


選考日程 募集大学 書類配付・提出期間

2017年

9月27日（水）
ミュンヘン大学  〈ドイツ〉 書類配付 ▶ 7/24（月）～7/29（土）

　　　　　  9/11（月）～9/16（土）
書類受付 ▶ 9/19（火）～9/23（土）
書類配付・受付場所 ▶ グローバル教育センター

聊城大学（春学期出発）  〈中国〉

延世大学（春学期出発）  〈韓国〉

2017年

11月18日（土）

ロンドン大学SOAS  〈イギリス〉

書類配付 ▶ 10/30（月）～11/4（土）
書類受付 ▶ 11/6（月）～11/11（土）
書類配付・受付場所 ▶ グローバル教育センター

バーミンガム大学  〈イギリス〉

カリフォルニア州立大学 イースト・ベイ校  〈アメリカ〉

カリフォルニア大学 サンディエゴ校  〈アメリカ〉

モナシュ大学  〈オーストラリア〉

アンジェ・カトリック大学  〈フランス〉

サラマンカ大学  〈スペイン〉

2018年

2月8日（木）
聊城大学（秋学期出発）  〈中国〉 書類配付 ▶ 1/22（月）～1/27（土）

書類受付 ▶ 1/29（月）～2/3（土）
書類配付・受付場所 ▶ グローバル教育センター延世大学（秋学期出発）  〈韓国〉

大学 TOEIC
TOEFL

IELTS 英検
ITP iBT

ロンドン大学SOAS × × 52 4.0 ×

バーミンガム大学 × × 61 4.0 ×

カリフォルニア州立大学
イースト・ベイ校

385 430 39 × 2級

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

385 430 39 × 2級

モナシュ大学 400 × × 3.5 ×

語学担当専任教員

ドイツ語 明石真和・小林将輝

フランス語 山下尚一

スペイン語 信岡奈生

中国語 葉紅

韓国語 朴昌明

提出書類 留学志望理由書
【指定書式】

健康調査票
【指定書式】

英語試験スコア
証明書

英文
志望理由書

専任教員による
推薦書【指定書式】

英語圏 ○ ○ ○ ○ 不要

非英語圏 ○ ○ 不要 不要 ○



TOEFL  iBT
試験日 9/9 9/17 9/24 9/30 10/14 10/15 10/21 10/28 10/29 11/4 11/12 11/18 11/25 11/26 12/2 12/9 12/16 12/17

Regular
registration 試験日の7日前

Late
registration

試験日の4日前
※受験料が異なります。

結果通知 試験の翌日から約10日後にウェブサイトから確認できます。

ドイツ語技能検定
秋季試験

試験日 12/3

申込期間 9/1～10/20

結果通知
2018年1月に発送予定

※2級～5級を対象としています。

実用フランス語技能検定
秋季試験

試験日 11/19

申込期間 9/1～10/18

結果通知
12月中旬に発送予定

※3級～5級を対象としています。

韓国語能力試験 TOPIK
第54回

試験日 10/22

申込期間 6/26～7/21

結果通知 12月初旬（予定）

スペイン語技能検定
秋季試験

試験日 10/29

申込期間 8/21～9/30

結果通知
試験の翌日から約2か月後に発送予定
※4級～6級を対象としています。

HSK中国語検定
10月実施 12月実施

試験日 10/15 12/3

申込期間 8/15～9/15 10/3～11/3

結果通知
試験の翌日から約1か月後に
ウェブサイトから確認できます。

実用中国語検定
第40回

試験日 11/19

申込期間 9/11～10/20

結果通知
1月発送予定

詳細はウェブサイトを確認してください。

ハングル能力検定試験
秋季  第49回

試験日 11/12

申込期間 8/25～10/6

結果通知
12/18（月）ごろ到着予定

※2級～5級を対象としています。

TOEIC
第223回 第224回 第225回 第226回 第227回 第228回

試験日 9/10 10/22 11/19 12/10 1/28 3/11

申込期間 6/16～8/1 8/4～9/5 9/8～10/10 10/13～10/31 11/9～12/14 1/4～1/30

結果通知 10/10 11/21 12/19 1/9 2/27 4/10

実用英語技能試験（英検）
第2回検定 第3回検定

一次試験日 10/8 1/21

二次試験日*2 11/12 2/25

申込期間 8/7～9/15 11/21～12/20

結果通知
一次試験の結果は約2週間後、

二次試験の結果は約10日後ウェブサイトから確認できます。

IELTS
試験日*1 9/9 9/16 9/30 10/14 10/21 10/28 11/4 11/11 11/25 12/2 12/9

申込期間 試験日の19日前まで　※詳細日程は専用サイトを確認してください。

結果通知 試験日の翌日から13日目に成績証明書を発送









TOEIC-IP試験 HSK中国語検定
試験日 10/21（土） 11/11（土）

受験料 3,080円 級により異なります

申込方法
グローバル教育課で
受け付けます

グローバル教育課で
受け付けます

申込期間 9/20（水）～10/4（水） 9/19（火）～10/3（火）














