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川村学園女子大学大学院 人文科学研究科 アドミッション・ポリシー 
 

人文科学研究科では、川村学園女子大学の建学の理念を理解した上で、人間・文化・社会に対する高度な

知識を身につけ、社会に貢献しようという意欲のある人を求めている。加えて、各専攻では、それぞれ以

下のアドミッション・ポリシーを定めている。 

 

 

１．心理学に関する基礎的知識を有し、科学的思考のできる人 

２．具体的な現実認識のもとに、人間に対して、深く共感的理解のできる人 

３．心理臨床の実務体験を基礎とし、更に専門的研究を進めたい人、専門職を目指したい人（臨床心理学

領域） 

４．人間の心的機能を科学的に分析し、そのメカニズムを探究したい人、専門的研究職を目指したい人（心

理行動科学領域） 

 

 

１．理論と実践の往還と自己省察によって、生涯学び続ける小学校教員としての資質・能力を身につけた

い人 

２．小学校教諭専修免許を取得し、専門的な教育実践力を身につけたい人 

３．特別支援教育について学び、インクルーシブ教育を実現するための教育実践力を身につけたい人 

４．現職教員で、さらなる教職専門性と研究力を高めたい人 

 

 

１．人文社会諸科学の研究に必要な基礎的教養を備え、人間の文化と社会が直面する諸問題の解明に真摯

に取り組む自覚をもつ人 

２．自ら課題を解決する力を身につけ、社会の中核を担い貢献したいと願う人 

３．社会人・職業人としての経験を活かし、さらに幅広い視野と深い専門性を身につけて社会への

フィードバックを目指そうと考えている人 

４．教育力の向上を目指し、中学校・高等学校教諭専修免許状（英語、社会・地理歴史）を取得したい人 

 

 

１．修士課程を修了し、あるいはこれと同等の学力を有する人で、本課程の研究領域に深い関心をもつ人 

２．人文社会諸科学の研究に必要とされる豊かな教養を備え、幅広い視野と高度な専門性を身につけ、現

代社会の問題に積極的に取り組む自覚をもつ人 

３．知識基盤社会における中核的職業人として、これまで培ってきた能力をさらに練磨し、社会に貢献し

ようと考えている人 

４．社会人・職業人として得た知見を、最新の研究成果に目を配り専門的な研究手法を身につけることで、

博士論文としてまとめ上げたいと考えている人 

心理学専攻 

 

教育学専攻 

 

比較文化専攻（博士前期課程） 

 

比較文化専攻（博士後期課程） 
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１．募集人員 

専   攻 募 集 人 員※ 時 期・入学試験区分 

教育学専攻 ５名［男・女］ 

 ９月 Ⅰ期入学試験＜スカラシップ入試含む＞ 

１１月 Ⅱ期入学試験＜スカラシップ入試含む＞ 

 ３月 Ⅲ期入学試験 

  ※募集人員の中にⅠ期・Ⅱ期・Ⅲ期入学試験、特別選抜入学試験、現職教員特別選抜入学試験Ⅰ期・

Ⅱ期入学試験を含みます。 

 
 

２．標準修業年限 

修士課程 ２年 

  ※現職教員の入学者には、１年間で修士論文を除く規定の修了要件単位を取得した場合、２年次に大

学院に在籍しながら現職に復帰し、現職を継続しながら修士論文の作成を認めます。詳細は、『教

育学専攻の概要』で確認してください。 

 
 

３．出願資格 

 次のいずれかに該当する方とします。（本大学院は男女共学です。） 

 一般入学試験受験者   

（１）大学を卒業した方、または平成２９年３月卒業見込みの方 

（２）大学評価・学位授与機構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、または平成２９年３月修了見込み

