横浜市立大学 外国人留学生特別選抜
2022（令和４）年度募集の概要
詳細は「2022 年度 外国人留学生特別選抜 学生募集要項」
（2021 年 7 月下旬発行予定）を
参照してください。本学 Web サイト https://www.yokohama-cu.ac.jp より請求できます。
【問い合わせ先】 アドミッションズセンター 045-787-2055

モバイルサイト http://ycu.jp

第 1 期募集
募集学部

募集人員

国際教養学部

若干名

国際商学部

若干名

理学部

若干名

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

若干名

出願期間

第２期募集

2021 年度実施結果
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2021 年 9 月 8 日（水）
〜9 月 14 日（火）

募集人員

2021 年度実施結果
志願

受験

合格

若干名
若干名

2022 年度新規実施

若干名
※第２期募集は実施しません。

2022 年 1 月 24 日（月）
〜2 月 2 日（水）

「日本留学試験」の成績と「英語資格」のスコア提出が必要
試験日

10 月 2 日（土）

出願資格④-Ａ
出願資格④-Ｂ
出願資格④-Ａ
出願資格④-Ｂ

入学手続

10 月 22 日（金）
1 月 7 日（金）
12 月 17 日（金）
1 月 21 日（金）

＜2 頁参照＞

2 月 25 日（金）

筆記試験（100 点）＋面接（100 点）＋英語資格の加点（10 点）

合格発表

入学

＜3 頁参照＞

3 月 10 日（木）
3 月 15 日（火）

入学手続の際に必要な納付金 （予定）
入学金 282,000 円 ＋ 施設設備費 50,000 円 ＋ 諸会費 72,000 円
※2021 年 4 月 1 日以前から横浜市内に住所を有する者は以下の通り
入学金 141,000 円 ＋ 施設設備費 25,000 円 ＋ 諸会費 72,000 円

給付型
奨学金制度

第１期募集での各学部の上位合格者で、入学時点で「留学」の在留資格を有する者
を対象に、初年度授業料（557,400 円）を全額免除する奨学金制度があります。
２年次以降については、学業優秀な者を対象に授業料の１／２以内の額を減免する
制度があります。

★医学部（医学科・看護学科）では、外国人留学生特別選抜は実施していません。
国際バカロレア（IBDP）を有する方は国際バカロレア特別選抜を、それ以外の方は
「大学入学共通テスト」を受験した上で一般選抜に出願してください。
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出願資格・要件 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
外国人（在留資格が永住の者を除く。第２期募集については在留期間（満了日）が 2022 年 3 月 31 日以降であ
る日本の在留資格（短期滞在を除く）を有する者。日本国籍との二重国籍者は含まない）で、次の①〜④の
いずれにも該当する者
① 以下の(1)〜(7)のいずれかに該当する者（2022 年 3 月 31 日までに該当する見込みの者）
(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（12 年未満の課程の場合は、さらに文部科
学大臣に指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了した者）
(2) 外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試験に合格した 18 歳以上の者
(3) 外国において、文部科学大臣に指定された 11 年以上の課程を修了したとされるものであること等の
要件を満たす高等学校に対応する学校の課程を修了した者
(4) 我が国において、外国の高等学校相当として文部科学大臣が指定した外国人学校を修了した者（12 年
未満の課程の場合は、さらに文部科学大臣に指定された準備教育課程を修了した者）
(5) 外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEA レベルを保有する者
(6) 国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の 12 年の課程を修了した者
(7) その他、本学において個別の資格審査により上記の者と同等の学力を有すると認めた 18 歳以上の者

② 日本の教育制度による中学校・高等学校（それらに準ずる学校を含む）の在学期間が無いか、
通算して２年以内の者
③ 下記に定める資格のいずれかのスコア・級を有し、公式な成績証明書を提出できる者
＜2019 年４月以降に受検した英語資格に限ります。TOEFL-ITP、TOEIC-IP は認められません＞

学部
国際教養学部
国際商学部
理学部

英語資格
TOEFL-PBT 500（iBT 61）以上、TOEIC(L&R) 600 以上、
英検準１級以上、GTEC（検定版・CBT）1140 以上、
または IELTS(Academic Module) 5.0 以上
TOEFL-PBT 480（iBT 54）以上、TOEIC(L&R) 550 以上、

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部 英検２級 CSE2200 以上、GTEC（検定版・CBT）1070 以上、
※今年度変更

または IELTS(Academic Module) 5.0 以上

④ 以下の ④-Ａ または ④-Ｂ のいずれかに該当する者
④-Ａ 2020 年 11 月または 2021 年 6 月に実施された日本留学試験（独立行政法人日本学生支援
機構）を受験し、本学指定の成績以上の者（１回の試験において、下表の要件を満たしている
こと）

④-Ｂ 2021 年 11 月に実施される日本留学試験（独立行政法人日本学生支援機構）を受験する見
込みの者。ただし、④-Ａと同様の成績が得られなかった場合は、本学の試験結果に関わ
らず不合格となります。＜第２期募集の場合は受験済みで下表の要件を満たしている事＞

学部

受験科目
日本語（聴解・聴読解、読解、記述）

国際教養学部
国際商学部

数学（コース１）
総合科目
日本語（聴解・聴読解、読解、記述）

理学部

数学（コース２）
理科（物理・化学・生物から２科目）

必要成績
各科目および
日本語の各領域で
平均点以上
各科目および
日本語の各領域で
平均点以上

日本語（聴解・聴読解、読解、記述）
(ｱ)

数学（コース１）
総合科目

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

日本語（聴解・聴読解、読解、記述）
(ｲ)

数学（コース２）

各科目および
日本語の各領域で
平均点以上
※(ｱ) (ｲ) いずれかの
パターンを
満たしていること

理科（物理・化学・生物から２科目）
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選考方法 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
学部

