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留学生入学試験要項

４ 出願書類

１ 募集学部・学科、募集人員
経済学部　経済経営学科  ６名

文化経済学科  ４名

２ 出願資格
原則として、次のすべての条件を満たす者。

１．海外に居住し、通常の課程による12年以上の学校教育を修了し、大学入学資格を有する者。

２．日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の「日本語」科目を受験し、その得点率が５

割程度以上の者、または国際交流基金が実施する「日本語能力試験」Ｎ２以上に合格した者。

あるいは、日本留学試験の「日本語」科目の得点率が５割程度以上、または日本語能力試験

のＮ２と同等の能力を有すると認められた者も可。

３．出身学校長の推薦を得た者。

３ 出願締切
２０２１年１０月２２日（金）必着

出　願　書　類 注　　意　　事　　項　　等

①　入　　学　　願　　書

本人が記入してください。

写真を貼付してください（裏面に氏名を記入してください）。

⑨経費支弁者の勤務先名称及び職務上の地位については、具体的に

会社名、役職名など記入してください。

⑬志望動機については、詳しく記入してください。

なお、署名欄も忘れずに記入してください。

②　履　　　 歴 　　　書

本人が記入してください。

日本語学習歴については、該当があれば必ず記入してください。

なお、署名欄も忘れずに記入してください。

③　経　 費　 支　 弁　 書 経費支弁者が記入したものを提出してください［日本語訳添付］。

④　卒　 業　 証 　明 　書

最終出身学校の卒業証書（原本）を提出してください［日本語訳添付］。

なお、確認後本人へ返却します。

※大卒者（中国のみ）は「学歴認証報告書」も提出してください。

⑤　成　　　 績 　　　表 最終出身学校の成績表を提出してください。

⑥　日本語能力を証明する

書類

これまでに日本語能力試験のＮ２以上に合格した者、または日本留

学試験の「日本語」科目の得点率が50％以上の者は、その「合否結

果通知書」（日本語能力試験）または「成績通知書」（日本留学試験）

の写しを提出してください。

［上記書類が提出できない者のみ]

出身国における日本語教育機関が発行した「日本語学習の証明書」 

（書式は任意、学習期間・総学習時間数〈600時間以上〉、学習内容を 

明記）を提出してください。

⑦　推　　　 薦 　　　書 出身学校長が作成したものを提出してください。

［所定書式］

［所定書式］

［所定書式］

［所定書式］
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５ 選考方法
海外で行う日本語・面接試験の成績と日本留学試験（「日本語」科目のみ）または日本語能力試験