の方 

（４）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満た

すものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した方 

（５）文部科学大臣が指定した方 

（６）本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した方と同等以上の学力があると認

めた方で、２２歳に達したもの 
 

 社会人入学試験受験者 

大学卒業後３年以上経た社会経験のある方、または同等以上の資格があると認められた方とします。 

ここでいう社会経験とは、次の（１）から（７）のことです。  

（１）教職またはそれに準ずる経験があること。 

（２）企業・公務員等の職員として勤務した経験があること。 

（３）福祉・国際協力・ボランティアその他社会的実践活動や関連施設での勤務経験があること。 

（４）医療・教育相談・カウンセリング等の職業に従事した経験があること。 

（５）スポーツ施設等での勤務経験があること。 

（６）家事・育児・家庭介護等の経験があること。 

（７）その他、フリーライター等の経験があること。 

 

 現職教員入学試験受験者   

 この入学試験で対象とする現職教員とは、「学校教育法で定める幼稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教

育学校・特別支援学校の専任教員（養護教諭を含む）」として、入学時に 3 年以上の経験を有し、在職のまま

入学する方です。また指導主事等、教育機関等に派遣されているか、出向している方を含みます。 

 上記の「現職教員」にあてはまり、かつ下記のいずれか該当する方です。 

（１） 大学を卒業した方 

（２） 大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された方 

1.出願について 
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（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） 専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることとその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した方 

（５） 文部科学大臣が指定した方 

（６） 本大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した方と同等以上の学力があると認めた

方 

 

 

４．出願期間 

試験区分 期       間 

Ⅰ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 郵送 

 窓口持参 

平成２８年 ９月 ５日（月）～ ９月１６日（金） 必着 

平成２８年 ９月 ５日（月）～ ９月１６日（金） 

Ⅱ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 郵送 

 窓口持参 

平成２８年１０月３１日（月）～１１月１１日（金） 必着 

平成２８年１０月３１日（月）～１１月１１日（金） 

Ⅲ期入学試験 
 郵送 

 窓口持参 

平成２９年 ２月 ６日（月）～ ２月２４日（金） 必着 

平成２９年 ２月 ６日（月）～ ２月２４日（金） 

 
 

５．出願方法 

 出願書類と入学検定料納入連絡票を所定の封筒（簡易書留）に入れ、期間内に郵送してください。また、

直接事務部入試広報に持参しても受付けます。その場合は月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前９時

００分から午後４時００分までに持参してください。 

〈出願書類の提出先〉 

 川村学園女子大学 我孫子キャンパス 事務部入試広報 千葉県我孫子市下ヶ戸 1133番地 
 
 

６．出願書類 

提 出 書 類 摘       要 

入学志願票 

写真票 

受験票 

本学所定用紙 

写真は、入学志願票と写真票に同一の写真を貼付。３ヶ月以内に撮影し

た正面、無帽、上半身、縦４㎝×横３㎝（白黒・カラーどちらでも可） 

受験票の裏に住所・氏名を記入し、返信用切手５２円分を貼付してくだ

さい。 

入学検定料納入連絡票 本学所定用紙〈「入学検定料」参照〉 

卒業（見込）証明書※ 

   または 

修了（見込）証明書※ 

出身大学で発行されたもの。なお、大学院修士修了（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。） 

成績証明書※ 

在籍していた全ての大学・学部の成績証明書 

出身大学学長または学部長が作成した厳封されたもの。なお、大学院修

士修了（見込）の方は学部と大学院を両方提出。また、編入学した場合

には編入前の大学と編入後の大学の両方の成績証明書が必要（発行日か

ら３ヶ月以内のものに限る。） 

研究計画書 

本学所定用紙 

（志望理由を記したうえ、本学の専攻の何の領域を学び、何を研究し、

何を修得したいのかを具体的に記述してください。） 
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履歴書 本学所定用紙 

推薦書 
（現職教員入学試験 

        受験者のみ） 

本学所定用紙（厳封） 

教育職員免許状等の 

資格を証明する書類 
（現職教員入学試験 

        受験者のみ） 

取得している免許状のコピー、資格を証明できる書類 

住民票 

（外国籍の受験者のみ） 

現住所の市町村長が発行した在留資格・在留資格が記載されたもの。 

市町村役場発行の住民票。ただし、日本に居住実績がない方は、短期滞

在ビザのコピーとパスポートのコピーを提出。 

国費外国人留学生証明書 

（外国籍の受験者のみ） 
 国費外国人留学生のみ 

 ※各種証明書記載と氏名等が異なる場合は、戸籍抄本を提出してください。 

 ＊健康診断証明書は不要です。ただし、本大学院入学後に実施される健康診断を必ず受診してください。 

 

