
２０１８年１１月１日現在２０１８年１１月１日現在２０１８年１１月１日現在２０１８年１１月１日現在

１．機関概要１．機関概要１．機関概要１．機関概要

学校法人名：学校法人名：学校法人名：学校法人名： 桜美林学園 教員数：教員数：教員数：教員数： 24人（うち専任2人）

大学名：大学名：大学名：大学名： 桜美林大学 入学で必要とされる日本語水準：入学で必要とされる日本語水準：入学で必要とされる日本語水準：入学で必要とされる日本語水準： 日本語能力試験　Ｎ5以上または直近の日本語学習時間150時間以上

電話番号：電話番号：電話番号：電話番号： 042-704-7041 選抜方法：選抜方法：選抜方法：選抜方法： 書類審査、必要に応じ面接

所在地：所在地：所在地：所在地： 〒252-0206　神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-1 学生宿舎：学生宿舎：学生宿舎：学生宿舎： 有 55,000円

設置校URL：設置校URL：設置校URL：設置校URL： http://www.obirin.ac.jp/japanese_extension/

E-Mail：E-Mail：E-Mail：E-Mail： rywx@obirin.ac.jp

２．在籍状況２．在籍状況２．在籍状況２．在籍状況

選考料選考料選考料選考料 入学金入学金入学金入学金 授業料授業料授業料授業料 その他その他その他その他 合計合計合計合計

融合型 1年 120 131 4月・9月 15,000 100,000 500,000 0 615,000

選択してください 0 0 0 0 0 0 0

選択してください 0

選択してください 0

選択してください 0

合計合計合計合計 120 131

３．各コースにおける教育内容３．各コースにおける教育内容３．各コースにおける教育内容３．各コースにおける教育内容

（１）概要（１）概要（１）概要（１）概要

日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力

の達成目標の達成目標の達成目標の達成目標

院進学N1程度、大学N2程度

（２）実施体制（２）実施体制（２）実施体制（２）実施体制

日本語教日本語教日本語教日本語教

育に係る育に係る育に係る育に係る

学位取得学位取得学位取得学位取得

者数者数者数者数

大学にお大学にお大学にお大学にお

ける日本ける日本ける日本ける日本

語教員養語教員養語教員養語教員養

成課程修成課程修成課程修成課程修

了者数了者数了者数了者数

日本語教日本語教日本語教日本語教

育能力検育能力検育能力検育能力検

定試験合定試験合定試験合定試験合

格者数格者数格者数格者数

420時間以420時間以420時間以420時間以

上の養成上の養成上の養成上の養成

研修修了研修修了研修修了研修修了

者数者数者数者数

※学生／教員比が20を※学生／教員比が20を※学生／教員比が20を※学生／教員比が20を

上回る場合は、その理上回る場合は、その理上回る場合は、その理上回る場合は、その理

由由由由

26 32 24 12 4 12 11 5.458333

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

（３）別科についての教育活動等の公表の状況（学校教育法施行規則第172条の２関係）（３）別科についての教育活動等の公表の状況（学校教育法施行規則第172条の２関係）（３）別科についての教育活動等の公表の状況（学校教育法施行規則第172条の２関係）（３）別科についての教育活動等の公表の状況（学校教育法施行規則第172条の２関係）
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載
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載

HP・募集要

項等ともに

掲載

HP・募集要

項等ともに

掲載

選択してくだ

さい

選択してくだ

さい

選択してくだ

さい

選択してくだ

さい

選択してくだ

さい
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さい
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さい

選択してくだ

さい

４．在籍している学生数４．在籍している学生数４．在籍している学生数４．在籍している学生数

中国中国中国中国 韓国韓国韓国韓国 台湾台湾台湾台湾 モンゴルモンゴルモンゴルモンゴル ベトナムベトナムベトナムベトナム パキスタンパキスタンパキスタンパキスタン ネパールネパールネパールネパール バングラデシュバングラデシュバングラデシュバングラデシュ スリランカスリランカスリランカスリランカ ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー

89 0 0 0 36 0 0 0 0 4

タイタイタイタイ マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア カナダカナダカナダカナダ アメリカアメリカアメリカアメリカ メキシコメキシコメキシコメキシコ ブラジルブラジルブラジルブラジル

