
2022 年 9 月 グローバル教育センター 

2023 年度ボストン・カレッジ大学院特別進学 募集要項 
ボストン・カレッジ Lynch School of Education and Human Development (LSEHD) への大学院特別進

学について、以下の要領で希望者を募集します。 
 
1．対象大学の概要 
アメリカ・マサチューセッツ州ボストンに所在するボストン・カレッジは、イエズス会によって 1863 年に創立され

た私立総合大学です。Lynch School of Education and Human Development (LSEHD)は 1952 年に設

立され、全米の教育学大学院ランキングでは 22 位、カトリック大学の教育学専攻の中では 1 位にランクイン

しており、教育政策や教員育成の分野において多くの人材を輩出しています。 
 
2．本制度の概要 
ボストン・カレッジ Lynch School of Education and Human Development (LSEHD)との協力協定により、

出願要件を全て満たし、学内選考を通過した者は、上智大学の推薦を通して同大学院に出願することによっ

て、一般出願者よりも簡易化された手続き、Application Fee の免除を受けることができます。 
 
入学時期： 2023 年秋学期（2023 年 8 月下旬から） 
募集対象プログラム： Master of Arts degree in International Higher Education 
プログラムの詳細については以下ウェブサイトを参照してください。 
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/academics/departments/elhe/ma-international-higher-
education.html 
※修業期間は１年間。 
 
3．募集人員・選考方法 
2 名 
※学部での学業成績が優秀、かつ進学先での研究計画が明確で、学内選考（書類審査・面接）により

本学から推薦するのに相応しいと判断された出願者を推薦します。 

 
4．出願資格・要件 
(1) 上智大学学生で 2023 年 3 月卒業見込みの者、もしくは本学卒業生で他大学・大学院に在籍していない

者（大学院生や既卒生も可能。事前にグローバル教育センターへ要相談）で、学部での学業成績（GPA）が

概ね 2.8 以上であること。なお、卒業生の方は出願先の専攻分野と企業経験等に関連がある場合は、社会

人経験が考慮される場合があります。 
 
(2) 英語能力 TOEFL iBT 100 以上もしくは IELTS7.0 以上で、かつ、そのほか対象プログラムの指定す

る要件を満たすこと。（国際教養学部生は英語能力の証明は免除されます。） 
※正確な要件はウェブサイト上で確認してください。 

  

2023年度の推薦に向けた学内募集を実施しますが、新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、学内選考の実
施スケジュールや方法等の変更と共に、協定校側でも今後大幅な変更が生じる可能性もあります。その点を
ご留意のうえお申し込みください。 



5．学内選考出願書類 ※(1)と(5)は手書き不可 
(1) ボストン・カレッジ大学院特別進学願書 （学内選考用、所定用紙）  
(2) 推薦状（学内選考用、上智大学の常勤教員による推薦状） 
(3) 最新の成績通知書（Loyola から出力） ※卒業生の場合は成績証明書 
(4) 語学能力証明書類（TOEFL または IELTS スコア） ※国際教養学部生は不要 

※TOEFL iBT について、「MyBest TM scores」は使用不可。 

※TOEFL® Essentials™のスコアは使用不可。 

※TOEFL iBT  Home-Edition のスコアの使用は可能。 

※「IELTS indicator」の試験結果は無効だが、JSAF や英検が運営する「コンピューターで受験する IELTS」の試

験結果は有効。 

 (5) Statement of Purpose （英文、2-3 ページ） 
････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････・・・・・・・・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
※学内選考に必要な書類は以上ですが、出願には、レジュメや推薦状等その他の出願書類も必要になりま

す。詳細は LSEHD のウェブサイトをご確認のうえ、学内選考後、LSEHD への出願期限（2023 年 2 月 1 日）

までに各自で準備してください。また、全てのアメリカ・カナダ以外の国からの出願者は Course-by-course 
Evaluation という外部の機関による審査が出願書類の一部となりますが、本制度を利用して出願する場合

は免除となります。 
LSEHD への出願方法や必要書類については、下記及び以下ウェブサイトを参照してください。 
https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/lynch-school/admission.html 
1)Application Form 
2)Letter of Intent 
3)Up-to-date CV 
4)Official transcript (“Course-by-course Evaluation”は不要ですが、提出自体は必要です。) 
※語学能力証明書に関しては試験実施機関からボストン・カレッジに直接送付される必要があります。コード

