
 

 

SCHOOL OF GLOBAL STUDIES AND COLLABORATION (GSC) 

AOYAMA GAKUIN UNIVERSITY (AGU) 

Fall 2022 Application Instructions for Exchange Students 
 
 
 

Please read the instructions below before applying to the School of Global Studies and Collaboration, 

Exchange Program of Aoyama Gakuin University. 

 
 

1. Eligibility 

Applicants should be a student at one of Aoyama Gakuin University’s partner institutions and have a 2.5 

GPA or above (4.0 scale). 

 

2. Required Language Ability 

GSC requires exchange students to have language ability equivalent to either of the below:  

(1) At least one year of formal study and Japanese Language Proficiency Test (JLPT) N5 or equivalent 

(2) IELTS 5.5 or TOEFL iBT 68 or above 

 
 

3. Application Materials 

When you apply to GSC Exchange Program, you must submit all of the following materials through 

designated online form.  

 

 Application for Exchange Student Program (online form, informed after nomination) 

 Statement of Academic Objectives (More than a page, A4 size) 

 Evaluation of Japanese Language Proficiency* (if applicable) 

 Copy of score report of Japanese Language Proficiency Test (if applicable) 

 Copy of score report of IELTS or TOEFL (for those who do not have JLPT score report) 

 Letter of recommendation 

 Official transcript of home university 

 Certificate of Physical Condition* 

 Information for Tutor* 

 Application for Certificate of Eligibility* (Use designated excel file and upload it. Refer to Sample 

sheet for details.) 

 Copy of valid passport 

 Original Official Bank Statement and/or Certificate of Scholarship 

(It requires more than 1,000,000JPY to stay 1 year (500,000JPY to stay 6 months).) 

 5 ID photos (4 cm x 3 cm) taken in the last 6 months** (Color photocopies are not acceptable).  

 

*Available at the international office of your home institution 

**Send by post through international office of your home institution 

 

 

 

 

 



 

4. Certificate of Eligibility (CoE) 

AGU will, on behalf of Exchange Students, apply to the Tokyo Immigration Bureau for the Certificate of 

Eligibility (CoE). As soon as the CoE is issued, it will be sent to your home university. You will need to 

bring the CoE to your local Japanese embassy or consulate and obtain a student visa. 

 

5. Dormitory Information and Applying for the Dormitory 

GSC will require exchange students to live in the dormitory specified by the school. Exchange students 

will be located at a dormitory approximately 20min. to Sagamihara Campus by train and foot. (Monthly 

rent for the accommodation will be waived depending on the agreements between universities). The 

deadline for the dormitory application is the same as the exchange student application deadline. 

 

6. Timeline for Admission 

 **Schedule written below is subject to change** 

Fall Semester (September) 

March 31, 2022 Deadline for nomination(by exchange program coordinator via online form) 

April 10, 2022 Deadline for submission of application materials and dormitory application 

Late May, 2022 Notification of admission to all the accepted exchange students (by e-mail) 

Early August, 2022 

A Welcome Package, including the Certificate of Eligibility (CoE)*, is sent to 

your home university.  

*You will need to bring the CoE and other necessary documents to your local 

Japanese embassy or consulate and obtain a student visa. 

Early September, 2022 Orientations for Exchange Students 

September 16, 2022 Classes begin 

  

Posted on January, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

青山学院大学（AGU） 

地球社会共生学部（GSC） 

2022 年度後期 交換留学生出願手続き 

 

以下の説明をよく読んでから出願してください。 

 

1. 出願資格 

地球社会共生学部の交換留学に出願するためには、以下の条件すべてを満たしていなければなりません： 

１） 青山学院大学と学生交換協定を結んでいる大学の学生であること 

２） G.P.A.が 2.5 以上あること（4.0 を最高値とする） 

 

2. 言語能力条件 

地球社会共生学部は以下いずれかの資格試験と同等の言語能力を満たしていることを入学条件とします： 

１） 日本語を 1年以上学習しており、日本語能力試験 N5合格もしくは同等の日本語能力がある 

２） IELTS5.5 または TOEFL iBT 68 以上の英語能力がある 

 

3. 必要書類 

地球社会共生学部の交換留学に出願するときは、以下の必要書類をオンラインフォーム上で提出してくだ

さい： 

 願書（オンラインフォーム。ノミネーション後にお知らせします。） 

 学習計画書（A4 用紙 1 ページ） 

 日本語能力認定書 ※（日本語学習経験がある場合のみ） 

 日本語能力試験合否結果通知書のコピー（試験を受けた場合のみ） 

 IELTS 又は TOEFL のスコアレポートのコピー（日本語能力試験のスコアのない学生のみ） 

 推薦書（1 通） 

 成績証明書 

 健康診断書 ※ 

 チューターのためのインフォメーション ※ 

 在留資格認定証明書交付申請書 ※ 

（記入例を参照の上、指定のエクセルファイルに入力し、オンラインフォームにアップロードしてください。） 

 パスポートのコピー（写真のページ） 

 銀行の預金残高証明書（または奨学金の証明書） 

（1年間の場合は 100 万円以上、半年の場合は 50 万円以上の残高が確認できる証明が必要。） 

 証明写真 5 枚（4cm×3cm。6 ヶ月以内に撮影したもの。カラーコピー不可）。※※ 

 

※在籍大学から所定用紙を入手して作成してください。 

※※所属大学を通じて郵送でお送りください。 



 

4. 在留資格認定証明書 (CoE) 

在留資格認定証明書（CoE）は、青山学院大学が交換留学生の代理として東京入国管理局に申請します。

在留資格認定証明書は、発行されたら、在籍大学に郵送されます。在留資格認定証明書を受け取ったら、

日本領事館または日本大使館に行き、留学ビザを申請してください。 

 

5. 学生寮の情報と申込み 

地球社会共生学部への交換留学生は学部指定の寮に入寮する予定となっています（電車と徒歩で相模原キ

ャンパスまで約 20 分）。オンラインフォームには入寮の希望の有無を記入してください。（寮費について

は大学間協定に基づき、免除される場合があります）。学生寮の申込み締切日は、入学出願と同じです。 

 

6. 入学までの流れ 

以下のスケジュールは変更になることがあります  

9 月（前期）入学 

2022 年 3 月 31 日 ノミネーションの連絡（大学の担当者よりオンラインフォームで） 

2022 年 4 月 10 日 入学出願（学生よりオンラインフォームで）・学生寮の申込み締切 

2022 年 5 月下旬 入学許可の連絡（Email） 

2022 年 8 月初旬 
在籍大学に入学書類（Welcome Package）が郵送されます。その中に同封

されている在留資格認定証明書を、その他の必要書類とともに日本大使館

または領事館に提出し、留学ビザの申請をしてください。 

2022 年 9 月初旬 交換留学生オリエンテーション 

2022 年 9 月 16 日 授業開始 

 

掲載日：2022年 1月 

 


