
2021 年度 成蹊大学国際教育センター外国人聴講生 募集要項 

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、受け入れを中止する場合があります。 

１． 募集人員：若干名 

 

２．出願資格：次の①～④の要件すべてに該当する者。 

① 日本国籍を有しない者で、出願時に聴講期間終了（前期のみの場合は 2021 年 9 月 30 日まで、1 年の

場合は 2022 年 3 月 31 日）まで在留が認められている、且つ在留資格に係る活動を継続すること。 

② 出願時および選考時において日本に在留、且つ聴講期間内に日本に在留する見込みがある者。 

③ 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者、もしくは出身国の学校教育制度が規定す

る大学入学資格を有する者 

④ 在留資格「留学」の者：日本語能力試験 N1 合格者もしくは N1 合格相当の日本語能力を有する者 

在留資格「留学」以外の者：日本語能力試験 N4、N3、N2 相当の日本語能力を有する者 

※在留資格「短期滞在」での出願は認めない。また、成蹊大学は在留資格認定証明書交付申請の代理申請を行わない。 

 

３．聴講科目について：在留資格により聴講できる科目は以下のとおり。 

●在留資格「留学」の者 

学部開講科目 

（経済学部・経営学部・理工学部・ 

文学部・法学部） 

および全学共通科目 

（成蹊教養カリキュラム） 

日本語能力試験 N1 合格もしくは日本留学試験の日本語（聴解・聴

読解および読解）の合計 280 点以上で、且つ本選考および聴講指導

において学部開講科目を聴講するのに十分な日本語能力を有してい

ると判断された者に限り、聴講を許可する。ただし、少なくとも 1

科目は国際教育センター開講日本語科目［レベル 6］もしくは［レ

ベル 5］を聴講すること。 

※日本語科目が開講されない場合は、学部科目を聴講すること。 

●在留資格「留学」以外の者 

学部開講科目 

（経済学部・経営学部・理工学部・ 

文学部・法学部） 

および全学共通科目 

（成蹊教養カリキュラム） 

日本語能力試験 N1 合格もしくは日本留学試験の日本語（聴解・聴

読解および読解）の合計 280 点以上で、且つ本選考および聴講指導

において学部開講科目を聴講するのに十分な日本語能力を有してい

ると判断された者に限り、聴講を許可する。 

国際教育センター開講 日本語科目 

（日本語および日本事情） 

［レベル 6］～［レベル 2］ 

※レベルによっては開講されない場合もある。 

※国際教育センター開講日本語科目（日本語および日本事情）のレベルは下記を参照のこと。 

［レベル 2］日本語能力試験 N4 を目指す、もしくは合格したレベル 

［レベル 3］日本語能力試験 N3 を目指す、もしくは合格したレベル 

［レベル 4］日本語能力試験 N2 を目指す、もしくは合格したレベル 

［レベル 5］日本語能力試験 N1 を目指す、もしくは合格したレベル 

［レベル 6］日本語能力試験 N1 に合格し、且つ「読む・書く・話す・聞く」の 4 技能において大学の授業を受けるに

十分なレベル 

※聴講可能科目の一覧およびシラバスについては、出願期間内に国際教育センターウェブサイトに開示予定。 

※聴講科目は本選考および選考結果通知後の日本語教員による聴講指導により決定する。 

※在留資格「留学」の場合は、各期 6科目以上聴講すること。 

※在留資格等の要件において所定の聴講時間数が求められていない場合は、原則として各期 3 科目以上聴講すること。 



 

４．出願手続き 

出願期間：2021 年 2 月 15 日（月）～22 日（月）(必着) 

  宛先：〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3－3－1 成蹊大学国際教育センター 

※出願書類一式を簡易書留、レターパックなど追跡可能な方法にて郵送すること。 

 ※封筒に「外国人聴講生出願書類在中」と記すこと。 

 ※考査料は 2021 年 2 月 19 日（金）までに納入すること。 

※出願書類の郵送および考査料の納入を以て出願を受付ける。代理人による出願は認めない。 

  