科目等
第１期募集 小論文

国際教養学部

第２期募集 小論文

面接
第１期募集 総合問題

国際商学部

第２期募集 小論文

面接
第１期募集 小論文

理学部

第２期募集 理科

面接
第１期募集 総合問題

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

面接

内容等
人文科学・社会科学分野に関する課題を提示し、問題
意識、理解力、表現力などを総合的に評価します。
人文科学・社会科学分野に関する課題を提示し、問題
意識、理解力、表現力などを総合的に評価します。
志望動機、関心のある分野、将来の進路などに関する
質問を通じ、学習意欲、理解力、表現力などを総合的
に評価します。
図表データ、文章等の情報を提示し、それに基づく思
考力、判断力、論説能力などを総合的に評価します。
社会科学分野に関する課題を提示し、問題意識、理解
力、表現力などを総合的に評価します。
志望動機、関心のある分野、将来の進路などに関する
質問を通じ、学習意欲、理解力、表現力などを総合的
に評価します。
自然科学分野に関する課題を提示し、問題意識、理解
力、表現力などを総合的に評価します。
『物理基礎・物理』
、
『化学基礎・化学』
、
『生物基礎・
生物』から２科目選択
理科に関する知識を含み、自然科学に対する学習意欲
や適性などを総合的に評価します。
図表データ、文章等の情報を提示し、それに基づいた
論説能力などを総合的に評価します。
志望動機、関心のある分野、将来の進路などに関する
質問を通じ、学習意欲、理解力、表現力などを総合的
に評価します。

※いずれも日本語で行います。
※第１期募集の筆記試験問題は、学部毎に他の選抜区分（海外帰国生・国際バカロレア・科学オリ
ンピック・社会人）と共通の問題です。
※第２期募集の筆記試験問題は、学部毎に一般選抜の科目と共通の問題です。
※過年度の問題は以下のページより閲覧できます。
https://www.yokohama-cu.ac.jp/admis/undergraduate/kakomon.html

合否判定基準 ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
筆記試験（配点 100 点）、面接（配点 100 点）および英語資格による加点（10 点）を行い、合計得
点の高い者を合格とします。
英語資格による加点は、出願時に提出された英語資格のスコアが次に示す基準以上の場合に適用
されます。

◆加点基準 ※出願要件とは異なりますので、ご注意ください。
＜国際教養学部＞
TOEFL-iBT 80 以上、または IELTS(Academic Module) 6.0 以上
＜国際商学部・理学部・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部＞
TOEFL-iBT 80 以上、TOEIC(L&R) 800 以上、英検準１級以上、
または IELTS(Academic Module) 6.0 以上
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Ｑ＆Ａ
Ｑ．提出する英語資格の証明書は、コピーでも良いですか？
Ａ．いいえ、原本を提出してください。英検の「合格証明書」、TOEIC の「Official Score Certificate」、
GTEC の「OFFICIAL SCORE CERTIFICATE」は、実施機関に請求すれば随時追加発行されます
ので、各自で用意して提出してください。TOEFL と IELTS については、実施機関より TOEFL の
「Official Score Report」（DI-CODE：0416、Department Code：00）、IELTS の「Test Report Form」
を、本学へ直送するように手配してください。なお、出願期間内にスコアの Web 表示等を印刷し
て提出すれば、原本の到着はある程度遅れても構いません。
Ｑ．海外から出願することはできますか？
Ａ．海外に在住したまま出願し、試験日に一時入国するなどして受験する事は構いません（留学生
の第２期募集は要注意）。ただし、本学からの送付物（大学案内、募集要項、受験票、合格通知
書など）の郵送先は日本国内に限定され、検定料の納付も「ゆうちょ銀行」の窓口（ATM 含む）に
限定されるため、それらの取り次ぎを行っていただく日本国内在住の代理人が必要になります。
留学生の第２期募集については、在留期間（満了日）が 3 月 31 日以降である日本の在留資格
（短期滞在を除く）を有する者のみ出願可能です。
Ｑ．複数の学部（国際教養学部・国際商学部・理学部・データサイエンス学部）や複数の選抜区分（海外帰
国生・国際バカロレア・科学オリンピック・外国人留学生・社会人）の間で併願することはできますか？

Ａ．いいえ、同一日程での実施のため併願は出来ません。なお最初の日程に出願した方が、留学
生の第２期募集に再度出願する事は可能です。
Ｑ．同時期に行われる横浜市立大学の総合型選抜や、他大学の入試と併願することはできます
か？
Ａ．はい、それらの入試と併願することは可能です。なお本学の総合型選抜で合格した場合には、
必ず総合型選抜の合格者として入学手続を行わなければなりません。
Ｑ．入学手続の際に、授業料の納入は必要ですか？
Ａ．いいえ、授業料の納入は入学後（5 月と 10 月）になります。入学手続の際に納入が必要なのは、
入学金・施設設備費・諸会費です。
Ｑ．入学手続を完了した後に入学を辞退した場合、納入金は戻ってきますか？
Ａ．学籍が発生する前日の 3 月 31 日（17:00）までに辞退の申し出があった場合には、入学金を除
いた施設設備費・諸会費を返還いたします。

横浜市立大学 交通案内
（金沢八景キャンパス）
京浜急行線・金沢シーサイドライン
「金沢八景駅」下車 徒歩５分
●京浜急行線主要駅から「金沢八景駅」まで；
＊「横浜駅」から快特/特急で約 20 分
＊「品川駅」から快特/特急で約 40 分
＊「羽田空港駅」から急行・快特/特急で約 45 分
●JR 新杉田駅から金沢シーサイドライン乗車で約 25 分
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