は下記 URL を参照してください。 
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/admission/international-applicants.html 
 
6．出願方法・スケジュール 

学内願書受付締切 

2022 年 11 月 9 日（水）～11 日（金） ※締切日必着 
※「5．学内選考出願書類」に記載の必要書類を全て揃えて A4 サイズで 2 部

ずつコピーし、オリジナル1 部、コピー2 部（計 3 部）をそれぞれ左上をホチキス

止めしてグローバル教育センター窓口か郵送で提出すること。止める順番は、

数字順にそろえること。 
※郵送先は「8.書類提出先」を参照すること。 

書類審査・面接 
2022 年 11 月下旬 
※面接の日程は決定次第通知します。指定した日程での面接が困難な場合

は、事前にグローバル教育センターまで相談してください。 
学内選考結果通知 2022 年 12 月中旬まで 

LSEHD への出願書類準

備 

12 月中旬～出願期限まで 
グローバル教育センターから LSEHD に学内選考合格者を推薦しますが、学

内選考合格者は、各自で LSEHD への出願書類を準備し、直接 LSEHD へ

提出・送付してください。提出前に書類を揃えてグローバル教育センターでチェ

ックを受けてください。 



LSEHD への出願期限 2023 年 2 月 1 日 
合否通知 2023 年 3 月中旬 
※ 願書受付日・受付時間を過ぎての願書提出・本人以外による願書提出はいかなる理由があっても受け付けません。特別な事情

がある場合は事前にグローバル教育センターに相談すること。 

※ 募集に関する変更事項等は、Web サイト等により通知します。 

※ 願書提出後に希望変更等の修正は一切認められません。 

※ 選考内容・合否結果に関する問い合わせには一切応じられません。 

 
7．LSEHD での学費・学資援助 
(1)授業料及びその他納付金は、全額自己負担となります。 

出願時の Application Fee のみ免除となります。 
(2) 授業料（Tuition Fee）の詳細は、以下のホームページを参照してください。 

https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/lynch-school/admission/tuition-aid.html 
 

8. 書類提出先 
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町 7-1  
上智大学グローバル教育センター 海外大学院特別進学制度担当 
 
9．本件問合せ先 
グローバル教育センター 2 号館 1 階 
担当：福家・福室・竹山 
Email: outbound-co@sophia.ac.jp 
 

＜個人情報についての大学の取扱い方針＞ 

1) 提出された出願書類に記載された個人情報は選考および手続以外の目的では使用しません。 

2) 提出いただいた語学能力のスコアは学内選考に使用するほか、上智大学の語学教育改善のための基礎データとして使用されま

す。また、当該スコアは教学支援システム「Loyola」の個人画面（外国語検定試験画面）から確認することができます。 

3) 学内選考において不合格になった者の出願書類は選考後、6ヶ月以内にグローバル教育センターが責任を持って廃棄処分しま

す。 

 
  



  
Special Admission Program for 

Lynch School of Education and Human Development, Boston College (AY2023/24)  
 
1. About the Institution 
Boston College, located in Chestnut Hill, Massachusetts is a private Jesuit research university 
established in 1863. Boston College has nine schools which include such highly ranked graduate 
programs including the Lynch School of Education and Human Development (LSEHD) launched in 
1952. 
 
2. About the Program 
Based on the partnership with LSEHD, Sophia University will recommend to LSEHD the Sophia 
students who meet all the standard admission requirements set by LSEHD, and are successful in the 
internal selection process. The nominated Sophia students will be examined by LSEHD preferentially. 
 
Start of the program： Autumn semester 2023 (from late August 2023) 
Programs： Master of Arts degree in International Higher Education 
Please see the following website for details of the program. 
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/academics/departments/elhe/ma-international-higher-
education.html 
 
3. Number of students・ Selection Process 
Up to 2 students.  
Sophia University will conduct internal selection (document screening and interview), and nominate 
successful applicants who have good academic standing in their undergraduate studies and a clear 
study plan for the graduate school work.  
 
4. Qualifications and Requirements 

(1) Students who are expected to graduate from Sophia University in March 2023 or Sophia alumni 
who are not currently enrolled in any institutions of higher education (Graduate students and Sophia 
alumni can also apply, but please consult with the Center for Global Education and Discovery in 
advance). The approximate Grade Point Average of 2.8 or above at undergraduate level is necessary 
for applying. In case of the alumni applicants, their work experiences may be considered when the 
program or studies they wish to pursue at a partner institution is related to their previous work 
experiences. 

