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本冊子内容変更 

について 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令された場合，お

よび文部科学省が大学入学者選抜実施要項の方針を変更した場合などに

は，本入試要項の内容を変更する可能性があります。その際は本学ホーム

ページにて最新の情報をお知らせしますので，確認するようにしてくださ

い。 

 

 

 

日本留学試験（EJU）

について  

 本学では，英語・日本語・面接による外国人留学生入学試験の他に，日本

留学試験（EJU）の成績に基づいた外国人留学生入学試験を実施しています。 

 EJU の成績に基づき出願する場合は，提出された成績により選考を行い，

本学における試験は課されません。 

 

 

個人情報の取扱い 

について 

 本学では，個人情報について，個人のプライバシーを保護し，個人情報

に関わる法律に基づき慎重に取り扱っており，出願及び入学手続において

ご記入いただいた氏名，住所，生年月日等の個人情報は入学試験の実施，

合格発表，入学手続及びその他の付随する業務を処理するためにのみ利用

します。 

 また，その処理業務の一部は，本学入試係より業者に委託し，その際，

個人情報の全部又は一部を業者に提供しますが，当該業者から個人情報が

第三者に渡されることは一切ありません。 
 

E J U 

E J U 
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出願から入学手続まで  
 

－ 

1

アドミッション・ポリシー（学生受入方針） 
 

日本文化学科 

 

（１）入学者に期待される資質・能力（求める学生像） 

 学習院女子大学国際文化交流学部は，本学学則第 1 条と第 3 条第 2 項にある本学および本学部の目的に

もとづき，次のような人が入学することを期待します。 

 国際文化交流を通じて人類の平和と文化の発展に貢献しようと考えている人。 

 文化の多様性を尊重し，人間の尊厳を守ることのできる人。 

 幅広い教養と地球的視野を身につけ，自らの人生を切り拓こうとする人。 

 大学で学ぶために必要な論理的思考力，知識，語学力をもつ人。 

 他者と協働しながら主体的，積極的に学ぶことのできる人。 

 日本文化学科は，本学学則第 3条第 3項の一にある目的，さらには学科で定めるディプロマ・ポリシー（学

位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）にもとづき，特に次のような人が入学

することを期待します。 

 日本文化について幅広い関心をもち，その歴史や特質を十分理解し，たしかな根拠にもとづいて世

界に発信しようと考えている人。 

 

（２）入学試験 

 （１）に示した資質・能力をもつ人を選抜し，また多様な学生を受け入れるため，本学科は一般選抜 A方

式，一般選抜 B方式，学校推薦型選抜 A（指定校制），学校推薦型選抜 B（公募制），海外帰国生徒入学試験，

社会人入学試験，外国人留学生入学試験を実施します。また，本学への編入を望む人のために編入学試験（3

年次）を実施します。 

 外国人留学生入学試験は外国の教育課程を修了した外国籍の人を対象とします。①本学で行う学力

試験と面接，②日本学生支援機構（JASSO）が実施する日本留学試験（EJU），③本学が指定する日

本語学校からの推薦と本学で行う面接，以上 3通りのいずれかの方法で受験します。 

① 英語，日本語の 2 科目の学力試験と面接（日本語）を行い，それらの結果を総合的に判断して

合否を決定します。面接では志願者にとっての本学科における学びの意義の説明などを求め，

学力試験では測れない主体性や学習意欲などを判断します。 

② EJU の「総合科目」および「日本語」のスコアと民間の英語資格・検定試験のスコアを出願時

に提出して，それらのスコアによって合否を決定します。なお，「総合科目」を英語で受験した

場合は，英語資格・検定試験のスコアの提出は免除されます。 

 面接（日本語）を行い，その結果から合否を決定します。面接では志願者にとっての本学科に

おける学びの意義の説明などを求め，学力試験では測れない主体性や学習意欲などを判断しま

す。また，日本語力が大学の授業に対応できるレベルに達していることを重視します。出願資

格等は各指定校に個別にお知らせします。
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アドミッション・ポリシー



出願から入学手続まで  
 

－ 

2

国際コミュニケーション学科 

 

