
5

平成30年度の募集状況
●日本大学
研究科 総合社会情報（Ｄ） 総合社会情報（Ｍ）

専　攻 総合社会情報 国際情報・文化情報・人間科学

入学定員 ９名 各専攻30名

出願受付
期　　間

平成30年1/29〜2/9（必着） 第1期試験  平成29年10/23〜11/2（必着）
第2期試験  平成30年1/15〜1/26（必着）

選抜方法

● 英語
 （英和辞典使用可、電子辞書は使用不可）
●小論文
●口述試問

● 英語（大学卒業後3年以上の者、または
25歳以上で職歴・業務歴3年以上の者
は免除可能、英和辞典使用可、電子辞
書は使用不可）

●小論文
●口述試問

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円（銀行振込） 入学検定料＝35,000円（銀行振込）

試験日
（会場）

平成30年2/18 （日本大学会館第二別館）

第1期試験  平成29年11/12
　　　　　  （日本大学会館第二別館）
第2期試験  平成30年2/4
　　　　　  （日本大学会館第二別館）

合　格
発　表

平成30年2/23
※郵送およびホームページに掲示
※入学手続締切日＝平成30年3/9

第1期試験  平成29年11/20
第2期試験  平成30年2/13
※郵送およびホームページに掲示
※入学手続締切日＝第1期試験  平成29年12/1
　　　　　　　　 　第2期試験  平成30年2/23

出　願
書　類

①入学志願票（所定用紙）
②成績証明書
③修了（見込）証明書
④研究計画書（所定用紙）
　※1,500〜2,000字
　　 希望する指導教員名は特別研究指導

を担当する教員の中から選択
⑤履歴書（所定用紙）
⑥著書・論文等の提出
⑦その他

①入学志願票（所定用紙）
②成績証明書
③卒業（見込）証明書
④研究計画書（所定用紙）
　※ 1,000〜1,200字
　　 希望する指導教員名は、特別研究を

担当する教員の中から選択
⑤履歴書（所定用紙）
⑥その他
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●佛教大学
研究科 文学（D） 文学（Ｍ） 教育学（Ｍ） 社会学（Ｍ） 社会福祉学（M）

専　攻 仏教学・歴史学 仏教学・文学・歴史学 生涯
教育

臨床
心理学 社会学 社会

福祉学

入学定員 各専攻3名 各専攻15名 10名 6名 10名 10名

出願受付
期　　間

平成30年1/9〜1/22
（必着）

●9月入試　平成29年8/14〜8/30（必着）
●2月入試　平成30年1/9〜1/22（必着）

選考方法

●�専門試験（専攻別の出題・
歴史学専攻は専門語学（中
国語・朝鮮語・漢文・英語）
を含む）
●�面接試験（専攻別に実施。
原則として1名の受験者に
対して複数の教員が試問）

●�専門試験＝専攻別に出題。歴史学専攻は専門語学（中
国語・朝鮮語・漢文・英語）を含む。臨床心理学専攻は
英語の能力を問う問題を含む。
●�面接試験＝専攻別に実施。原則として1名の受験者
に対して複数の教員が試問。

　※�臨床心理学専攻のみ、専門試験合格者のみ面接試
験を実施

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円 入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

平成30年2/17（本学）

●9月入試　平成29年9/16（本学）
　　　　　��※�臨床心理学専攻のみ面接試験���9/24（本学）
●2月入試　平成30年2/17（本学）
　　　　　��※臨床心理学専攻のみ面接試験���3/3（本学）

合　格
発　表

平成30年2/26
※入学手続締切日＝
　平成30年3/13（必着）

●9月入試　平成29年10/2
　※臨床心理学専攻専門試験結果のみ9/20
　※入学手続締切日＝平成29年10/31（必着）
●2月入試　平成30年2/26（郵送）
　※臨床心理学専攻面接試験結果のみ���3/14
　※入学手続締切日＝平成30年3/13（必着）
　※臨床心理学専攻入学手続締切日＝平成30年3/23（必着）

出　願
書　類

①�入学志願書・写真票・払込
受付証明書台紙（所定書類）
②志願者調書（所定書類）
③�修士論文またはそれに相
当する研究業績
④�出身大学院の修了（見込）証
明書

⑤出身大学院の成績証明書
⑥その他

　①入学志願書・写真票等（所定書類）
　②志願者調書（所定書類）
　③修士課程課題記入用紙
　④志望理由・研究予定テーマ記入用紙（仏教学専攻・生涯教育専攻のみ）
　⑤研究計画記入用紙（文学専攻・歴史学専攻のみ）
　⑥出身大学の卒業（見込）証明書
　⑦出身大学の成績証明書
　⑧その他

