【Ⅰ型：日本語研修・予備教育あり】
平成２９（2017）年度
海外在住私費外国人留学生特別入試募集要項

大 阪 大 学

平成２９（2017）年度
海外在住私費外国人留学生特別入試募集要項
（主な対象：外国に所在し外国の教育制度に基づく教育機関の在籍者）

《海外在住私費外国人留学生特別入試の概要》
大阪大学は、何が物事の本質であるかを見極める能力を有し、各方面で指導的立場に立てるグローバル人材を世に送り出
すという使命を担っています。そのためには日本人学生と留学生が互いに切磋琢磨する国際的なキャンパスを実現しなけれ
ばなりません。この目的のため、大学全体として、優秀な留学生の獲得と日本人学生の海外派遣を推進し、外国人教員や英
語による授業も増やす方針です。その結果、世界中から大阪大学に集まった志のある学生が、大阪大学で学び世界に羽ばた
いてゆく、というのが将来の大阪大学の姿です。
この理念の下、日本人学生と日本語で共に語らい、共に勉強し、互いに切磋琢磨することのできる学部留学生を増やすた
めに、正規留学生を受け入れる本入試制度を実施します。本入試制度では、来日する前に母国で受験することができます。
合格後来日し、大阪大学に入学するまでの半年間に日本語の集中授業を受け、その後大阪大学に入学します。この選抜で入
学した者で成績等が特に優秀な者には授業料免除または奨学金の制度が適用されます。宿舎についても１年間優先的に入居
することができます。２年次以降についても成績等が特に優秀と認められる場合には、授業料免除や奨学金を継続すること
も可能です。
大阪大学では、多様な背景をもった入学希望者の中から、基礎学力をしっかりと身に付けた人、日本語を学ぶ意欲を持ち、
異なる文化を持つ他者と積極的に交流できる人、与えられた知識を吸収することだけに満足せず、自分自身で考えて真理を
探究・発信することを熱望する人を歓迎します。
・出願時に日本語能力試験レベルＮ１またはＮ２相当の者を対象とします。詳細は「２．出願資格」を確認してくださ
い。韓国の教育制度に基づく教育機関の在籍者でＮ１相当の者に限り、日本語研修・予備教育を必要としない海外在
住私費外国人留学生特別入試に出願することができます。
・本入学試験では研究生と学部学生の合格者判定を同時に行い、本入学試験に合格し入学手続きした者は、研究生とし
て日本語研修・予備教育を、また、学部学生として学部教育を受けることができます。

出願から入学までの流れは、次のとおりです。
出

願

平成 27(2015)年 10 月 1 日〜12 月 11 日
・検定料が必要です。

合格者判定

平成 28(2016)年 1 月上旬〜2 月下旬
・合格者判定は書類審査により行います。ただし、必要に応じて面接（基礎学
力検査を含む）を行います。面接を実施した場合には、その結果も含めて合
格者判定を行います。
・面接該当者には、詳細を別途通知します。なお、面接該当者で決められた面
接を受けることができない場合は、受験を辞退したものとみなします。

合格者発表

平成 28(2016)年 3 月下旬

合格の場合

日本語研修・予備教育入学手続

平成 28(2016)年 6 月上旬
・入学料が必要です。

日本語研修・予備教育

平成 28(2016)年 10 月〜平成 29(2017)年 3 月中旬
・合格者を対象に大阪大学で実施します。
・日本語研修・予備教育期間中は、研究生として大阪大学に在籍します。
・授業料が必要です。

学部１年生への入学手続

平成 29(2017)年 3 月中旬
・入学料が必要です。

学部１年生へ入学

平成 29(2017)年 4 月
・授業料が必要です。
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■１．募集人員
次の学部・学科から、志望する学部・学科を１つ選び出願してください。
学部
文学部
人間科学部