（１）入学者に期待される資質・能力（求める学生像） 

 学習院女子大学国際文化交流学部は，本学学則第 1 条と第 3 条第 2 項にある本学および本学部の目的に

もとづき，次のような人が入学することを期待します。 

 国際文化交流を通じて人類の平和と文化の発展に貢献しようと考えている人。 

 文化の多様性を尊重し，人間の尊厳を守ることのできる人。 

 幅広い教養と地球的視野を身につけ，自らの人生を切り拓こうとする人。 

 大学で学ぶために必要な論理的思考力，知識，語学力をもつ人。 

 他者と協働しながら主体的，積極的に学ぶことのできる人。 

 国際コミュニケーション学科は，本学学則第 3条第 3項の二にある目的，さらには学科で定めるディプロ

マ・ポリシー（学位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）にもとづき，特に次

のような人が入学することを期待します。 

 国際関係と異文化に強い関心をもち，自らのコミュニケーション能力によって国際社会に貢献しよ

うと考えている人。 

 

（２）入学試験 

 （１）に示した資質・能力をもつ人を選抜し，また多様な学生を受け入れるため，本学科は一般選抜 A方

式，一般選抜 B方式，学校推薦型選抜 A（指定校制），学校推薦型選抜 B（公募制），海外帰国生徒入学試験，

社会人入学試験，外国人留学生入学試験を実施します。また，本学への編入を望む人のために編入学試験（3

年次）を実施します。 

 外国人留学生入学試験は外国の教育課程を修了した外国籍の人を対象とします。①本学で行う学力

試験と面接，②日本学生支援機構（JASSO）が実施する日本留学試験（EJU），③本学が指定する日

本語学校からの推薦と本学で行う面接，以上 3通りのいずれかの方法で受験します。 

① 英語，日本語の 2 科目の学力試験と面接（日本語）を行い，それらの結果を総合的に判断して

合否を決定します。面接では志願者にとっての本学科における学びの意義の説明などを求め，

学力試験では測れない主体性や学習意欲などを判断します。 

② EJU の「総合科目」および「日本語」のスコアと民間の英語資格・検定試験のスコアを出願時

に提出して，それらのスコアによって合否を決定します。なお，「総合科目」を英語で受験した

場合は，英語資格・検定試験のスコアの提出は免除されます。 

③ 面接（日本語）を行い，その結果から合否を決定します。面接では志願者にとっての本学科に

おける学びの意義の説明などを求め，学力試験では測れない主体性や学習意欲などを判断しま

す。また，日本語力が大学の授業に対応できるレベルに達していることを重視します。出願資

格等は各指定校に個別にお知らせします。 
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出願から入学手続まで  
 

－ 

3

出願から入学手続きまで 
 

▼
 
出
願
手
続 

出願資格の確認， 

出願書類の用意 

出願資格および出願書類等を確認の上， 

疑問等についてはできる限り早めにご相談ください。 
P. 04 

入学検定料振込 
入学検定料 

35,000 円 
P. 08 

出願期間 

日本国内から出願する場合 

10 月 12 日（月）～10月 15 日（木） 

日本国外から出願する場合 

9 月 28 日（月）～10月 1日（木）必着 

P. 05 

▼
 
受
験 

受験票受領 
試験日の 7日（日本国外から出願した場合は 14日）前

までに受験票が到着しない場合は入試係まで連絡 
P. 11 

試験日 

10 月 31 日（土） 

 日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場

合は，本学における試験を実施しません。 

P. 11 

▼
 
合
格
発
表 

合格発表 11 月 6日（金） P. 13 

▼
 
入
学
手
続 

入学手続期間 11 月 9日（月）～11月 19 日（木） P. 13 

延納者入学手続期間 ～2021 年 1月 7日（木） P. 14 

 