●明星大学
研究科 教育学（Ｄ） 教育学（Ｍ）

専　攻 教育学 教育学

入学定員 3名 30名

出願受付
期　　間

平成30年1/24〜2/14（消印有効）

●第1期　
平成29年12/1〜12/22（消印有効）

●第2期
　平成30年1/24〜2/14（消印有効）

選抜方法

●�出願書類による選考
※研究計画書を中心とした出願書類に
　対する総合評価
●試験による選考
　小論文　面接　外国語（英語）

●�出願書類による選考
※研究計画書を中心とした出願書類に
　対する総合評価
●試験による選考
　小論文　面接

入　学
検定科

入学検定料＝30,000円
� （銀行・コンビニエンスストア等振込）

入学検定料＝30,000円
� （銀行・コンビニエンスストア等振込）

試験日
（会場）

平成30年3/4（明星大学日野校）

●第1期　
　平成30年1/20
●第2期
　平成30年3/4
　（1期、2期とも明星大学日野校）

合　格
発　表

平成30年3/10
（郵送。ホームページに合格者受験番号を掲載。）
※入学手続締切日＝平成30年3/30

●第1期＝平成30年1/27
　（郵送。ホームページに合格者受験番号を掲載。）
　※入学手続締切日＝平成30年2/16
●第2期＝平成30年3/10
　（郵送。ホームページに合格者受験番号を掲載。）
　※入学手続締切日＝平成30年3/30

出　願
書　類

①入学志願票（所定用紙）
②履歴書（所定用紙）
③修了（見込）証明書
④成績証明書
⑤研究計画書（3,000字程度。研究テーマ、
研究目的、研究計画など）

⑥修士論文の概要（2,000字程度）
⑦健康診断書（所定用紙）
⑧推薦書（共同研究者や勤務先の上司等）

①入学志願票（所定用紙）
②履歴書（所定用紙）
③卒業（見込）証明書　
④成績証明書
⑤研究計画書（3,000字程度。研究テーマ、
研究目的、研究計画など）

⑥卒業論文の概要（2,000字程度）
⑦健康診断書（所定用紙）
⑧推薦書（共同研究者や勤務先の上司等）

平成30年度の募集状況
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●聖徳大学
研究科 児童学（Ｄ） 児童学（Ｍ）
専　攻 児童学 児童学
入学定員 5名 50名

出願受付
期　　間

春学期入学生
平成29年12月11日（月）〜平成30年1月15日（月）（必着）
秋学期入学生
平成30年6月4日（月）〜6月26日（火）（必着）

春学期入学生
●A日程＝平成30年1月22日（月）〜2月1日（木）（必着）
●B日程＝平成30年2月5日（月）〜2月27日（火）（必着）
秋学期入学生
●A日程＝平成30年6月22日（金）〜7月4日（水）（必着）
●B日程＝平成30年7月30日（月）〜8月20日（月）（必着）

選抜方法

●�一般入試…書類審査、基礎科目、専門科目、�
外国語（辞書持込可）、口述試験

●社会人入試…書類審査、専門科目、�
　外国語��（辞書持込可）、口述試験
※外国語は英語、フランス語、ドイツ語のうち、
　�出願時に1科目選択

●�小論文（75分）
※「児童学」に関するもの
●�口述試験
●書類審査（研究計画書等の出願書類
　による）

入　学
検定科 入学検定料＝35,000円 入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

春学期入学生
平成30年2月11日（日）
秋学期入学生
平成30年8月25日（土）
（聖徳大学松戸キャンパス）

春学期入学生
●A日程＝平成30年2月11日（日）
●B日程＝平成30年3月4日（日）
秋学期入学生
●A日程＝平成30年7月15日（日）
●B日程＝平成30年8月25日（土）
　（聖徳大学松戸キャンパス）

合　格
発　表

春学期入学生
平成30年2月15日（木）
手続期限日＝平成30年2月28日（水）
秋学期入学生
平成30年8月29日（水）
手続期限日＝平成30年9月11日（火）�

春学期入学生
●A日程＝平成30年2月15日（木）
　手続期限日＝平成30年2月22日（木）�
●B日程＝平成30年3月8日（木）
　手続期限日＝平成30年3月15日（木）
秋学期入学生
●A日程＝平成30年7月19日（木）
　手続期限日＝平成30年7月26日（木）
●B日程＝平成30年8月29日（水）
　手続期限日＝平成30年9月11日（火）

