
2021年度 国際基督教大学教養学部

                  研究生募集要項（4月入学）

研究生とは、4年制の大学を卒業した後に、本学の教養学部において、特定の分野における研究を行う

者です。研究生としての入学は、研究課題を明記して出願し、大学の判断によって許可されるものです。研

究生の志願者に対しては書類選考を行います（必要のある者に対しては、面談することがあります）。

入学の時期は、4月、9月のいずれかです（日本語による出願は4月入学、英語による出願は4月および9

月入学）。またその在学期間は原則として１年です。ただし、研究生として継続在学を希望する場合、教養

学部長の許可によって１年更新することができます。教室内では、本科学生と同様に扱われ、修得した単位

については、本人の申し出があれば成績証明書が発行されます。ただし、研究生には本学学生寮への入

寮、通学定期券、学割等の申請資格は与えられません。

研究生が学部本科学生または大学院生への身分変更を希望する場合、改めてそれぞれの入学者選抜

に合格しなければなりません。研究生としての在学期間は、本学を卒業するのに必要な在学年数に加算さ

れません。

    

１．募集人員

    教養学部 アーツ・サイエンス学科 若干名

２．出願資格

    ・ 日本において、学校教育法に基づく4年制の大学を卒業した者、または2021年3月卒業見込みの

者。

    ・ 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〈学士を取得した者〉、または2021年3月

卒業見込みの者。ただし、本学教養学部において日本語または英語による授業を受講できる語学

運用能力があること。

*1 日本国籍を有しない者で、入学時までに有効な中長期の在留資格（「留学」、「永住」等。「短期滞

在」は不可。）を保持しない場合は出願できません。

*2 英語による出願は、こちらまたは下記方法にてPDFにアクセスし、確認してください。

ICU英語版ウェブサイト（https://www.icu.ac.jp/en/） ＞「Admissions」の「Admission Systems」 ＞

「English Language Based Admissions (April/ September Entry)」 ＞「INFORMATION 

BROCHURE: English Language Based Admissions (April/ September Entry) 2021」 (available only 

in English)」

３．出願

出願期間：2021年1月6日（水）～1月25日（月） 1月25日（月）当日消印有効

（海外からの送付の場合は1月25日（月）必着）

   送付先：〒181-8585 東京都三鷹市大沢3－10－2  国際基督教大学 アドミッションズ・センター

    ・ 出願書類等は一括して簡易書留速達で郵送してください。

    ・ 封筒は市販の角形2号（所定用紙を折らずに封入できるサイズ）を用意し、宛名ラベル（所定用紙）

    を表面にしっかりとのり付けしてください。

４．出願書類

(1)入学願書： 本学所定の研究生用のもの

(2)大学の成績証明書： 全学年分および卒業（見込）証明書（最近３ヵ月以内発行で厳封のもの。ただ

し、卒業後に発行され厳封されたものであれば、３ヵ月より前に発行されたものであっても受け付けま

す。）

(3)研究課題： 本学で何を研究したいかを簡潔に記してください。書式・用紙・枚数等は任意です。

(4)推薦状２通： 出身大学の学部長、学科長または指導教授から１通、教員から１通で、推薦者による

厳封が必要。書式・用紙・枚数等は任意です。

(5)入試結果通知送付用紙： 結果通知を確実に受け取れる日本国内の住所を記入してください。

(6)入学検定料納付確認書： 次ページ“５．入学検定料の納付”の記載内容に従い、検定料の納付が

https://www.icu.ac.jp/en/admissions/undergraduate/images/AY2021_English_Language_Based_Admissions.pdf
https://www.icu.ac.jp/en/


確認できる書類(*)を出願書類に同封してください。

*振込受付書や振込受取書など、振込金額、振込日時および志願者氏名が記載されたもの。コピー可。

（7）大学において日本語または英語による学位を取得していない者は以下の【1】、【2】いずれか（該当

者のみ）： 出願から遡って２年以内に受験したものを有効とします。

【1】日本語能力試験(JLPT)N2以上、または日本留学試験(EJU)の日本語科目280点以上

①日本語能力試験(JLPT)

日本語能力試験（JLPT: Japanese-Language Proficiency Test）の「日本語能力試験認定結果及

び成績に関する証明書」を本学へ直送するよう手配してください。

②日本留学試験(EJU)

