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入学資格（出願資格）審査・出願について
芸術研究科 博士課程〔前期・後期〕

◆ 事前に入学資格（出願資格）審査をうけなければならない者
博士課程［前期］
●外国籍学生および外国人留学生で日本の大学を卒業・修了または卒業修了見込者（大阪芸術大学卒業生ま
たは卒業見込み生は除く）
●外国において、学校教育における１６年の課程（標準）を修了した者及び２０２１年３月までに修了見込
みの者
●大学に３年以上在学し、または外国において学校教育における１５年の課程（標準）を修了し、本学が所
定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者
●大学院において個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22
歳に達した者
●その他大学院への入学において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
●社会人特別選抜入試で受験を希望する者

博士課程［後期］
●外国籍学生および外国人留学生
●大学院において個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、
24 歳に達した者
●その他大学院への入学において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
●社会人特別選抜入試で受験を希望する者

◆ 手続きの方法
Ⅰ上記出願資格を有する者は出願資格審査期間内に下記の書類を郵送する。
① 入学資格（出願資格）審査願（様式 7）
② 入学志願票・履歴書（様式 1）
③ 卒業（修了）証明書もしくは卒業（修了）見込証明書（出身校発行）
④ 成績証明書（出身校発行）
④−② 併修者（2 箇所以上の学校に籍がある者）は併修先の学校の③④もあわせて提出
⑤ 研究計画書（様式 2）
⑥学士学位証書（中国の大学は必ず必要）もしくは学士の名称がわかるもの
⑦ 出身大学案内（簡易的なもの）
⑧ 外国人留学生出願資格基礎調査書（様式 7 − 1）
⑨ 日本留学生試験（EJU）成績通知書の写し
⑩ 職務内容報告書（様式 8）（⑩は社会人特別選抜入試希望の者のみ必要。 証明書添付）
他言語記載の③、④、④−②、⑥、⑦､ ⑩の添付証明書においては日本語もしくは英文にて翻訳したもの
を原本に添付してください。
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Ⅱ 前期課程出願者の外国籍、外国人留学生における日本の大学を卒業（修了）もしくは卒業（修了）
見込者の取扱は下表とします。
出願資格審査

EJU の点数（基準以上）

大阪芸術大学

不要（通常の出願期間）

受験の必要なし

他の日本の大学

上記Ⅰの②⑤⑧⑨を提出

受験し基準点以上必要

Ⅲ P.31 の 3．出願資格（5）〜（8）日本国籍の該当者および社会人特別選抜入試希望者
入学資格（出願資格）審査願（様式 7）

②

入学志願票・履歴書（様式 1）

③

卒業（修了）証明書もしくは卒業（修了）見込証明書（出身校発行）

④

成績証明書（出身校発行）

④−②

入学資格審査

①

併修者（2 箇所以上の学校に籍がある者）は併修先の学校の③④もあわせて提出

⑤

研究計画書（様式 2）

⑥

職務内容報告書（様式 8）（⑥は社会人特別選抜入試希望の者のみ必要。証明書添付）

Ⅳ P.45 の 3．出願資格（4）（5）の該当者および社会人特別選抜入試希望者
① 入学資格（出願資格）審査願（様式 7）
② 入学志願票・履歴書（様式 1）
③ 修了証明書もしくは修了見込証明書（出身校発行）
④ 成績証明書（出身校発行）
④−② 併修者（2 箇所以上の学校に籍がある者）は併修先の学校の③④もあわせて提出
⑤ 研究計画書（様式 2）
⑥ 職務内容報告書（様式 8）（⑥は社会人特別選抜入試希望の者のみ必要。証明書添付）
他言語記載の③、④、④−②、⑥の添付証明書においては日本語もしくは英文にて翻訳したものを原本に
添付してください。

