
 

 

2023（令和 5）年度 

別科（日本語教育課程） 
 

 
 

 

 

 

2023年春入学（4月入学） 

一期募集 ： 2022年 8月 9日（火）～2022年 9月26日（月） 

二期募集 ： 2022年 9月27日（火）～2022年11月21日（月） 

三期募集 ： 2022年11月22日（火）～2023年 1月 9日（月） 

四期募集 ： 2023年 1月10日（火）～2023年 3月 6日（月） ※指定要件を満たす者 

 

2023年秋入学（10月入学） 

一期募集 ： 2023年 1月31日（火）～2023年 3月27日（月） 

二期募集 ： 2023年 3月28日（火）～2023年 5月22日（月） 

三期募集 ： 2023年 5月23日（火）～2023年 7月10日（月） 

四期募集 ： 2023年 7月11日（火）～2023年 9月 4日（月） ※指定要件を満たす者 

 

 

 

 

出願期間 

入学試験要項 

個人情報取扱について 
 

出願書類にご記入いただいた個人情報は、入学試験の実施および学籍管理業務、

ならびに個人を特定できない形式による統計処理を行うためにのみ利用し、他のい

かなる利用にも供することはありません。 
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2023（令和 5）年度 

武蔵野大学別科（日本語教育課程） 

入学試験要項 

 

 本別科は、日本の高等教育機関への進学を目指し、明確な目標意識を持つ、高い勉学意欲を備えた学生を、世界各

地から受け入れます。 

 春入学は 1年または 2年、秋入学は 1.5年の期間で、それぞれ全日制または半日制の教育課程を設けています。 

 「学部」、「大学院」進学志望者には、武蔵野大学をはじめとする日本の大学や大学院への進学のための「日本語」及び

進学に必要な様々な学力・知識・教養を習得する予備教育を行い、外国人留学生入学試験等の合格を目指します。 

 「専門課程」進学志望者には、主に「武蔵野大学別科（介護福祉士養成課程）」への進学のための「日本語」を中心に予

備教育を行い、進学を目指します。 

 

 

合格実績 

（2018年度-2022年度） 

・旧帝国大学    北海道大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、九州大学 

・国公立大学    北見工業大学、秋田大学、山形大学、筑波大学、千葉大学、埼玉大学、東京工業大学、  

         東京医科歯科大学、東京都立大学、横浜国立大学、横浜市立大学、新潟大学、金沢大学、 

         名古屋工業大学、信州大学、広島大学、高知大学、尾道市立大学 他 

・私立大学     早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、青山学院大学、中央大学、芝浦工業大学、立命館大学、 

         日本大学、駒澤大学、武蔵野大学、帝京大学、東海大学、拓殖大学、神奈川大学、近畿大学 他 

 

 

推薦進学制度 

 日々の学習態度が良好で、日本留学試験で一定以上の成績を修めた優秀な別科生を対象として、武蔵野大学への推

薦制度があります。 

（2022年度例） 

・文学部／日本文学文化学科 

・グローバル学部／グローバルコミュニケーション学科、日本語コミュニケーション学科 

・法学部／法律学科、政治学科 

・経済学部／経済学科 

・経営学部／経営学科、会計ガバナンス学科 

・人間科学部／人間科学科、社会福祉学科 

・工学部／環境システム学科、数理工学科、建築デザイン学科 

・アントレプレナーシップ学部／アントレプレナーシップ学科 
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志望進路別カリキュラム概要 

・学部進学：     日本語及び EJU科目等の対策、面接及び小論文等の二次試験対策 

・大学院進学：    日本語及び研究計画書等の対策、面接及び小論文等の二次試験対策 

・専門課程進学：   日本語及び専門課程進学に必要な知識や試験対策等 

 

 

募集定員 

・春入学（4月入学）   50名（全日制／半日制 1年／2年） 

・秋入学（10月入学）  40名（全日制／半日制 1.5年） 

※春入学（4月入学）は入学当初に行われる学力・日本語能力の考査（プレイスメントテスト）及び面談等により履修科目を

決定します。履修期間は 1年を単位とし、1年または 2年在籍することができます。 

 

 

就学場所 

武蔵野大学 武蔵野キャンパス （東京都西東京市新町１－１－20） 

 

 

出願期間 

・2023 年春入学（4月入学） 

一期募集 ： 2022年 8月 9日（火）  ～ 2022年 9月 26日（月） 

二期募集 ： 2022年 9月 27日（火） ～ 2022年 11月 21 日（月） 

三期募集 ： 2022年 11月 22日（火） ～ 2023年 1月 9日（月） 

四期募集 ： 2023年 1月 10日（火） ～ 2023年 3月 6日（月） ※指定要件を満たす者 

・2023 年秋入学（10月入学） 

一期募集 ： 2023年 1月 31日（火） ～ 2023年 3月 27日（月） 

二期募集 ： 2023年 3月 28日（火） ～ 2023年 5月 22日（月） 

三期募集 ： 2023年 5月 23日（火） ～ 2023年 7月 10日（月） 

四期募集 ： 2023年 7月 11日（火） ～ 2023年 9月 4日（月） ※指定要件を満たす者 

 

