
11．私費外国人留学生入試
　１　募集人員
　　　教育学部，法学部，経済学部，医学部（医学科のみ），工学部，農学部ごとに
　　それぞれ若干人。
　２　出願資格
　　　私費外国人留学生入試に出願できる者は，出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319

号）において，在留資格「留学」を有する者又は入学時に「留学」を取得できる見込みの者で，
次の（１）～（５）のいずれかに該当し，かつ，独立行政法人日本学生支援機構が実施する「2014
年度（平成26年度）又は2013年度（平成25年度）※（注１）日本留学試験」（☆本ページ下部
注意事項を参照してください。）を受験した者です。

　　（１）　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及び2015年（平成27年）３月
31日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

　　　　（注）「これらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの」は，次の①～④のとおりです。
　　　　①　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と同等以上の学力があるか

どうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずるものを含
む。次の②において同じ。）に合格した者で，2015年（平成27年）３月31日までに18歳
に達するもの

　　　　②　外国において，高等学校に対応する学校の課程を修了した者（これと同等以上の学力
があるかどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定に合格した者を含
む。）で，文部科学大臣が別に定めるところにより指定した61～62ページの表１に掲げ
る我が国の大学に入学するための準備教育を行う課程又は62ページの表２の上欄及び中
欄に掲げる施設における研修並びに同表の下欄に掲げる施設における我が国の大学に入
学するために必要な教科に係る教育をもって編成される当該課程を修了し（修了見込み
を含む。），かつ，2015年（平成27年）３月31日までに18歳に達するもの

　　　　③　我が国において，高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学
校教育における12年の課程を修了したとされるものに限る。）と同等の課程を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた63～64ページの表３及び表４
に掲げる教育施設の当該課程を修了した者（修了見込みを含む。）で，2015年（平成27年）
３月31日までに18歳に達するもの

　　　　④　我が国において，高等学校に対応する外国の学校の課程（その修了者が当該外国の学
校教育における12年の課程を修了したとされるものを除く。）と同等の課程を有するも
のとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた65ページの表５及び表６に
掲げる教育施設の当該課程を修了した者で，②の準備教育を行う課程を修了し，かつ，
2015年（平成27年）３月31日までに18歳に達するもの

　　（２）　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア
資格を有する者で，2015年（平成27年）３月31日までに18歳に達するもの

　　（３）　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を
有する者で，2015年（平成27年）３月31日までに18歳に達するもの

　　（４）　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
で，2015年（平成27年）３月31日までに18歳に達するもの

　　（５）　本学において，個別の入学資格審査により，外国において学校教育における12年の課程
を修了した者と同等以上の学力があると認められた者で，2015年（平成27年）３月31日ま
でに18歳に達するもの

　　※　（注１）本学においては，2014年度（平成26年度）又は2013年度（平成25年度）のいずれ
かの日本留学試験の成績を利用します（両年度とも受験している場合は，高得点の年度の
成績を用います。）。

　　※　不明な点がある場合は，出願する前になるべく早めに問い合わせてください。
　　　　問い合わせ先
　　　　　香川大学入試グループ…〒760-8521…高松市幸町１番１号…TEL（087）832-1182
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　３　選抜方法
　　【教育学部】
　　　面接及び提出された書類を審査し，その結果を総合して選抜します。
　　　面接は口頭試問を含む場合があります。
　　【法学部，経済学部，工学部，農学部】
　　　面接及び提出された書類を審査し，その結果を総合して選抜します。
　　【医学部（医学科）】
　　　学力検査，面接及び提出書類を総合して選抜します。

☆　日本留学試験及びその他の情報については，８月下旬に公表予定の「平成27年度香川大
学私費外国人留学生入試学生募集要項」を参照してください。

（表１）
　大学入学のための準備教育課程の指定（平成26年４月１日現在）

準　備　教　育　課　程　の　名　称 位　　　置 適用開始日
東京外国語大学留学生日本語教育センター学部留学生準備教育課程 東京都府中市 平成12年４月１日
大阪外国語大学留学生日本語教育センター学部留学生準備教育課程 大阪府箕面市 平成12年４月１日
大阪外国語大学日本語日本文化教育センター学部留学生準備教育課程 大阪府箕面市 平成18年４月１日
大阪大学日本語日本文化教育センター学部留学生準備教育課程 大阪府箕面市 平成19年10月１日
拓殖大学言語文化研究所附属日本語研修センター準備教育課程 東京都文京区 平成12年４月１日
拓殖大学日本語学校準備教育課程 東京都文京区 平成15年４月１日
京都コンピュータ学院鴨川校京都日本語研修センター進学準備１年
コース及び進学準備１年半コース 京都府京都市 平成13年４月１日

