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出願にあたっての注意

11 入学手続き

科目等履修生試験・聴講生試験

合格者は、合格通知書に同封する「入学手続きについて」を熟読の上、定められた期日までに学費・諸費を
納入し、所定の書類及び職場の長の同意書を提出して、入学手続きを完了してください。また、入学辞退
締切日以後の辞退については、学費・諸費の返還ができません。

・文京学院大学（旧文京女子大学）卒業者の入学時納入金額は、入学金が所定の額の２分の１免除および施設
費が全額免除されます。
・入学辞退者は、事前に電話連絡の上、2021 年 3 月 31 日（水）午後 5 時までに辞退届を提出してください。
（入学金以外返還）

その他

１.　幼稚園教諭専修免許状の取得について

２.　現職場の長の同意書

人間学研究科人間学専攻保育学コースでは、所定の科目を履修し、単位を修得すれば、修了と同時に
幼稚園教諭専修免許状の取得が可能です。ただし、既に「幼稚園教諭一種免許状」を取得していること
が必要です。

入学手続きの際に、現職場の長の同意書を提出していただきます。（任意の書式）

３.　１年在籍修了生について
学生の多様な学習動機・目的に応えるため、人間学専攻では、社会人を対象に１年在籍修了生を受け入れ
ることができます。ただし、１年在籍修了生の希望を受け入れた場合であっても、入学後の履修状況、修士
論文などの進行状況によっては１年間で修了できないことがあります。試験の形態や詳細については、人
間学研究科入試係までお問い合わせください。

出願資格
１.「現職教員等の入学試験（保育学コースのみ）」の出願要件を満たす方。
２. すでに調査資料や研究資料が整い、１年間で修士論文を仕上げることができる方。
３. 出願前に本学人間学研究科入試係に事前相談をし、出願書類と一緒に「指導希望教員事前相談書※」
の提出ができる方。※別途お送りしますので、人間学研究科入試係までお問い合わせください。

４. 出願時に次の書類を提出できる方。
（１）　出願書類一式（p.15 「７. 出願書類」を参照）
（２）　関連する調査、研究資料（研究の進捗状況を示す根拠資料）
（３）　研究業績一覧
（４）　科目等履修などで修得した単位がある場合はそれを証明するもの

１. 志願票（Ａ票）～受験票（Ｃ票）の各項目の記入（裏面も含む）と、写真（２枚）が貼付されていることを
確認してください。

２. 志願票（Ａ票）～受験票（Ｃ票）（切り離さないでください）、研究計画書、経歴書、教育研究業績書、
健康診断書、最終学校の卒業証明書（または卒業見込み証明書）、宛名ラベル、出願書類確認シートを本学
大学院所定の「出願用封筒」に入れ、出願してください。
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1 募集定員

2 出願資格

開かれた大学院運営を目指す文京学院大学大学院では、社会人を対象に、生涯教育の一環として、科目等履修生、聴講生
の募集をいたします。

（注）臨床心理学コースの履修可能科目一覧
心理学研究法特殊研究、心理学特殊研究、心理学情報処理法特殊演習、質的心理学特殊研究
人格心理学特殊研究、発達心理学特殊研究、認知心理学特殊研究、社会心理学特殊研究
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践（家族心理学特殊研究）
保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神医学特殊研究）、生理心理学特殊研究
福祉分野に関する理論と支援の展開（老年臨床心理学特殊研究）、特別支援教育研究
乳幼児発達心理学研究、保育カウンセリング研究、保育臨床特別研究
心理教育的アセスメント研究、生徒指導・キャリア教育研究