 

７．入学検定料 

３５，０００円（消費税非課税） 

納入方法は、次の手順で行ってください。 
 

 1.必ず同封の本学所定振込用紙を使用し、各金融機関の窓口で納入してください。 

  ･ゆうちょ銀行･郵便局からは振込方法が異なります。事前にゆうちょ銀行･郵便局の窓口でご確認

ください。 

  ･氏名等は忘れずに記入してください。 

  ･自動振込機（ＡＴＭ）は、使用しないでください。 
 
 2.振込依頼書に必要事項を記入のうえ、切り離さず金融機関の窓口へ提出し、振込み後、「①振込連

絡票」「②振込金受取書」を受け取り、取扱金融機関収納印が「①振込連絡票」「②振込金受取書」

とも押印されていることを確認してください。 
 
 3.「①振込連絡票」「②振込金受取書」は切り離し、「①振込連絡票」は出願書類と共に提出してく

ださい。 

 ※ なお、提出書類の返還及び入学検定料の払戻しは行いませんので了承してください。 

 

８．出願資格の認定 

 出願資格について、本大学院の認定を得なければならない出願の方は、出願手続きに先立って、あらか

じめ資格審査の申込みを行ってください。該当者は出願期間開始の１カ月前までに、事務部入試広報に

おいて、書面による審査申込みを行ってください。審査に時間を要する場合もあるので、充分に留意し

てください。 

 

身体の機能の障害等により受験に際して特別な配慮を必要とする場合は、 

出願前に必ず我孫子キャンパス事務部入試広報へ問い合わせてください。 
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１．選抜方法 

入学者の選考は、試験（筆記・面接）の結果および書類審査（出願書類等）を総合して決定します。 

 

 

２．試験日 

試験区分 試 験 日 

Ⅰ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 平成２８年 ９月２４日（土） 

Ⅱ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 平成２８年１１月１９日（土） 

Ⅲ期入学試験  平成２９年 ３月 ３日（土） 

 

 

３．試験場 

川村学園女子大学 我孫子キャンパス 

（ＪＲ常磐線「天王台駅」下車 バス４分、ＪＲ成田線「東我孫子駅」下車 徒歩２０分） 

試験当日は午前９時００分までに集合してください。 

 

 

４．試験時間割／試験科目および内容 

 一般入学試験 

時  間 試験科目・内容 

  ９：３０～１０：３０ 

『論述』または『英語』（１００点） 

 論述は専門に限らない一般的な論述 

 英語は一般英語（辞書使用可） 

 １１：００～１２：００ 
『小論文』（１００点） 

 専門領域に対応する専門事項 

 １３：００～  

『面接』（１００点） 

 受験科目、研究計画書その他に関わる質疑応答 

 （小論文についての口頭試問を含む） 

  注：『英語』では辞書の使用は認めますが、電子辞書の持ち込みは認められません。 

 

 

 社会人入学試験 

時  間 試験科目・内容 

  ９：３０～１０：３０ 
『論述』（１００点） 

 論述は専門に限らない一般的な論述 

 １１：００～１２：００ 
『小論文』（１００点） 

 専門領域に対応する専門事項 

 １３：００～ 

『面接』（１００点） 

 受験科目、研究計画書その他に関わる質疑応答 

 （小論文についての口頭試問を含む） 

 

 

2.試験について 
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 現職教員入学試験 

時  間 試験科目・内容 

  ９：３０～１０：３０ 
『論述』（１００点） 

 論述は学校教育に関する論述 

 １１：００～１２：００ 
『小論文』（１００点） 

 専門領域に対応する専門事項 

 １３：００～ 

『面接』（１００点） 

 受験科目、研究計画書その他に関わる質疑応答 

 （小論文についての口頭試問を含む） 

 

