
 

 

１．外国人特別研究生とは 

（１） 外国籍を有し、授業科目（学部開講科目を含む）の聴講により、特定分野の教育、研究指導を

受けることを目的に、本学大学院博士前期課程に籍をおく者です。聴講した授業科目の成績評

価は受けますが、単位および学位を修得することはできません。 

（２） 各人の研究分野に応じて指導教員をおきます。（出願者が指導教員を指定することはできませ

ん。） 

（３） 研究分野の開講科目を中心に週 10 時間以上の授業科目（学部開講科目を含む）を聴講しなけ

ればなりません。科目の選定に当たっては、あらかじめ指導教員の指導を受け、その後科目担

当教員の承認を受けなければなりません。 

（４） 研究生が「留学」の在留資格で活動できる期間は、他大学での研究生在学期間を含め最長 2 年です。 
＊合格者には研究題目に応じて本学で指導教員を決定します。内諾制度はありませんので、事前に本学
教員に連絡しないでください。 
 

■2023 年度の募集 
 

研究科 専攻 春入学の募集 秋入学の募集 

神学研究科 神学専攻 募集する 募集する 

文学研究科 

哲学専攻 募集しない 募集しない 

史学専攻 募集する 募集する 

国文学専攻 募集する 募集する 

英米文学専攻 募集しない 募集しない 

ドイツ文学専攻 募集しない 募集しない 

フランス文学専攻 募集しない 募集しない 

新聞学専攻 募集する 募集しない 

文化交渉学専攻 募集する 募集する 

実践宗教学研究科 死生学専攻 募集しない 募集しない 

総合人間科学研究科 

教育学専攻 募集する 募集する 

心理学専攻＊１ 募集する 募集する 

社会学専攻 募集する 募集する 

社会福祉学専攻 募集する 募集する 

看護学専攻 募集する 募集する 

法学研究科 法律学専攻 募集する 募集する 

経済学研究科 
経済学専攻 募集する 募集する 

経営学専攻 募集する 募集する 

言語科学研究科 言語学専攻＊２ 
募集する 

（英語教授法コースを除く） 
募集する 

（英語教授法コースを除く） 

グローバル・スタディーズ研究科 

国際関係論専攻 募集する 募集する 

地域研究専攻 募集する 募集する 

グローバル社会専攻 募集しない 募集しない 

国際協力学専攻 募集しない 募集しない 

理工学研究科 理工学専攻＊３ 募集する 募集する 

地球環境学研究科 地球環境学専攻＊４ 募集する 募集する 

＊１ 心理学専攻には、基礎心理学コースと臨床心理学コースの 2 つがありますが、外国人特別研究生はいずれのコース
にも所属せずに科目を履修することになります。ただし、臨床心理学コースで開講されている科目には、このコー
スに所属する正規生しか受講できない科目があります。 

＊２ 言語学専攻には、言語学一般、言語聴覚研究コース、日本語教育学コースがあり、必要な日本語能力の書類がコー
スにより異なります。出願時にいずれかのコースを選択してください。（英語教授法コースは募集しません。） 

＊３ 理工学専攻には、機械工学、電気・電子工学、応用化学、化学、数学、物理学、生物科学、情報学およびグリーン
サイエンス・エンジニアリング領域（英語コース）の９つの領域があります。出願時にいずれかの領域を選択して
ください。 

＊４ 地球環境学専攻には、一般コースと国際環境コース（英語コース）があり、出願条件や書類が異なります。出願時
にいずれかのコースを選択してください。 
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■在籍期間 

春入学：2023年 4月１日～2024年 3月 31日（2023年度春・秋学期） 

秋入学：2023年 9月 21日～2024年 3月 31日（2023年度秋学期） 

1) 外国人特別研究生として在籍できる期間は、入学時に許可された研究期間に限ります。 

2) 外国人特別研究生の在籍期間は最長 2年です。（地球環境学研究科のみ最長 1年） 

3) 外国人特別研究生の継続を希望する場合は、入学後に研究生継続受入の出願が必要です。 

 