E J U 
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出願 
 

－ 

4

出願 
 

募集人員 
 

学科   ※1 日本文化学科 国際コミュニケーション学科 

募集年次 １年次（2021 年４月入学） 

募集人員 ※2 10 名 10 名 

※1 学科については，志望順位をつけて併願できます。 

※2 上記の募集人員には，外国人留学生推薦入学試験による入学者と，  日本学生支援機構（JASSO）

が実施する日本留学試験（EJU）の成績に基づいた選考による入学者を含みます。 
 
出願資格 
 
 次の 1.～5.のすべてを満たす女性。 

1. 外国籍を有する者。（日本国籍を有する者の出願は認めない。） 

2. 入学時に 18 歳以上であり，外国の学校教育制度による 12 年以上の課程を修了した者および修了見込

の者。またはこれに準ずると文部科学大臣もしくは本学が認定した者。ただし，日本国内にある外国人

学校（日本にある外国の教育制度に基づく学校）は該当しない。 

3. 日本に居住している場合は，「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格を有する者。 

4. 財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語能力試験 N1 級に合格している者あるいはそれに準

ずる能力を有する者。 

5. （日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場合のみ）日本学生支援機構（JASSO）が実施

する日本留学試験（EJU）の「総合科目」および「日本語」を受験し，2019 年 12 月までに成績評価

を受けている者（2018 年 11 月実施，2019 年 6 月実施，2019 年 11 月実施のいずれかを受験してい

ること）。 

 

出願書類（特に指示のあるもの以外はすべて原本とします。コピーは受理しません。） 
 

1.  ＊入学試験身上書①・② 

2.  ＊写真票兼入学検定料受取書（銀行 B票） 

  ※詳細は P. 8，9を参照してください。 

3.   （該当者のみ）送金小切手 ※詳細は，P. 9 を参照してください。 

4. ＊＊最終出身学校の卒業証明書または卒業見込証明書 

5. ＊＊最終出身学校の成績証明書 

6.    日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場合は，次の(1)，(2)いずれか 

(1) 日本留学試験（EJU）成績通知書（「総合科目（日本語）」と「日本語」）および TOEIC®（L&R），

TOEFL iBT®，IELTSTM，いずれかのスコアレポート（原則，出願日より 2年以内のスコア） 

(2) 日本留学試験（EJU）成績通知書（「総合科目（英語）」と「日本語」） 

  

E J U 

E J U 

E J U 
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出願 
 

－ 

5

7.   パスポートのコピー（A4サイズの用紙にコピー） 

  ・顔写真，氏名，生年月日の記載があるページ および 

  ・（日本居住者のみ）現在有効な日本の在留資格，在留期限が記載されたページ 

8.   在留カード（表裏）のコピー（日本居住者のみ／A4サイズの用紙にコピー） 

9.   （持っている方のみ）日本語能力試験（JLPT）の成績証明書 

10.   （持っている方のみ）出身国の大学入学資格試験または統一試験の成績証明書 

 

＊ ：本学所定の用紙。本学ホームページからダウンロード可。 

   https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/admission/ 

＊＊：和文・英文以外の場合は，必ず和訳または英訳し， 

   翻訳が原本と相違ないことの証明を大使館等で受け，原本とともに提出すること。 

   「最終出身学校」とは，出願資格に関わる学校を指す。 

 

注 出願書類については，原則として出願日より 3ヶ月以内に発行されたものとする。 

 

出願期間 
 

1. 日本国内から出願する場合 

 

 2020 年 10 月 12 日（月）～10月 15 日（木）（郵送に限ります。締切日の消印有効） 

 

2. 日本国外から出願する場合 

 

 2020 年 9 月 28 日（月）～10月 1日（木）必着 

 

 身体の機能の障がいにより，受験に際して特別な配慮を必要とする場合は，出願前に必ず入試係に問い合

わせてください。 

 

出願方法 

 

1. 日本国内から出願する場合 

 

 入学検定料（P. 8）を納入のうえ，出願期間（10 月 12 日（月）～10月 15 日（木））内に，出願書類を

出願用封筒に入れて，本学入試係宛に簡易書類速達で郵送（締切日の消印有効）してください。 

 なお，出願用封筒とは，本学ホームページから出願用封筒ラベルを A4サイズで印刷し，必要事項を記入

のうえ，市販の角 2封筒に貼り付けたものとします。 
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出願 
 

－ 

6

2. 日本国外から出願する場合（日本在住者が一時帰国時に郵送することは不可） 

 

