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※This is for persons who are qualified to take the entrance examination and have already finished 

Confirmation of Desired Academic Supervisor/Research Theme. 

※こちらは出願資格があり、希望指導教員･研究テーマの確認を終えている方を対象としています。 

 

◆◆◆◆PointsPointsPointsPoints////ポイント◆ポイント◆ポイント◆ポイント◆    

    

☐ This entrance examination is for persons who are nationals of countries other than Japan  

and reside outside Japan when applying for and taking the entrance examination. (P1) 

この入試の対象となる方は、出願時・受験時において、日本国籍以外の国籍日本国籍以外の国籍日本国籍以外の国籍日本国籍以外の国籍を持ち、日本国外日本国外日本国外日本国外    

に在住に在住に在住に在住している方になります。(P1) 

 

☐ And, you are required to satisfy the standards of language proficiency . (P10, 11) 

そして、語学力の基準語学力の基準語学力の基準語学力の基準を満たす必要があります。(P9, 10) 

 

☐ First of all, please confirm the application procedures. (P2) 

まずは、出願までの流れを確認してください。(P2) 

� However, you cannot apply for the entrance examination immediately. Please ensure 

whether or not you have to undergo Preliminary Screening  of Application 

Eligibility before applying. (P4-7) 

� しかし実は、いきなり出願は受け付けていません。必ず、出願資格の出願資格の出願資格の出願資格の事前審査事前審査事前審査事前審査が必要

かどうか、確認をしてください。(P4-6) 

� For example, applicants who have completed or are expected to complete a 3-year 

bachelor’s degree course, etc.  are required to undergo Preliminary Screening of 

Application Eligibility . 

� 例えば、3 年制の大学等年制の大学等年制の大学等年制の大学等に行かれた方は、出願資格の出願資格の出願資格の出願資格の事前審査事前審査事前審査事前審査を受ける必要があります。 

 

☐ Next, applicants who are going to undergo  Preliminary Screening of Application Eligibility  

or have completed or are expected to complete a 4-year bachelor’s degree course  and 

obtain a bachelor’s degree  are required to move on to Confirmation of Desired Academic 

Supervisor/Research Theme. (P8) 

次に、出願資格の出願資格の出願資格の出願資格の事前審査に事前審査に事前審査に事前審査に申請する申請する申請する申請する方や 4 年制の大学年制の大学年制の大学年制の大学に行かれて学士学士学士学士をお持ちの方は、希望希望希望希望 

指導教員指導教員指導教員指導教員・研究テーマ・研究テーマ・研究テーマ・研究テーマの確認の確認の確認の確認が必要になります。(P7) 



☐ Please ensure the details of Application Passcode . (P7, 13) 

  受験用パスコード受験用パスコード受験用パスコード受験用パスコードについても、必ず確認をしてください。(P6, 12) 

 

☐ Have you prepared your email address and a valid credit card for the application? (P14, 15) 

  メールアドレスメールアドレスメールアドレスメールアドレスとクレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードの準備は出来ていますか？(P13, 14) 

� We only accept the following credit cards: VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS, DINERS CLUB and JCB . Make sure to pay all fees (application fee, 

admission fee and tuition, etc.) by credit card. 

� 使用出来るクレジットカードは VISACARD、MASTRCARD、、、、AMERICAN EXPRESS、、、、

DINERS CLUB、、、、そして JCB になります。入学検定料、入学金、授業料等は、全てク

レジットカード決済になります。 

 

☐ Finally, please make sure ALL application and payment details for the application fee provided 

are accurate. (P13-15) 

最後に、出願・出願・出願・出願・入学検定料の支払入学検定料の支払入学検定料の支払入学検定料の支払いいいいについて、最終確認をしてください。(P12-14) 

 

☐ Have you read all items and ticked all boxes? If yes, please start preparing your application. 

全てのチェック項目を読み、チェック欄にチェック☑が入っていますか？入りましたら、実際 

に出願に向けて、準備を始めてください。 


