
2023年度　春季入学・秋季入学

令和5年度

留学生別科
学生募集要項

インターネットでの出願になります。

留 学 生 別 科

内容に変更 及び 追加事項が生じた場合、大学HPにてお知らせいたします。
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◎目的
　別科は、交流協定校が本学に推薦する留学生及び本学に留学を希望する一般留学生に日本語を教授し、
日本文化に関する理解を深めるとともに、留学生の受け入れを通じて、本学の国際化と学術交流の発展
に寄与することを目的とします。

◎入学定員は25名

◎修業年限は1年

◎入学　
　入学時期は、4月または10月で入学試験に合格したもの

◎修了　
　所定の出席日数を満たし、別表1に定める必修科目24単位、選択科目4単位以上合計28単位以上修得
した者は3月または9月に修了することができます。

留学生別科の概要について

教　科 授業科目
単　位　数

備　　考
必　修 選　択 計

日 本 語

日本語基礎Ⅰ 2 2
日本語基礎Ⅱ 2 2
文法・読解Ⅰ 2 2
文法・読解Ⅱ 2 2
文法・読解Ⅲ 2 2
文法・読解Ⅳ 2 2
聴解・会話Ⅰ 2 2
聴解・会話Ⅱ 2 2
聴解・会話Ⅲ 2 2
聴解・会話Ⅳ 2 2
作文Ⅰ 2 2
作文Ⅱ 2 2

日本事情

日本事情Ⅰ 2 2 日本の食文化Ⅰ
日本事情Ⅱ 2 2 日本の医療Ⅰ
日本事情Ⅲ 2 2 日本の食文化Ⅱ
日本事情Ⅳ 2 2 日本の医療Ⅱ

演　　習
日本文化演習Ⅰ 2 2
日本文化演習Ⅱ 2 2

合　　計 24 12 36

別表1　留学生別科 授業科目等
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1　日本語能力を飛躍的に高めたい意欲の強い学生

2　 国際社会のなかで、医療や栄養などの分野に興味があり、実践的な日本語
学修能力の修得を志す学生

3　 国際社会にあって日本語能力を創造的に適用しようとする、熱い情熱と強
い探求心をもつ学生

アドミッション・ポリシー

日本語能力試験N2レベルを目指します
　日本語能力試験N2レベルの取得を目指したカリキュラム体制を整えています。高度な職業教育に直
結した日本語能力を駆使できるようになり、問題解決能力や現代の諸問題に対する創造的な解決方法が
身につきます。また、日本留学試験にも対応し、大学の学部での学修に必要とされるレベルを目指しま
す。

将来、食と医療分野で活躍したい人を育成します
　留学生別科では、グローバルな社会で必要とされる知識を身につけ、将来日本文化、医療や栄養など
の分野で母国との架け橋として活躍したい人を育成します。健康医療、国際教養・コミュニケーション、
教育を専門分野とする学科を擁する大学の強みを活かし、医療現場で必要とされる日本語や日本の食文
化に関する知識についても修得します。

学部本科への入学を目指す人を応援します
　本学の学部本科への進学を強く希望する学生を求めています。本科には、国際教養・コミュニケーショ
ン以外にも食や医療に関わる学科があり、ここで学ぶための基礎となる日本食文化や医療分野での日本
語を学びます。将来は、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、看護師などの医療専門職への就職を目
指すこともできます。
　
1年以内で修学期間の延長が可能
　留学生別科の修業年限は1年間ですが、本人の願い出により審査のうえ、1年以内の延長を認めるこ
とがあります。

留学生別科の特徴
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（３）　日本留学試験を受験できる国（海外）・都市
　会場は、変更されることがあります。詳細は、日本学生支援機構ウェブサイトを必ず確認してください。
　インド（ニューデリー）、インドネシア（ジャカルタ及びスラバヤ）、韓国（ソウル及びプサン）、シンガポール、スリランカ（コ
ロンボ）、タイ（バンコク及びチェンマイ ）、 台湾（台北）、フィリピン（マニラ）、ベトナム（ハノイ及びホーチミン）、香港、マレー
シア（クアラルンプール）、ミャンマー（ヤンゴン）、モンゴル（ウランバートル）

（４）　試験会場（国内志願者）
　北海道文教大学（北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1）※P10を参照のこと

（５）　受験上の諸注意（国内志願者）
ア　「受付」がある本部棟（10階建校舎）1階正面入口より入館してください。
イ　受験票を9：00～9：30までに『受付』に提示し、受験番号が貼付されている席に着いてください。
ウ　受験票を忘れた者、紛失した者は、試験前に『受付』で再交付を申し出てください。