出　願
書　類

①入学志願票（所定用紙）
②受験票、振込受付証明書（所定用紙）
③�修士課程または博士前期課程の修了証明書または修
了見込証明書
※�外国において修士の学位またはこれに相当する学位
を得た方はその証明書およびその日本語訳
④修士課程または博士前期課程の成績証明書
※�外国において正規の教育課程による18年の学校教育
を修了した方はその成績証明書およびその日本語訳
⑤�写真1枚（3か月以内に撮影したもの。タテ4cm×ヨコ
3cm、正面上半身、脱帽、背景無地）
　入学志願票に貼付
⑥博士後期課程研究計画書（所定用紙）
⑦修士論文（写し）および修士論文概要書�（所定用紙）
※�修士論文を提出せずに修士の学位を得た方、または
修士の学位を有しない方は、その学力を証明する研
究論文あるいは研究報告書を提出すること
⑧その他の研究業績一覧（様式任意）
⑨出願内諾書（所定用紙）
⑩推薦書（該当者のみ）
⑪外国人登録原票記載事項証明書（外国籍の方のみ）

①入学志願票（所定用紙）
②受験票、振込受付証明書（所定用紙）
③調査書（所定用紙）
※大学卒業後2年未満の方のみ提出
④研究計画書（所定用紙）
⑤卒業（見込）証明書
※�大学改革支援・学位授与機構へ申請した方は、
学位授与証明書あるいは学位記（写）、または
学位授与申請受理書（学位授与機構発行）
⑥成績証明書
⑦写真1枚（3か月以内に撮影したもの。
　�タテ4cm×ヨコ3cm、正面上半身、脱帽、背景
無地）入学志願票に貼付
⑧教育職員免許状の写し（所有者のみ）
⑨�外国人登録原票記載事項証明書（外国籍の方の
み）

●東北福祉大学
研究科 総合福祉学（M）

専　攻 社会福祉学
福祉心理学

入学定員 各専攻10名

出願受付
期　　間

●�第Ⅰ期　平成29年10/10〜11/16（必着）
●�第Ⅱ期　平成30年1/15〜2/15（必着）

選抜方法

●�筆記試験（専門科目）社会福祉学・福祉心理学関連科目（90分）
●�面接試験
●�出願書類（研究計画書等）を総合して行う。
※英語の出題はありません。

入　学
検定科

入学検定料＝30,000円（本学卒業者は15,000円）

試験日
（会場）

●第Ⅰ期　平成29年12/2
●�第Ⅱ期　平成30年2/24
（本学仙台駅東口キャンパス）

合　格
発　表

●�第Ⅰ期　平成29年12/12　※手続期限日＝平成30年1/9
●�第Ⅱ期　平成30年3/6���　��※手続期限日＝平成30年3/22
（本人宛合否通知書を送付）

出　願
書　類

①入学志願書（指定用紙）
②健康診断書（指定用紙）
③卒業（見込）証明書（出身大学発行で厳封したもの）
④成績証明書（出身大学発行で厳封したもの）
⑤外国人登録済証明書（外国籍の場合）
⑥卒業論文の写し（作成していない場合は提出不要）
⑦志望理由書（日本語2,000字以内または英語400語程度・指定用紙）
※①志望動機、②志望する専攻とその理由、③入学後の目標と抱負等についてまとめる。
⑧�研究計画書（日本語4,000字以内または英語800語程度・指定用紙）
以下の項目を基本として自由にまとめる。社会人は社会人の立場を生かして作成する。
（1）研究テーマ（研究テーマとして何をとりあげるか、どのような点を問題にしたいのか）
（2）�研究の目的（研究の意義・目的はどのような点にあるか、どのような点に研究の独自

性があるか）
（3）�研究の構想・計画（2年間に研究をどのような方法・手順で進めていくか、どこまで
明らかにするのか）

平成30年度の募集状況
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●名古屋学院大学
研究科 外国語学（Ｄ） 外国語学（M）

専　攻 英語学 英語学

入学定員 3名 20名

出願受付
期　　間

平成30年1/12〜1/29（消印有効）

Ⅰ期：平成29年8/25〜9/8
Ⅱ期：平成30年1/12〜1/29
Ⅲ期：平成30年1/30〜2/13
Ⅳ期：平成30年2/5〜2/19
� ※いずれも消印有効

選抜方法 修士論文審査、書類審査、英語小論文、
面接 ●�書類審査、面接

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円 入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