（Ｎ１・Ｎ２）の成績、出願書類等を総合的に判断します。

※海外での日本語、面接試験の詳細については、別途通知します。

６ 合格者発表
入学試験の選考結果は、2021年11月下旬に、文書により出身学校長等に通知します。

７ 入学手続および学納金の納付
入学手続書類（下記参照）の提出期間および学納金（右頁参照）の納付期間については、合格者

に対して個別に通知します。

〈手続書類郵送先〉　〒945-1393　日本国新潟県柏崎市軽井川4730

新潟産業大学　入試・広報課

電話：81-257-24-4901　　FAX：81-257-21-6050

E-mail：nyushi@ada.nsu.ac.jp

出　願　書　類 注　　意　　事　　項　　等

⑧　健 康 診 断 書

医師が作成した健康診断書（所定用紙）とレントゲンフイルムを提
出してください。

（注）就学上問題があると判断された場合、または重大な記述不備が
あった場合は入学できないことがあります。十分注意してください。

⑨写真３枚

縦４㎝×　
　　横３㎝
（２枚）

写真の裏面に氏名を明記してください。１枚は入学願書の所定欄に
貼付してください。

縦３㎝×　
 横２.４㎝
（１枚）

写真の裏面に氏名を明記してください。

※１　中国出身者は④の書類について、公証書も提出してください。

※２　推薦書・健康診断書・その他証明書類等は、すべて発行日より３ヶ月以内のものに限ります。

◎合格した場合、入学手続には次の書類が必要となります。

※証明書類等は、すべて発行日より３ヶ月以内のものに限ります。

入 学 手 続 書 類 注　　意　　事　　項　　等

①　経費支弁者の在職証明書
経費支弁者の職業や会社名・電話番号が明記された公的な書類を提
出してください。

②　経費支弁者の年収を
証明する公的な書類

（過去３年分）

入学金、授業料等及び生活費を支弁できるに足るだけの証明ができ
るものを提出してください［日本語訳添付］。

③　経費支弁者の
預金残高証明書

入学金、授業料等及び生活費を支弁できるに足るだけの証明ができ
るものを提出してください［日本語訳添付］。

④　経費支弁者の預金通帳
（写し）（過去３年分）

入学金、授業料等及び生活費を支弁できるに足るだけの証明ができ
るものを提出してください。

⑤　経費支弁者と本人の関係が 
記載されている公的な書類 

（親族関係証明書・戸口簿等）

本人と経費支弁者の氏名や関係が証明されたものを提出してくださ
い［日本語訳添付］。

⑥　在　 学　 保　 証　 書 受験生本人が署名し、本国における保証人が署名・捺印のうえ、提
出してください。本国における保証人は１名とし、父母または成人
の親族とします。

⑦　誓　　　 約 　　　書
受験生本人が署名・捺印してください。

⑧　授 業 料 減 免 申 請 書
授業料の減免が必要な理由を記入してください。

⑨　入 学 者 カ ー ド
在留保証人がいない場合は、在留保証人欄は記入しなくて結構です。

⑩　パスポートのコピー パスポートを取得し、顔写真のページのコピーを提出してください。

［所定書式］

［所定書式］

［所定書式］

［所定書式］

［所定書式］
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2022年度入学者の初年度学納金等及び２年次以降の学納金等について

【留学生学納金】  （単位：円）

【正規学納金】  （単位：円）

区　　　　　　　分
初　　年　　度 ２年次以降

各学科共通 各学科共通
入学手続時 秋学期 （10月） 年　　　額 年　　　額

学 納 金

入　学　金 30,000 0 30,000 　　　　
※授　業　料　 185,000 185,000 370,000 370,000

施設設備資金 85,000 85,000 170,000 170,000
教育充実費 85,000 85,000 170,000 170,000

他納付金
学 友 会 費 10,000 0 10,000 8,500
研　修　費 10,000 0 10,000 　　　　

合　　　計 405,000 355,000 760,000 718,500

区　　　　　　　分
初　　年　　度 ２年次以降

各学科共通 各学科共通
入学手続時 秋学期 （10月） 年　　　額 年　　　額

学 納 金

入　学　金 210,000 0 210,000 　　　　
授　業　料 330,000 330,000 660,000 660,000
施設設備資金 85,000 85,000 170,000 170,000
教育充実費 85,000 85,000 170,000 170,000

他納付金
学 友 会 費 10,000 0 10,000 8,500
研　修　費 10,000 0 10,000 　　　　

合　　　計 730,000 500,000 1,230,000 1,008,500

※留学生の授業料は、審査の上、減免に該当した場合の金額です。（Ｐ４参照）

入学手続時に納付する学納金等について（上記一覧表参照）

　①　学納金及び学友会費・研修費の合計額を入学手続締切日までに自国の銀行から、本学指定金融機関へ 

納付しなければなりません。

　②　年額を一括して納付することができます。

　③　入学手続き完了後に、提出書類の記載内容に虚偽の事実が判明したり、虚偽の申請内容により法務省 

または外務省より出入国の許可が下りなかった場合、一度納付された学納金等は一切返還しません。

本学指定口座

SWIFT  CODE  HETSJPJT

Beneficiary’s  Bank  and  Branch  THE  DAISHIHOKUETSU  BANK,  LTD. KASHIWAZAKI CHUO BRANCH