 

５．スカラシップ入試について 

 大学院のスカラシップ入試は、授業料・施設費（896,000 円）の半額を 2 年間免除する制度です。Ⅰ期

入学試験＜スカラシップ入試含む＞  または Ⅱ期入学試験＜スカラシップ入試含む＞を受験し、合計

得点の得点率が８０％以上で、それぞれの入試で各専攻１名が対象になります。 

 

◆免除の継続 

 免除の継続は、学年末の成績評価において、Ｃ評価、Ｄ評価、Ｎ評価がないことが条件となります。 

 条件を満たしていない場合は特待生を継続できません。 

 

 

６．合格発表 

試験区分 合 格 発 表 日 

Ⅰ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 平成２８年 ９月２９日（木） 

Ⅱ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

 平成２８年１１月２２日（火） 

Ⅲ期入学試験  平成２９年 ３月 ４日（土） 

 受験者全員に合否通知書を郵送します。 

 合格者には、合格通知書と入学手続書類を速達で郵送します。 

 合否に関して、電話等による問い合わせには応じられません。 

 

 

 

 

１．入学手続 

試験区分 入 学 手 続 期 間 

Ⅰ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

平成２８年 ９月３０日（金）～１０月 ６日（木） 

 午前９時００分～午後３時００分      ＊除く 10/1･10/2 

Ⅱ期入学試験 
＜スカラシップ入試含む＞ 

平成２８年１１月２４日（木）～１１月３０日（水） 

 午前９時００分～午後３時００分      ＊除く 11/26･11/27 

Ⅲ期入学試験 
平成２９年 ３月 ６日（月）～ ３月１０日（金） 

 午前９時００分～午後３時００分  

入学手続は、上記期間内に完了してください。 

手続を完了しない場合は、入学の意志がないものとみなします。 

 

 

3.入学手続について 
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２．入学手続方法 

 入学手続は、最寄りの金融機関で合格通知書に同封の本学所定振込用紙により入学手続時納入金を納入

後、手続期間内に入学手続書類を本学に持参または郵送してください。（持参する場合は我孫子キャン

パス事務部入試広報窓口にて午前９時から午後３時の間に手続きをしてください。郵送の場合は締切日

必着とします。）なお、詳細については合格通知に「入学手続要領」を同封しますので、必ず確認して

ください。 

 

 

３．手続に必要な書類 

 （１）合格通知書 

 （２）受験票 

 （３）入学手続納入金振込連絡票① 

 （４）交付された手続書類一式 

 

 

４．入学手続時納入金 

専  攻 入学金 設備資金 合 計 

教育学専攻 ３００，０００円 １２０，０００円 ４２０，０００円 

 上記金額の消費税は、非課税につき課されていません。なお、入学手続時に納入された費用は、所定の

期日までに入学辞退手続を完了した場合を除いて、一切返還しませんので了承してください。 

 

 

５．入学後の費用 

専  攻 授業料 施設費 実験実習費 

教育学専攻 ６９６，０００円 ２００，０００円 ２０，０００円 

 他に、後援会費２４，０００円（平成 28 年度実績）が必要となります。また、履修する科目により別

途徴収するものがあります。上記金額の消費税は、非課税につき課されていません。費用は、前期・後

期の２回に分けて納入することができます。 

 

 

６．入学時期 

 平成２９年４月１日 

 ただし、卒業見込みの資格で受験した者で、入学時期までに卒業していない場合は、入学資格を喪失し

ます。 

 

 

７．入学辞退 

 入学手続を完了した者が入学を辞退する場合、合格通知書・保証人及び本人の印鑑を持参のうえ、我孫

子キャンパス事務部入試広報受付窓口に申し出てください。入学辞退手続を平成２９年３月１７日（金）

午後３時までに完了した場合、設備資金についてのみ平成２９年３月末日までに振込みにより返還いた

します。また、平成２９年３月２２日（水）から、平成２９年３月３１日（金）午後３時までに完了し

た場合は、平成２９年４月末日までに振込みとなります。 

 〈窓口受付時間〉午前９時～午後３時（土曜日・日曜日・祝日・３月２１日（火）は除く） 
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８．補欠者 