２．出願資格 

次のうち、いずれかに該当する外国籍の者 
（１） 日本の大学を卒業した者および入学時までに卒業見込みの者 
（２） 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者および入学時までに修了見込みの者 
（３） 本学において、個別の入学資格審査により、大学を卒業したものと同等以上の学力があると認

めた者で、入学時までに 22歳に達した者 
（４） その他本学において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

★上記(３)(４)に該当する方、および、大学教育修了までの学校教育の課程が 15 年以下である国において
大学を卒業した者は、事前審査が必要なので、出願期間前にお問い合わせください。 

★中国の 3 年制大学（専科大学）は学士に相当する学位が授与されないため、大学教育の課程とはみなし
ません。従って本学では出願資格は認められません。 

３．出願書類 

書類はすべて原本を提出してください。原本が 1部しかない場合は、出身学校による原本証明済みの写
しを提出することも可能です。本学学事センターでも、原本証明は可能ですので、原本証明を希望する
証明書に、メモ等で「原本証明希望」と明記してください。合否の通知と一緒に返送します。証明書、
推薦書が日本語･英語以外の場合は、和訳または英訳を添付してください。翻訳は出身学校・大使館・
翻訳機関（法人）で作成したものを提出してください。 

原本証明希望の書類を除き、提出された書類は返却しませんので、ご注意ください。 

（１） 外国人特別研究生願書（本学所定用紙） 
（２） 選考料納付書「Ａ．上智大学提出票」（本学所定用紙） 
（３） 最終出身校の卒業（見込）証明書 
（４） 最終出身校の成績証明書 
（５） 推薦書（出身大学の指導教員等または所属機関の代表者等によるもの、書式自由、推薦書に

は作成者のサインまたは印を入れること） 
ただし、本学卒業（見込）者は、推薦書の提出は不要 

（６） レポート「研究の目的・方法・内容について」（字数制限なし、書式自由） 

   ＊レポートの言語 

専攻 日本語 日本語又は英語 英語 

神学専攻 ●   

史学専攻 ●   

国文学専攻 ●   

新聞学専攻 ●   

文化交渉学専攻 ●   

教育学専攻  ●  

心理学専攻 ●   

社会学専攻  ●  

社会福祉学専攻 ●   

看護学専攻 ●   

法律学専攻  ●  

経済学専攻  ●  

経営学専攻  ●  

言語学専攻（言語学一般）  ●  

言語学専攻 

（言語聴覚研究コース、日本語教育学コース） 
●   

国際関係論専攻 ●   

地域研究専攻  ●  



 

理工学専攻（以下をのぞく領域）  ●  

理工学専攻（グリーンサイエンス・エンジニアリング領域）   ● 

地球環境学専攻（一般コース）  ●  

地球環境学専攻（国際環境コース）   ● 

 

（７） 日本国内に在留している者は、在留カードの写し（未入国の者は不要） 
（８） 日本語能力に関する書類 

専攻 
日本語能力試験

N1 合格証明書（*1） 
日本語能力を確
認できる書類（*2） 

不要 

神学専攻 ●   

史学専攻 ●   

国文学専攻 ●   

新聞学専攻 ●   

文化交渉学専攻 ●   

教育学専攻（日本語修学者）  ●  

教育学専攻（英語修学者）   ● 

心理学専攻（*3） ● ●  

社会学専攻 (*4) ●   

社会福祉学専攻 ●   

看護学専攻 ●   

法律学専攻 ●   

経済学専攻 ●   

経営学専攻 ●   

言語学専攻（言語学一般） ●   

言語学専攻（言語聴覚研究コース）  ●  

言語学専攻（日本語教育学コース）（*5） ●   

国際関係論専攻  ●  

地域研究専攻  ●  

理工学専攻   ● 

地球環境学専攻（一般コース） ●   

地球環境学専攻（国際環境コース）   ● 

（*1）日本語能力試験（N1)合格の証明として、次のａ～ｃのうち 1 つを提出してください 

a 「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」の原本 
b 「日本語能力試験合否結果通知書」の原本 
c  上記 b のコピーで、出身学校もしくは本学学事センターによる原本証明済みのもの 