1 . 科目等履修生

2 . 聴講生

１. 科目等履修生試験　若干名

2 . 聴講生試験　　　　若干名

（臨床心理学コースでは一部の科目のみ募集します。）

（臨床心理学コースでは一部の科目のみ募集します。）

1 . 科目等履修生試験

2 . 聴講生試験

・大学を卒業（2021 年 3 月卒業見込みの方を含む）、またはこれと同等以上の学力があると認められた方。

・大学を卒業（2021 年 3 月卒業見込みの方を含む）、またはこれと同等以上の学力があると認められた方。

出願から入学までの流れ（科目等履修生試験・聴講生試験）

＊初めて登録（出願）する場合
■選考方法：面接・書類審査

＊人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生、聴講生）
■選考方法：書類審査

（p.17～p.18をよくご確認ください）1：出願資格・選考方法を確認する

（注）臨床心理学コースでは、一部の科目のみ募集します。

＊人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生、聴講生）
■科目等履修生・聴講生 登録希望書
■写真（１枚）
■宛名ラベル
■出願書類確認シート

＊初めて登録（出願）する場合
■志願票（A票）、写真票（Ｂ票）、受験票（C票）
■写真（２枚）
■志願理由書
■卒業証明書または卒業見込証明書
■宛名ラベル
■出願書類確認シート

（p.19～をご確認ください）2：出願書類を準備する

出願書類を準備し、必要書類を揃え、定められた期間に書留速達で郵送してください。

3：出願書類を提出する

初めての登録（出願）の方へのみお送りします。

4：受験票を受け取る

初めての登録（出願）の方のみ、指定された日時および方法にて受験してください。

5：入学試験

合格発表・入学手続きについては p.21をご確認ください。

6：合格発表・入学手続き

「科目等履修生証」または「聴講生証」をお渡し致します。

7：ご入学

社会人を対象に、生涯教育の一環として、科目等履修生の募集をいたします。この制度では、年間 12 単位までの
履修が可能です。また、人間学研究科に入学の際は、人間学研究科の科目等履修生として修得した科目（単位）に
ついて、当該研究科において 10 単位を上限に単位認定を行うことができます。入学後、申請をしてください。

社会人を対象に、生涯教育の一環として、聴講生の募集をいたします。この制度では、年間 12 単位までの履修が
可能ですが、単位の認定は行いません。なお、大学院学生および科目等履修生の履修登録がなかった場合は、希望
された科目は開講されません。あらかじめご了承ください。

17ii



1 募集定員

2 出願資格

開かれた大学院運営を目指す文京学院大学大学院では、社会人を対象に、生涯教育の一環として、科目等履修生、聴講生
の募集をいたします。

（注）臨床心理学コースの履修可能科目一覧
心理学研究法特殊研究、心理学特殊研究、心理学情報処理法特殊演習、質的心理学特殊研究
人格心理学特殊研究、発達心理学特殊研究、認知心理学特殊研究、社会心理学特殊研究
家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践（家族心理学特殊研究）
保健医療分野に関する理論と支援の展開（精神医学特殊研究）、生理心理学特殊研究
福祉分野に関する理論と支援の展開（老年臨床心理学特殊研究）、特別支援教育研究
乳幼児発達心理学研究、保育カウンセリング研究、保育臨床特別研究
心理教育的アセスメント研究、生徒指導・キャリア教育研究

1 . 科目等履修生

2 . 聴講生

１. 科目等履修生試験　若干名

2 . 聴講生試験　　　　若干名

（臨床心理学コースでは一部の科目のみ募集します。）

（臨床心理学コースでは一部の科目のみ募集します。）

1 . 科目等履修生試験

2 . 聴講生試験

・大学を卒業（2021 年 3 月卒業見込みの方を含む）、またはこれと同等以上の学力があると認められた方。

・大学を卒業（2021 年 3 月卒業見込みの方を含む）、またはこれと同等以上の学力があると認められた方。

出願から入学までの流れ（科目等履修生試験・聴講生試験）

＊初めて登録（出願）する場合
■選考方法：面接・書類審査

＊人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生、聴講生）
■選考方法：書類審査

（p.17～p.18をよくご確認ください）1：出願資格・選考方法を確認する

（注）臨床心理学コースでは、一部の科目のみ募集します。

＊人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生、聴講生）
■科目等履修生・聴講生 登録希望書
■写真（１枚）
■宛名ラベル
■出願書類確認シート

＊初めて登録（出願）する場合
■志願票（A票）、写真票（Ｂ票）、受験票（C票）
■写真（２枚）
■志願理由書
■卒業証明書または卒業見込証明書
■宛名ラベル
■出願書類確認シート