大阪ＹＭＣＡ学院日本語学科１年コース，日本語学科１年半コース
及び日本語学科２年コース 大阪府大阪市 平成18年４月１日

大阪ＹＭＣＡ学院総合日本語１年コース，総合日本語１年半コース
及び総合日本語２年コース 大阪府大阪市 平成21年４月１日

環球日本語学習院日本語科進学準備２年コース 宮城県仙台市 平成23年４月１日
環球日本語学習院進学特別課程二年コース及び進学特別課程一年半
コース 宮城県仙台市 平成26年４月１日

セントメリー日本語学院準備教育課程Ａコース及び準備教育課程Ｂ
コース 栃木県宇都宮市 平成25年４月１日

学校法人三井学園武蔵浦和日本語学院進学準備１年課程及び進学準
備１年半課程 埼玉県さいたま市 平成16年４月１日

学校法人三井学園武蔵浦和日本語学院進学準備２年課程及び進学準
備１年半課程 埼玉県さいたま市 平成19年４月１日

学校法人三井学園武蔵浦和日本語学院進学準備課程２年コース及び
進学準備課程１年６か月コース 埼玉県さいたま市 平成23年４月１日

学校法人新井学園赤門会日本語学校本校大学進学のための準備教育
２年コース及び大学進学のための準備教育1.5年コース 東京都荒川区 平成19年４月１日

カルチャー・アンド・ランゲージ・センター日本語学校日本語学科１，
日本語学科２及び日本語学科３ 東京都新宿区 平成13年４月１日

ＫＣＰ地球市民日本語学校特別進学課程２年コース及び１年半コース 東京都新宿区 平成20年４月１日
国際学友会日本語学校進学課程１年コース及び進学課程１年半コース 東京都新宿区 平成12年４月１日
日本学生支援機構東京日本語教育センター進学課程１年コース及び
進学課程１年半コース 東京都新宿区 平成16年４月１日

財団法人言語文化研究所附属東京日本語学校進学科１年コース，進
学科１年半コース及び進学科２年コース 東京都渋谷区 平成12年４月１日

学校法人長沼スクール東京日本語学校進学科１年コース，進学科１
年半コース及び進学科２年コース 東京都渋谷区 平成21年４月１日

淑徳日本語学校大学進学課程Ａ及び大学進学課程Ｂ 東京都板橋区 平成12年４月１日
新宿日本語学校日本語学科１，日本語学科２及び日本語学科３ 東京都新宿区 平成12年４月１日
ジェット日本語学校日本語進学科Ａ及び日本語進学科Ｂ 東京都北区 平成12年４月１日
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千駄ヶ谷日本語学校日本語学科Ⅰ部準備教育課程２年コース，日本語
学科Ⅰ部準備教育課程１年６ヶ月コース，日本語学科Ⅱ部準備教育課
程２年コース及び日本語学科Ⅱ部準備教育課程１年６ヶ月コース

東京都豊島区 平成18年４月１日

千駄ヶ谷日本語学校日本語学科Ⅰ部準備教育課程２年コース，日本語
学科Ⅰ部準備教育課程１年６ヶ月コース，日本語学科Ⅱ部準備教育課
程２年コース及び日本語学科Ⅱ部準備教育課程１年６ヶ月コース

東京都新宿区 平成22年４月１日

東京工科大学附属日本語学校大学準備教育２年コース 東京都大田区 平成22年４月１日
東京国際大学付属日本語学校準備教育課程Ａ学科及び準備教育課程
Ｂ学科 東京都新宿区 平成14年４月１日

東京国際大学付属日本語学校準備教育課程４月コース及び準備教育
課程10月コース 東京都新宿区 平成25年４月１日

メロス言語学院日本語総合準備教育２年課程及び日本語総合準備教
育１年６ヶ月課程 東京都豊島区 平成26年４月１日

山野日本語学校大学進学予備教育１年コース及び大学進学予備教育
１年半コース 東京都渋谷区 平成12年４月１日

山野日本語学校大学進学準備教育１年コース及び大学進学準備教育
１年半コース 東京都渋谷区 平成15年４月１日

国際ことば学院大学進学コース 静岡県静岡市 平成14年４月１日
国際ことば学院日本語学校大学進学コース 静岡県静岡市 平成20年４月１日
静岡日本語教育センター進学特別課程 静岡県静岡市 平成15年４月１日
学校法人育英館関西語言学院進学準備教育１年半コース及び進学準
備教育１年コース 京都府京都市 平成25年４月１日