学 科 等
人文学科
人間科学科
外国語学科（*１）
（専攻）
・中国語 ・朝鮮語 ・モンゴル語 ・インドネシア語 ・フィリピン語
・タイ語 ・ベトナム語 ・ビルマ語 ・ヒンディー語 ・ウルドゥー語
外国語学部
・アラビア語 ・ペルシア語 ・トルコ語 ・スワヒリ語 ・ロシア語
・ハンガリー語 ・デンマーク語 スウェーデン語 ・ドイツ語 ・英語
・フランス語 ・ イタリア語 ・スペイン語 ・ポルトガル語 ・日本語
法学部
法学科
国際公共政策学科
経済学部
経済・経営学科
数学科
物理学科
化学科
理学部
生物科学科（生物科学コース、生命理学コース）
（*２）
医学科
医学部
保健学科（専攻）
・看護学 ・放射線技術科学 ・検査技術科学（*３）
歯学部
歯学科
薬学部
薬科学科
応用自然科学科
応用理工学科
電子情報工学科
工学部
環境・エネルギー工学科
地球総合工学科
基礎工学部
電子物理科学科
化学応用科学科
システム科学科
情報科学科
*１・・外国語学部は、１専攻を選んでください。
*２・・理学部生物科学科は、１コースを選んでください。
*３・・医学部保健学科は、１専攻を選んでください。

募集人員
若干名
若干名

若干名

若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名
若干名

■２．出願資格
受験時において継続して１年以上海外に在住している者で、次の（１）〜（３）の全てに該当する者。
※交換留学等による日本国内の高等学校への留学期間は、
海外在住期間に含める。
ただし、
留学期間中の受験は認めない。
（１）日本国籍を有しない者（ただし、日本国永住許可を得ている者及び日本国籍との二重国籍者は出願資格なし）
（２）次の①〜④のいずれかに該当する者。
①外国に所在し外国の教育制度に基づく教育機関において、学校教育における 12 年の課程を修了した者及び
平成 28（2016）年 9 月 30 日までに修了見込みの者
②スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を、外国において取得
した者で、平成 29（2017）年 3 月 31 日までに 18 歳に達するもの
③ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を、外国において取得した者で、
平成 29（2017）年 3 月 31 日までに 18 歳に達するもの
④フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を、外国において取得した者で、
平成 29（2017）年 3 月 31 日までに 18 歳に達するもの
（３）次の①または②のいずれかに該当する者。
①日本語能力試験のレベル N1 または N2 に合格している者
②外国に所在し外国の教育制度に基づく教育機関の長または日本語担当教員等が日本語能力試験のレベル N1 または N2
に合格している者と同等の能力であると証明する者

■３．出願書類
（１）
「コピー」と明記しているもの以外は、必ず原本を提出してください。
（２）出願書類が不備の場合は、出願を受け付けません。また、出願後は原則として記載事項の変更は認めません。
（３）提出された出願書類は、一切返却しません。
（４）出願書類に虚偽があった場合は、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあります。
（５）検定料の納付方法および出願方法については、本学のウェブサイトでお知らせします。
（６）出願書類は本学のウェブサイトからダウンロードできます。
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１．入学願書

所定の様式に写真を貼付し必要事項を記入してください。
次の（１）〜（４）のいずれかを提出してください。
なお、証明書が日本語または英語以外の場合は、日本語または英語に翻訳し、その内容
が原本と相違ないことを大使館等で証明を受けたものを一緒に提出してください。
（１）最終学校の卒業（見込）証明書と成績証明書の両方
※最終学校が高等教育の学校（大学）の場合は、中等教育の学校（日本の高等学校
２．卒業（見込）証明書、
相当）の卒業（見込）証明書と成績証明書も併せて提出してください。
成績証明書等
（２）国際バカロレア資格を取得した者は、資格証書のコピーと、最終試験６科目の成
績評価証明書の両方
（３）アビトゥア資格を取得した者は、一般的大学資格証明書のコピー
（４）フランス共和国のバカロレア資格を取得した者は、バカロレア資格証明書のコピ
ーと、バカロレア資格試験成績証明書の両方
次の（１）または（２）のいずれかを提出してください。
（１）本募集要項「２．出願資格」の(３)①により出願する者は、平成 25（2013）年
7 月 1 日以降に受験した日本語能力試験の日本語能力認定書レベル N1 または N2
３．日本語能力を証明する
のコピー
書類
（２）本募集要項「２．出願資格」の(３)②により出願する者は、外国に所在し外国の
教育制度に基づく教育機関の長または日本語担当教員等が所定の様式により作
成した証明書
次の（１）または（２）のいずれかを提出してください。
（１）日本の大学入試センター試験に相当する外国の試験の成績評価証明書のコピー
(例：韓国の大学修学能力試験、中国の全国大学統一入試等）
証明書が日本語または英語以外の場合は、日本語または英語に翻訳し、その内容
４．日本の大学入試センタ
が原本と相違ないことを大使館等で証明を受けたものを一緒に提出してくださ
ー試験に相当する外
い。
国の試験の成績評価
（２）中等教育（日本の高等学校相当）の修了を認定する外国の統一試験等の成績評価
証明書
証明書のコピー
又は
(例：イギリスのＧＣＥ、イタリアのマトゥリタ等）
中等教育（日本の高等
証明書が日本語または英語以外の場合は、日本語または英語に翻訳し、その内容
学校相当）の修了を認
が原本と相違ないことを大使館等で証明を受けたものを一緒に提出してくださ
定する外国の統一試
い。
験の成績評価証明書
※（１）
、
（２）のいずれも提出できない場合は、大阪大学グローバルアドミッション
ズオフィスまでお問い合わせください。
（
「17.問い合わせ先」参照）
なお、
「２．出願資格」の（２）②〜④のいずれかにより出願する者は、本項目で提出
する書類はありません。
次の（１）または（２）のいずれかのスコアを持つ者は提出してください。なお、一度
提出した成績の差し替えは認めません。
（１）平成 25（2013）年 7 月 1 日以降に受験した、TOEFL の"Examinee's Score
５．TOEFL または IELTS
Record"のコピーを提出してください。
のスコアのコピー
TOEFL-ITP の成績は利用できません。
（２）平成 25（2013）年 7 月 1 日以降に受験した、IELTS の Academic Module の
"Test Report Form"のコピーを提出してください。
IELTS の General Training Module の成績は利用できません。
６．志望理由書

