
  

 

出願方法 
Applications 

  

第 2 学期（4 月入学）の申請スケジュール    Application Period（Spring Semester） 

日程  Period 内容 

11 月 15 日 15th November 申請書類の提出締め切り Application Deadline 

11 月～12 月 

November -December 

申請書類の確認、選考 

Selection Period 

12 月 1 日 1st December 
交換留学生受入可否の最終判断 

We will make final decision if we can accept exchange students or not. 

１月下旬～２月初旬 

Late January  

–Early February 

選考結果の連絡  Announcement of selection results 

*入学する学生の代理で、筑紫女学園大学が在留資格認定証明書の申請をします 

*CJU will apply for the COE (Certificate of Enrollment) on behalf of the 

exchange student. 

２月初旬 

Early February 

入学関連資料の送付 

Sending out Acceptance Package ( including COE) 

・入学許可証  Official Acceptance Letter 

・在留資格認定証明書  Certificate of Eligibility 

・その他入学情報   Arrival information 

・空港送迎申込書 Airport pick-up service application 

*フライトが決まり次第、空港送迎申込書をメールで提出してください 

*Please email us the application as soon as your flight is confirmed. 

２月下旬～３月 

Late February -March 

査証申請  Visa Application 

*入学する学生は、入学許可証と在留資格認定証明書を持参して、近隣の日本大

使館または日本領事館で留学査証の申請をしてください 

*Exchange students must apply for your “College Student Visa” before 

your arrival. To obtain a student Visa, you must bring the COE to the 

nearest Japanese Embassy / Consulate. 

4 月上旬（日程未定）Early April 日本・福岡に到着  Arrival in Japan 

4 月上旬（日程未定） 

 Early April 

オリエンテーション、入寮式、入学式 

Entrance Ceremony, Level Check Test, Orientation 

4 月上旬（日程未定） Early April 授業開講  Classes start 

8 月上旬  Early August 授業終わり Classes end 

8 月末  Late August 帰国 Departure from Japan 

 

出願資格 Applications  

1. 本学の協定校大学から選考された女子学生 

  Undergraduate female students nominated by our partner universities. 

2. 第 2 学期（4 月～8 月）の入学資格は、日本語能力試験（JLPT）N2 程度。 

 It is preferable to have a Japanese proficiency equivalent to JLPT N2. 

  ※JLPT N2 を受験していない学生は必ず、J-CAT を受験し、その結果を提出してください。 

筑紫女学園大学が J-CAT の ID を所属大学に配布しますので、JLPT を受験していない学生は 

所属大学に相談してください。 

Students who have never taken JLPT N2 before please take”J-CAT”. Chikushi Jogakuen Univ.  

will provide IDs if you needed. Inquire your university staff. The results will be sent directly to 

Chikushi Jogakuen University. 

 

 http://www.j-cat.org/ 



  

 

 
＜提出先 Submit to＞ 

筑紫女学園大学 国際交流センター  

Chikushi Jogakuen University  Center for International Exchange 

E-mail: international@chikushi-u.ac.jp 

申請書類 Tuition 

 

入学を希望する学生は、下記の書類を締め切りの期限までに提出してください。申請書類は、所属する

大学の国際交流部署から提出してください。 

Exchange students must submit the following application documents through their home 

university’s international office.  

 

1. 入学申請書 Chikushi Jogakuen University Exchange Student Application for Admission 

2. 健康診断書 Designated Certificate of Health 

3. 在留資格認定証明書交付申請書 Application for Certificate of Eligibility 

   申請人等作成用 1～3  Pages from 1 to 3 (For applicant, part 1-3) 

*記入例を参照してください Please refer to the “Sample document” 

*鮮明なカラー写真を申請人等作成用 1 に添付してください（在留カードの写真に使用されます） 

Please paste your photo on the document (page 1) 

4. 日本語能力や J-CAT 日本語テストのスコア結果  

A certificate of your Japanese Proficiency (if any) 

5. 所属大学の推薦書（様式は自由） 

  A letter from the student’s home university stating that the student is selected and  

nominated as an exchange student 

6. 所属大学の成績証明書 Academic transcripts issued by the applicant’s home university 

7. パスポートのコピー（顔写真、パスポート番号、生年月日、有効期限のページ） 

  Passport photocopy (pages showing your identity) 

8. パスポートサイズの写真データ（紙の写真は必要ありません）  

Passport-size photograph data ( jpg.)  we don’t need printed photos 

*背景は白地（他の色は不可）the background must be white (other colors are not accepted) 

*帽子は被らない、顔全体、カラー uncapped, full-faced, color 

*3 ヵ月以内に撮影したもの the photo must have been taken within the last 3 months 

9. 残高証明書もしくは資金の証拠（月平均 8 万円程度。1 年間で 100 万円程度。 

なるべくアルバイトはせず、学業を優先できるように資金を準備してください） 

Bank statement or other evidence of funds (An average of 80,000 yen per month 

 is advised; that is, for a year, nearly 1 million yen.) 

   

※すべての書類を鮮明なデータで、メールにて送付してください。 

Please send the documents by e-mail. 

 

COVID-19 のため、入学許可証を発行した後であっても、受け入れを中止することがあります。 

 

Due to COVID-19, we could decide not to accept exchange students, even though it is after 

sending an Official Acceptance Letter. 

 

 


