
現職教員等の入学試験
（人間学専攻　保育学コースのみ）



1 募集定員（修士課程）

2 出願資格

3

人間学専攻　保育学コース　現職教員等の入学試験
人間学専攻保育学コースでは、現職の教員として現場で働いている方等を対象として、「現職教員等の入学試験」を実
施いたします。この入学試験の出願期間および試験日は随時です。
保育・教育について、深く研究し、その成果を教育現場で生かそうという方のため、高度な専門教育を行っています。

人間学研究科　人間学専攻　保育学コース　若干名

現職場からの要請または届出等によって、本学の定める一般入学試験・社会人入学試験の出願期間より前に
出願し、受験しなくてはならない方の場合、次の条件によって特別に定める時期に受験することが可能です。
下記１の（1）～（5）のいずれかの条件を満たす方で、同時に 2020 年４月１日時点で、下記２の（1）～（6）
のいずれかの実務経験を３年以上有する方。

１.　大学院への一般的入学資格
（１） 大学を卒業した方。
（２） 学校教育法第１０４条の第４項の規定により学士の学位を授与された方。
（３） 外国において、学校教育における16 年の課程を修了した方。
（４） 文部科学大臣の指定した方（昭和 28 年文部省告示第５号）。
（５） 本学人間学研究科が出願資格個別審査により大学を卒業した方と同等以上の学力があると認めた方（p.2「4. 出

願資格個別審査」参照）。
（６） 大学（短期大学を含む）に2年以上在学して62 単位以上修得した方で、幼稚園・小学校・中学校・高等学校

いずれかの教育免許状（一種）を取得している方。

２.　現職教員等の要件
（１） 幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校の教員。
（２） 保育所を含む児童福祉施の保育士、児童指導員等。
（３） 幼保連携型認定こども園の保育教諭。
（４） 保健福祉・社会福祉等の行政機関、または教育委員会等の担当職員。
（５） 大学・短期大学・専門学校（ただし、教員養成・保育士養成課程の設置されている学校）の専任および非常

勤教員。
（６） その他、保育・教育に関する機関等に勤務し、上記（1）～（5）と同等と人間学研究科が認めた方（この場合、

事前相談を要しますので、人間学研究科入試係までお問い合わせください）。

出願期間・試験日・合格発表日

願書請求 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続
締切日

合格発表後
２週間以内
（通知します）

試験実施後
１週間以内

志願票を受理した段階で試験
日を指定します。（およそ受理
後２週間程度で日程を調整）

随　時
2021 年 1 月 13日（水）まで随時

窓口受付 1 月 14日（木）のみ

・窓口受付時間　９：00～17：00

（消印有効）
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4 選考方法

5 学費・諸費・検定料

6 出願先

7 出願書類

8 出願書類記入上の注意

書類審査

面　　接

研究計画書、経歴書、教育研究業績書、その他

30 分程度の面接試験

試験会場：文京学院大学　ふじみ野キャンパス

項目
２年次１年次年次

入学手続時 後期（10 月） 前期（４月） 後期（10 月）

入学金

授業料

施設費

維持管理費

演習費

小　計

小　計
学生教育研究災害傷害保険等

合　計

200,000

学
費

諸
費

316,000 316,000
100,000
40,000 40,000 40,000 40,000
50,000 50,000 50,000 50,000
706,000

1,740
1,740
707,740

406,000

406,000

319,000 319,000

409,000

409,340

409,000

340
340

409,000
・検定料は、35,000 円（p.4「９. 検定料」参照）。
・一度提出された書類、検定料、入学金については、理由のいかんにかかわらず返却いたしません。
・１年在籍修了生については、特別研究指導費として修了判定発表後に別途 300,000 円の納入が必要となります。
・２年間の標準修業年限をこえて修業する場合の授業料については、３年次目から履修登録する科目の１単位
について、20,000 円となります。維持管理費、演習費については、半年で卒業となる時は 2年次の設定額の
半額となります。1年間の在学を要するときは、2年次の設定額と同額となります。4年次以降も同様の扱い
とします。
・諸費は、2020 年度のものであり、変更となる場合があります。

〒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

・p.８「12. 出願書類記入上の注意」を参照してください。

・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、p.13「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

9 コード表

専攻・コースコード表

専攻・コース
コースコード
a b

8 1人間学専攻 保育学コース

試験コード表

試験種別
試験コード
c d

6 2
人間学専攻 保育学コース
現職教員等の入学試験

書 類 等

１
志願票（Ａ票）
写真票（Ｂ票）
受験票（Ｃ票）

本学所
定用紙

本学所
定用紙 本人が必要事項を記入したもの。

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）。

本学所
定用紙

本学所
定用紙

本学所
定用紙

写真（２枚） －

－

－研究計画書

健康診断書

宛名ラベル

経歴書

２

３

４

６

８

様 式 備 考

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。出願書類確認シート９

A4用紙
書式自由

教育研究業績のない場合は、経歴書のみを提出してください。教育研究業績書５

最終学校の卒業証明書
（または卒業見込証明書）

７

出願前３ヶ月以内に保健所または医療機関で受診したもの。
所属の大学・団体等で 2020 年度に受診したものでも可。
再受験の場合は、再提出していただく必要はありません。

原則として、パソコンによる日本語原稿としてください。
本文で 2,000 字以内（A4判縦、横書き、32 字×25 行、２枚半程度）。
１ページ目の左上に「研究計画書」と表記、右上に本人氏名を、中央上に研究テー
マを付記し、中央下に通しページ番号を付してください。

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。
志願票（Ａ票）裏面にも必要事項を記入してください。
志願票の検定料振込依頼票（E票）で振込み後、志願票（A票）、検定料振込金領
収書（D票）に取扱銀行の収納印があることを確認してください。検定料振込金領
収書（D票）は、大切に保管してください（出願時提出不要）。

出身学校で発行されたもの。
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。
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6 出願先
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10

12

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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