７．推薦書

８．検定料

所定の様式に、800 字程度の日本語で記載してください。なお、ワープロソフトと手書
きのどちらでも構いません。
最終出身学校の教員などであなたを最低１年以上知っている人物が所定の様式に日本
語または英語で作成した推薦書
※厳封したものに限ります。
検定料：26,800 円
本入試では、学部入学前の日本語研修・予備教育を研究生として受けるための検定と
その後の学部への入学のための検定を同時に行うため、研究生の検定料 9,800 円と学部
学生の検定料 17,000 円を合算した額になります。
払込期間：平成 27（2015）年 10 月 1 日（木） 〜12 月 11 日（金）
払込方法：
クレジットカード（VISA/MasterCard/JCB/American Express/MUFG/DC/UFJ/NICOS）
・
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中国銀嶺聯ネット決済により払い込むことができます。
払込み後は、ウェブサイトから「検定料収納証明書」を印刷し、出願書類に同封して
郵送してください。出願書類が出願期限後に到着した場合は、受理できません。検定料
の払込みは早めに済ませてください。
詳細は、本学ウェブサイトをご覧ください。
《大阪大学のウェブサイト http://www.osaka-u.ac.jp/ja》
「大阪大学のウェブサイト TOP ページ」 ⇒ 「入学情報」 ⇒ 『学部学科入試「海外
在住私費外国人留学生特別入試」
』
《注意事項》
払込済の検定料は、次の場合を除き、返還できません。
１）出願書類を提出しなかった場合、または受理されなかった場合
２）検定料を誤って二重に払い込んだ場合

９．パスポートのコピー

なお、検定料の納入方法でご不明な点がありましたら、大阪大学グローバルアドミッ
ションズオフィスまでお問い合わせください。
（
「17.問い合わせ先」参照）
氏名及び国籍が記載されたページのコピーを提出してください。
パスポートを所持していない者は、志願者の氏名及び国籍を証明する書類を提出してく
ださい。なお、証明書が日本語または英語以外の場合は、日本語または英語に翻訳し、
その内容が原本と相違ないことを大使館等で証明を受けたものを一緒に提出してくだ
さい。

■４．願書受付
出願期間
平成 27（2015）年 10 月 1 日(木) 〜 12 月 11 日(金)
志願者は、出願書類を出願期間に、EMS、FedEX、DHL、UPS 等で下記宛先に郵送してください。
なお、郵送の際は、
「出願書類提出用ラベル」を大阪大学のウェブサイトからダウンロードし、封筒に貼り付けて送付
してください。
* 出願書類が出願期限後に到着した場合は、受理しません。
* 身体等に障害がある者で、受験及び修学に際して特別な配慮を希望する場合は、大阪大学グローバルアドミッショ
ンズオフィスへ事前にご相談ください。
（
「17.問い合わせ先」参照）
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１−２ 大阪大学 グローバルアドミッションズオフィス 願書受付係

《大阪大学のウェブサイト：http://www.osaka-u.ac.jp/ja》
「大阪大学のウェブサイト TOP ページ」 ⇒ 「入学情報」 ⇒ 『学部学科入試「海外在住私費外国人留学生特別入試」
』

