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大学院入学試験（外国人特別選抜入学）要項 

 

■募集人員                                        
 

研究科 募集人員 

観光学研究科 観光学専攻（修士課程） 10 名（春期・秋期合わせて） 

心理学研究科 臨床心理専攻（修士課程） 10 名（春期のみ募集） 

スポーツ健康指導研究科 スポーツ健康指導専攻（修士課程） 5 名（春期・秋期合わせて） 

入学時期について 

① 春期： 2020 年４月入学 

② 秋期： 2020 年 9 月入学 

 

■出願資格                                        
 

次の①～④すべてに該当する者。 

①外国籍を有し、在留資格の「留学」を有する者、または入学後に在留資格の「留学」を取得できる

者。 

② 次の(1)～(2)のいずれかに該当するもの。 

(1) 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日までに修了見込みの

者。 

(2) 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、入学日までに満 22 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 2018 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 2018 年 4 月以降に受験し、N2 以上に合格している者 

(3) 大学院の授業を受けるに十分な日本語能力を有する者 

④ 研究計画が明確な者 

 

 

  



 

■選抜方法                                        
 

研究科 選抜方法 

観光学研究科 
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。 

心理学研究科 
書類審査と面接試験及び論述試験（英語を含む）の評価結果を総

合的に審査して合否を決定します。 

スポーツ健康指導研究科 
書類審査と面接試験及び論述試験の評価結果を総合的に審査して

合否を決定します。 

 

試験について 

研究科 試験科目 試験の概要 

観光学研究科 面接（30 分） 
出願書類に基づき質問を設定する。なお、面接は日

本語による。 

心理学研究科 

面接（30 分） 
出願書類に基づき質問を設定する。なお、面接は日

本語による。 

論述試験 

（英語含む） 

（90 分） 

臨床心理学、発達心理学、パーソナリティ心理学、

社会心理学、心理統計学の分野から出題する。 

心理学の基礎知識及び思考や論述力、英語による

理解力を問う。 

英語辞書の持込み可（電子辞書を除く）。 

なお、解答は日本語による。 

スポーツ健康指導研究科 

面接（30 分） 
出願書類に基づき質問を設定する。なお、面接は日

本語による。 

論述試験（60 分） 
小論文：出題したテーマの中から一つ選択して論

述する。 

 

■試験日程                                        
 

春期試験日程（全研究科） 

 願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日 

前期 
2019/11/18(月) 

～11/29(金) 

札幌国際大学 

及び東京会場 
2019/12/14(土) 2019/12/19(木) 2020/1/10(金) 

後期 
2020/2/18(月) 

～2/28(金) 
札幌国際大学 2020/3/7(土) 2020/3/10(火) 2020/3/16(月) 

 

秋期試験日程（観光学研究科、スポーツ健康指導研究科のみ） 

願書受付期間 試験場 試験日 合格発表 入学手続締切日 

2020/6/29(月) 

～7/10(金) 
札幌国際大学 2020/7/18(土) 2020/7/23(木) 2020/8/7(金) 

 

 

 

 



■事前相談について（観光学研究科、心理学研究科のみ）                   
 

 観光学研究科又は心理学研究科へ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）をメールにて送信ください。 

 事前相談のお申し込みは、本学入学センター（011-881-8861）にご連絡ください。 

［事前相談期間］ 

区分 事前相談期間 

春期入学 
前期受験希望者 2019/ 9/2（月） ～  11/15（金）まで 

後期受験希望者 2019/12/2（月）～  2020/2/15（金）まで 

秋期入学 秋期受験希望者 2020/5/7（木） ～  6/26（金）まで 

 

■出願資格審査について（スポーツ健康指導研究科のみ）                    
 

スポーツ健康指導研究科へ出願を予定する者は、出願資格審査が必要となります。出願前に必ず審査

を受けてください。 

［出願資格審査 受付期間］ 

区分 出願資格審査受付期間 

春期入学 
前期受験希望者 2019/10/21（月）～  11/1（金）必着 

後期受験希望者 2020/1/14（火） ～  1/24（金）必着 

秋期入学 秋期受験希望者 2020/6/1（月）  ～  6/12（金）必着 

 

［出願資格審査 提出書類］ 

 項目 要件 

①出願資格審査申込書 本学所定の様式（様式 6-5） 

②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。 

※日本語または英語のもの。それ以外の場合は翻訳をつけること。 

③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） 

※日本語または英語のもの。それ以外の場合は翻訳をつけること。 

④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、成績通知書の写しを提出してください。 

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。 

 

  



 

■出願手続き                                        
 

［出願書類］ 

項目 観
光 

心
理 

ス
ポ
ー
ツ 

要件 

①入学願書 ○ ○ ○ 

黒ボールペンで記入し、写真を貼付してください。 

写真は最近 3 か月以内に撮影した単身・正面上半身 

（縦 4 ㎝、横 3 ㎝）のもの。（カラー、白黒どちらでも可） 

②志望理由書 ○ ○  本学所定の様式（様式 6-1～6-2）。 

③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。 

④入学志願者

調査書 
  ○ 本学所定の様式（様式 6-3）。 

⑤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。 

※日本語または英語のもの。それ以外の場合は翻訳をつけるこ

と。 

⑥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） 

※日本語または英語のもの。それ以外の場合は翻訳をつけるこ

と。 

⑦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、成績通知書の写しを提出してく

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。 

 

［入学検定料及び納入方法］ 

 ① 入学検定料 10,000 円 

 ② 納入方法   

検定料の振り込みは、以下に示す銀行口座へお願いします。 

  振込依頼書の依頼人氏名の欄には、受験者の氏名を記入してください。 

銀行名 北洋銀行 

支店名 清田区役所前支店 

口座番号 （普通）3265498 

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 

 

 

 



 

入学金・学納金 

 

私費外国人留学生（全研究科対象） 「留学」の在留資格を有する者 

 
減免率 

1 年次 2 年次 

前期 後期 前期 後期 

入学金 50% \115,000    

授業料 25% \262,500 \262,500 \262,500 \262,500 

計   \377,500 \262,500 \262,500 \262,500 

年額  \640,000 \525,000 

総額  \1,165,000 

※ 「留学」の在留資格を有する者は、入学金 50%、授業料 25%減免されます。 

※ 上記の学納金に加えて、入学当初に以下の保険料を徴収いたします。 

   観光学研究科及びスポーツ健康指導研究科（春期入学）：1,750 円 

   観光学研究科及びスポーツ健康指導研究科（秋期入学）：2,600 円 

   心理学研究科（春期入学のみ）：1,790 円 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ・出願先 

 

札幌国際大学 入学センター 

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：http://www.siu.ac.jp/ 

 

 