Ⅴ後
 期課程出願者の外国籍学生、外国人留学生における下表の大学院を卒業（修了）もしくは卒業（修
了見込者の取扱は下表とします。
EJU 点数の出願資格審査
大阪芸術大学大学院 博士課程（前期） 日本留学生試験（EJU）成績通知書の写し

EJU の点数（基準以上）
受験し基準点以上必要

他の日本の大学院

日本留学生試験（EJU）成績通知書の写し

受験し基準点以上必要

外国の大学院

日本留学生試験（EJU）成績通知書の写し

受験し基準点以上必要

上記の書類に加えて P.25 −Ⅰの②⑤⑧も提出してください。

◆ 審査申請期間
前期1期入学試験        ： 2020年9月7日
（月）〜14日（月）
博士課程〔前期〕のみ

申請期間内必着（消印有効でない）
前期2期･後期入学試験： 2020年12月18日（金）〜24日（木）
博士課程〔前期〕
・
〔後期〕

申請期間内必着（消印有効でない）
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◆ 提出方法
Ⅰ（P25）の書類一式を、「入学資格（出願資格）審査書類在中」と朱書した封筒に入れ提出すること。
（巻末の白封筒を使用しないこと）
簡易書留速達により送付すること。
〒 585 − 8555

大阪府南河内郡河南町東山 469

大阪芸術大学  入試部入試課  大学院入学試験係

◆ 審査日時
前期1期入学試験出願資格審査

2020年9月18日
（金）

博士課程〔前期〕のみ

前期2期･後期入学試験出願資格審査

2021年1月 8 日（金）

博士課程〔前期〕
・
〔後期〕

◆ 審査結果
下記の通り本人宛に郵送で通知。出願資格を得た者は出願期間内に出願手続を行うこと。
（出願時には審査結果通知のコピー 1 部同封のこと）
前期 1 期入学試験出願審査

：2020 年 10 月上旬

博士課程〔前期〕のみ

前期 2 期・後期入学試験出願審査：2021 年 1 月中旬〜下旬

博士課程〔前期〕
・〔後期〕

◆ 出願期間及び出願方法
（１）出願期間
試験種別

出

願

期

間

2020年10月19日
（月）〜26日（月）
博士課程〔前期〕のみ
郵便局消印有効（簡易書留速達）
（月）
2021年 ２ 月 ５ 日（金）〜15日
前期 2 期・後期入学試験
博士課程〔前期〕
・
〔後期〕
郵便局消印有効（簡易書留速達）
前期 1 期入学試験

（２）出願方法
出願書類を一括し、本学所定の出願用封筒（巻末添付の白色）を用いて上記の出願期間内に提出すること。
簡易書留速達により送付すること。	 
〒 585 − 8555

大阪府南河内郡河南町東山 469

大阪芸術大学  入試部入試課  大学院入学試験係

※記録保存のため持参による入試課窓口での提出はご遠慮ください。
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外国籍学生・外国人留学生の出願資格（日本語能力）
について

外国籍学生・外国人留学生の出願資格（日本語能力）について（出願条件）
芸術研究科 博士課程〔前期・後期〕

今年度の変更点

2020 年日本留学試験（第 1 回）中止に伴う本学出願条件

特別配慮

【対象の受験者】
大学院

前期１期試験（一般選抜入学試験・社会人選抜入学試験）

【特別配慮条件】
下記の①②両方の条件を満たすこととします。

① 2020 年度第１回日本留学試験（６月実施）の“出願証明書（コピー）
”を提出すること。
博士課程（前期）前期１期試験を受験予定でかつ
2020年度 第１回 日本留学試験
（６月実施）を受験予定だった 外国人留学生は、
2020年度 第１回 日本留学試験
（６月実施）の“出願証明書”を持っていることを出願条件とします。
また、過去２年に遡っての受験履歴がある方はその点数を参考としますので成績証明（コピー）を提出してくだ
さい。お持ちの方は“出願証明書（コピー）”と併せて“成績証明書（コピー）”を出願審査書類に同封してくださ
い。