（p.19～をご確認ください）2：出願書類を準備する

出願書類を準備し、必要書類を揃え、定められた期間に書留速達で郵送してください。

3：出願書類を提出する

初めての登録（出願）の方へのみお送りします。

4：受験票を受け取る

初めての登録（出願）の方のみ、指定された日時および方法にて受験してください。

5：入学試験

合格発表・入学手続きについては p.21をご確認ください。

6：合格発表・入学手続き

「科目等履修生証」または「聴講生証」をお渡し致します。

7：ご入学

社会人を対象に、生涯教育の一環として、科目等履修生の募集をいたします。この制度では、年間 12 単位までの
履修が可能です。また、人間学研究科に入学の際は、人間学研究科の科目等履修生として修得した科目（単位）に
ついて、当該研究科において 10 単位を上限に単位認定を行うことができます。入学後、申請をしてください。

社会人を対象に、生涯教育の一環として、聴講生の募集をいたします。この制度では、年間 12 単位までの履修が
可能ですが、単位の認定は行いません。なお、大学院学生および科目等履修生の履修登録がなかった場合は、希望
された科目は開講されません。あらかじめご了承ください。
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①志望コース欄
…志望するコースに○を記入し、「コースコード」欄および「試験コード」欄にはコード番号を記入してください
（p.20「専攻・コースコード表」および「試験コード表」参照）。また、希望する履修方法（「科目等履修生」
または「聴講生」）欄に○を記入してください。ただし、心理学専攻を希望する方は、「資格なし」の欄に◯を
記入してください。

②氏名
…戸籍上の氏名を略字は使わず記入し、フリガナはカタカナで記入してください。外国籍の方は、パスポートまたは
住民票の写しに記載の氏名を記入してください（「通称名」も同時に登録してある場合、どちらかを選んで
記入してください）。

③現住所…住所は正しく、電話番号も確実に連絡のとれる番号（市外局番から）を記入してください。
④写真
…該当欄に必ず貼付してください。サイズは縦4cm、横3cmで正面、無帽、上半身、背景なしで、３ヶ月以内に
撮影したもの。裏面に必ず、志望するコース・氏名を記入してください。白黒・カラーともに可（スナップ写
真は不可）。なお、試験当日眼鏡使用者は、眼鏡着用の写真を貼付してください。

⑤学歴・職歴…項目に従って正しく記入してください。
⑥裏面
…必要事項をなるべく詳細に記入してください。「1.入学志願理由」および「2.受講希望科目・担当教員名の記入」
は必ず記入してください（年間12単位までの履修が可能です）。

①志望コースおよび希望履修方法に○を記入してください。
②氏名、現住所、最終学歴等の必要事項を記入し、写真を貼付してください（記入上の注意；p.19「1.初めて登録
（出願）する場合」該当項目参照）。

③履修希望欄…「希望科目名」および担当教員名を記入してください。
④在籍・登録記録欄…該当する項目を○で囲み、大学院学生は修了年度を、科目等履修生・聴講生は登録年度を記
入してください。

①志望コース欄・氏名・出身大学・大学院名をそれぞれ志願票（Ａ票）と同様に記入してください。
②写真は、志願票（Ａ票）と同様のものを貼付してください。

①志望コース欄・住所・電話番号・氏名をそれぞれ志願票（Ａ票）と同様に記入してください。裏面に住所・志願
者名を記入し、353円切手を貼付してください。

3

4 選考方法

5 出願先

出願期間・試験日・合格発表日
科目等履修生試験・聴講生試験

種　別 出願期間 試験日 合格発表日 登録料納入締切日

前期科目

前期科目＋後期科目

後期科目
窓口受付9月10日（金）のみ

2021年1月15日（金）～2021年3月15日（月）

窓口受付3月16日（火）のみ

2021年1月15日（金）～2021年 9月9日（木）

随時
（出願書類受
理時に試験日
を指定します。）

随時発表
指定の
期日までに

後期集中講義科目 2021年1月15日（金）～2021年9月22日（水）

前期集中講義科目 2021年1月15日（金）～2021年4月12日（月）

１.　科目等履修生試験

２.　聴講生試験

「書類審査」および「面接」により選考します。
試験会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス

「書類審査」および「面接」により選考します。
試験会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス

〒356－8533 埼玉県ふじみ野市亀久保 1196
文京学院大学大学院 人間学研究科　入試係

・出願書類は、書留速達で郵送してください。
・出願期間、出願締切日及び窓口受付日は、上記「３. 出願期間・試験日・合格発表日」でご確認ください。
・窓口受付時間：9：00～17：00