（*2）日本語能力を確認できる書類とは、次のａ～ｃのうち 1 つを提出してください  

a 日本語能力試験の「認定結果及び成績に関する証明書」   
b 日本語学校在学者は日本語学校の修了（見込）証明書、成績証明書、推薦書を 1 部ずつ 
c 大学などで日本語を学習した者は当該機関の日本語指導教員による推薦書 

         ＊日本語に関する推薦書は（５）の推薦書とは異なるので、それぞれ用意してください。 

（*3）心理学専攻に出願する者は、(*1) (*2)両方の日本語能力を確認できる書類が必要です。 

（*4）社会学専攻に出願する者は、(*1)に加えて、JPT660 点以上または J-TEST(A-C レベル)700 点以上
の証明書のいずれかを提出してください。 

（*5）原則（*1）であるが、コロナ禍の代替措置として、J-TEST（A〜C レベル）の準 B 級（700 点）以
上のスコアの提出も認めます。 

 

 

（９） 専攻により必要な書類・証明書 

専攻 必要な書類・証明書 

新聞学専攻 卒業論文の要約（日本語）を添付 

教育学専攻（英語修学者のみ） TOEFL または IELTS のスコア＊ 

理工学専攻グリーンサイエンス・エンジニアリング領域 TOEFL または IELTS のスコア＊ 

地球環境学専攻 国際環境コース（英語が母語でない者のみ） TOEFL または IELTS のスコア＊ 
    ＊出願締切日より遡って 2 年以内に受験したものの証明書を提出してください。 

 
 
 
 
 



 
 

４．出願方法 

（１） 出願期間： 

研究期間 出願期間 

2023年度通年（春・秋学期） 2022/11/3(木)－11/9(水) 

2023年度秋学期 2023/4/10(月)－4/14(金) 

（２） 出願書類は、郵送のみ受付。（当日消印有効） 

宛先;〒102-8554 千代田区紀尾井町７番１号  上智大学学事センター 外国人特別研究生担当 

封筒に「外国人特別研究生願書在中」と朱書してください。 

[海外からの宛先] Center for Academic Affairs, Sophia University, c/o Research Student 

7-1, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  (zip code 102-8554) 

※国内から郵送の場合は、簡易書留、レターパック等、海外からの郵送の場合は、EMS、DHL

等、必ず追跡できる郵便で発送してください。 

（３） 
出願データを（１）の出願期間内に下記のウェブサイト上の出願フォームへ入力してください。 

入力先 URL：https://forms.office.com/r/AjSefj3zWR 
 

５．選考 

（１） 各専攻の教員が「書類選考」を行います。筆記試験は行いません。 

（２） 面接について 

 教員の判断により、出願者によっては、オンラインもしくは対面で面接を行うことがあります。

その場合は、出願後に別途連絡します。ただし、次の専攻については、必ずオンラインもしくは

対面で面接を行います。面接の詳細については専攻から別途連絡します。 

専攻 面接方法等 

神学専攻 オンライン開催とし、日時や Zoom ID等は直接出願者とやり取りする 

史学専攻 オンライン開催とし、日時や Zoom ID等は直接出願者とやり取りする 

国文学専攻 

春：2022年 11月 30日（水）15：30～ 

秋：2023年 5月 31日（水）15：30～ 

両日ともオンライン開催とし、Zoom ID等は直接出願者とやり取りする。 

文化交渉学専攻 対面で行う。日時・場所等は直接志願者とやり取りする。 

看護学専攻 
春 12月上旬、秋 5月中旬。 

オンライン開催とし、日時や Zoom ID等は直接出願者とやり取りする。 

地域研究専攻 オンライン開催とし、日時や Zoom ID等は直接出願者とやり取りする。 

理工学専攻 オンライン開催とし、日時や Zoom ID等は直接出願者とやり取りする。 

６．選考料  

（１） 選考料：10,000円  
送金手数料は各自負担してください。日本国外から選考料を送金する場合、詳細は「日本国外か
ら選考料を送金される方へ」をご参照ください。 

