
語学要件 Language Requirement 

科目等履修生 

聴講生 

研究生 

Credited Auditing Students 

Auditing Students 

Research Students 

短期大学部 

学部 

Junior College students 

Undergraduate students 

次のいずれかに該当すること。Satisfy one or more of the conditions below; 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験（入学予定日の前 2 年以内に受

験したものに限る。）の日本語科目で 230 点以上を取得していること。 

    Have earned a score of 230 or higher on the Japanese as a foreign language of the Examination for 

Japanese University Admission for International Students administered by JASSO within the 2 years 

prior to the entrance day. 

(2) 公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が行う日本語

能力試験（入学予定日の前 2 年以内に受験したものに限る。）の合計点が、N1 にあって

は 110 点以上、N2 にあっては 150 点以上を取得していること。 

    Have passed either “N1” (score of 110 or higher) or “N2” (score of 150 or higher) of the Japanese 

Language Proficiency Test administered by JEES and the Japanese Foundation within the 2 years prior 

to the entrance day.  

(3) 研究生にあっては、(1)又は(2)相当以上の日本語能力を有していると研究科等にお

いて判断できる者。 

A person who can judge that has a Japanese proficiency equal to or greater than (1) or (2).  

大学院 

Graduate students 

看護学研究科 

社会福祉学研究科 

総合政策研究科 

G.S. of Nursing 

G.S. of Social Welfare 

G.S. of Policy Studies 

ソフトウェア 

情報学研究科 

G.S. of Software and 

Information Science 

次のいずれかに該当すること。Satisfy one or more of the conditions below; 

(1) 公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が行う日本語

能力試験 N2 以上に、出願期間最終日の前日から起算して 5 年前の日以降に合格してい

ること。 

    Have passed “N2” or higher of the Japanese Language Proficiency Test administered by JEES and 

the Japanese Foundation within the 5 years prior to the second last day of the application period. 

(2) 以下の英語検定試験で、基準得点以上の得点を取得していること。 

    Have obtained the target score or higher on the English proficiency tests designed by G.S. of Software 

and Information Science. 

 ・TOEFL-PBT 463 点以上 score of 463 or higher 

 ・TOEFL-iBT 50 点以上 score of 50 or higher 

 ・TOEIC 480 点以上 score of 480 or higher 

(3) 英語を公用語とする国に永住する資格を有していること。 

    Have permanent resident status in a country where English is an official language.  

特別聴講学生 

特別研究学生 

Special Auditing Students 

Special Research Students 

ソフトウェア情報学部 

Faculty of Software and Information Science 

次のいずれかに該当すること。Satisfy one or more of the conditions below; 

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が行う日本留学試験（入学予定日の前 2 年以内に受

験したものに限る。）の日本語科目で 230 点以上を取得していること。 

    Have earned a score of 230 or higher on the Japanese as a foreign language of the Examination for 

Japanese University Admission for International Students administered by JASSO with in the 2 years 

prior to the entrance day. 



(2) 公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が行う日本語

能力試験（入学予定日の前 2 年以内に受験したものに限る。）の合計点が、N1 にあって

は 110 点以上、N2 にあっては 150 点以上を取得していること。 

    Have passed either “N1” (score of 110 or higher) or “N2” (score of 150 or higher) of the Japanese 

Language Proficiency Test administered by JEES and the Japanese Foundation within the 2 years prior 

to the entrance day. 

ソフトウェア情報学研究科 

G.S. of Software and Information Science 

次のいずれかに該当すること。Satisfy one or more of the conditions below; 

(1) 公益財団法人日本国際教育支援協会又は独立行政法人国際交流基金が行う日本語

能力試験 N2 以上に、出願期間最終日の前日から起算して 5 年前の日以降に合格してい

ること。 

    Have passed “N2” or higher of the Japanese Language Proficiency Test administered by JEES and 

the Japanese Foundation within the 5 years prior to the second last day of the application period. 

(2) 以下の英語検定試験で、基準得点以上の得点を取得していること。 

    Have obtained the target score or higher on the English proficiency tests designed by G.S. of Software 

and Information Science. 

 ・TOEFL-PBT 463 点以上 score of 463 or higher 

 ・TOEFL-iBT 50 点以上 score of 50 or higher 

 ・TOEIC 480 点以上 score of 480 or higher 

(3) 英語を公用語とする国に永住する資格を有していること。 

    Have permanent resident status in a country where English is an official language.  

上記以外 the others  

 