２. 人間学研究科に過去在籍・登録のある場合

7 出願書類記入上の注意
出願書類は黒のボールペンで、漢字は楷書、数字は算用数字で丁寧に記入してください。

（１）志願票（A票）

（２）写真票（Ｂ票）

（３）受験票（Ｃ票）

・検定料は無料です。
・窓口受付時間　９：00～17：00

・本学大学院人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生および聴講生）は、上記
面接試験は免除されます。準備する出願書類については、p.19「６. 出願書類」の「２. 人間学研究科に過去在籍・
登録のある場合」を確認してください。

１. 初めて登録（出願）する場合

（１）登録希望書
２. 人間学研究科に過去在籍・登録のある場合

本学所
定用紙

本学所
定用紙

本学所
定用紙

科目等履修生・聴講生
登録希望書

写真（１枚）

出願書類確認シート

出願書類確認シート

１

２

４

－

宛名ラベル

宛名ラベル

３

書 類 等 様 式 備 考

本学所
定用紙

本学所
定用紙

本学所
定用紙

－

志願票（Ａ票）
写真票（Ｂ票）
受験票（Ｃ票）

卒業証明書または
卒業見込証明書※

写真（２枚）

１

２

４

－

－

志願理由書３

５

６

書 類 等 様 式 備 考

※旧姓にて提出の場合は、本人の戸籍抄本を併せて提出してください。

必要事項を全て記入してください。
在籍・登録記録を記入してください（大学院学生は修了年度を、科目等履
修生および聴講生は登録年度を記入）。

志願票（Ａ票）、写真票（Ｂ票）、受験票（Ｃ票）を切り離さずに提出してください。
科目等履修生試験および聴講生試験は「検定料」が無料のため、検定料振込
金領収書（Ｄ票）・検定料振込依頼票（Ｅ票）は必要ありません（提出不要）。

登録希望書に貼付。３ヶ月以内に撮影した正面、無帽、上半身、
縦４cm×横３cmのもの（白黒・カラーどちらも可）。

志願者情報を記入し、志望先に○をつけ、コースコード及び試験コードを記入。
出願書類を確認し、確認欄に○をつけてください。

志願者情報を記入し、志望先に○をつけ、コースコード及び試験コードを記入。
出願書類を確認し、確認欄に○をつけてください。

出身大学で発行されたもの。なお、大学院修了（修了見込）の方は、学部と大
学院を両方提出（発行日から３ヶ月以内のものに限る）。

志願票（Ａ票）および写真票（Ｂ票）に貼付。３ヶ月以内に撮影した正面、無帽、
上半身、縦４cm×横３cmのもの（白黒・カラーどちらも可）。

合否結果を送付すべき住所、氏名を４枚すべてに記入してください。

合否結果を送付すべき住所、氏名を４枚すべてに記入してください。

志願理由を 400 字詰め原稿用紙 2枚に記載してください。

（消印有効）

（消印有効）

（消印有効）

（消印有効）

6 出願書類
１. 初めて登録（出願）する場合
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①志望コース欄
…志望するコースに○を記入し、「コースコード」欄および「試験コード」欄にはコード番号を記入してください
（p.20「専攻・コースコード表」および「試験コード表」参照）。また、希望する履修方法（「科目等履修生」
または「聴講生」）欄に○を記入してください。ただし、心理学専攻を希望する方は、「資格なし」の欄に◯を
記入してください。