■５．選抜方法等
合否判定は、学部入学前の日本語研修・予備教育及びその後の学部教育を受けるにふさわしい学力、意欲、資質、能力、
適性等を備えているかを書類審査により行います。ただし、必要に応じて面接（基礎学力検査を含む）を行います。面接
を実施した場合には、その結果も含めて合否判定を行います。
《面接試験》
本学が面接を必要と判断した志願者に対しては、下記のとおり面接を行います。
平成 28（2016）年 2 月 8 日（月）〜2 月 19 日（金）の間で実施します。
（国や地域によって異なります。
）
場所：本学が指定する国や地域で行うか、もしくはインターネット等を利用して行います。
内容：上記試験期間で本学が指定する日に面接を実施します。なお、志望する学部・学科により面接時に 30 分程度
の、日本語または英語による基礎学力検査を実施することがあります。
詳細は、面接該当者に通知します。
試験期間

4

■６．合格者発表
平成 28（2016）年 3 月下旬
受験者に、メールで連絡します。

■７．合格者の日本語研修・予備教育入学手続
平成 28（2016）年 6 月上旬
入学手続きに関しての詳細は、合格者に別途通知します。

■８．日本語研修・予備教育の入学料及び授業料
（１）入学料
84,600 円
（２）授業料
173,400 円（６か月分）
*入学料・授業料の金額は、変更することがあります。
*在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

■９．日本語研修・予備教育
平成 28(2016)年 10 月 1 日(土)〜平成 29(2017)年 3 月中旬
合格者で日本語研修・予備教育の入学手続きを行った者が対象です。
日本語研修・予備教育は大阪大学で実施し、期間中は研究生として大阪大学に在籍します。

■10．学部１年生への入学手続
平成 29（2017）年 3 月中旬
入学手続きに関しての詳細は、別途通知します。

■11．学部１年生への入学
平成 29（2017）年 4 月

■12．学部の入学料及び授業料
（１）入学料
282,000 円
（２）授業料（前期・後期共） 267,900 円（年額 535,800 円）
*入学料・授業料の金額は、変更することがあります。
*在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。

■13．個人情報の取扱いについて
（１）出願時に提出された氏名、住所、その他の個人情報は、入学者選抜（出願処理、選抜試験実施）
、合格者発表及び入
学手続等の入試業務を行うために利用します。
なお、入学者については、教務関係（学籍管理、修学指導等）
、学生支援関係（健康管理、授業料免除、奨学金申請、
就職支援等）及び授業料収納に関する業務を行うためにも利用します。
（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は、入試結果の集計・分析、入学者選抜方法の調査・研究及び学生支援関
係（奨学金申請等）のために利用します。
（３）前記（１）
（２）の業務を行うに当たり、一部の業務を外部の事業者に委託する場合があります。この場合、外部の
事業者と個人情報の取扱いが適切に行われるよう契約を結んだうえで、当該業者に対して、提出された個人情報の全
部または一部を提供します。
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■14．ビザ/在留資格について
大阪大学に留学することが決まった留学生は、来日前に最寄りの日本国大使館または日本国総領事館で留学ビザを取得し
なければなりません。ビザの申請をする際に、在留資格認定証明書（CESR）を提出する必要があります。在留資格認定証明
書は、大阪大学国際教育交流センターサポートオフィスが日本の入国管理局に申請し、証明書が発行されたらサポートオフ
ィスから申請者へ送付します。
詳細は、合格通知書送付時にお知らせします。
なお、在留資格が留学以外の場合は、留学生用宿舎や奨学金の受給申請等、留学生としての特典は与えられません。

■15．経済的サポートについて
成績・人物が特に優秀であると認められる者は、授業料を免除されるまたは大阪大学による奨学金を受給できる場合があ
ります。

■16．住宅サポートについて
本入学試験により大阪大学に入学する留学生については最初の 1 年間、大阪大学の学内宿舎に優先的に入居できます。
ただし、寮費等は入居者本人の負担となります。

■17.問い合わせ先
原則、電子メール（ gao-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp ）でお問い合わせください。

〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町１−２
大阪大学グローバルアドミッションズオフィス
E-mail：gao-ina@ml.office.osaka-u.ac.jp
Tel：+81-6-6850-5942 または 5943
Fax：+81-6-6850-6898
※日本における、月〜金（土日祝日、年末年始を除く）9:00〜17：00
※不明な点がある場合は、出願する前に早めにお問い合わせください。
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