 

・私費外国人留学生特別減免制度は年度毎に適用学生を選考する。 

・新入学生の選考基準：EJU、JLPT、各種資格・検定、面接結果などを総合的に判断する。 

・2 年次の選考基準：JLPT、GPA、出席状況などを総合的に判断する。 

・在留資格が「定住者」や「永住者」も受験可能だが、上記の授業料減免の対象にはならない。 

 



■試験会場                        

札幌会場（札幌国際大学）                                 

［住 所］ 北海道札幌市清田区清田 4 条 1丁目 4-1 

［電 話］ 011-881-8844 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京会場（アクセス渋谷スペース）                            

［住 所］ 東京都渋谷区渋谷 2-15-1 渋谷クロスタワー24階 

 

  



―入試に関する相談について― 

札幌国際大学国際課では、外国人留学生の入試相談を行っています。日本語のほかに、中国語、

ベトナム語、英語での対応ができますので、お気軽にご相談ください。 

●入試相談フォーム： 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nohog3i8oUCnhWw5LBj5dqFAysK_C_NOmNsq6DxuvktUNEpOT

FJHS0tSTkFHRUlXSlhSM0dKN1RCRy4u 

 

●TEL 011-881-8844（大学代表） 

 

●E-mail siu-ec@ad.siu.ac.jp（国際課直通） 

 

 

 

問合せ・出願書類提出先 

 

札幌国際大学 アドミッションセンター 

電話番号：011-881-8861 

住  所：〒004-8602 

          北海道札幌市清田区清田 4 条 1丁目 4番 1号  

          U R L：https://www.siu.ac.jp/       

                                
 

 

相談フォーム QR コード 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nohog3i8oUCnhWw5LBj5dqFAysK_C_NOmNsq6DxuvktUNEpOTFJHS0tSTkFHRUlXSlhSM0dKN1RCRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nohog3i8oUCnhWw5LBj5dqFAysK_C_NOmNsq6DxuvktUNEpOTFJHS0tSTkFHRUlXSlhSM0dKN1RCRy4u
mailto:siu-ec@ad.siu.ac.jp
https://www.siu.ac.jp/