 郵送受付出願期間内（9月 28日（月）～10月 1日（木）必着）に，すべての出願書類を出願用封筒に入

れたうえで，EMS（Express Mail Service／国際スピード郵便）にて郵送してください。 

 なお，出願用封筒とは，本学ホームページから出願用封筒ラベルを A4サイズで印刷し，必要事項を記入

のうえ，市販の角 2封筒に貼り付けたものとします。 

 出願は，書類の提出と入学検定料の納入をもって完了します。入学検定料については P. 8，9を確認して

ください。 

 

出願に関する注意 

 

1. 出願資格および出願書類等に疑問のある場合は，出願開始日の 1 週間前までに，必ず本学入試係まで

電話で問い合わせてください。特に日本国外からの郵送出願希望者は，できる限り早めに出願資格およ

び出願書類等についてご相談ください。 

2. 出願書類が全てそろっていない場合，また不備がある場合は受理しません。 

3. 出願に際し，虚偽の申請を行った者は，受験資格および入学資格を失います。 

4. 出願後は書類の訂正や返還には一切応じません。 

5. 提出書類が和文・英文以外の場合は，和訳または英訳し，翻訳された内容が原本と相違ないことの証明

を大使館等で受け，原本に添えて提出してください。 

6. 学科については，志望順位をつけて併願することができます。 

7. 入学試験身上書①記入上の注意 

・第一志望学科欄を必ず記入し，第二志望学科欄は「志望する・志望しない」のどちらかに○印を記

入してください。 
・第二志望の場合，筆記試験，面接を 2回受ける必要はありません。 
・本国の住所は，全てローマ字で記入してください。 
・E-mail には，Gmail や Yahoo! メールなど，フリーのメールアドレスを記載してください。 

8. 写真 

写真 1 枚を入学試験身上書①の所定の位置に，もう 1 枚を写真票兼入学検定料受取書（銀行 B 票）

の所定の位置に貼付してください。（縦 4㎝×横 3㎝，出願日より 3ヶ月以内に撮影したもので，受験

時に本人と確認できるもの。スナップ写真不可。裏面に氏名を明記してください） 

9. 新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令された場合，および文部科学省が大学入学者選

抜実施要項の方針を変更した場合などには，本入試要項の内容を変更する可能性があります。その際は

本学ホームページにて最新の情報をお知らせしますので，確認するようにしてください。 
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記入例  
 

－ 

7

Ａ～Ｃ票記入例 

 

 入学検定料の納入方法については，P. 8，9 をご確認ください。 

 

 

 

 

  銀行振込にて入学検定料を納入する方が使用 
コンビニエンスストア，クレジットカードを利用して 

納入する方は，銀行 B票のみを使用します。 
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入学検定料  
 

－ 

8

入学検定料 
 

金額 

 

 35,000 円 

 

 納入方法により手数料が発生する場合があります（受験生負担）。 
 いったん納入された入学検定料の返還には応じません。 

 

日本国内から出願する場合の納入方法 

 

1. 銀行振込での納入方法 

 

(1) 本学所定の振込依頼書（銀行 A・B・C票）を使用し，最寄りの銀行等より電信扱いで，振込期間内（2020

年 10 月 12 日（月）～10 月 15 日（木））に振込んでください。期間外は受け付けません。なお，ゆう

ちょ銀行および郵便局からの振込はできません。（現金自動預支払機〔ATM〕，インターネットによる

振込は使用しないでください。）振込は日本国内からのみとし，国外からの振込・送金は認めません。 

(2) 振込後，銀行B・C票を受け取り，銀行等の収納印（銀行B・C票とも）があることを確認してください。 

(3) 銀行 C 票は大切に保管してください。 

 

2. コンビニエンスストアでの納入方法 

 

(1) ローソン，ファミリーマート，セブン―イレブン，ミニストップからも納入できます（納入期間：2020

年 10 月 12 日（月）～10 月 15 日（木）22:59 まで）。納入方法は，P. 10 を参照してください。 

(2) 納入後「取扱明細書」または「取扱明細書兼領収書」を受け取り，「収納証明書」部分を切り取り，銀

行 B票の所定の位置に貼り付けてください。 

(3) 「申し込み明細」は大切に保管してください。 

 