補欠者には、合格発表日に補欠通知を速達で郵送します。ただし、補欠者は合格者ではありません。 

 合格者の入学手続き締切り後に、欠員が生じた場合に限り、補欠者を上位から繰り上げ（本人に電話で

連絡します）て合格とし、入学を許可します。なお、このことに関しての電話等による問い合わせには、

応じられません。 

 

試験区分 補 欠 通 知 繰上げ合格連絡開始 

Ⅰ期入学試験 

＜スカラシップ入試含む＞ 
平成２８年 ９月２９日（木） 

平成２８年１０月 ６日（木） 

 午後３時００分以降 電話連絡 

Ⅱ期入学試験 

＜スカラシップ入試含む＞ 
平成２８年１１月２２日（火） 

平成２８年１１月３０日（水） 

 午後３時００分以降 電話連絡 

Ⅲ期入学試験 平成２９年 ３月 ４日（土） 
平成２９年 ３月１０日（金） 

 午後３時００分以降 電話連絡 

 

 

 

 入学試験に関する問い合わせや受験相談等については、我孫子キャンパス事務部入試広報（℡．04－7183

－0114）へ連絡してください。 

 

 

 

 入学手続金振替制度 

 入学手続金について、大学院Ⅰ期入学試験に合格し入学手続きを完了している方が、大学院Ⅱ期入学試

験に合格し入学手続きを行う場合、それを振り替えることが可能となります。その場合、先に入学手続

した専攻については辞退したものとします。 

 

 試験場の下見 

 試験前日の正午までとなります。なお、試験室内は公開しておりません。 

 

 試験当日の注意 

 （１）構内への入構は、午前８時３０分からとします。 

 （２）入構の際には、係員に受験票を提示してください。 

 （３）受験票を忘れた場合は、係員に申し出てその指示を受けてください。 

 （４）試験開始後30分以内の遅刻は受験を認めます。但し、試験時間の延長は認めません。 

    なお、試験当日の交通機関の事故または災害等により遅れる場合は、直ちに我孫子キャンパス

事務部入試広報（04-7183-0114）まで連絡をしてください。 

 （５）全試験が終了するまでは、構内から出ることはできません。 

 （６）駐車場には限りがあります。できるだけ公共交通機関を利用してください。 

 （７）不測の事態により、試験実施が困難となる場合は、本学ホームページにてお知らせいたします

のでご確認ください。 

 

 

 

4.問い合わせについて 

5.その他 
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 試験当日に持参するもの 

 （１）受験票  （２）鉛筆（HBまたはB） （３）ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝまたは万年筆 （４）ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ消しｺﾞﾑ  

 （５）昼食 

  

 試験室での注意 

 （１）試験室では、試験監督の指示に従ってください。 

 （２）試験室では、受験番号と同じ番号の席についてください。 

 （３）試験室では、常に受験票を机上の定められた場所に出しておいてください。 

 （４）答案の作成には、鉛筆（HBまたはB）・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ消しｺﾞﾑを使用してください。なお下敷き、修

正液、ｱﾗｰﾑ・辞書機能等が組み込まれた時計の使用は認めません。 

 （５）試験時間中に、退室することはできません。 

 （６）試験問題・解答用紙を持ち帰ることはできません。 

 

 個人情報の取り扱いについて 

 出願書類等で本学が知り得た個人に関する情報及び入学試験結果等については、厳重に取り扱い適

正な管理と保護に努めます。また、個人情報については、本学での入試関連業務、及びこれらに付

随する事項の範囲内でのみ使用します。 

 

 氏名等の表記について 

 合否通知書等の氏名について、コンピュータで表記できない文字については文字が置き換えられる

か、カタカナ等で表記される場合があります。また、住所についても、一部カタカナ等で表記され

る場合があります。これらの表記は誤りではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


