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入学試験について



学生募集要項

• Websiteには常に新しい情報を掲載しています。

• 学生募集要項を取り寄せて出願（郵送も受け付
けています。海外在住の方はお問い合わせくだ

さい。詳しくはwebsite参照。）

• 修士課程ーー2022年度入学者分（夏季）は配布
開始

• 博士課程後期ーー 2022年度入学者分は秋以降
（例年10月下旬〜11月上旬配布開始＊2021年
度分は閲覧可能）



選抜区分と
選抜方法

•修士：成績証明書や研究計画書等の提出書類と学力試験
（専門試験、外国語試験[英語等]、口述試験）

•博士後期：成績証明書や修士論文、研究計画書等の提出書
類、学力試験（口述試験）

一般選抜

•修士：外国語試験を免除。成績証明書や研究計画書、実績
報告書等の提出書類と学力試験（専門試験、口述試験）

•博士後期：一般選抜に準ずる

社会人特別選抜

•修士：成績証明書や研究計画書等の提出書類と学力試験
（専門試験、外国語試験[日本語]、口述試験）

•博士後期：一般選抜に準ずる

外国人留学生特別選抜



出願資格

• 各選抜区分により出願資格が異なるので、募集
要項の「１、出願資格」をよく読んでください。

• 外国人特別選抜
• 日本国籍を有しない者
• 在留資格「留学」を有するものまたは入学時までにそ
の資格を取得できる者

• 在留資格が「留学」である外国人留学生は，一般選抜
には出願できない。

• 社会人特別選抜
• 職業経験あるいは社会的経験（家事，育児，介護等に
従事している者，ボランティア活動等の経験を含む）

を有する者（外国人留学生は除く）

• 長期履修制度の利用



募集人員

• 修士：地球社会統合科学専攻 60名

• 博士後期：地球社会統合科学専攻 35名

• 修士課程募集人員は，夏季，冬季，個別
選考試験及び国際コースの合計

• 博士後期課程募集人員は，4月入学，10
月入学及び国際コースの合計

• 学位について
• 学術もしくは理学
• 修士、博士の研究内容をもとに指導教員、
審査員の承認のもと決定する。



修士課程学生
募集日程

•出願…2021年 6月25日(金)～ 7月1日(木）
•試験…2021年 8月2日(月)～ 8月3日(火)
•合格発表…2021年 8月20日（金）

夏季入試

•出願…2021年 10月第1週
•試験…2021年12月10日（金）
•合格発表…2022年1月11日（火）

個別入試

•出願…2022年1月6日(木）～ 1月12日(水）
•試験…2022年2月9日(水）～ 2月10日(木）
•合格発表…2022年3月4日(金)

冬季入試



博士後期課程
学生募集日程

＊詳細が決まりしだい、ウェブサイトでお知らせします。

• 出願…2022年 1月6日(木）～ 1月12日(水)
• 試験…2022年2月8日(火)
• 合格発表…2022年3月4日(金)

4月入学者

•出願…2022年 5月上旬
•試験…2022年 7月上旬
•合格発表…2022年 7月末

10月入学者



出願手続きに
必要な書類
（すべての入
試で共通）

1. 検定料（30,000円）

2. 入学願書

3. 受験票及び照合票

4. 卒業(見込)証明書もしくは修了（見込）証明書

5. 成績証明書

6. 研究計画書

7. 研究計画書要旨

8. 実績報告書（修士課程社会人特別選抜のみ）

9. 受験票等送付用封筒／合・否通知送付用封筒

10.住民票（日本国内居住者以外の者は，パスポートの
写し）

11.受験許可書（社会人選抜共通。入学後も在職のまま
修学する予定の者）

12.あて名シール

＊提出書類の様式等については、募集要項を参照



修士課程学生募集に
ついて



2022年度修士課程学生募集

夏季入学試験

• 外国語試験（社会人選抜は免除）
• 専門科目

筆記試験

• 研究計画書に基づいて口頭で試問
する

口述試験（20分程度）

＊英語の成績評価については、TOEIC（IP含む），TOEFL（ITP含
む）またはIELTSのスコアを使用します。過去に受験して発行された
原本であればすべて提出可能です。