 
(2) English Proficiency: Higher than TOEFL iBT 100 or IELTS overall 7.0. In addition, applicants 

have to meet all of the requirements set by each program. Please check LSEHD website for the 
requirements of each program. (English Proficiency Proof is not required for FLA students.)  

5. Application Documents for Internal Selection * (1) and (5) must be typed. 

Internal selection schedule and procedures at Sophia for the 2023 program will be 
conducted as usual, but it may be subject to change depending on the COVID-19 situation. 
Please note that partner universities may also change their schedule/policy depending on 
future developments. 



(1) Application form for LSEHD, Boston College Special Admission (for internal selection - provided 
by Sophia)  
(2) Recommendation Letter from a full-time faculty member at Sophia University (for internal 
selection) 
(3) One copy of the latest transcript (downloaded from Loyola） / Official Transcript for graduates 
(4) Copy of Score Report of TOEFL or IELTS (not required for FLA students) 
   *We do NOT accept “MyBest TM scores” of TOEFL iBT.  
   *We do NOT accept the test score of “IELTS indicator”.  
   *We do NOT accept TOEFL® Essentials™ score. 
   *We accept the test score of “Computer-based IELTS”  
   *We accept TOEFL iBT  Home-Edition Score. 
 (5) 2-3 pages Statement of Intent in English 
････････････・・・・・・・・・・・・・・・・・････････････・・・・・・・・・・・・・・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
The above documents are necessary for internal selection. Once a student is selected by Sophia 
University for this program, they will need to complete a full application via the Boston College 
Admissions Office. The full application must be completed by February 1, 2023. The full LSEHD 
application requires the following documents: 

1)  Application Form (available at 
https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/lynch-school/admission.html ) 

2)  Letter of Intent 
3)  Up-to-date CV 
4)  Official transcript (Please note that applicants nominated by Sophia University are not 

required to submit “Course-by-course Evaluation” from outside agencies, but an official 
transcript is required.) 

 Official language certificate (which must be sent directly to Boston College, by providing the 
testing agency with the Boston College institutional code. See 
https://www.bc.edu/bc-web/schools/lynch-school/admission/international-applicants.html for 
further details) 
 
6. Application Schedule  

Internal Application Deadline 

November 9(Wed.)-11(Fri.), 2022 
Complete one original set of documents including 1 
to 5. Make 2 photocopies of each in A4 size, then 
place one original and 2 copies in order (1~5) and 
staple the left top corner of each set. Submit the 
documents to the Center for Global Education and 
Discovery (1st floor of Building No.2) by mail or 
bringing. 

Document Screening /Interview Late November * To be announced later 
Notification of the result of internal 
selection 

Mid December, 2022 

Preparation for LSEHD application 
documents 

Mid-December to February 1 
Applicants who passed the internal selection will be 



nominated to LSEHD by Sophia University. 
Applicants must prepare and submit the required 
application documents to LSEHD by themselves. 
Please have the documents checked by CGED before 
you submit the application directly to LSEHD. 

Deadline to submit and complete 
application to LSEHD 

February 1, 2023 

Notification of the final result from LSEHD Mid March, 2023 
 
7. Tuition and Fees/Financial Aid 
(1) Students need to finance the tuition and fees to LSEHD on their own. The Application Fee will be 
exempted for students nominated by Sophia. 
(2) For details of tuition fees, please see the following website: 
https://www.bc.edu/content/bc-web/schools/lynch-school/admission/tuition-aid.html 
 
8. Postal address 
Application documents must be sent to the following postal address; 
7-1, Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, 102-8554 
Sophia University, Center for Global Education and Discovery  
 
9．Contact 
Center for Global Education and Discovery (1st floor of Builing No.2) 
Mr. Fuke, Ms. Fukumuro and Mr. Takeyama 
Email: outbound-co@sophia.ac.jp 
 
＜Policy on use of personal information for the exchange program＞ 
1) Center for Global Education and Discovery will not use the personal information on the application forms for any purpose 

other than the internal selection and necessary procedures for the admission program. 
2) Sophia University will use the information of submitted language proficiency scores for the internal selection and as basic 

data to improve language education at Sophia University. The scores can be found at Loyola (Student Information Carte > 
Foreign Language Test Registration). 

3) Center for Global Education and Discovery will dispose of the application documents of the unsuccessful applicants within 
6 months of the application selection. 

 
 


