






出願要件＿学部

学部名
Faculty/School

最低履修単位数/学期
*教養教育等は含まず

# of credits to be registered
per semester

*Do not include General Education classes

使用言語
Language

語学要件
Language Requirement

出願時に必要な語学力証明書
Proof of Language Proficiency Required to

Submit When Applying

学習計画書の
記入言語

Language to be used for
"Study Plan

 (Application Esssay)"

その他条件等
Other Requirements

日本語または
英語

本学科の授業科目（リサーチセミ
ナー）を日本語又は英語で受講できる
だけの十分な語学力を有すること

日本語：日本語能力試験の公式な試験結
果
英語：IELTS、TOEFL、TOEIC 等の試験
結果

日本語または
英語

・医学系分野の学生に限る
・基礎研究が行えるだけの十分な医学知識と研究技術
を有すること
・人数が多い場合は受け入れられない可能性がある

Japanese or
English

Sufficient language skills to attend
research seminar conducted in
Japanese or English.

Japanese：Official certificate of
Japanese Language Proficiency Test
English：Official certificate of IELTS,
TOEFL, TOEIC, etc.

Japanese or
English

・Students majoring in medicine only.
・Must have su cient medical knowledge
and research techniques to perform basic
research.
・There is a limit to the number of seats.

日本語
日本語による講義を受けられるだけの
十分な語学力を有すること

特になし 日本語
看護学、理学療法学、作業療法学分野の学生
に限る

Japanese
Sufficient language skills to attend
Japanese-taught courses.

None Japanese
Students majoring in Nursing, Physical
Therapy, or Occupational Therapy only.

日本語
日本語による講義が受けられるだけの
十分な語学力を有すること

特になし 日本語
人数が多い場合は、受け入れられない場合も
ある

Japanese
Sufficient language skills to attend
Japanese-taught courses

None Japanese There is a limit to the number of seats

医学部医学科
Medicine 14

医学部保健学科
Health Sciences 14

歯学部
Dentistry 7

経済学部
Economics

1週間につき10時間以上の授業を履修する
こと。
※ 経済学部が提供する授業科目を4科目以
上履修すること。
※ 教養教育科目、留学生教育・支援セン
ターが提供するプログラムを含めてよい。

The total hours of classes registered
per week should be more than 10
hours.
You need to take more than 4 courses
from the Faculty of Economics per
semester.
*You can also register for courses
offered in General Education as well as
in the Center for Japanese Language
and Student Exchange.

日本語：日本語による講義を受けられるだ
けの十分な語学力（Listening, Speaking,
Writing）を有すること（日本語能力試験
N3以上）
英語：英語による講義を受ける場合は、中
級以上の英語力を有すること（TOEFL-
PBT 550, TOEFL-iBT 79, IELTS 6.0; も
しくはCEFR B2以上 ）

ただし、アメリカ、イギリス、欧州連合（EU）、オースト
ラリア、カナダ、ニュージーランドの大学に所属する学生の
場合は資格試験のスコアは不要。

日本語：日本語能力試験の合格証明書
英語：国際的に公式な検定試験（IELTS,
TOEFL, TOEIC またはCambridge
English）の結果を必ず提出すること。

語学力を示す書類としては、日本語または英語のどち
らか一方の証明書で足りる。大学等の推薦書は証明書
とみなしません。

日本語または
英語

人数が多い場合は、受け入れられない場合も
ある。

日本語または
英語

Japanese or
English

Japanese：Sufficient language skills
(Listening, Speaking, Writing) to
attend classes conducted in Japanese
(N3 level or above on Japanese
Language Proficiency Test)
English：Intermediate language skills
to attend classes conducted in English
(TOEFL-PBT 550, iBT 79, IELTS 6.0;
or the CEFR B2)

Students who are registered in universities
that are located in the USA, UK, EU, Canada,
New Zealand and Australia will be exempted
from submitting language certificates.

Japanese：Official certificate of
Japanese Language Proficiency
Test
English：Official certificate of
IELTS, TOEFL, TOEIC, or
Cambridge English.

Certification of language proficiency is
either English or Japanese.
Recommendation letters are not
accepted.

Japanese or
English There is a limit to the number of seats.