平成30年2/11（会場：名古屋）

Ⅰ期：平成29年9/24（会場：名古屋）
Ⅱ期：平成30年2/10（会場：名古屋）
Ⅲ期：平成30年2/24（会場：東京）
　　　　　　　2/25（会場：大阪）
Ⅳ期：平成30年3/4（会場：名古屋）

合　格
発　表

平成30年2/15

Ⅰ期：平成29年10/5
Ⅱ期：平成30年2/15
Ⅲ期：平成30年3/1
Ⅳ期：平成30年3/9

出　願
書　類

①入学志願書（所定様式）
②�修士課程の成績証明書（本学大学院修
了者・修了見込者は不要）
③�修士の学位の証明書または取得見込証明書
（本学大学院修了者・修了見込者は不要）
④研究計画書（所定様式）
⑤修士論文　コピー可
⑥�修士論文要旨（A4で10枚以内および参
考文献・引用文献一覧を添付）
⑦�発表済著書・論文等（最近3年以内のもので
公開されたものが有る場合、コピー可）
⑧�TOEFL、TOEIC、英語検定等英語能力を
証明できる書類が有る場合、コピー可

①入学志願書（所定様式）
②最終学歴の成績証明書
③最終学歴の
　大学の卒業（見込）証明書
　大学院の修了（見込）証明書
　学位授与証明書�等
④エントリーシート（所定様式）

平成30年度の募集状況
●桜美林大学
研究科 大学アドミニストレーション（M）

専　攻 大学アドミニストレーション

入学定員 40名

出願受付
期　　間

4月生
Ⅰ期　平成29年9月11日（月）〜平成30年2月26日（月）必着
9月生
定員に余裕があれば実施。

選抜方法 ●�一般選抜・社会人選抜＝書類審査、面接
●�社会人推薦選抜＝書類審査、面接（書類審査の結果、必要に応じて面接を課します。）

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

4月生
Ⅰ期　随時（志願者と日時設定の上実施）
9月生
定員に余裕があれば実施。

合　格
発　表

4月生
Ⅰ期　面接等試験日より概ね1週間後
9月生
定員に余裕があれば実施。

出　願
書　類

①受験票（所定用紙）　
②写真票（所定用紙）
③入学志願書・履歴書（所定用紙）
④志望理由書（所定用紙）
⑤研究計画書（A4判の用紙に横書きで、2〜3枚程度作成。）
⑥�職務内容報告書（社会人選抜、社会人推薦選抜、または「個別の入学資格審査」の申
請者のみ提出。A4判の用紙に横書きで、1〜2枚程度作成。）

⑦推薦書（社会人推薦選抜のみ。所定用紙）
⑧成績証明書
⑨卒業・修了証明書（原本）または卒業・修了見込証明書（原本）
⑩成績証明書、卒業・修了証明書等の日本語訳※
⑪改姓の事実を記載した文書※
⑫経費支弁を立証する証明書（所定用紙）※
⑬住民票の写し※� ※は該当者のみ
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●東京福祉大学
研究科 社会福祉学（M） 心理学（M）

専　攻 社会福祉学・児童学 臨床心理学

入学定員 社会福祉学専攻　60名　児童学専攻10名 臨床心理学専攻　10名
※（財）日本臨床心理士資格認定協会第1種指定コースの定員

出願受付
期　　間

1期　平成29年8/4〜8/18（必着）
2期　平成29年11/6〜11/16（必着）
3期　平成30年1/15〜2/7（必着）

選抜方法

●書類選考
●1次選考〈小論文（専攻分野に関するテーマ）、英語（臨床心理学専攻のみ、
　辞書持込不可：本学での貸出可）〉
●2次選考〈面接（専攻分野・研究分野の口頭試問）〉

入　学
検定科

入学選考料＝35,000円

試験日
（会場）

1期　〈1次選考〉平成29年9/2
�����������〈2次選考〉平成29年9/14
2期　〈1次選考〉平成29年12/2
�����������〈2次選考〉平成29年12/14
3期　〈1次選考〉平成30年2/24
�����������〈2次選考〉平成30年3/7
※�1次選考は池袋会場・名古屋会場・伊勢崎会場の3会場で実施、2次選考は伊勢崎会場のみ

合　格
発　表

1期　〈1次選考〉平成29年9/9
�����������〈2次選考〉平成29年9/21
2期　〈1次選考〉平成29年12/9
�����������〈2次選考〉平成29年12/22
3期　〈1次選考〉平成30年3/3
�����������〈2次選考〉平成30年3/14

