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募集人数・入試日程・出願資格                                                          

１. 募集人数  

外国人留学生 日本留学試験（EJU）利用型入試 

学部・学科 募集人数 

商学部 
経営学科 20 

マーケティング学科 15 

経済学部 
経済学科 12 

経済情報学科 3 

人間社会学部 

人間社会学科 6 

観光学科 5 

人間健康学科 4 

 

２．入試日程  

【Ⅰ期】 

■出願期間  ： 9 月 14 日（水）～10 月 5 日（水）  ※最終日書類必着 (PDF データのメール送信を含む) 

■試験日   ： 本学個別の試験は実施いたしません。 

■合格発表日： 11 月 1 日（火） 

■入学手続締切日： （1 次手続） 11 月 25 日（金） 

              （2 次手続）  1 月 13 日（金） 

【Ⅱ期】 

■出願期間  ： 11 月 14 日（月）～11 月 29 日（火）  ※最終日書類必着 (PDF データのメール送信を含む) 

■試験日   ： 本学個別の試験は実施いたしません。 

■合格発表日： 12 月 23 日（金） 

■入学手続締切日： 2023年 1 月 13 日（金） 

 

３．出願資格  

【外国人留学生 日本留学試験（EJU）利用型入試】 

日本国籍を有しない者で、2021 年 4 月以降に実施された日本留学試験（EJU）で、日本語及び理科、総合科目、数学の

内１科目以上受験し、次のいずれかに該当する者。 

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、および 2023 年 3 月 31日までに修了見込の者。 

② これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者、または本学においてこれと同等以上の資格を有すると認めた者。 

 

●なお、入学手続後に「出入国管理および難民認定法」による「留学」などの在留資格を取得できる見込のある者とする。

2023 年 3 月 31 日までに在留資格を取得できなかった場合、入学許可を取り消します。 
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出願について                                                                     

外国人留学生 日本留学試験（EJU）利用型入試への出願は、インターネットでの出願となります。 

出願を希望される方は、下記アドレスに連絡をお願いいたします。 

連絡いただいたメールアドレスに、インターネット出願の URL を送付いたします。 

 

 

 

 

 

１. 出願期間  

【Ⅰ期】 

2022 年 9 月 14 日（水）～2022 年 10 月 5 日（水） 最終日必着 

【Ⅱ期】 

2022 年 11 月 14 日（月）～2022 年 11 月 29 日（火） 最終日必着 

出願書類の送付先、送付方法は、４．出願書類の送付についてを参照してください。 

出願書類が不備なものおよび締切日以降大学に到着したものは受理できません。 

出願期間以内に、書類の提出と検定料の振込を完了してください。 

 

２. 出願書類  

① 志願票[本学所定用紙 Ａ４用紙 1 枚] 

・記入は黒ボールペンで、はっきりと丁寧に記入してください。 

・写真は出願前 3 ヶ月以内に撮影（正面・上半身・脱帽・無背景）したものを貼付してください。 

写真の裏面に氏名を必ず記入して貼付してください。 

サイズ縦４ｃｍ×横３ｃｍ（カラー写真） 

② 卒業(修了)証明書または同見込証明書 

・外国において学校教育における 12 年の課程の最終卒業学校（日本の高校にあたる学校）の卒業(修了)証明書、

または同見込証明書を提出してください。 

※卒業証明書がなく卒業証書を提出する場合は出願時にはコピーでも可。 

※英語以外の言語の場合は、日本語訳を添付してください。 

③ 成績証明書 

・外国において学校教育における 12年の課程の最終卒業学校（日本の高校にあたる学校）の成績証明書を提出し 

てください。 

・英語以外の言語の場合は、日本語訳を添付してください。 

④ 日本留学試験（EJU）成績通知書のコピー 

 

３. 入学検定料について  

入学検定料  5,000円 （日本円） 

 

 

 

 

メールアドレス      ： UMDS_Nyushi1@red.umds.ac.jp 

 件名（メールのタイトル）： 出願希望 

 本文            ： 氏名、携帯番号の記載をお願いいたします。 



p. 4 

 

４. 出願書類の送付について  

出願に必要な書類をそろえて、全ての書類を①、②の手順で提出してください。 

①メールに添付して送信（PDF ファイル） 

    全ての書類を PDF で以下のメールアドレスに送付してください。 

    メールアドレス ：UMDS_Nyushi1@red.umds.ac.jp 

②郵送（EMS）にて送付 

    PDF での出願書類を確認後、郵送での提出先を連絡いたします。 

 

５. 出願にあたっての注意  

① 出願書類の記載に虚偽の事実が認められた場合は、合格・入学を取り消すことがあります。 

② いったん提出した出願書類の変更並びに返還にはいっさい応じられません。 

（志望学部・学科等の変更もできません） 

 

６. 受験票について  

【前期型】 

2022 年 10 月 17 日（月）～10 月 23 日（日）に、インターネット出願のマイページよりダウンロード出来ます。 

【後期型】 

2022 年 12 月 8 日（木）～12月 17 日（土）に、インターネット出願のマイページよりダウンロード出来ます。 

 

記載事項を必ず確認し、万一誤りのある場合は、速やかにご連絡ください。 

 

受験について                                                                     

１. 入学者選抜の方法  

日本留学試験（EJU）の得点を利用します。（本学個別の試験は実施いたしません。） 

 

 