②氏名
…戸籍上の氏名を略字は使わず記入し、フリガナはカタカナで記入してください。外国籍の方は、パスポートまたは
住民票の写しに記載の氏名を記入してください（「通称名」も同時に登録してある場合、どちらかを選んで
記入してください）。

③現住所…住所は正しく、電話番号も確実に連絡のとれる番号（市外局番から）を記入してください。
④写真
…該当欄に必ず貼付してください。サイズは縦4cm、横3cmで正面、無帽、上半身、背景なしで、３ヶ月以内に
撮影したもの。裏面に必ず、志望するコース・氏名を記入してください。白黒・カラーともに可（スナップ写
真は不可）。なお、試験当日眼鏡使用者は、眼鏡着用の写真を貼付してください。

⑤学歴・職歴…項目に従って正しく記入してください。
⑥裏面
…必要事項をなるべく詳細に記入してください。「1.入学志願理由」および「2.受講希望科目・担当教員名の記入」
は必ず記入してください（年間12単位までの履修が可能です）。

①志望コースおよび希望履修方法に○を記入してください。
②氏名、現住所、最終学歴等の必要事項を記入し、写真を貼付してください（記入上の注意；p.19「1.初めて登録
（出願）する場合」該当項目参照）。

③履修希望欄…「希望科目名」および担当教員名を記入してください。
④在籍・登録記録欄…該当する項目を○で囲み、大学院学生は修了年度を、科目等履修生・聴講生は登録年度を記
入してください。

①志望コース欄・氏名・出身大学・大学院名をそれぞれ志願票（Ａ票）と同様に記入してください。
②写真は、志願票（Ａ票）と同様のものを貼付してください。

①志望コース欄・住所・電話番号・氏名をそれぞれ志願票（Ａ票）と同様に記入してください。裏面に住所・志願
者名を記入し、353円切手を貼付してください。

3

4 選考方法

5 出願先

出願期間・試験日・合格発表日
科目等履修生試験・聴講生試験

種　別 出願期間 試験日 合格発表日 登録料納入締切日

前期科目

前期科目＋後期科目

後期科目
窓口受付9月10日（金）のみ

2021年1月15日（金）～2021年3月15日（月）

窓口受付3月16日（火）のみ

2021年1月15日（金）～2021年 9月9日（木）

随時
（出願書類受
理時に試験日
を指定します。）

随時発表
指定の
期日までに

後期集中講義科目 2021年1月15日（金）～2021年9月22日（水）

前期集中講義科目 2021年1月15日（金）～2021年4月12日（月）

１.　科目等履修生試験

２.　聴講生試験

「書類審査」および「面接」により選考します。
試験会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス

「書類審査」および「面接」により選考します。
試験会場：文京学院大学ふじみ野キャンパス

〒356－8533 埼玉県ふじみ野市亀久保 1196
文京学院大学大学院 人間学研究科　入試係

・出願書類は、書留速達で郵送してください。
・出願期間、出願締切日及び窓口受付日は、上記「３. 出願期間・試験日・合格発表日」でご確認ください。
・窓口受付時間：9：00～17：00

２. 人間学研究科に過去在籍・登録のある場合

7 出願書類記入上の注意
出願書類は黒のボールペンで、漢字は楷書、数字は算用数字で丁寧に記入してください。

（１）志願票（A票）

（２）写真票（Ｂ票）

（３）受験票（Ｃ票）

・検定料は無料です。
・窓口受付時間　９：00～17：00

・本学大学院人間学研究科に過去在籍・登録のある場合（大学院学生、科目等履修生および聴講生）は、上記
面接試験は免除されます。準備する出願書類については、p.19「６. 出願書類」の「２. 人間学研究科に過去在籍・
登録のある場合」を確認してください。