※出願締切後、合否判定をします。合格者には、合格通知と入学案内を送付します。入学手続き完了後、本学より東京

出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書が交付されたら、在外公館でビ

ザを申請し、発給後に来日します。 
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出願資格 

下記①～⑤のすべての条件を満たす者。 

① 日本国籍を有しない者。 

② 外国において学校教育における 12年以上の課程を修了並びに高校相当学歴を取得した者、または修了見込の者。

その他本学において、同等以上の資格を有すると認定された者。 

③ 原則として「出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を取得できる者、または本学において就学できる

在留資格を有する者。 

④ 入学時点における日本語能力として原則 Ｎ５（CEFR A1レベル）程度を有する者又は日本語を 150時間程度学習し

た者。※日本語能力の判定については、本学別科事務局に問い合わせください。 

⑤ 原則として本学が指定する寮に入寮できる者。 

 

※春入学（4月入学）で 1年の履修により進学を志望する場合は、入学時に N2（CEFR A2～B1レベル）程度の日本語能

力を有していることが望ましい。 

※本学別科への出願に際し、在留資格「留学」の取得または更新手続きの可否について、少しでも疑問がある場合は、

出願に際し本学別科事務局にお問い合わせください。 

※過去、日本において日本語教育機関（日本語学校および職業訓練など）に在籍したことのある者は、出願に際し本学

別科事務局にお問い合わせください。 

※提出された出願書類に基づき出願資格の有無を審査し、出願資格がないと判断された場合には、出願書類一式及び

入学検定料を返還します。但し、入学検定料返還に伴う手数料は出願者負担とします。 

※大学院進学志望者については、外国の大学等において修業年限が 3 年以上（医学、歯学、薬学又は獣医学を履修す

る修士課程への入学については 5年）の課程を修了した者も認めます。 

※基準日に年齢・学歴要件に達しないが、学部／大学院進学時に、年齢・学歴要件を満たす場合や、中国の大学専科

（大専）、フィリピンの大学学部等、一部学歴年が不足するは、出願前にご相談ください。 

※在留資格「留学」により日本語教育機関に在籍できる期間は通算 2 年間です。2 年以上在籍する事は認められません

のでご注意ください。 

 

選抜方法 

提出書類に基づき、書類審査・面談を行い、総合評価により合否を判定します。面談では、勉学の意志や熱意、将来の

計画性、経費支弁能力などを試問します。 

※提出書類の内容によりその他試験を課す場合があります。 

 

出願方法 

「インターネット出願」ページより出願手続きをしてください。https://bekka.musashino-u.ac.jp/entry/ 

個人情報、必要書類（PDF）データの登録、入学検定料の支払いにより、出願は完了となります。 

※事前に「志望理由」と必要書類（PDF）データを全て揃えてから、出願手続きを始めてください。 

一時保存はできません。必要書類全てにおいて、受験生の氏名が一致している必要があります。 

※出願書類及び在留資格認定証明書交付申請を行う場合に必要となる書類で、日本語以外の言

語による場合は、原則日本語翻訳が必須です。翻訳日、翻訳者名、（翻訳会社・代理店等を利用

した場合）法人名を記載の上、署名・押印を必ずしてください。  

インターネット 

出願ページ 
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出願書類 

① 
エントリーシート（インターネット出願） 

本人写真、志望理由、入学検定料 

志願者本人が「インターネット出願」ページより出願手続を完了させること 

・本人写真： 最近３カ月以内のもの、上半身正面、脱帽のもの、背景無地のもの 

・入学検定料： 25,000 円（オンライン決済または銀行振込） 

② 
最終学歴となる学校（高校、大学、専門学

校等）が発行した卒業（見込）証明書 

発行から 3 か月以内のもの 

学校名、受験者の氏名、生年月日、入学年月、卒業（見込）年月、公印、発行日 等が

記載されたもの 

③ 
最終学歴となる学校（高校、大学、専門学

校等）が発行した成績証明書 

発行から 3 か月以内のもの 

学校名、受験者の氏名、生年月日、在籍期間、在籍中に修得した全ての成績、公印、

発行日 等が記載されたもの 

④ 
日本語能力又は 

学習経歴を証明する書類 

以下のいずれかを証明するもの 

 