５．出願書類および考査料 

聴講願 本学所定様式（4枚） 

誓約書 
本学所定様式。保証人は日本在住の 20 歳以上の社会人（留学生を含む学生不可）

で入学後も連絡を取り合う者とする。 

健康診断書 本学所定様式。3か月以内に受診したものに限る。 

成績証明書および 

出席率証明書 

コピー不可。 

日本語学校等、現在在籍する学校の在籍期間分すべて。 

最終出身学校の卒業証明書 コピー不可。 

住民票 

在留カードのコピー不可。 

国籍・地域、在留カード等の番号、在留資格、在留期間等および在留期間等の満了

の日などの在留にかかる掲載は省略しないこと。マイナンバーの記載がないもの。 

写真（縦 4㎝×横 3㎝） 2 枚。裏面に氏名を記入し、1枚は聴講願に貼付けること。 

日本語能力を立証する資料 
日本語能力試験もしくは日本留学試験の結果通知を提出すること。コピー可。 

合否に関わらず、受験したことがあるものについてはすべて提出すること。 

経費支弁能力を立証する資料 

※在留資格「留学」「家族滞在」

の者 

【本人が経費を負担する場合】 

本人の収入や預金を立証する資料 

（本人名義の預金残高証明書、奨学金受給証明書、アルバイト先の給与明細等の 

コピーなど、直近のものに限る） 

【本人以外の者が経費を支弁する場合】 

下記(1)～(3)のすべてを提出すること。 

(1) 支弁者の収入や預金を立証する資料 

（納税証明書、源泉徴収票、預金残高証明書など） 

(2) 支弁者の職業等を立証する資料（在職証明書など） 

(3) 経費支弁の経緯や支弁者との関係を立証する資料 

（親族関係公証書、戸口簿など） 

考査料 10,000 円 

本校所定の振込依頼書を用いて取扱銀行窓口にて納入し、窓口より返却された聴

講料振込通知書【学校提出用】を提出すること（必ず日付印が押されていることを

確認すること）。 

※書類はすべて黒ペンもしくはボールペンで記入すること。提出された書類は返却しない。 

※納入された考査料は返還しない。 

※日本語・英語以外の言語で記されている書類は日本語訳を添付すること。 

※記入漏れや書類不備がある場合は選考を受けられない。 



 

６．選考および諸手続き日程 

【一次(書類)選考】 

結果通知 

3 月 1 日（月）までに聴講願に記入された出願者本人の住所宛に郵送する。3月 1日(月)

までに通知が届かない場合は、3月 2日（火）正午までに成蹊大学国際教育センターまで

電話で連絡のこと。一次選考通過者には、二次選考についての案内も同封する。 

※電話による結果に関する問い合わせには応じない。 

【二次選考】 

日本語テストおよび面接 

 

※オンラインにて実施 

3 月 4 日（木） 

午前：日本語テスト 

午後：面接 

●日本語テスト、面接ともにオンラインにて実施する。オンライン

受験に必要なネット環境を事前に整備し、動作を確認しておくこ

と。 

●日本語テストは「日本語テストシステム J-CAT」を使用して実施

する。（受験料は大学が負担する。）J-CAT ポータルへアクセスする

ためのログイン情報等は一次選考結果通知とともに送付の二次選

考についての案内にて確認すること。事前に下記サイト(J-CAT 操

作やサンプル問題)を確認しておくこと。 

https://j-cat.jalesa.org/?page_id=168 

●面接は ZOOM ミーティングを使用して実施する。ミーティングに

参加するためにログインID等は一次選考結果通知とともに送付の

二次選考についての案内にて確認すること。事前に Zoom ミーティ

ングに参加できるようダウンロード等しておくこと。 

https://zoom.us/download#client_4meeting 

●指定された日時に選考を受けられない場合は棄権したものとみ

なす。 

選考結果通知 

3 月 11 日（木）までに聴講願に記入された出願者本人の住所宛に郵送する。3 月 11 日

(木)までに通知が届かない場合は、3 月 12 日（金）正午までに成蹊大学国際教育センタ

ーまで電話で連絡のこと。二次選考通過者には、聴講手続き書類および聴講料納入に関

する書類についても同封する。 

※電話による結果に関する問い合わせには応じない。 

聴講料納入期限 3 月 17 日（水） 
取扱銀行窓口にて納入すること。期限までに納入されない場合は

辞退したものとみなす。 

日本語教員による 

聴講指導 
3 月下旬 

Zoom ミーティングを使用して実施する。聴講指導日時および Zoom

ミーティングに参加するためにログイン ID 等の詳細は、聴講願に

記入されたメールアドレス宛に個別に連絡する。 

聴講生オリエンテーショ

ン 
4 月上旬 

オンラインにて実施予定。日時等の詳細は聴講願に記入されたメ

ールアドレス宛に個別に連絡する。 

 

７．聴講料：1科目（半期）につき 20,000 円。 

・半期のみ聴講の場合は半期分を、1年間聴講の場合は 1年分を一括で期日までに振込むこと。 

・期間内に納入されない場合は、辞退したものとみなし本学での聴講許可を取り消す。 

・一旦納入した聴講料は、理由の如何を問わず返還しない。 

 



８．在留資格・在留期間等について 

・本制度により在留資格「留学」を新たに取得することはできない。 

・在留資格「留学」における在留期間も本学での聴講期間のみ認められる。 

前期：2021 年 4 月 1日～2021 年 9 月 30 日まで 後期：2021 年 10 月 1 日～2022 年 3 月 31 日まで 

・在留期間更新等の在留にかかる手続きについては、在留期間が満了する前に各自の責任において行うこと。 

・在留期間更新申請において出入国在留管理庁の審査により在留期間の更新が不許可となった場合、成蹊大

学は責任を負わない。 

 

９．その他留意点 

・聴講期間中は学習態度（出席状況・提出物含む）など成蹊大学聴講生として相応しい行動をとること。 

・聴講科目のうち 1科目でも既定の出席率（遅刻含む）を下回るなど学習意欲が低いと判断される場合は、聴

講許可を取消し、その旨を出入国在留管理庁等に報告します。 

・「聴講許可書」「聴講証明書」は 2021 年 4 月 1日以降に交付する。 

・3月下旬の日本語教員による聴講指導、4月上旬の聴講生オリエンテーションには必ず出席のこと。 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】成蹊大学国際教育センター国際課（大学 1号館 2階） TEL: 0422-37-3536 