１. 初めて登録（出願）する場合

（１）登録希望書
２. 人間学研究科に過去在籍・登録のある場合

本学所
定用紙

本学所
定用紙

本学所
定用紙

科目等履修生・聴講生
登録希望書

写真（１枚）

出願書類確認シート

出願書類確認シート

１

２

４

－

宛名ラベル

宛名ラベル

３

書 類 等 様 式 備 考

本学所
定用紙

本学所
定用紙

本学所
定用紙

－

志願票（Ａ票）
写真票（Ｂ票）
受験票（Ｃ票）

卒業証明書または
卒業見込証明書※

写真（２枚）

１

２

４

－

－

志願理由書３

５

６

書 類 等 様 式 備 考

※旧姓にて提出の場合は、本人の戸籍抄本を併せて提出してください。

必要事項を全て記入してください。
在籍・登録記録を記入してください（大学院学生は修了年度を、科目等履
修生および聴講生は登録年度を記入）。

志願票（Ａ票）、写真票（Ｂ票）、受験票（Ｃ票）を切り離さずに提出してください。
科目等履修生試験および聴講生試験は「検定料」が無料のため、検定料振込
金領収書（Ｄ票）・検定料振込依頼票（Ｅ票）は必要ありません（提出不要）。

登録希望書に貼付。３ヶ月以内に撮影した正面、無帽、上半身、
縦４cm×横３cmのもの（白黒・カラーどちらも可）。

志願者情報を記入し、志望先に○をつけ、コースコード及び試験コードを記入。
出願書類を確認し、確認欄に○をつけてください。

志願者情報を記入し、志望先に○をつけ、コースコード及び試験コードを記入。
出願書類を確認し、確認欄に○をつけてください。

出身大学で発行されたもの。なお、大学院修了（修了見込）の方は、学部と大
学院を両方提出（発行日から３ヶ月以内のものに限る）。

志願票（Ａ票）および写真票（Ｂ票）に貼付。３ヶ月以内に撮影した正面、無帽、
上半身、縦４cm×横３cmのもの（白黒・カラーどちらも可）。

合否結果を送付すべき住所、氏名を４枚すべてに記入してください。

合否結果を送付すべき住所、氏名を４枚すべてに記入してください。

志願理由を 400 字詰め原稿用紙 2枚に記載してください。

（消印有効）

（消印有効）

（消印有効）

（消印有効）

6 出願書類
１. 初めて登録（出願）する場合
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8 10 入学手続き・学納金

11 科目等履修生および聴講生の授業・単位

コード表

9 出願にあたっての注意

専攻・コースコード表

試験コード表

専攻・コース
コースコード
a b

人間学専攻
保育学コース

社会福祉学コース

臨床心理学コース心理学専攻

8

8

8

1

2

3

試験種別
試験コード

科目等履修生試験
聴講生試験

c d

7

8

1

1

１. 志願票（A票）～受験票（C票）の各項目の記入（裏面も含む）と、写真が貼付されていることを確認して
ください。
２. 志願票（A票）～受験票（C票）（切り離さないでください）、志願理由書、最終学校の卒業証明書（または、
卒業見込み証明書）、宛名ラベル、出願書類確認シートを本学大学院所定の「出願用封筒」に入れ、出願し
てください。
３. 人間学研究科に過去在籍・登録のある方が出願される場合は、提出書類が異なりますのでご注意ください
（p.19「６. 出願書類」参照）。
４. 定められた期間に郵送（書留速達）で出願してください。

１．履修および聴講できる科目は、人間学研究科が開講する科目のうち講義科目に限ります。
２．授業は毎年４月に始まり、翌年３月に終了します。
科目開講曜日・時限や修得可能単位数などは、随時お問い合わせください。

３．一度登録された科目の途中変更は、認められません。
４．聴講生が希望された科目において、大学院学生および科目等履修生の履修登録がなかった場合は、その科
目は開講されません。

５．科目等履修生または聴講生が１年間に履修・聴講できる総単位数は、12 単位までとなります。
６．科目等履修生は、履修科目の単位認定が行われた場合、「成績証明書（有料）」の申請ができます。聴講科
目について単位認定は行いません。

７．科目等履修生および聴講生は、本学教室・図書館・運動場・食堂などの施設・設備、通学のためのスクー
ルバスを利用することができます。院生研究室は、利用することができません。