 

3. クレジットカードでの納入方法 

 

(1) クレジットカードからも納入可能です。納入方法は，P 10 を参照してください。出願期間（10 月 12

日（月）～10月 15 日（木））に間に合うように納入してください。 

(2) 「取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り，銀行 B票の所定の位置に貼り付けてください。 

(3) 「申し込み明細」は大切に保管してください。 
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日本国外から出願する場合の納入方法 

 

1. クレジットカードでの納入 

 

(1) クレジットカードから納入可能です。納入方法は，P. 10を参照してください。出願期間（9月28日（月）

～10月1日（木）出願書類本学必着）に間に合うように納入してください。 

(2) 「取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り，銀行 B票の所定の位置に貼り付けてください。 

(3) 「申し込み明細」は大切に保管してください。 

 

2. 送金小切手での納入 

 

(1) 各国の銀行で購入可能な 39,000 円（日本での換金手数料 4,000 円込）の「送金小切手」を円貨建て

で購入してください。※入学検定料と換金手数料は分けないこと 

(2) 送金小切手の支払地は「東京」，受取人は「GAKKOUHOUJIN GAKUSHUIN」と指定してください。 

(3) 送金小切手は，出願書類とともに本学へ提出してください。 
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出 願33

https://e-shiharai.net/

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得してください。コンビニエンスストアで
お支払いの場合 ●番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、もう一度入力し直して、

　新たな番号を取得してお支払いください。支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。
●選考料はATMでは振込できません。必ずレジでお支払いください。
●「検定料収納証明書」には収納印は押印されません。（コンビニ払込時には収納印は不要です）

クレジットカードで
お支払いの場合

画面の指示に従って必要事項を入力し、カード決済手続を行ってください。
●カード決済完了後の修正・取消はできません。申込みを確定する前に、内容をよくご確認ください。

入学検定料支払方法
入学検定料はコンビニエンスストア「セブン-イレブン」「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」 または、クレジットカードで24時間いつでも払い込みが可能です。

●出願期間を入試要項でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもっ
　てお支払いください。
●納入期間最終日の「Webサイトでの事前申込み」は22:59まで、店頭端末機
　の操作は23:30までです。クレジットカードの場合、Webサイトでのお申込
　みと同時にお支払いが完了します。22:59までにお手続きしてください。
●「入学検定料納入」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えで
　きません。詳しくはWebサイトをご確認ください。
●一度お支払いになった入学検定料は返金できません。
●「申込内容照会」から収納証明書が印刷できるのは、クレジットカードでお支
　払いになった場合に限ります。
●カード審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせ
　ください。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」
部分を切り取り、入学試験志願票の所定欄に貼る。

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
　「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載
　  されている糊はご使用にならないでください。
　「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

＜注意＞
スマートフォンでお申込みになっ
た方は、プリンタのある環境でご
利用ください。

支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」にアクセ
スし、受付完了時に通知された【受付番号】と【生年月日】
を入力して「入学検定料・選考料 取扱明細書」を印刷。
「収納証明書」部分を切り取り、
入学試験志願票の所定欄に貼る。

※クレジットカード・コンビニでお支払
　いになった場合、「取扱銀行収納印」
　は、不要です。

入学検定料・選考料　取扱明細書

クレジットカードでお支払いの場合コンビニエンスストアでお支払いの場合

お支払い22
コンビニエンスストアでお支払いの場合 クレジットカードでお支払いの場合

※お支払いされるカードの名義人は、
   受験生本人でなくても構いません。
但し、「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