（２） 納入期間 
研究期間 納入期間 

2023年度通年（春・秋学期） 2022/11/3(木)－11/9(水) 
2023年度秋学期 2023/4/10(月)－4/14(金) 

（３） 納入方法： 

1. 銀行のＡＴＭやインターネットバンキングで納入される場合、「L-合格者氏名」（下記（４）振込
先口座の「送金者」欄参照）を入力いただくようお願いいたします。 

 銀行窓口にてお振込みの場合は、銀行備え付けの用紙にご自身でご記入のうえお振込みください。 

2. 振込の際に必要な手数料は各金融機関所定の手数料をご負担願います。 

3. 一度納入した入学手続に必要な費用は、原則として返還いたしません。 

4. 取扱銀行・金融機関で発行する振込金受領書等は、本学の領収書に代わるものですので、大切に保
管してください 

  

 

  



 

 振込口座： 

 

 

フ リ ガ ナ ガク）ジョウチガクイン 

口 座 名 学校法人 上智学院 

送 金 者 
L－氏名 

※氏名の前に「L-」を入力してください。 

銀 行 三井住友銀行本店営業部 

口 座 番 号 普）8860455 

７．合否の通知 

（１） 選考結果は郵送により通知します。都合により、日程が前後する場合があります。 
研究期間 発送日 

2023年度通年（春・秋学期） 2023/1/11（水） 
2023年度秋学期 2023/6/16（金） 

（２） 入学を許可された者には入学手続書類を同封します。合格通知書には、指導教員等を記載して
あります。 

 

８．入学に必要な費用と手続き 

（１） 詳細については、選考結果通知と同封する「入学手続要項」を参照ください。 
（２） 納入した費用は、原則として返還できません。 
（３） 納入期間：  

研究期間 納入期間 

2023年度通年（春・秋学期） 2023/1/12(木)－3/1(水) 
2023年度秋学期 2023/6/17(土)－6/30(金) 

（４） 納入方法：本学所定用紙による銀行振込。全額一括納入です（分納は不可）。 
（５） 費用                               （単位；円）  

 研究期間 指導料 実験実習費 合計 

文系研究科 
6 ヶ月 288,000 - 288,000 

1 年 576,000 - 576,000 

心理学専攻 
6 ヶ月  300,000 -  300,000 

1 年 600,000 - 600,000 

看護学専攻 
6 ヶ月 462,000 33,000 495,000 

1 年 924,000 66,000 990,000 

理工学研究科 
6 ヶ月 506,500 52,000 558,500 

1 年 1,013,000 104,000 1,117,000 

地球環境学研究科 
6 ヶ月 332,500 - 332,500 

1 年 665,000 - 665,000 

 

９．その他 

（１） 入学手続を完了した者には、外国人特別研究生証を交付します。 
（２） 外国人特別研究生には、必要に応じて「在籍証明書」を発行します。(「成績証明書」は発行

できません。) 
（３） 本学中央図書館：利用可  通学定期・学割証：利用不可 
（４） 外国人特別研究生としてふさわしくないと認められるときは、外国人特別研究生の許可を取

り消すことがあります。 
 

〒102-8554  東京都千代田区紀尾井町７番１号 
上智大学学事センター外国人特別研究生担当 

TEL：03(3238)3519／+81-3-3238-3519 
Email：  academic_records-co@sophia.ac.jp 

 