出　願
書　類

①入学志願書（所定用紙）
②卒業（見込）証明書・成績証明書（発行後6ヶ月以内）
※�大学院修士課程の修了（見込）者は、大学院の修了（見込）証明書・成績証明書も合
わせて提出すること。
③希望研究テーマ記入用紙（ワープロ使用可・所定用紙）
④経歴書（所定用紙）
⑤志望理由書（ワープロ使用可・所定用紙）
⑥健康診断書（所定用紙・診断日より3ヶ月以内）
⑦推薦書（提出可能者のみ・所定用紙）
⑧その他

平成30年度の募集状況
●日本福祉大学
研究科 福祉社会開発(D) 国際社会開発(M) 社会福祉学(M)

専　攻 国際社会開発 国際社会開発 社会福祉学

入学定員 4名 25名 30名

出願受付
期　　間

●平成30年1/5（金）〜
� 1/22（月）

●第1期:平成29年10/10（火）
　　　　　　　〜10/23（月）
●第2期:平成30年1/5（金）
　　　　　　　〜1/22（月）

●平成30年1/5（金）
　　　　　　〜1/22（月）

選抜方法 ●書類選考 ●書類選考 ●書類選考

入　学
検定科

無料 無料 10,000円

試験日
（会場）

●書類選考 ●書類選考 ●書類選考

合　格
発　表

平成30年2/9（金） 第1期：平成29年11/11（土）
第2期：平成30年2/9（金） 平成30年2/10（土）

出　願
書　類

①入学志願書
②職務経歴書
③研究計画書
④英語能力を証明するもの
⑤成績証明書
　（博士前期/修士課程）
⑥修了（見込）証明書
　（博士前期/修士課程）
　または学位取得証明書
⑦推薦状
⑧修士論文（写）
⑨健康診断書
⑩業績等の原物またはコピー

①入学志願書
②成績証明書（出身大学所定）
③卒業(または見込み)証明書
　（出身大学所定）
④健康診断書(所定用紙）
⑤研究計画書
　（所定用紙、3,000
� 〜4,000字程度）
⑥英語能力を証明するもの
⑦志望理由書
　（所定用紙、800字程度）
⑧職務経歴書(所定用紙)

①入学志願書
②成績証明書（出身大学所定）
③卒業(または見込み)証明書
　（出身大学所定）
④健康診断書(所定用紙）
⑤志願理由書
����（所定用紙、1,000〜1,200字程度）
⑥研究計画書
　（所定用紙、3,000〜4,000字程度）
⑦�入学検定料の郵便振替払
込金受領書(写)

⑧職務経歴書(所定用紙)
⑨在職期間証明書(所定用紙)
※⑧⑨は、社会人入学試験のみ
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●京都造形芸術大学
研究科 芸術研究科（M）

専　攻 芸術環境

入学定員 80名

出願受付
期　　間

平成30年2月1日（木）〜2月28日（水）消印有効

選抜方法 出願書類と指定提出物で総合的に判断

入　学
検定科

入学選考料＝35,000円

試験日
（会場）

●書類選考のみ

合　格
発　表

平成30年3月12日（月）

出　願
書　類

①入学志願書（所定用紙）
②志願理由・研究計画書（所定用紙）
③経歴書
④論文、ポートフォリオ（作品資料集）等
⑤成績（見込）証明書
⑥卒業（見込）証明書
※出願領域により提出書類が異なります。
※その他の書類の提出を求める場合があります。

平成30年度の募集状況
●日本女子大学
研究科 家政学（M）

専　攻 通信教育課程家政学

入学定員 20名

出願受付
期　　間

平成30年2/5〜2/9（必着）

選抜方法

書類選考
専門試験
外国語試験（英語）
小論文試験
口述試験

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

平成30年2/24（日本女子大学目白キャンパス）

合　格
発　表

平成30年2/26
※郵便（速達）で通知
※入学手続締切日＝平成30年3/5

出　願
書　類

①入学志願票（所定用紙）
②履歴書（所定用紙）
③志望理由・研究計画書（3,000字程度）
④卒業（見込）証明書
⑤成績証明書
⑥その他
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●京都産業大学
研究科 経済学研究科（M）