※日本語能力証明 N5 程度の例 

（１）公益財団法人日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力

試験（ＪＬＰＴ）Ｎ５以上。 

（２）公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するＢＪＴビジネス日本語能力テス 

ト・ＪＬＲＴ聴読解テスト（筆記テスト）において３００点以上。 

（３）日本語検定協会・Ｊ．ＴＥＳＴ事務局が実施するＪ.ＴＥＳＴ実用日本語検定のＦ級以上

又はＦＧレベル試験において２５０点以上。 

（４）専門教育出版が実施する日本語ＮＡＴ－ＴＥＳＴの５級（旧４級）以上。 

（５）一般社団法人応用日本語教育協会が実施する標準ビジネス日本語テストにおい

て３５０点以上。 

（６）ＴＯＰＪ実用日本語運用能力試験実施委員会が実施するＴＯＰＪ実用日本語運用能

力試験の初級Ａ以上。 

（７）公益財団法人国際人財開発機構が実施するＪ－ｃｅｒｔ生活・職能日本語検定の初

級以上。 

（８）一般社団法人外国人日本語能力検定機構が実施するＪＬＣＴ外国人日本語能力検

定のＪＣＴ５以上。 

（９）株式会社サーティファイが実施する実践日本語コミュニケーション検定・ブリッジ（ＰＪ

Ｃ Ｂｒｉｄｇｅ）のＣ－以上。 

（10）一般社団法人日本語能力試験実施委員会が実施するＪＰＴ日本語能力試験にお

いて３１５点以上。 

（11）一般社団法人アジア教育交流促進協会が実施する日本語コミュニケーション能力

測定試験（ＪＬＣＡＴ）のＡ１レベル以上。 

 

※日本語学習歴証明の例 

教育した機関が発行する正式な書類（学習期間、授業時間数（150 時間程度）、出席状

況、履修内容、コース名称、コース終了目標レベル、使用教材、成績評価等、発行日、

発行機関名、発行機関名印等を記載） 

⑤ パスポート（写） 
氏名・顔写真表記のページ、出入国スタンプ、ビザ等のページ全て 

※パスポートを所持しない場合は、居住国地域の公的身分証等を登録 

 ※その他、志願者の状況により、以下の追加書類の提出を求める場合があります。 

 ・ 「日本留学試験」成績通知書：   「日本留学試験（EJU）」を受験した者は、成績通知書のコピーを提出 

 ・ 大学進学統一試験等の成績：   出身国/地域の大学進学統一試験等を受験した者は、成績通知書のコピーを提出 

 ・ 在留カード（写）：        在留カードを取得している者は在留カードの両面をコピーして提出 

 ・ 日本語学校の出席・成績証明書： 日本国内の日本語学校に在籍または在籍したことがある者は、その出席・成績証明書等を提出 
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在留資格認定証明書交付申請を行う場合に必要となる書類 

1 申請書（指定書式）、本人写真 志願者本人が作成し、規定サイズの証明写真を送付 

2 最終学校の卒業証明書 出願者本人のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

3 最終学校の成績証明書 出願者本人のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

4 日本語能力立証資料 出願者本人のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

5 経費支弁書 経費支弁者本人により作成、作成日・署名・押印があるもの 

6 経費支弁者と申請人との関係を立証する文書 原本、発行から 3 か月以内のもの 

7 経費支弁者の預金残高証明書 経費支弁者のもの（原本）、発行から 3 か月以内で新しいもの 

8 経費支弁者の職業を立証する文書 経費支弁者のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

9 過去 3 年間の経費支弁者の収入を立証する文書 経費支弁者のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

※その他、経費支弁者と申請人の関係により必要な場合があるもの 

10 経費支弁者の家族一覧表 経費支弁者本人により作成、作成日・署名・押印があるもの 

11 経費支弁者の家族構成を立証する文書 原本、発行から 3 か月以内のもの 

12 過去 3 年間の資金形成過程立証資料 経費支弁者のもの（原本）、発行から 3 か月以内のもの 

※日本語以外の言語による場合は、原則日本語翻訳が必須です。翻訳日、翻訳者名、（翻訳会社・代理店等を利用した場合）法人名を記載

の上、署名・押印を必ずしてください。 

 

合格発表 

合格者には合格通知書とともに入学手続に必要な書類一式を送付します。 

 

入学金・授業料等 

・入学検定料      25,000 円 

・入学金        200,000 円 

・学費（半期ごと）    全日制 500,000円  半日制 250,000 円 

・その他 学生保険、教材費等はコース の内容により異なり、寮費も部屋のタイプにより異なりますので、

入学手続の案内とともにお知らせします。 

＜振込先口座＞ 

銀行名／支店名 MIZUHO BANK, LTD. HAMAMATSUCHO BRANCH (SWIFT Code: MHCBJPJT) 

受取人名義 MUSASHINODAIGAKU GAIKOKUJIN RYUGAKUSEI NIHONGO BEKKA 

口座種類／口座番号 普通 SAVING 1679946 

銀行支店住所 2-4-1 HAMAMATSUCHO MINATOKU TOKYO 1056101 JAPAN 

受取人住所 1-6-5 SHIBADAIMON MINATOKU TOKYO 1050012 JAPAN 

 

問い合わせ先 

武蔵野大学別科（日本語教育課程） 募集事務局 

・E-mail：      info@bekka.musashino-u.ac.jp         WEB： https://bekka.musashino-u.ac.jp/ 

・東京事務所    東京都港区芝大門 1-6-5           TEL： +81-3-4216-0207 

・上海事務所    上海市长寿路 652号 E座 5楼        TEL： +86-21-5204-9715 

・香港事務所    香港九龍觀塘鴻圖道 57號南洋廣場 605室   TEL： +852-3153-1433 

・台北事務所    台北市中正區羅斯福路 1段 10號 3樓     TEL： +886-2-23930220 