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

フィンランドフィンランドフィンランドフィンランド スウェーデンスウェーデンスウェーデンスウェーデン イギリスイギリスイギリスイギリス オランダオランダオランダオランダ ドイツドイツドイツドイツ フランスフランスフランスフランス スペインスペインスペインスペイン イタリアイタリアイタリアイタリア ロシアロシアロシアロシア その他その他その他その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

同項第6号同項第6号同項第6号同項第6号

（学修成果（学修成果（学修成果（学修成果

の評価等）の評価等）の評価等）の評価等）

同項第7号同項第7号同項第7号同項第7号

（教育環（教育環（教育環（教育環

境）境）境）境）

同項第8号同項第8号同項第8号同項第8号

（授業料等（授業料等（授業料等（授業料等

費用）費用）費用）費用）

0 選択してください

0 選択してください

設置コース設置コース設置コース設置コース

第1項第1第1項第1第1項第1第1項第1

号号号号

（３つのポ（３つのポ（３つのポ（３つのポ

リシー）リシー）リシー）リシー）

同項第3号同項第3号同項第3号同項第3号

（教員組織（教員組織（教員組織（教員組織

等）等）等）等）

外国人留学生向けの教育を行う大学別科における教育の実施状況外国人留学生向けの教育を行う大学別科における教育の実施状況外国人留学生向けの教育を行う大学別科における教育の実施状況外国人留学生向けの教育を行う大学別科における教育の実施状況

在留資格在留資格在留資格在留資格

が「留学」とが「留学」とが「留学」とが「留学」と

なっているなっているなっているなっている

在籍者の在籍者の在籍者の在籍者の

主な出身主な出身主な出身主な出身

国・地域別国・地域別国・地域別国・地域別

人数人数人数人数

(a)(a)(a)(a)

(a)在籍者（留学）合計(a)在籍者（留学）合計(a)在籍者（留学）合計(a)在籍者（留学）合計

129

(b)在籍者（留学以外）合計(b)在籍者（留学以外）合計(b)在籍者（留学以外）合計(b)在籍者（留学以外）合計

2

受入形態受入形態受入形態受入形態 修業年限修業年限修業年限修業年限

在籍者数在籍者数在籍者数在籍者数

（人）（人）（人）（人）

入学時期入学時期入学時期入学時期

（月）（月）（月）（月）

納付金（円）納付金（円）納付金（円）納付金（円）

必要修了必要修了必要修了必要修了

単位数単位数単位数単位数

年間授業年間授業年間授業年間授業

週数週数週数週数

担当教員担当教員担当教員担当教員

数数数数

学生／教学生／教学生／教学生／教

員比員比員比員比

日本言語文化学院（留学生別科）

0 選択してください

別科名別科名別科名別科名

日本言語文化学院（留学生別科）

○○別科

同項第9号同項第9号同項第9号同項第9号

（学生支（学生支（学生支（学生支

援）援）援）援）

収容定員収容定員収容定員収容定員

（人）（人）（人）（人）

別科名別科名別科名別科名

日本言語文化学院（留

学生別科）

○○別科

0

0

0

その他の在留資格の在籍者数（留学以外その他の在留資格の在籍者数（留学以外その他の在留資格の在籍者数（留学以外その他の在留資格の在籍者数（留学以外の在留資格での在留資格での在留資格での在留資格で在籍している学生）(b)在籍している学生）(b)在籍している学生）(b)在籍している学生）(b)

○○別科

受入形態受入形態受入形態受入形態

融合型

選択してください

選択してください

選択してください

選択してください

同項第4号同項第4号同項第4号同項第4号

（入学者数（入学者数（入学者数（入学者数

等）等）等）等）

同項第5号同項第5号同項第5号同項第5号

（授業科目（授業科目（授業科目（授業科目

等）等）等）等）

融合型

○○別科 選択してください

具体的な教育内容・特色具体的な教育内容・特色具体的な教育内容・特色具体的な教育内容・特色

①出願者の進学先の専門を問わない。②学習指導はもとより、進学指導も徹底して行う。③桜美林大学の科目が履修でき、成績証明書も発行される。

修得した単位は、本学の大学に進学した場合、規定により認定される。④大学生と全く同じ扱いで学内の施設や設備の利用ができる。⑤学部生・院生、

留学生との交流の機会が多い。

2

(a)+(b)在籍者合計(a)+(b)在籍者合計(a)+(b)在籍者合計(a)+(b)在籍者合計

131

別科名別科名別科名別科名 受入形態受入形態受入形態受入形態

日本言語文化学院（留学生別科）



５．日本語能力試験　受験状況（第１回、第２回試験合計）　※在籍中に受検したもの５．日本語能力試験　受験状況（第１回、第２回試験合計）　※在籍中に受検したもの５．日本語能力試験　受験状況（第１回、第２回試験合計）　※在籍中に受検したもの５．日本語能力試験　受験状況（第１回、第２回試験合計）　※在籍中に受検したもの （２０１７年度実績）（２０１７年度実績）（２０１７年度実績）（２０１７年度実績）

うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７

年度卒業者年度卒業者年度卒業者年度卒業者

うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７

年度卒業者年度卒業者年度卒業者年度卒業者

うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７

年度卒業者年度卒業者年度卒業者年度卒業者

うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７

年度卒業者年度卒業者年度卒業者年度卒業者

うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７うち、２０１７

年度卒業者年度卒業者年度卒業者年度卒業者

うち、２０１７年度卒業者うち、２０１７年度卒業者うち、２０１７年度卒業者うち、２０１７年度卒業者

受験者数受験者数受験者数受験者数 4 1 10 7 0 0 0 14 8

認定者数認定者数認定者数認定者数 4 1 8 6 0 0 0 12 7

６．日本留学試験（ＥＪＵ）受験状況６．日本留学試験（ＥＪＵ）受験状況６．日本留学試験（ＥＪＵ）受験状況６．日本留学試験（ＥＪＵ）受験状況 （２０１７年度実績）

うち、２０１７年

度卒業者

受験者数

100点以上の

得点者数

うち、２０１７年

度卒業者

受験者数

100点以上の

得点者数

うち、２０１７年

度卒業者

47474747 15151515 31313131 35 17 21 28 15 15

うち、２０１７年

度卒業者

受験者数

100点以上の

得点者数

うち、２０１７年

度卒業者

受験者数

100点以上の

得点者数

うち、２０１７年

度卒業者

24242424 9999 9999 18 9 10 22 5 12

７．進学先７．進学先７．進学先７．進学先

16 39 （２０１７年度実績）（２０１７年度実績）（２０１７年度実績）（２０１７年度実績）

国立国立国立国立 公立公立公立公立 私立私立私立私立 国立国立国立国立 公立公立公立公立 私立私立私立私立

2 3 11 0 0 39 2 0 18 3 44 9 131

Ｎ１Ｎ１Ｎ１Ｎ１ Ｎ2Ｎ2Ｎ2Ｎ2 Ｎ3Ｎ3Ｎ3Ｎ3

日本語日本語日本語日本語

219点以上219点以上219点以上219点以上

の得点者数の得点者数の得点者数の得点者数

受験者数受験者数受験者数受験者数

主な就職先：主な就職先：主な就職先：主な就職先： JAL DFS　羽田空港、WBFホールディングス

各種学校各種学校各種学校各種学校 帰国帰国帰国帰国

その他その他その他その他

（就職等）（就職等）（就職等）（就職等）

卒業者計卒業者計卒業者計卒業者計

主な進学先：主な進学先：主な進学先：主な進学先：

桜美林大学大学院、名古屋大学大学院、京都大学大学院、首都大学東京大学院、早稲田大学大学院、神奈川大学大学院、明治大学大学院、立

教大学大学院、武蔵野大学大学院、桜美林大学、中央学院大学、多摩大学、日本経済大学、横浜商科大学、専修大学、東京工芸大学、順天堂大

学

大学院大学院大学院大学院 大学大学大学大学

短期大学短期大学短期大学短期大学

高等専門高等専門高等専門高等専門

学校学校学校学校

専修学校専修学校専修学校専修学校

（専門課程）（専門課程）（専門課程）（専門課程）

大学院計大学院計大学院計大学院計 大学計大学計大学計大学計

理科・総合・数学

文系 理系

第１回（６月実施分）第１回（６月実施分）第１回（６月実施分）第１回（６月実施分）

計計計計Ｎ４Ｎ４Ｎ４Ｎ４ Ｎ５Ｎ５Ｎ５Ｎ５

第２回（１１月実施分）第２回（１１月実施分）第２回（１１月実施分）第２回（１１月実施分）

日本語日本語日本語日本語 理科・総合・数学

受験者数受験者数受験者数受験者数

219点以上219点以上219点以上219点以上

の得点者数の得点者数の得点者数の得点者数

文系 理系