専　攻 経済学

入学定員 10名（研究指導教員ごとに原則として1名を募集します。）

出願受付
期　　間

●1次選考　平成29年12月25日（月）〜平成30年1月9日（火）
●2次選考　（1次選考合格者のみ）　平成30年1月22日（月）〜1月31日（水）

選抜方法 ●1次選考　出願書類による書類審査
●2次選考　1次選考合格者を対象に面接・口述試験を行う

入　学
検定科

●1次選考　15,000円
●2次選考　20,000円

試験日
（会場）

●2次選考　平成30年2月17日（土）（京都産業大学）

合　格
発　表

●1次選考　平成30年1月20日（土）
●2次選考　平成30年2月28日（水）

出　願
書　類

①志願票（本学所定用紙）
②最終出身学校の成績証明書（厳封したもの）
③最終出身学校の卒業（見込）証明書又は修了（見込）証明書
④志望調査票（本学所定用紙）
⑤履歴書（本学所定用紙）
⑥活動実績報告書（本学所定用紙）（参考資料があれば添付してください。）
⑦志望理由・将来計画書（本学所定用紙）
⑧�取り組みたい課題
　（本学所定用紙：第1志望用は必須、第2志望用は希望者のみ提出のこと）

平成30年度の募集状況
●帝京大学
研究科 理工学研究科（M）

専　攻 情報科学

入学定員 20名

出願受付
期　　間

平成30年1/15（月）〜2/15（木）（必着）

選抜方法

一般入試：筆記試験（英語・専門科目）、面接、出願書類を総合して行う
　　　　　※�TOEIC®TEST等の英語検定合格による英語の受験免除あり。（ただし、

出願時に公式スコアを提出した場合のみ）
社会人入試：筆記試験（小論文）、口述試験、出願書類などを総合して行う

入　学
検定科

35,000円

試験日
（会場）

平成30年3月2日（金）帝京大学宇都宮キャンパス

合　格
発　表

平成30年3月8日（木）郵送および電話合否照会システム

出　願
書　類

①入学願書(所定の用紙)
②卒業証明書または卒業見込証明書（出身大学で作成したもの）
　外国の大学卒業（見込）の方は、学位取得（見込）証明書も提出
③成績証明書（出身大学の学長または学部長が作成のうえ厳封したもの）
④履歴書（所定の用紙）
⑤カラー写真1枚(出願時3ヵ月以内、3cm×3cm、正面上半身・脱帽・無背景のもの)
⑥志望理由書(所定の用紙)
⑦受験票（所定の郵便はがき）
⑧住民票（外国の方のみ）
⑨戸籍個人事項証明書（出願時の氏名と出身学校証明書記載の氏名が異なる方のみ）
⑩英語の能力を示す証明書（英語の試験受験免除希望者のみ。公式スコア原本）
⑪長期履修申請書（所定用紙、制度利用希望者のみ）
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●九州保健福祉大学
研究科 連合社会福祉学（D） 社会福祉学（M） 保健科学（D） 保健科学（M）
専　攻 社会福祉学 社会福祉学 保健科学 保健科学

入学定員 5名 20名 3名 7名

出願受付
期　　間

●Ⅰ期
平成29年11月10日（金）
　���〜11月24日（金）
●Ⅱ期
平成30年1月15日（月）
���　〜2月2日（金）
●Ⅲ期
平成30年2月5日（月）
���　〜2月16日（金）

●Ⅰ期
平成29年11月10日（金）
　���〜11月24日（金）
●Ⅱ期
平成30年1月15日（月）
���　〜2月2日（金）
●Ⅲ期
平成30年2月5日（月）
���　〜2月16日（金）

●Ⅰ期
平成29年11月10日（金）
　���〜11月24日（金）
●Ⅱ期
平成30年1月15日（月）
���　〜2月2日（金）
●Ⅲ期
平成30年2月5日（月）
���　〜2月16日（金）

●Ⅰ期
平成29年11月10日（金）
　���〜11月24日（金）
●Ⅱ期
平成30年1月15日（月）
���　〜2月2日（金）
●Ⅲ期
平成30年2月5日（月）
���　〜2月16日（金）