Web申込みの際に、
支払方法で

「クレジットカード」を選択

カード情報を入力

全入力内容が表示されますので、
正しければ「確定」を押す

お支払い完了です。
下記の手順に従って、
「収納証明書」を印刷してください。

Webで事前申込み11

【払込票番号（13ケタ）】
【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

各種サービスメニュー

各種代金お支払い

各種代金・インターネット受付
（紫のボタン）

マルチペイメントサービス

【お客様番号】【確認番号】
を入力

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

代金支払い

各種代金お支払い

【お客様番号】【確認番号】
を入力

へへ

番号入力画面に進む

お支払い後、必ず「入学検定料・
選考料取扱明細書」（チケット）
を受け取ってください。

店頭端末機より出力される「申込券 」(受付票)を持って、30分以内にレジでお支払いください。

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料　取扱明細書」(チケット)を受け取ってください。

●レジにて
「インターネット支払い」と
店員に伝え、印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票番号】を
伝えてお支払いください。

マルチコピー機は使用しません

■ 注意事項
●取扱いコンビニ、支払い方法は変更になる場合があります。変更された場合は
Webサイトにてご連絡いたします。
●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認く
　ださい。

入学試験志願票

○○大学　入学試験志願票

○○
大学
 検定

料収
納証
明書
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受験票  

 
 出願者に対しては，出願書類を本学ですべて確認して不備がなく受理次第，受験票を送付します。 

 日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場合は受験番号の確認のみに使用してください。（本

学における試験は実施しないため） 
 
1. 日本国内から出願の場合の受験票 
 
(1) 入学試験身上書①の「日本での連絡先」に記入された住所に送付します。 

(2) 出願書類を提出してから試験日の７日前までに受験票が到着しない場合は，入試係までお問い合わせく

ださい。 
 
2. 日本国外から出願の場合の受験票 
 
(1) 入学試験身上書①の「本国の連絡先」に記入された住所に送付します。 

(2) 出願書類を提出してから試験日の 14 日前までに受験票が到着しない場合は，入試係までお問い合わせ

ください。 
 

試験日・試験内容 
 

学科 日本文化学科 国際コミュニケーション学科 

試験日 

試験内容 

2020 年 10 月 31 日（土） 

 

英 語（辞書使用不可）  10:00～10:40   50 点 

日本語（辞書使用不可）  11:00～12:00   50 点 

面 接（日本語）     13:00～ 

 

場 所 ：  学習院女子大学キャンパス 

 日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場合は，本学における試験を実施しません。 その

場合の選考方法については，次のページをご確認ください。 
 

受験上の注意 
 
 上記試験は本学においての実施を予定しておりますが，今後の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ，

オンラインでの遠隔方式を活用した方式に変更するとともに，試験の内容も変更する場合があります。

その場合は，本学ホームページにて周知しますのでご確認ください。また，志願者本人のご自宅の PC

等で遠隔方式に対応できる環境を準備しておくようお願いします。 

  

E J U 

E J U 
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 新型コロナウイルス感染を疑わせる症状（発熱，喉の痛み，咳，強い倦怠感等）がある場合，または学

校において予防すべき感染症（麻疹，風疹，インフルエンザ等）にかかっている場合は，他の受験生や

監督者への感染の恐れがありますので，受験をご遠慮願います。この場合，本学では追試験の措置を講

じる予定のため，そちらを受験ください。詳細は本学ホームページにて発表しますのでご確認くださ

い。 

 受験票は試験の当日必ず携帯してください。入構時に提示し，試験場では机上に置いてください。 

 試験場の位置は，受験票および構内の案内掲示を参照してください。 

 受験者は試験開始時刻の 15 分前までに試験場に入り，自分の受験番号の席についてください。（本学

キャンパスへは 9時以降に入構してください） 

 試験開始後 15分を過ぎた場合は，試験場へ入れません。 

 試験開始後は退室できません。 

 試験の際，不正行為を行った者は受験および入学資格を失います。 

 受験票以外に机の上に置くことができるものは，筆記用具のみです。時計の持ち込みは時計機能のみの

ものに限ります（インターネット接続機能，通信機能，計算機能など計時機能以外の機能をもつものは

カバンに入れてください）。携帯電話等呼び出し音が出るものを持っている場合，試験場では必ず電源

を切ってください。また，携帯電話等を時計がわりとして使用することは禁止します。 

 試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の足音・監督業務上必要な打合せに伴う話し声，航空機・自

動車・風雨・空調の音，周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音，時計等の短時間の鳴動，周囲の