（６）　インターネット面接について（日本国外志願者）
ア　受験者以外の者が受験した場合、不正行為とみなし受験を無効とします。
イ　 現地のインターネット環境等により面接継続不可能な場合、面接を無効とし、インターネット面接は得点とせず出願書
類と日本語能力に関する成績のみで選抜します。

ウ　 インターネット面接はSkypeを利用して行いますので、受験者は高速のインターネット環境でWebカメラとマイクを備
えたパソコン、またはタブレット端末等を準備してください。入学志願書の空欄にインターネット面接で使うSkypeア
カウントを記入してください。

エ　 試験前日までに通信テストを行います。実施時間帯は担当者からE-mailでお知らせしますので試験前日までには通信環
境を整えてください。通信テストでは、大学側から受験者のSkypeアカウントへアクセスします。

オ　インターネット面接は、受験者1名に対し面接員数名で行います。試験中は周囲に誰もいない環境を整えてください。
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学科等 入学定員
北海道文教大学　留学生別科 25名（春季・秋季合計）

入学人員1

出願資格・要件2
（１）　次に掲げるいずれかの要件に該当する者。

ア　 日本国籍を有しない者で、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（春季入学の者は2023年3月31日ま
でに修了見込みの者、秋季入学の者は2023年9月30日までに修了見込みの者、を含む）、またはこれに準ずる者で文部
科学大臣が指定した者。

イ　本学において、アと同等以上と認められた者。
ウ　交流協定校が本学に推薦する留学生。

（2）（１）に該当する者で、次に掲げる要件に該当する者。
ア　 「日本語能力試験」N3以上、または独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の日本語を受験し、
2020、2021または2022年度の成績通知書の写しを添付できる者。もしくは、500時間以上の日本語学習歴を有する
証明書を添付できる者。

イ　 日本国内からの志願者は、大学入学に支障のない在留資格を有する者。国外から志願する者は大学入学に支障のない在
留資格を取得できる者。

（２）　選抜方法
ア　出願書類、日本語能力に関する成績及び面接（海外在住者はインターネットによる面接）により選抜します。
イ　試験時間
留学生別科（日本国内志願者）

筆記試験 面接
個別試験は課さない 午前10：00から

留学生別科（日本国外志願者）

筆記試験 インターネット面接
個別試験は課さない 志願者に直接連絡します。

（１）　入試日程
春季入学

出願期間（願書必着） 試験日 合格発表 手続締切
2022年10月1日（土）
～10月15日（土） 11月5日(土) 11月13日(日) 11月27日（日）

海外在住の者には別途連絡します
11月2日（水）
～11月24日（木） 12月14日(水) 12月18日(日) 2023年1月5日(木)

海外在住の者には別途連絡します

春季入学（日本国外志願者）
出願期間（願書必着） 試験日 合格発表 手続締切
2022年11月2日（水）
～11月24日（木） 12月14日(水) 12月18日(日) 2023年1月5日(木)

海外在住の者には別途連絡します

秋季入学
出願期間（願書必着） 試験日 合格発表 手続締切
2023年5月15日（月）
～5月25日（木） 6月5日（月） 6月16日（金） 7月3日（月）

海外在住の者には別途連絡します
6月12日（月）
～6月26日（月） 7月10日（月） 7月22日（土） 8月4日（金）

海外在住の者には別途連絡します

入試日程・選抜方法3

2023年度留学生別科学生募集要項
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学費納付金等

納期
項目 初年度納付金

入 学 料 100,000円
授 業 料 600,000円（前後期分納可）
教 育 充 実 費 100,000円
保険料（学研災・学研賠）     1,340円

計 801,340円

※海外協定校からの推薦者は授業料を半額とします。

留学生別科
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出願手続

（2）　出願方法
全てインターネットでの出願になります。P9の「インターネット出願手続」または、本学ホームページの「インターネット
出願利用ガイド」をご覧ください。

（3）　入学検定料及び納入方法（ネット出願による割引適用）

選抜区分
入学検定料

正規 ネット出願による割引適用
留学生別科 10,000円 7,000円

インターネット出願サイト（https://e-apply.jp/ds/do-bunkyodai-n/）から、コンビニエンスストア、Pay-easy（ペイジー）、ネッ
トバンキング、クレジットカードのいずれかの方法で払込んでください。国外からの志願者は、入学試験に関する問合せ先に問い
合わせてください。

（4）　出願上の注意
ア　入学辞退は認めません。
イ　全てインターネットでの出願になります。
ウ　一度受理した書類及び入学検定料は返還できません。
エ　出願書類に不備のあるものは受付できません。
オ　 出願書類の提出について、日本国内からの志願者は、本学所定用紙の宛名（インターネット出願サイトでの出願情報登録及