選抜方法

●書類審査
（小論文・研究計画書等）
●面接
（専攻分野、研究分野について）

●書類審査
（小論文・研究計画書等）
●面接
（専攻分野、研究分野について）

●書類審査
（小論文・研究計画書等）
●面接
（専攻分野、研究分野について）

●書類審査
（小論文・研究計画書等）
●面接
（専攻分野、研究分野について）

入　学
検定科

入学検定料＝30,000円
（銀行振込）

入学検定料＝30,000円
（銀行振込）

入学検定料＝30,000円
（銀行振込）

入学検定料＝30,000円
（銀行振込）

試験日
（会場）

●Ⅰ期
平成29年12月10日（日）
●Ⅱ期
平成30年2月18日（日）
●Ⅲ期
平成30年3月4日（日）
（Ⅰ期〜Ⅲ期とも九州保健福祉大学）

●Ⅰ期
平成29年12月10日（日）
●Ⅱ期
平成30年2月18日（日）
●Ⅲ期
平成30年3月4日（日）
（Ⅰ期〜Ⅲ期とも九州保健福祉大学）

●Ⅰ期
平成29年12月10日（日）
●Ⅱ期
平成30年2月18日（日）
●Ⅲ期
平成30年3月4日（日）
（Ⅰ期〜Ⅲ期とも九州保健福祉大学）

●Ⅰ期
平成29年12月10日（日）
●Ⅱ期
平成30年2月18日（日）
●Ⅲ期
平成30年3月4日（日）
（Ⅰ期〜Ⅲ期とも九州保健福祉大学）

合　格
発　表

●Ⅰ期
平成29年12月18日（月）
●Ⅱ期
平成30年2月26日（月）
●Ⅲ期
平成30年3月12日（月）

●Ⅰ期
平成29年12月18日（月）
●Ⅱ期
平成30年2月26日（月）
●Ⅲ期
平成30年3月12日（月）

●Ⅰ期
平成29年12月18日（月）
●Ⅱ期
平成30年2月26日（月）
●Ⅲ期
平成30年3月12日（月）

●Ⅰ期
平成29年12月18日（月）
●Ⅱ期
平成30年2月26日（月）
●Ⅲ期
平成30年3月12日（月）

出　願
書　類

●本学所定用紙
①入学志願票・受験票
②小論文
③研究計画書
④通知用宛名カード
⑤検定料　30,000円
　（銀行振込）
●証明書
①成績証明書
　（厳封したもの）
②�修士課程修了証明
書又は修士課程修
了見込証明書
③修士論文の写し

●本学所定用紙
①入学志願票・受験票
②小論文
③研究計画書
④通知用宛名カード
⑤検定料　30,000円
　（銀行振込）
●証明書
①成績証明書
　（厳封したもの）
②�出身大学が発行した
卒業証明書又は卒業
見込証明書

●本学所定用紙
①入学志願票・受験票
②小論文
③研究業績
④研究計画書
⑤通知用宛名カード
⑥検定料　30,000円
　（銀行振込）
●証明書
①成績証明書
　（厳封したもの）
②�修士課程修了証明
書又は修士課程修
了見込証明書
③�国家資格免許証
（写し）
④職歴に関する証明書

●本学所定用紙
①入学志願票・受験票
②小論文
③研究業績
④研究計画書
⑤通知用宛名カード
⑥検定料　30,000円
　（銀行振込）
●証明書
①成績証明書
　（厳封したもの）
②�出身大学が発行し
た卒業証明書又は
卒業見込証明書

③�国家資格免許証
（写し）

平成30年度の募集状況
●吉備国際大学
研究科 心理学（Ｄ） 社会福祉学（M） 連合国際協力（M） 知的財産学（M） 保健科学（M） 保健科学（M）
専　攻 心理学 社会福祉学 国際協力 知的財産学 理学療法学 作業療法学
入学定員 3名 10名 7名 30名 15名 10名

出願受付
期　　間

（博士）Ⅰ期入試　平成30年 1月22日（月）〜 2月 9日（金）
（修士）Ⅰ期入試　平成29年11月 1日（水）〜11月16日（木）
（修士）Ⅱ期入試　平成30年 1月22日（月）〜 2月 9日（金）
（修士）Ⅲ期入試　平成30年 2月13日（火）〜 3月 1日（木）
※締切日消印有効

心理
社福・連合国際・知財・保健科学
社福・連合国際・知財・保健科学
社福・連合国際・知財・保健科学

選抜方法 書類審査、面接

入　学
検定科 入学検定料＝30,000円

試験日
（会場）

（博士）Ⅰ期入試　平成30年 2月18日（日）　岡山会場
（修士）Ⅰ期入試　平成29年11月26日（日）　岡山・東京会場
（修士）Ⅱ期入試　平成30年 2月18日（日）　岡山・東京会場
（修士）Ⅲ期入試　平成30年 3月11日（日）　岡山・東京会場
※保健科学研究科（M）は岡山会場のみ