建物のチャイム音，体調不良者への対応に伴う一時的な移動の音など）が発生した場合でも救済措置は

行いません。 

 各受験者の面接開始時間は本学にて定めます（面接の順番についての要望は受け付けません）。 

 試験内容に記載している試験を全て受けないと，合否判断の対象になりません。 

 不正防止のため，面接の内容に関わるいかなる事柄も他言したり SNS に公開することを禁じます。 

 付添いの方が試験場へ入室することは禁じます。 

 試験当日は，入構後，直接試験場へ向かってください。特別に設けられた待機場所はありません。 

 昼食は各自で持参してください。 
 

 日本留学試験（EJU）の成績に基づき出願する場合の選考内容 
 
 受験地（日本国内，海外）にかかわらず，EJU の受験科目により，以下のとおり選考を行います。いずれ

の場合も，本学における試験は実施しません。 
 
1. 「総合科目（日本語）」と「日本語」を受験した場合 
 
 提出された EJU の成績と，TOEIC®（L&R），TOEFL iBT®，IELTSTM，いずれかのスコアとの総合評価によ

り選考する。 
 
2. 「総合科目（英語）」と「日本語」を受験した場合 
 
 提出された EJU の成績により選考する。 
 

E J U 
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合格発表 
 
 2020 年 11 月 6日（金）10:00 

 本学 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページにて発表するとともに受験者全員に対し郵

送（10:00 発送）により通知 
 
 電話等による問い合わせには応じません。 

 https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/admission/ 

 合否通知の氏名の漢字は JIS 規格の文字を使用し，JIS にない文字については JIS 準拠のものを使用しま

す。 

 合否通知が合格発表日を含め 4 日（日本国外からの出願者は 7 日）経過しても届かない場合は，入試

係に問い合わせてください。お問合わせ先：TEL 03 (3203) 1906 

 合格者には，入学手続書類も併せて郵送します。 
 

入学手続 
 
 詳細については，合格通知に同封する「入学手続要項」を参照してください。 
 
入学手続方法 

 期間内に入学手続を完了しない場合は，入学資格を失います。 
 いったん提出された書類は，返還できませんので注意してください。 
 
1. 日本国内からの入学手続方法 
 

 2020 年 11 月 9日（月）～11月 19 日（木）の間に，入学手続時納付金を納入（銀行振込）のうえ，入

学手続書類を本学入試係宛に簡易書留速達で郵送（締切日の消印有効）してください。 
 
2. 日本国外からの入学手続方法 
 

 入学手続時納付金について，各国の銀行で購入可能な「送金小切手」を円貨建てで購入し，支払地は「東

京」，受取人は「GAKKOUHOUJIN GAKUSHUIN」と指定したうえで，2020 年 11 月 9 日（月）～11 月 19

日（木）（必着）の間に，送金小切手と入学手続書類を本学入試係に EMS で郵送し，入学手続を完了してく

ださい（換金手数料など，詳細は合格通知の際にお知らせします）。 
 
 入学手続時納付金の納入には， 

  ①全額（923,800 円）を一度に納入する方法， 

  ②入学金（200,000 円）と授業料等（723,800 円）を分けて納入（延納）する方法がありますので，

希望する納入方法に応じ，入学手続を行ってください。 
 
 延納分の授業料等の納入期限は，2021 年 1月 7日（木）です。 
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納付金 

 日本文化学科，国際コミュニケーション学科とも同額です。 
 2021 年度入学者の納付金は，現在未定のため，参考として 2020 年度入学者の納付金を掲載します。

なお，納付方法および金額については「入学手続要項」に明示します。 

 

参考：2020 年度 （単位：円） 

納期 
 

費目 

第１期 
（入学手続時・ 
２年次以降４月） 

第２期 
（9月） 

合計 
（年額） 備考 

入 学 金 

在 籍 料 

授 業 料 

施 設 設 備 費 

父 母 会 費 

輔 仁 会 費 

学 会 費 

200,000 

60,000 

430,000 

220,000 

5,000 

7,300 

1,500 

 

 

430,000 

 

 

 

 