関西国際学友会日本語学校本科課程１年コース及び本科課程１年半
コース 大阪府大阪市 平成12年４月１日

日本学生支援機構大阪日本語教育センター本科課程１年コース及び
本科課程１年半コース 大阪府大阪市 平成16年４月１日

日本学生支援機構大阪日本語教育センター進学課程１年コース及び
進学課程１年半コース 大阪府大阪市 平成20年４月１日

英数学館岡山校日本語科大学進学準備１年半コース 岡山県岡山市 平成14年４月１日
九州英数学舘国際言語学院日本語学科大学進学準備コース 福岡県福岡市 平成12年４月１日
九州英数学舘国際言語学院日本語学科大学進学準備1.5年コース及び
日本語学科大学進学準備２年コース 福岡県福岡市 平成13年４月１日

財団法人アジア学生文化協会留学生日本語コース大学進学準備１年
課程及び留学生日本語コース大学進学準備1.5年課程 東京都文京区 平成12年４月１日

帝京マレイシア日本語学院日本留学準備教育課程15カ月コース，日
本留学準備教育課程18カ月コース及び日本留学準備教育課程20カ月
コース

マレーシア
クアラルンプール 平成16年４月１日

帝京マレーシア日本語学院日本留学準備教育課程12カ月コース，日
本留学準備教育課程18カ月コース及び日本留学準備教育課程20カ月
コース

マレーシア
クアラルンプール 平成19年１月１日

（表２）

名称（所在地）
中国帰国者定着促進センター（埼玉県）
大阪中国帰国者定着促進センター（大阪府）
福岡中国帰国者定着促進センター（福岡県）

名称（所在地） 北海道，山形県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，長野県，愛知県，京都府，大阪
府，広島県，福岡県の各中国帰国者自立研修センター

名称（所在地） 埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，長野県，愛知県，京都府，大阪府，広島県，福岡県
の各中国帰国者自立研修センター
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（表３）… （平成25年12月18日現在）

名　　　　　　称 位　置 備　　　　　　考
インスチツート・エドゥカレ（名称変更前の
エスコーラ・ピンゴ・デ・ジェンテを含む。）茨城県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・エ・クレシェ・ド・グルーポ・
オピソン 茨城県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

インスチツート・エドカショナル・ジェンテ・
ミウーダ 群馬県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

インスチツート・エドカショナル・セントロ・
ニッポ・ブラジレイロ・デ・オイズミ 群馬県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・パラレロ各種学校（名称変更前
のエスコーラ・パラレロ　太田校を含む。） 群馬県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

伯人学校イーエーエス太田（名称変更前のコ
レージオ・ピタゴラス・ブラジル　太田校を
含む。）

群馬県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・インテルクートゥラウ・ウニフィ
カーダ・アルコ・イリス 埼玉県

コロンビア・インターナショナルスクール 埼玉県
インドネシア学校東京 東京都
カナディアン・インターナショナルスクール 東京都
東京韓国学校中・高等部（名称変更前の東京
韓国学校を含む。） 東京都

東京国際フランス学園（名称変更前のリセ・
フランコ・ジャポネ・ド・トウキョウ及びリ
セ・フランコ・ジャポネ・ド・東京　柳北校
を含む。）

東京都

東京中華学校 東京都
東京横浜独逸学園 神奈川県
横浜中華学院 神奈川県
アルプス学園（名称変更前のコレージオ・ピ
タゴラス・ブラジル　山梨校を含む。） 山梨県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・エ・クレシェ・サウ・エ・ルス 長野県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡
長野日伯学園（名称変更前のコレージオ・ピ
タゴラス・ブラジル　長野校を含む。） 長野県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・イザキ・ニュートン 岐阜県
セントロ・エドカショナル・ノヴァ・エターパ 岐阜県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡
ソシエダーデ・エドカショナル・ブラジリア
ン・スクール 岐阜県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

ＨＩＲＯ学園　エスコーラ　ブラジレイラ　プロ
フェソール　カワセ（名称変更前のエスコーラ・
ブラジレイラ・プロフェソール・カワセを含む｡）

岐阜県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・アウカンセ 静岡県
エスコーラ・ノヴァ・エラ 静岡県
エスコーラ・ブラジル（名称変更前のエスコー
ラ・ブラジレイラ・デ・ハママツを含む。） 静岡県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

セントロ・エドカショナル・イ・プロフィシオ
ナリザンチ―CＥＰ　ブラジル 静岡県

伯人学校イーエーエス浜松（名称変更前のエ
スコーラ・アレグリア・デ・サベール　浜松
校を含む。）

静岡県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

ムンド・デ・アレグリア学校（ブラジル課程
に限る。） 静岡県 平成25年１月31日以降に当該課程を修了した者に

限る。
エスコーラ・サンパウロ 愛知県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡
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エスコーラ・ネクター 愛知県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ブラジル―ジャポン・プロフェ
ソール・シノダ 愛知県