び入学検定料納入後に印刷したもの）を貼付して郵送してください。海外からの志願者は、国際スピード郵便（EMS）等を利
用してください。

カ　 受験票は、本学で願書受付後に受験票を配信します。必ず印刷し、国内志願者は試験当日に必ず持参し、海外志願者は面接
当日まで大切に保管してください。

　　※詳細はP9の「インターネット出願手続」をご覧ください。

様　　式 No. 提出書類

本学所定用紙
全員提出

1

入学志願書
本学所定用紙（インターネット出願サイトでの出願情報登録及び入学検定料納入後に印刷
したもの）
※日本国外からの志願者は、空欄に面接で使うSkypeアカウントと、連絡用のE－mailア
ドレスを記入する。

2
写真票
本学所定用紙（インターネット出願サイトでの出願情報登録及び入学検定料納入後に印刷
したもの）

3
志望理由書及び推薦書（所属機関の長の署名捺印が必要）
本学所定用紙（本学ホームページ「各出願書類ダウンロード」よりダウンロードしたもの）
で出願者本人が作成したもの。

4
履歴書
本学所定用紙（本学ホームページ「各出願書類ダウンロード」よりダウンロードしたもの）
で出願者本人が作成したもの。

銀行発行
全員提出 5 経費支弁者の預金残高証明書（米ドルまたは日本円建）または預金通帳の写し（全頁）

全員提出

6 高等学校の卒業証明書（短大卒業者・大学卒業者も提出）
7 高等学校の成績証明書（短大卒業者・大学卒業者も提出）
8 短期大学または大学の卒業証明書（該当者のみ提出）
9 短期大学または大学の成績証明書（該当者のみ提出）

日本語の能力を証明した
ものいずれか一つ提出

10 2020年度、2021年度または2022年度の日本留学試験の受験票の写し
11 日本語能力試験合格結果通知書（N3以上）の写し

12 500時間以上の日本語教育を受けた学習期間証明書、成績証明書及び出席証明書（各科目・
授業の出席率がわかるもの）

全員提出 13 パスポートの写し（顔写真の部分とスタンプが押印されている頁全て）

全員提出 14 経費支弁者と志願者の関係を証明する書類（公証書）
経費支弁者の在職証明書及び収入証明書

日本国内志願者のみ提出 15 在留カードの写し（表・裏）

（１）　出願時提出書類
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北海道文教大学
〒061-1449　北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の１
※本部棟（10階建て）1F正面入口よりお入りください。

電話（0123）34-0160  FAX（0123）34-1640

福岡（Fukuoka）

大阪（Osaka）

名古屋（Nagoya）

東京
（Tokyo）

仙台（Sendai）

青森（Aomori）

羽田空港
（Haneda Airport）

成田国際空港
（Narita International Airport）

北海道文教大学

JR恵庭駅

恵庭市総合体育館

ローソン

セイコーマート

●札幌（Sapporo）
●恵庭（Eniwa）
●新千歳空港
　（New Chitose Airport）

恵庭ふるさと公園

北海
道文
教大
学通
り

恵庭黄金郵便局えにわ病院

戸磯黄金通

黄金中島通

JR千歳線（快速列車「エアポート」）
　札幌駅－恵庭駅　　　　24分
　千歳駅－恵庭駅　　　　 ５分
　新千歳空港駅－恵庭駅　12分　　
恵庭駅（東口）下車徒歩　 ８分

■北海道文教大学へのアクセス（JR利用の場合）

本学（恵庭キャンパス）試験会場

試験会場案内図

入学試験に関する問合せ先
北海道文教大学　入試広報課
　〒061-1449　北海道恵庭市黄金中央５丁目１９６番地の１
　　電話（0123）34-0160　FAX（0123）34-1640
　　www.do-bunkyodai.ac.jp
　　nyushi@do-bunkyodai.ac.jp
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インターネット出願手続

※詳細は本学ホームページの「インターネット出願利用ガイド」をご覧ください。
本学では、全ての選抜区分においてインターネット出願を導入しています。
手書きの願書はありませんので、以下の手順に従い出願をしてください。
以下のすべての手順を完了することで出願完了となります。

願書
取り寄せ
不要

コンビニ・ペイジー・
クレジットカードで

決済

24時間
いつでも
出願可能

STEP4
入学検定料の
お支払い

コンビニエンスストア、Pay-easy（ペイジー）、ネットバンキング、クレジットカードのいずれかの方法で入学
検定料をお支払いください。
 お支払い可能なコンビニエンスストア
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
デイリーヤマザキ、セイコーマート
※入学検定料の他に事務手数料がかかります。

 ご利用可能なクレジットカード
VISA、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、
MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

STEP2
マイページ
登録

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、「ログイン」よりマイページへログインのうえ出願内容の登録へ進ん
でください。