対象の試験
・2019 年度 第２回日本留学試験（11 月実施）
・2019 年度 第１回日本留学試験（６月実施）
・2018 年度 第２回 日本留学試験（11 月実施）

② 2020 年度第２回日本留学試験（11 月実施）の試験に出願すること。
ただし、その試験にて基準点に満たなくともすでに受験した本学の合格は取り消しません。
出願したことを証明する書類（コピー）を出願審査書類に同封してください。

2020 年度 第２回 日本留学試験（EJU）
試験日：令和２年 11 月８日（日）
受付（出願）期間：７月６日（月）～７月 31 日（金）
※８月１日（土）以降は本学大学院ホームページにて出願条件を確認すること。
この件に関するお問い合わせは下記アドレスまでメールにてお願いします。
標題は「６月 EJU 中止に伴う質問」としてください。お電話でのお問い合わせは正確性を期すためご遠慮く
ださい。

大阪芸術大学

入試課

nyusi@osaka-geidai.ac.jp
※上記の情報は 2020 年６月５日現在のものとなります。
変更になる場合もありますので、随時本学大学院ホームページをご確認ください。
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2020 年度第１回日本留学試験（６月実施）の中止に伴い、本学大学院前期１期試験の特別配慮に関しまして、

外国籍学生・外国人留学生の出願資格（日本語能力）
について

外国籍学生・外国人留学生については、入学後、日本語での授業を十分理解し、論文等を日本語で作成す
ることから、学修に支障のない日本語能力を有する必要がある。よって大学院の入学試験においては、出願
資格審査までに日本学生支援機構（ＪＡＳＳＯ）が実施する「日本留学試験」
（ＥＪＵ）の科目『日本語』を
受験すること。
また、その得点については大学院の各課程（専攻・研究分野）において必要とされる下表の得点基準を満
たさなければなりません。

１．科目『日本語』について
読解（配点 200 点）、聴解・聴読解（配点 200 点）、記述（配点 50 点）の３領域。
得点基準

専
研究分野

後期課程

芸術研究科

記述
（50点満点中）

芸術文化学

300点以上

30点以上

芸術制作

280点以上

（不要）

芸術文化学

320点以上

40点以上

芸術制作

300点以上

30点以上

攻

前期課程

大学院

読解、聴解・聴読解
（400満点中）

※本学大学院修了または修了見込みで博士課程後期へ進学を希望する者も EJU の成績書類提出が必要です。

２．日本留学試験の成績について
日本留学試験の成績については、日本学生支援機構が提供可能としている受験回のうち、本学出願資格審
査期間に提出可能な下記のいずれか１回の成績であること。
複数回受験している場合は、受験者本人が利用希望の受験回（１回分）を選択することができる。
＊日本学生支援機構への成績照会時期、ならびに有効な成績の受験回（提供可能な成績）
成績照会時期

有効な成績の受験回（提供可能な成績）

2020年7月～
2020年12月～

2018年度 第2回
（11月）実施分

2019年度  第1回
（6月）実施分

2019年度  第2回
（11月）実施分

2020年度  第1回
（6月）実施分

2019年度  第1回
（6月）実施分

2019年度  第2回
（11月）実施分

2020年度 第1回
（6月）実施分

2020年度 第2回
（11月）実施分

中止

中止

3．出願資格審査における EJU 成績書類の提出
外国籍学生・外国人留学生においては、願書を出願できるかどうかの判断をするため、出願資格審査にて
EJU の成績表（コピー可）を提出するように義務づけています。従って、EJU の受験時期、成績請求の発行
時間を鑑みて、出願資格審査手続期間に間に合うように準備してください。（ただし、2020年度第 2 回（11
月）受験者は成績通知書ではなく受験票のコピーを提出してください。）

日本留学試験（EJU）の問い合わせ先
独立行政法人

日本学生支援機構
留学生課 TEL 03-6407-7457
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