200,000 

60,000 

860,000 

220,000 

5,000 

7,300 

1,500 

入学時のみ 

 

 

 

 

本部会費・支部会費 

 

計 923,800 430,000 1,353,800  

 上記のほかに，資格取得科目（司書課程等）および伝統文化演習科目等の実費を必要とする科目を履修

する場合は，それぞれの履修費および実習費（実費）が必要になります。 

 納付は，第 1期 4月，第 2期 9月の年 2回に分けて行います。ただし，2年次以降は，第 1期の 4月

に年額を一度に納入することもできます。 

 在籍料，授業料および施設設備費については，卒業まで同額とします。それ以外の納付金に変更があっ

た場合には，新たに定められた金額を納付するものとします。 

 

桜友会基本会費 

 

 上記納付金の他に，桜友会が桜友会基本会費（永年同窓会費：徴収は 1 回のみ）35,000 円を入学手続後

または在学中に徴収いたします。 

 桜友会基本会費に関するお問い合わせは，桜友会事務局にご照会願います。 

桜友会事務局 03 (3988) 3288 学習院目白キャンパス内 

 

入学許可の取り消し 

 

 出願資格について修了見込で出願し，2021 年 3 月 31 日（水）までに修了できない者は，入学許可を取

り消します（入学後に修了証明書の提出が必要になります。詳細は，合格者に送付する「入学手続要項」を

参照してください）。
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入学辞退 

 

 本学への入学手続を行った後，入学辞退を希望し，2021 年 3月 31 日（水）16：00 までに所定の手続に

より届け出た者に対しては，入学金を除く納入済みの入学時納付金（在籍料，授業料および施設設備費他）

を返還します。詳細は，合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。 

 

在留資格（留学ビザ）の取得について 

 

 本学への入学を機にはじめて日本での生活を始める方などは，渡航前に自国にて日本の在留資格（いわゆ

る留学ビザ）を申請・取得する必要があります。留学ビザを申請するには，通常，日本の入国管理局が発行

する「在留資格認定証明書」が必要です。この「在留資格認定証明書」については，本学に代理申請を願い

出ることができます。詳細は，合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。 

 

奨学金 
 

 本学には，下記のとおり私費外国人留学生のための奨学金制度・授業料減免制度があります。申請方法に

ついては入学後にお知らせします。 

 詳しくは，学生部まで問い合わせてください。TEL 03 (3203) 1906 
 
おもな奨学金制度 

2020 年度実績 
制度 金額 募集時期 貸・給 

1. 学習院女子大学外国人留学生奨学金 年間 200,000 円 4 月上旬 給付 

2. 学習院女子大学外国人留学生奨励金 年間 300,000 円 4 月上旬 給付 

3. JASSO 外国人留学生学習奨励費給付制度 月額 48,000 円×12 ヶ月 5 月上旬 給付 

1.は，修得単位数が少ない場合等，支給されないことがあります。 

2.は，1.の奨学金の支給を認められた者の中で，特に学業，人物ともに優秀であると認められた学生（若干

名）に支給されます。ただし，3.と同時に受給することはできません。 

3.は，本学にて被推薦者を決定します。 

 

授業料減免制度 
 

 一定の条件を満たす私費外国人留学生に対し，授業料の 30％を減免する制度があります。 
 
その他の私費留学生奨学金 
 
 毎年少数ですが，民間企業等による給付奨学金の募集があります。いずれも選考は本学による推薦制です

（学業成績，経済的困窮度などを考慮し，本学にて被推薦者を決定します）。 
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お問合せ・試験場案内図 
 

 ご出願および本冊子に関するお問い合わせは，以下にお願いいたします。 

 

学習院女子大学（入試係） 

〒162-8650 東京都新宿区戸山 3-20-1 TEL 03 (3203) 1906（代表） 

受付時間 平日 9:00～11:00 および 13:00～16:00，土曜日 9:00～12:00 

 

 

 

JR・地下鉄駅より徒歩の場合 

 東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車，徒歩 1分 

 東京メトロ東西線「早稲田」駅下車，徒歩 10分 

 JR 山手線・西武新宿線「高田馬場」駅下車，徒歩 15分 
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