STEP5
各帳票を

プリンターにて
A4サイズで印刷

検定料の支払い完了後、ご登録のPCメールアドレスに受信する「出願サービス支払い完了のご案内」メールに記
載されたURLまたはSTEP１でアクセスしたインターネット出願サイト（https://e-apply.jp/ds/do-bunkyodai-n/）
に「ログイン」してください（ログインには、受付番号、生年月日、登録したメールアドレスが必要です）。ログイ
ン後、画面にある「入学志願票の印刷」ボタンより「入学志願票」「写真票」「封筒貼付用宛名シート」を印刷します。
※ページの拡大／縮小は「なし」で印刷してください。　※「自動回転と中央配置」にチェックを入れて印刷してください。
※「入学志願票」および「写真票」はカラーで印刷してください。

STEP7

受験票の印刷

本学で出願を確認後、選抜区分ごとに出願期間受付終了後から試験前日までに一斉に受験票を配信します。必ずイ
ンターネット出願システムにログインをして印刷（手順はSTEP5と同じ）し、試験当日持参してください（※郵送
はいたしません）。受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメールで通知します。
※ メールシステムの遅延等により、メール受信が遅れる場合があります。メール受信がなくても、インターネット出願システムに
ログインをして、受験票のボタンが表示されていましたら、受験票の印刷は可能です。

STEP6
必要書類を
郵送で提出

※必要な送付書類は、選抜によって異なります。詳細はP7をご参照ください。
※出願内容の登録完了後の変更は一切できませんので、入力した内容を十分に確認してください。
※ 入学検定料の支払い前に出願内容の誤りに気付いた場合は、入学検定料を納入せずに、もう一度「STEP3 出願内容の登録」から
やり直してください。

STEP5で印刷した「入学志願票」と「写真票」および他の必要書類（調査書等）を合わせて郵送（簡易書留・速達）して
ください。出願は、必要書類を郵送して完了となります。登録が完了していても出願は完了していませんので注意
してください。（出願期間必着） ※STEP5で印刷した封筒貼付用宛名シートを市販の封筒に貼り付けて使用してください。

出願書類送付先 ： 〒061-1449 北海道恵庭市黄金中央５丁目１９６番地の１ 北海道文教大学 入試広報課
　　　　　　　　 TEL（0123）34-0160

【入試に関するお問い合わせ先】　北海道文教大学 入試広報課
TEL：0123-34-0160（受付時間）月曜～金曜 9：00～17：30※土・日・祝日を除く

【操作などのお問い合わせ先】　学び・教育サポートセンター
TEL：0120-20-2079（出願期間中は24時間対応）https://e-apply.jp/ ※コンビニ店頭ではお答えできません。

STEP3
出願内容の
登録

① 画面の手順や留意事項を必ず確認してください。
② 画面に従って出願内容の選択、必要事項を入力してください。
支援制度該当欄について 
本学では、鶴岡学園同窓生（北海道栄養短期大学・北海道文教短期大学・本学）子弟及び本学在籍者の兄弟・姉
妹の入学について、学費納付金の一部（入学料）を学園が支援する制度があります。この制度は、事前の申請が
必要ですので、「該当する支援制度」から該当するものを選択してください。該当者には入学手続時に申請書類
についてのご案内をお送りします。

③入学検定料のお支払方法を選択してください。
④写真データをアップロードしてください。

画像データをアップロード
する際の注意事項

上半身脱帽で最近３ヶ月以内のもの。背景は無地とし、家具などが写らないように撮影して
ください。ファイル形式は「jpeg」「jpg」「png」「bmp」で、容量は最大3MBまでです。

STEP1
インターネット
出願サイトへ
アクセス

インターネット
出願サイト

本学ホーム
ページ

ご利用にあたっては、PCメールアドレス・
パソコン（インターネット接続済）、プリンター（A4出力）が必要です。
インターネット出願サイト　https://e-apply.jp/ds/do-bunkyodai-n/
または、本学ホームページ　https://www.do-bunkyodai.ac.jp/ からアク
セスください。
※出願手続の方法の詳細もご確認いただけます。



人 間 科 学 部　健康栄養学科
　　　　　　　　こども発達学科

医療保健科学部　看護学科 2023年4月開設

　　　　　　　　リハビリテーション学科 2023年4月開設

　　　　　　　　（理学療法学専攻・作業療法学専攻）

大　学　院 グローバルコミュニケーション研究科修士課程  言語文化コミュニケーション専攻
健康栄養科学研究科修士課程  健康栄養科学専攻
リハビリテーション科学研究科修士課程  リハビリテーション科学専攻
こども発達学研究科修士課程  こども発達学専攻

国　際　学　部　国際教養学科
　　　　　　　　国際コミュニケーション学科

北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1

北海道文教大学
公式webサイト
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