合格発表について                                                                  

１. 合格発表  

【Ⅰ期】 

合格発表日：2022 年 11 月 1日（火） 

【Ⅱ期】 

合格発表日：2022 年 12 月 23 日（金） 

①受験生全員に合否に関する通知を送付します。 

②合格者には、合格通知書と入学手続書類をＥＭＳ（Express Mail Service）で送付します。 

※大学ホームページによる合否の確認 

受験生の便宜を考慮し、大学ホームページ（合格発表日の日本時間午前 10時から 3日間）で合否の確認ができます。

なお、この方法は補助手段であり、正式な合格発表は郵送する合格通知書とします。 

※合格者で 2023 年 3 月 31日までに卒業(修了)とならなかった者、あるいは在留資格が取得できなかった者（入国 

が出来なかった者も含む）は、入学許可を取り消します。 
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２. 入学手続  

【Ⅰ期】 

入学手続締切日： （1 次手続） 11 月 25 日（金） 

            （2 次手続）  1 月 13 日（金） 

【Ⅱ期】 

入学手続締切日：  2023 年 1 月 13 日（金） 

合格者には、合格通知書とともに入学手続に必要な書類を送付しますので、同封の「入学手続要項」をよく読んで、締

切日までに入学手続を完了してください。 

① 入学金と授業料などの入学時納付金を締切日までに銀行振込してください。（振込手数料各自負担） 

② 入学手続書類一式を締切日（必着）までに流通科学大学入試部まで送付してください。 

本学で入国手続の代理申請を行いますので、必ず入学に必要な書類をすべて準備してください。 

●締切日までに入学手続を完了しない場合は、入学を辞退したものとして扱います。期日経過後の手続は、いかなる理 

由があっても認めませんので十分注意してください。 

●いったん納入された入学金・書類などは、いかなる場合も返還いたしません。 

●入学手続が完了した後にやむを得ない理由で入学を辞退する場合は、2023年 3月 31日（金）18：00までに所定の手

続を完了すれば、入学金以外の納付金を返還いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■問い合わせ先■■ 

【流通科学大学 入試部】 

メール：UMDS_Nyushi1@red.umds.ac.jp 電話番号：078－794－2231 ＦＡＸ：078－794－2036 
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入学時および年間の納付金                                                            

【流通科学大学 授業料３０％減免の学費】外国人留学生入試合格の場合         （日本円） 

１
年
次 

   

入学時 後期（9 月） 計 

 

初年度のみ 

入学金 300,000 ─ 300,000 

 

教育後援会入会金 10,000 ─ 10,000 

 

学生教育研究災害傷害保険料 4,140 ─ 4,140 

 

毎年 

授業料 385,000 385,000 770,000 

 

施設設備維持拡充費 50,000 50,000 100,000 

 

教育充実費 50,000 50,000 100,000 

 

教育後援会費 42,000 ─ 42,000 

  

小計 841,140 485,000 1,326,140 

   
   

 

毎年 授業料減免 30% -115,500 -115,500 -231,000 

 

初年度のみ Welcome to KOBE 奨励金 -200,000 ─ -200,000 

 初年度のみ 
外国人留学生日本語能力奨学金 

※N2 相当基準を満たした場合 
-100,000 ─ -100,000 

  

小計 -415,500 -115,500 -531,000 

   
   

 

1 年次合計 
425,640 369,500 795,140 

○授業料等納付金は、在学中も物価上昇率、教育研究条件向上分等を勘案して改定されることがあります。 

○授業料減免・Welcome to KOBE 奨励金・外国人留学生日本語能力奨学金の対象は、在留資格が「留学（私費）」の者に限ります。 

○2年次以降の納付金は、前期（５２７，０００円）および後期納付金（４８５，０００円）です。 （授業料減免、奨学金は含んでいません） 

＜編入学試験＞ 

・編入学試験についても、Welcome to KOBE 奨励金受給対象となります。 

・2 年次編入の場合、学生教育研究災害傷害保険料は、3,230 円（3 年間分）、3 年次編入の場合は、2,170 円（2 年間分）となります。 

※学生教育研究災害傷害保険料は、若干改定されることがあります。その場合は、合格時に送付する入学手続要項でお知らせいたします。 

◆外国人留学生日本語能力奨学金 ※外国人留学生入試・外国人留学生編入学試験ともに共通  

 日本語能力試験の以下相当資格をお持ちの方には、入学時の納付額から 10 万円または 20 万円が免除されます。 

日本語能力試験 N1相当資格 20万円免除 / 日本語能力試験 N2 相当資格 10万円免除 

 ※この奨学金は、資格取得の証明書の提出が必要です。 

（参考）日本語能力試験 N2・N1に相当する基準 

 ＜日本語能力試験 N1 に相当する基準＞                     ＜日本語能力試験 N2に相当する基準＞ 

                                        

試験名 通称 相当基準

日本語能力試験 JLPT N2

日本留学試験
(記述あり：450点満点）

EJU 240点以上

実用日本語検定 J.TEST C以上

日本語NAT－TEST NAT-TEST 2級以上

実用日本語運用能力試験 TOP-J 中級B以上

ビジネス日本語能力テスト BJT J3/350点以上  

試験名 通称 相当基準

日本語能力試験 JLPT N1

日本留学試験
(記述あり：450点満点）

EJU 320点以上

実用日本語検定 J.TEST 準B以上

日本語NAT－TEST NAT-TEST 1級以上