伯人学校イーエーエス豊田（名称変更前のエ
スコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊田
校を含む。）

愛知県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

伯人学校イーエーエス豊橋（名称変更前のエ
スコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊橋
校を含む。）

愛知県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

伯人学校イーエーエス碧南（名称変更前のエ
スコーラ・アレグリア・デ・サベール　碧南
校を含む。）

愛知県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

ニッケン学園 三重県
伯人学校イーエーエス鈴鹿（名称変更前のエ
スコーラ・アレグリア・デ・サベール　鈴鹿
校を含む。）

三重県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

日本ラチーノ学院（名称変更前のコレージオ・
ラティーノ・デ・シガを含む。） 滋賀県 平成18年２月６日以降に当該課程を修了した者に限る｡

（表４）… （平成25年12月18日現在）

名　　　　　　称 位　置 備　　　　　　考

コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　真岡校 栃木県 平成18年２月６日から平成21年12月31日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・パラレロ　伊勢崎校 群馬県 平成18年２月６日から平成21年３月31日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

セントロ・エドカショナル・カナリーニョ 埼玉県 平成18年２月６日から平成21年３月31日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

セントロ・デ・アプレンジザージェン・ロゴス 埼玉県 平成18年２月６日から平成22年４月１日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・パラレロ　伊那校 長野県 平成18年２月６日から平成18年12月31日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

セントロ・エドカショナル・ノヴォ・ダマスコ 長野県 平成24年３月14日までに当該課程を修了した者に限る｡

インスチツート・エドカショナル・エマヌエウ 岐阜県 平成18年２月６日から平成19年９月14日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・ウノ・デ・エデュカソン・イン
ファンチウ・エンシーノ・フンダメンタウ・
エ・エンシーノ・メディオ

静岡県 平成18年２月６日から平成19年10月31日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・ニッポ・ブラジレイラ 静岡県 平成18年２月６日から平成21年10月５日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　浜松校 静岡県 平成18年２月６日から平成24年５月８日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・アウレオ 愛知県 平成18年２月６日から平成22年５月15日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・ドン・ボスコ 愛知県 平成18年２月６日から平成23年３月11日までの間に当
該課程を修了した者に限る｡

コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　愛知校 愛知県 平成18年２月６日から平成24年５月８日までの間
に当該課程を修了した者に限る。

京都韓国中学 京都府 平成18年３月31日までに当該課程を修了した者に限る｡
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（表５）… （平成25年12月18日現在）

名　　　　　　称 位　置 備　　　　　　考
ムンド・デ・アレグリア学校（ペルー課程に
限る。） 静岡県

（表６）… （平成23年３月30日現在）

名　　　　　　称 位　置 備　　　　　　考
エスコーラ・エ・クレシェ・ド・グルーポ・
オピソン 茨城県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・ピンゴ・デ・ジェンテ 茨城県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　真岡校 栃木県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
インスチツート・エドカショナル・ジェンテ・
ミウーダ 群馬県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

インスチツート・エドカショナル・セントロ・
ニッポ・ブラジレイロ・デ・オイズミ 群馬県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・パラレロ　伊勢崎校（名称変更
前のエスコーラ・パラレロ　東村校を含む。）群馬県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・パラレロ　太田校 群馬県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　太田校 群馬県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
セントロ・エドカショナル・カナリーニョ 埼玉県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
セントロ・デ・アプレンジザージェン・ロゴス 埼玉県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　山梨校 山梨県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・パラレロ　伊那校 長野県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・エ・クレシェ・サウ・エ・ルス 長野県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　長野校 長野県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
インスチツート・エドカショナル・エマヌエウ 岐阜県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・ブラジレイラ・プロフェソール・
カワセ 岐阜県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

セントロ・エドカショナル・ノヴァ・エターパ 岐阜県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
ソシエダーデ・エドカショナル・ブラジリア
ン・スクール 岐阜県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　浜松校 静岡県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・ウノ・デ・エデュカソン・イン
ファンチウ・エンシーノ・フンダメンタウ・
エ・エンシーノ・メディオ

静岡県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・ニッポ・ブラジレイラ 静岡県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・ブラジレイラ・デ・ハママツ 静岡県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　浜松校 静岡県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊田校 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　豊橋校 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　碧南校 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・サンパウロ 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
エスコーラ・ネクター 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・アウレオ 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ドン・ボスコ 愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ピタゴラス・ブラジル　愛知校
（名称変更前のコレージオ・ピタゴラス・ブ
ラジル　半田校を含む｡）

愛知県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡

エスコーラ・アレグリア・デ・サベール　鈴鹿校 三重県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
コレージオ・ラティーノ・デ・シガ 滋賀県 平成18年２月５日までに当該課程を修了した者に限る｡
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