  第四北越銀行　柏崎中央支店

Beneficiary’s Account №  441408

Beneficiary’s Name  NIIGATA  SANGYO  UNIVERSITY

  新潟産業大学

※小切手による送金は受け付けませんので、「日本円」で上記口座に振込んでください。

入学検定料について

入 学 検 定 料 全 額 免 除
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１ 経済的支援

２ 学習・交流活動支援

３ 住　　居

留学生の学習・生活環境

新潟産業大学では留学生に対し、次のような経済的支援を行っています。

補 助

①　授 業 料 減 免：原則として学費支弁者の年間収入額が500万円（日本円換算）以下の

場合を対象とし、審査のうえ授業料を減免（減免額290,000円）します。

②　住 居 費 補 助：60,000円（入学後の１年間に限定・春学期と秋学期に各３万円ずつ支給）

（注）親族または知人と同居し、その住居費用を負担する必要のない

者に対する補助は行いません。

③　通 学 費 等 補 助：20,000円（入学後の１年間に限定・入学後に支給）

奨 学 金

成績優秀者には奨学金が給付されます。

これまでに新潟産業大学の留学生に給付された奨学金は、次のとおりです。

国費外国人留学生（文部科学省）  ：1,404,000円（年額）

留学生奨学生（ロータリー米山記念奨学会・学部生）  ：1,200,000円（年額）

留学生奨学生（平和中島財団）  ：1,200,000円（年額）

新潟産業大学私費外国人留学生学習支援金  ：　 80,000円（年額）

学習支援

留学生の能力・段階に応じて、次のような学習支援を行っています。

チューターによる日本語個人指導や日本の生活習慣を学ぶ勉強会、県内研修旅行等

交流活動支援

留学生の課外活動や、日本人学生や市民との交流行事などの企画を実施しています。

各種イベント（スピーチコンテスト、学園祭模擬店等）

交流・懇親会（新入生歓迎会、球技大会、クリスマスパーティー等）

・地域の小学生と国際交流（学外）・ホームステイ支援

・地域の方と国際交流（学外）

初めて渡日する留学生や国内公募の留学生に対して、柏崎のアパート物件情報を提供しています。

柏崎到着後は、チューターと大学が住居物件確保のサポートを行います。

柏崎周辺のアパート物件は、安価なもので、次のとおりです。

物件（柏崎駅周辺）：１ルーム （18㎡程度）、 バス・トイレ付

賃 料：月額25,000円～35,000円程度（光熱水費別途）

通 学 手 段：学園ゾーン路線バスを利用。年間利用登録料が必要です。

登録すると、学園ゾーン路線バスは１年間何回乗車しても無料です。
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履　　歴　　書
Resume

１.  国　　  籍:

３.  生年月日:

６.  出  生  地 :

７.  現  住  所 :

８.  学　　歴：(初等教育(小学校)から順次最終学歴まで）

(１)
(２)
(３)
(４)
(５)

(１)
(２)
(３)

Nationality：

Date of Birth：

Place of birth：

Address：

Academic Record(in chronological order from elementary school to last educational institution attended）：

２.  氏  名：

４.  年  齢： ５.  性別：　 男　　  女

９.  日本語学習歴：

10.  職　　歴：(就職年月日順に記載すること）

12.  日本への入出国歴：( □ 有 ・ □ 無 ）

13.  犯罪を理由とする処分を受けたことの有無（日本国外におけるものを含む。）※日本語で記載　※交通違反等による処分を含む。

直近の出入国歴：

有 （具体的内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)・ 無

回数：　　　　回
（‶有"とした場合）

※該当する箇所に　 印を記入。

学校名

（ ex : ◯◯省◯◯市(県) ）

Name：

Age  ： Sex ：

Name of School

学校名
Name of School

勤　務　先
Place of Work

Past entry into／stay in Japan

Criminal record（in Japan and overseas）※In Japanese

Yes (Details　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）／ No

Time(s)
if your answer is ‶Yes",

Yes No Mark the appropriate item with

Professional Record（in chronological order）:

学習期間

年　　　　月　　　 日から 年　　　  月　　　 日まで
Period of Iearning Japanese

Year Month Day Year Month Dayto

年　　　　月　　　 日から 年　　　  月　　　 日
YearFromThe latest entry Month Day Year Month Dayto

Japanese Language Studies:

所在地
Address

所在地
Address

就職年月日
Dates From:

退職年月日
Dates To:

入学年月日
Date of Entrance

卒業年月日
Date of Graduation

Male Female

(１)

(２)
年　　　　月　　　 日から 年　　　  月　　　 日まで
Year Month Day Year Month Dayto

11.  過去の在留資格認定証明書交付申請歴

回数：　　　　回
（上記で『有』を選択した場合）

Past history of applying for a certificate of eligibility

Time(s)
Fill in the followings when the answer is ‶Yes",

Yes No/

回
（うち不交付となった回数）

Time(s)
Of these applications, the number
of times of non-issuance

有 ・ 無
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学生との関係

※母国通貨単位又は円で記入

職　　　　　業

年　　収　　額　（２０　　　年度）





������������������������
	������������

������� �

�� ���� ���� �������� �� ������������ ��� �������� ������� �� ����
�
 	
���� ���������� 
�

��� � ��� ��������� �������� ��� 
���
� �� �������



キ
　 

リ
　 

ト
　 

リ



キ
　 

リ
　 

ト
　 

リ













� � � � � � � �

�������������������

フ リ ガ ナ
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電  話  番  号

キ
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2022年度

※いない場合は記入不要
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