１．科目等履修生
■登録料…１０，０００円
初めて登録する方のみ。本学園出身者、在学者、本学園在職者もしくは過去の登録者を除く。
■受講料…１単位につき１５，０００円（指定の期日までに納入）
　※前期科目＋後期科目を合格された方の手続きは、２回になりますのでご注意ください。４月に登録料
と前期科目分の受講料をお振込いただき、後期授業開始前までに後期科目分の受講料をお振込いただ
くこととなります。

２．聴講生
■登録料…１０，０００円
初めて登録する方のみ。本学園出身者、在学者、本学園在職者もしくは過去の登録者を除く。
■聴講料…１単位につき７，５００円（指定の期日までに納入）
　※前期科目＋後期科目を合格された方の手続きは、２回になりますのでご注意ください。４月に登録料
と前期科目分の受講料をお振込いただき、後期授業開始前までに後期科目分の受講料をお振込いただ
くこととなります。

合格発表日に受験者には、「合否通知書」をお送りいたします。合格者は、合格通知書に同封する「入学手
続きについて」を熟読の上、定められた期日内に学納金を納入してください。なお、一度納入いただいた学納
金の返還はできません。
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8 10 入学手続き・学納金

11 科目等履修生および聴講生の授業・単位

コード表

9 出願にあたっての注意

専攻・コースコード表

試験コード表

専攻・コース
コースコード
a b

人間学専攻
保育学コース

社会福祉学コース

臨床心理学コース心理学専攻

8

8

8

1

2

3

試験種別
試験コード

科目等履修生試験
聴講生試験

c d

7

8

1

1

１. 志願票（A票）～受験票（C票）の各項目の記入（裏面も含む）と、写真が貼付されていることを確認して
ください。
２. 志願票（A票）～受験票（C票）（切り離さないでください）、志願理由書、最終学校の卒業証明書（または、
卒業見込み証明書）、宛名ラベル、出願書類確認シートを本学大学院所定の「出願用封筒」に入れ、出願し
てください。
３. 人間学研究科に過去在籍・登録のある方が出願される場合は、提出書類が異なりますのでご注意ください
（p.19「６. 出願書類」参照）。
４. 定められた期間に郵送（書留速達）で出願してください。

１．履修および聴講できる科目は、人間学研究科が開講する科目のうち講義科目に限ります。
２．授業は毎年４月に始まり、翌年３月に終了します。
科目開講曜日・時限や修得可能単位数などは、随時お問い合わせください。

３．一度登録された科目の途中変更は、認められません。
４．聴講生が希望された科目において、大学院学生および科目等履修生の履修登録がなかった場合は、その科
目は開講されません。

５．科目等履修生または聴講生が１年間に履修・聴講できる総単位数は、12 単位までとなります。
６．科目等履修生は、履修科目の単位認定が行われた場合、「成績証明書（有料）」の申請ができます。聴講科
目について単位認定は行いません。

７．科目等履修生および聴講生は、本学教室・図書館・運動場・食堂などの施設・設備、通学のためのスクー
ルバスを利用することができます。院生研究室は、利用することができません。

１．科目等履修生
■登録料…１０，０００円
初めて登録する方のみ。本学園出身者、在学者、本学園在職者もしくは過去の登録者を除く。
■受講料…１単位につき１５，０００円（指定の期日までに納入）
　※前期科目＋後期科目を合格された方の手続きは、２回になりますのでご注意ください。４月に登録料
と前期科目分の受講料をお振込いただき、後期授業開始前までに後期科目分の受講料をお振込いただ
くこととなります。

２．聴講生
■登録料…１０，０００円
初めて登録する方のみ。本学園出身者、在学者、本学園在職者もしくは過去の登録者を除く。
■聴講料…１単位につき７，５００円（指定の期日までに納入）
　※前期科目＋後期科目を合格された方の手続きは、２回になりますのでご注意ください。４月に登録料
と前期科目分の受講料をお振込いただき、後期授業開始前までに後期科目分の受講料をお振込いただ
くこととなります。

合格発表日に受験者には、「合否通知書」をお送りいたします。合格者は、合格通知書に同封する「入学手
続きについて」を熟読の上、定められた期日内に学納金を納入してください。なお、一度納入いただいた学納
金の返還はできません。
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