専門科目

＊なるべく入学後の研究内容に関

わる科目を選択してください。



2022年度修士課程学生募集

冬季入学試験
（オンライン入試）

• 提出書類（研究計画書、成績証明書、実績
報告書等）をもとに審査

• 本学府の学際的な志向性を踏まえた志望動
機の記述

• 卒業研究やゼミにおける学術活動などの実
績

一次選抜（書類審査）

• これまでの外国語試験、専門試験に準ずる
内容を口頭で試問する

• 研究計画書に基づいて口頭で試問する

二次選抜（口述試験、50分程度）



2022年度修士課程学生募集

個別入学試験

• 入学後に指導を希望する教員を申請段階
から選択する

希望指導教員の指定

• 提出書類（研究計画書、成績証明書、実
績報告書等）をもとに審査

一次選抜（書類審査）

• 希望指導教員によるレポート課題提出、
研究発表をなどを行い、学生の資質を評
価

• 複数の試験員が同席する面接試験

二次選抜（面談、面接試験）



３つの修士課程試験の違い

種類 時期 筆記試験 一次選抜
（書面審査）

オンライン
受験

希望指導教員

夏季 出願… 6/25～ 7/1
試験… 8/2～ 8/3 ○ × × ×

冬季 出願… 1/6～ 1/12
試験… 2/9～ 2/10 × ○ ○ ×

個別
出願… 10月第1週
試験… 12/10

△
教員によってはレ
ポート課題あり

○ ○ ○



博士後期課程学生
募集について



博士後期課程
学生募集日程

＊詳細が決まりしだい、ウェブサイトでお知らせします。

• 出願…2022年 1月6日(木）～ 1月12日(水)
• 試験…2022年2月8日(火)
• 合格発表…2022年3月4日(金)

4月入学者

•出願…2022年 5月上旬
•試験…2022年 7月上旬
•合格発表…2022年 7月末

10月入学者



2022年度博士後期課程学生募集

入学試験

• 修士論文、またはそれにかわる
ものの提出

これまでの研究実績

• 研究計画書に基づいて口頭で試
問する

口述試験（50分程度）

編入後に指導を希望する教員を指定できる。

これまでの研究実績と口述試験による学力試験で評価する。



研究計画書について



研究計画書
の作成
＊博士後期の出願でも必要

大学院入学後に実施したいと考えている研究計画につい
て，日本語で4,000字程度または英語2,700 words程度
で簡潔にまとめること。

(1) 研究課題の題目（願書に記載したもの）

(2) 研究題目に取り組もうと決意するに至った経緯

(3) 研究題目について，具体的に解明したい事項

(4) この解明を行うことの学問的または社会的意義

(5) 上記の主たる研究題目と並行して，研究課題として取り上
げる可能性のある題目とその概要（もしあれば）

(注) 研究計画書は，審査の重要な資料となるものなので，十分
に練り上げられた内容のものとすること。

(注)各教員の研究内容については，「教員一覧及び主な研究内
容」を参照（募集要項、ウェブサイト）



実績報告書の
作成
＊社会人特別選抜のみ

1. 入学希望の動機：本学府に入学を希望する動

機を300字程度で簡潔にまとめて記入するこ
と

2. アピールしたい事項の実績の概要：800字程
度にまとめて記入すること



これまでによせられた質問

• 現在の状況では日本への入国が可能ですが、もし仮に入試日にコ
ロナ感染や隔離でテストに参加出来ない場合の対応を教えて頂き

たいです。

• オンラインによる試験が可能な個別入試、冬季入試をご検討ください

• 英語試験にTOEICの成績を利用する場合には、L＆RとS＆Wの両
方が必須か。

• 指定している、TOEIC（IP含む），TOEFL （ITP含む）またはIELTSが提

供している試験であれば種類は問いません。



これまでによせられた質問

•外国語科目の過去問はありますか。
• 過去の試験は教務課（地球社会統合科学府担当）で閲覧できます。
閲覧するさいには事前にお問い合わせください。

•外国人留学生の外国語については、英語試験及び英語成績証
明書はいらないですか

• 必須ではありません



これまでによせられた質問

•希望の教授との事前連絡が必要ですか。
• 博士後期、修士の個別入試の場合には事前に連絡してください。
• 申請する入学後の研究テーマについて、指導が可能かについては、
コースごとの個別相談で担当教員にご相談ください。

•教科書／参考書等を紹介してもらいたい
• コースごとの個別相談で担当教員にお問い合わせください。



これまでによせられた質問

•外国語の口頭試験がどのように行われるのか詳しく知りたい
です（冬季、オンライン試験）。

• 内容を詳しく説明することはできませんが、主に各専門分野に関わ
る外国語もしくは日本語で書かれた文章の読解力を問う問題が出題

されます。

•年齢制限がありますか？
• 年齢制限は設けていません。