日本留学試験（EJU: Examination for Japanese University Admission for International Students）

の成績の写しを提出してください。成績については、本学より独立行政法人日本学生支援機構

（JASSO）に照会します。

【2】IELTS 5.0またはTOEFL iBT 61 (Test Dateスコアのみ、MyBestTMスコア不可)以上

① IELTS

IELTS（Academic Module）の公式成績証明書（Test Report Form）の写しを出願書類とともに郵

送してください。成績については、本学より実施機関に照会します。IELTS Indicatorも認められま

す。

② TOEFL

TOEFLのOfficial Score Reportは、試験実施機関であるETS（Educational Testing Service）から本

学へ直送するよう手配してください。本学のETS登録コード番号は「0860」（Department Code は

00）です。受験時にコード番号を所定欄に記入するか、受験済みの場合はETSから本学に直送

するよう手続きをとってください。TOEFLのITP（Institutional Testing Program）は認められません。

TOEFL iBT Special Home Editionは認められます。

日本語能力試験、TOEFLに関しての諸注意：

・ 当該試験実施機関が本学宛に直送したものをもって公式スコアとし、それ以外のスコアは理由

の如何を問わず認められません。

・ 出願書類提出期限までに本学で確認できた有効な公式スコアを受け付けます。出願期間よりも

前にスコアが到着しても受け付けますので、早めに手配してください。

・ 出願書類提出期限までに同一試験の有効なスコアが複数届いた場合は、もっとも高い点数が

選考の対象となります。スコア直送について、誤配、事故による郵送の遅延、手配ミス等、理由

の如何を問わず本学では責任を負いかねます。

・ 日本語能力試験、TOEFLについての質問はスコア手配も含め、本学ではなく各試験実施機関

へお問い合わせください。

   （8）在留カードのコピー（表と裏）： 日本国籍を保持しない者のみ。合格発表後、本人が在留資格「延

長」または「変更」手続を行なうことになります。合格発表後に送付

される入学手続要項に従ってください。

※日本語・英語以外の言語による証明書は、出身校もしくは公的機関の和訳または英訳を原本に添

えて、翻訳を行った出身校／公的機関が厳封した状態で提出してください。

５．入学検定料の納付

(1)検定料： 22,000円

・ 海外から送金する場合、送金手数料として上記の検定料に1,500円を加えた金額（23,500円）を送

金してください。その際は必ず円建てでの送金をお願いします。

・ 現地銀行振込において別途手数料がかかる場合は、上記金額とは別に銀行窓口で支払ってくだ

さい。

(2)振込先： 下記の銀行口座に直接納付してください。
      

銀行・支店名： 三菱UFJ銀行 三鷹支店   口座番号： 普通預金 5665743

      口座名： 国際基督教大学            ﾌﾘｶﾞﾅ： ｺｸｻｲｷﾘｽﾄｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ



(3)振込期間： 2021年1月6日（水）から1月25日（月）まで

期間後の振り込みは一切受け付けません。

(4)注意事項

・ 振込完了の確認が取れる書類(Confirmation of Payment)を出願書類に同封してください。

振込受付書や振込受取書など、振込金額、振込日時および志願者氏名が記載されたもの。

コピー可

・ 家族や知人が代理で手続をする場合も、氏名などの情報は、必ず志願者本人の情報を入力して

ください。

・ 出願期間内に検定料の納入が完了しても、出願書類の消印（海外から送付の場合は書類必着）

が出願締切日を過ぎている場合には出願書類は受理できません。

・ いったん振り込まれた検定料は、事情の如何にかかわらず返還しません。

６．結果発表

   2021年2月26日（金）付け書面で郵送通知します。

７．入学手続

   入学手続締切日： 2021年3月12日（金） （必着）

    手続関係書類は、合格通知書とともに郵送します。

８．学費

入学金 150,000円（入学時のみ）

授業料

年 度 年 額 一学期分

2021年度 1,077,000円    359,000円

2022年度 1,077,000円    359,000円

施設費
2021年度 354,000円    118,000円

2022年度 354,000円    118,000円

   ・ 入学手続を完了した後、3月31日までに定められた手続により入学の辞退を申し出た場合は、入学金

を除く授業料および施設費を返還します。入学辞退の手続方法は合格通知書とともに同封される「入

学辞退と授業料・施設費返還について」を参照してください。

  ・ 授業料の他に実習費、教材費等、特に定められたものについては、実費を徴収します。

   ・ 在学期間を１年間延長する場合は、当該年度（延長時）研究生の入学金の1/2を徴収します。

９．その他

   ・障がいのある志願者への合理的配慮について

障がいがあることにより就学上特別な配慮を必要とする方は、入学後のカリキュラムの履修および各種

プログラムへの参加方法について、必要に応じてご相談させていただく場合がありますので、アドミッ

ションズ・センターまでお問い合わせください。

   ・「個人情報の取り扱いについて」

出願に際して提出された住所、氏名、その他の個人情報は、願書受付、入学選考、合格発表、入学

手続およびこれらに付随する事項の他に新入生受け入れに関する業務において利用します。なお、

上記業務の一部について、国際基督教大学より委託を受けた業者に対して、提出された個人情報の

全部または一部を提供することがあります。また、これらの個人情報で得られたデータは数値化した上

で、国際基督教大学の教学に関する現状分析や将来像策定のための調査・研究の資料として利用し

ます。予めご了承ください。

    



【お問い合わせ】

国際基督教大学アドミッションズ・センター

Tel: 0422-33-3038

E-mail: admissions-center@icu.ac.jp

Declaration of Non-Discrimination

ICU does not discriminate on the basis of race, color or national origin in the administration of its 
educational policies, admission policies, financial aid, employment, or any other University programs 
or activities.

国際基督教大学は，教育方針，入学選考，財政支援，雇用もしくはその他の大学プログラム

または諸活動の運営にあたって，人種，肌の色または国籍等による差別をいたしません。



学  校  名
所在地

（都道府県）

在学期間

（西暦で記入すること）

卒業または

卒業見込

年     月〜    年   月

年     月〜    年   月

年     月〜    年   月

年     月〜    年   月

入 学 願 書

国 際 基 督 教 大 学

教養学部研究生

（4 月入学）

あなたが研究したい分野に一番近いと思われるメジャー（専修分野）に○をつけてください。

1. 美術・文化財研究 2. 音楽 3. 文学 4. 哲学・宗教学 5. 経済学 6. 経営学

7. 歴史学 8 法学 9. 公共政策 10. 政治学 11. 国際関係学 12. 社会学 13. 人類学

14. 生物学 15. 物理学 16. 化学 17. 数学 18. 情報科学 19. 言語教育 20. 言語学

21. 教育学 22. 心理学 23. メディア･コミュニケーション・文化 24. 日本研究

25. アメリカ研究 26. アジア研究 27. ジェンダー・セクシュアリティ研究 28. 開発研究

29. グローバル研究 30. 平和研究 31. 環境研究

写真欄

1.上半身脱帽正面背景なし

2.縦４㎝ 横３㎝枠なし

3.最近 3 ヶ月以内撮影

4.裏面に氏名を記入のこと

5.全面のり付けのこと

男

女（First）（Last）
Name

学 歴（大学入学以降の学歴を記入すること。）

現住所（日本）〒

電 話

氏 名（カナ）

氏 名（漢字）

生年月日   年 月 日 年齢（ ）

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ



外国語名 学習期間および学校名等 読む 書く 話す

1.

2.

氏 名     住 所                 

推薦者     

職 業

研究計画

ＩＣＵで何をどのように学びたいかを別紙（書式・用紙・枚数等は任意）に記入し、添付する

こと。

大学における専攻、卒業論文題目および指導教員名

外国語の能力（読む、書く、話すの能力を“good”，“fair”，“poor”の３段階で自己評価する

              こと。外国人の場合は日本語も含む。）

母語（          ）

   年 月 日

（西暦で記入すること）

職 歴（会社名・職種および在職期間を記入のこと。）

志願者署名



2015



   

入試結果通知送付用紙

                                

                            

                           様

注意事項：

１） 住所、氏名は上記の下線上に記入してください。

２） 宛先の「様」は消さないでください。

３） 右下の              （欄）は記入不要です。

※記入不要

国際基督教大学 アドミッションズ・センター

〒181-8585 東京都三鷹市大沢３-１０-２

TEL: ０４２２-３３-３０３８

（住所）

（氏名）