合　格
発　表

（博士）Ⅰ期入試　平成30年 2月26日（月）
（修士）Ⅰ期入試　平成29年12月 4日（月）
（修士）Ⅱ期入試　平成30年 2月26日（月）
（修士）Ⅲ期入試　平成30年 3月20日（火）

出　願
書　類

博士（後期）課程
①�入学志願票・受験票等（本学所定様式）
②小論文（本学所定様式）
③�成績証明書（厳封したもの）
④�修了（見込）証明書
⑤修士論文の写しまたは実社会における研究活動報告書
⑥�研究計画書（本学所定様式）
⑦�健康診断書（任意の医療機関様式で可）
　※�検診例（身長、体重、視力、聴力、尿検査、Ｘ線検査、診察所見など）
⑧�返信用宛名シール（本学所定様式）
⑨�社会人として受験する場合には、勤務先等の長の受験許可書（様式任意）
　※�添付できない場合には、その事情を任意の用紙へ記入して提出

修士課程
①入学志願票・受験票等（本学所定様式）
②小論文（本学所定様式）　※保健科学研究科は除く
③成績証明書（厳封したもの）
④卒業（見込）証明書
⑤卒業論文概要、またはそれに相当するもの
　※�卒業論文を作成していない場合は、その旨を任意の用紙に記入して提出
⑥研究計画書（本学所定様式）
⑦同意書（本学所定様式）　※保健科学研究科のみ
⑧理学療法士又は作業療法士の国家資格免許証の写し　※保健科学研究科のみ
⑨健康診断書（任意の医療機関様式で可）
　※�検診例（身長、体重、視力、聴力、尿検査、Ｘ線検査、診察所見など）
⑩返信用宛名シール（本学所定様式）
⑪�社会人として受験する場合には、勤務先等の長の受験許可書（様式任意）
　※�添付できない場合には，その事情を任意の用紙へ記入して提出
　※保健科学研究科は不要
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●帝京平成大学

研究科 環境情報学(Ｍ)

専　攻 環境情報学

入学定員 50名

出願受付
期　　間

●�前期　平成30年2月6日（火）〜平成30年2月17日（土）
●後期　平成30年7月23日（月）〜平成30年8月3日（金）

選抜方法 ●筆記試験（英語）、書類審査、面接

入　学
検定科

入学検定料＝35,000円

試験日
（会場）

●�前期　平成30年3月8日（木）（会場：池袋キャンパス）
●後期　平成30年8月下旬（会場：池袋キャンパス）
※�詳細は平成29年12月に発行する本学の平成30年度学生募集要項をご参照ください。

合　格
発　表

●�前期　平成30年3月14日（水）
●後期　平成30年9月初旬
※�詳細は平成29年12月に発行する本学の平成30年度学生募集要項をご参照ください。

出　願
書　類

●本学所定用紙
　①入学志願書
　②研究希望書
　③通知カード
●証�明�書
　①�出身大学が発行した卒業証明書又は卒業見込証明書（厳封したもの）
　②�成績証明書（厳封したもの）

平成30年度の募集状況
●星槎大学

研究科 教育学(Ｍ)

専　攻 教育学

入学定員 50名

出願受付
期　　間

推薦選抜
第1回　平成30年 1月 5日（金）〜 1月 9日（火）（必着）
第2回　平成30年 2月 5日（月）〜 2月 9日（金）（必着）
第3回　平成30年 3月12日（月）〜 3月16日（金）（必着）

一般選抜
第1回　平成30年 1月16日（火）〜 1月20日（土）（必着）
第2回　平成30年 2月19日（月）〜 2月23日（金）（必着）
第3回　平成30年 3月26日（月）〜 3月30日（金）（必着）

選抜方法 推薦選抜：書類審査・面接審査
一般選抜：書類審査・論述審査及び面接審査

入　学
検定科

入学検定料＝20,000円

試験日
（会場）

第1回　平成30年 1月28日（日）
第2回　平成30年 3月 3日（土）
第3回　平成30年 4月 8日（日）

合　格
発　表

第1回　平成30年 1月31日（水）
第2回　平成30年 3月 5日（月）
第3回　平成30年 4月 9日（月）

出　願
書　類

①入学志願書（所定様式）
②最終出身学校の成績証明書（証明日6ヶ月以内、厳封したもの）
③出願資格に関する証明書（証明日6ヶ月以内、厳封したもの）
④研究計画書（所定様式）
⑤活動実績報告書（所定様式）
⑥志望理由書（所定様式）
⑦推薦書所定様式（推薦選抜の方のみ提出）
⑧小論文（推薦選抜の方のみ提出）
※出願後に提出


