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出願資格について

1 2

■ 日本文学専攻（博士前期課程）

日本文学専攻では、日本の文化の中心である「文学」と、その「文
学」を形づくる「日本語」とを体系的かつ総合的に把握し探究す
る、着実な研究能力の育成に取り組んでいる。本学所蔵の豊富な
資料の活用に基づく論文の作成や研究成果発表の機会などを通し
て身につけた高度な専門性を発揮し、多様化する社会の要請に応
えられる人材の育成を目指しており、学問の探究を志す強い意欲
をもった学生の入学を期待している。

■ 英米文学専攻（博士前期課程）

英米文学専攻では、英語教師および実社会において英語を活用し
て活躍する人材の育成を目的としている。そのために英語力の涵
養は言うまでもなく、英語圏文化の理解のために必須の知識を修
得し、研究能力・多様化する社会の要請に応じることのできる真
の意味での国際理解の能力を身につけたいと希望する学生の入学
を期待している。

■ 言語教育・コミュニケーション専攻（博士前期課程）

言語教育・コミュニケーション専攻では、国籍、性、年齢等を問わず、
広く日本語教師、英語教師を目指す者に対し、言語教育関連諸領
域の専門的な知識の修得および研究能力の育成を図るとともに、
それらを教育の場で展開していける実践力の養成を目標としてい
る。加えて現役教師にも経験を踏まえて教育力のブラッシュアップ
が図れる場も提供している。国内外で活躍する言語教育の専門家
を目指す学生の入学を期待する。

■ 文学言語学専攻（博士後期課程）

文学言語学専攻は、博士前期課程の３専攻を基礎とし、日本語日本
文学、英語英米文学、言語教育学（日本語教育講座・英語教育講座）
の３つの研究領域で構成されている。専攻する研究領域において高
度な学識および研究能力を養い専門性を深化させるとともに、学際
的な視点をも養い、多様化する社会の要請に応じ貢献し得る人材の
育成を目的とする。高い意欲と研究能力を有する国内外の学生、社
会人の入学を期待する。

生活機構研究科 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本大学院生活機構研究科では、次のような意欲にあふれた学生を求めています。
1.本学の教育目標と志願する専攻の目的を理解している。
2.学問探究への努力を大学院生活の中心に置き、幅広い視野と高度な専門性を身につけることを目指している。
3.人間形成への努力を重ね、自主性や行動力、創造力、協調性、奉仕の精神を養うことを目指している。
4.大学院修了後は、進んで社会に貢献する意欲がある。
本研究科では、修士課程6専攻とそれを統合した博士後期課程1専攻を置き、多様な能力、適性を持った人材に広く門戸を開いています。

■ 生活文化研究専攻（修士課程）

本専攻は、多岐にわたる生活文化に関して高度で知的な素養を持
ち、研究、教育および社会的活動を通して、知識基盤社会を多様に
支える人材の養成を目的としています。研究者を職業として目指す
だけではなく、学部教育の中で文化的、歴史的諸事象について興
味を持ち、さらに知見を重ねて理解を深めるため勉学を継続した
い学生を歓迎します。

■ 心理学専攻（修士課程）

心理学に関する一定の知識を修得しており、また心理学における
研究能力があることを期待します。
1.臨床心理学講座では、臨床心理士の資格取得に十分な適性があ
り、心理的援助の専門家として活動していく人、または、さらに研
究者を目指す人を求める。
2.心理学講座では、修得した心理学的知識・技能を実社会で応用
し、社会貢献できる人、または心理専門職や研究者を目指す人を
求める。

■ 福祉社会研究専攻（修士課程）

福祉社会研究に関する一定の基礎学力を持ち、さらに、最新の情報・知
識を得て、研究方法を磨き、より高度な専門性を身につける意欲があ
る学生を求めます。
1.学際的な関連領域の専門職や研究職を目指している。
2.交換留学により、研究を深めることを目指している。
3.調査、事例研究などの研究手法を身につけることを目指している。
4.社会福祉領域などの専門職にあり、キャリアアップや人材育成・後継
者養成を目指している。

■ 人間教育学専攻（修士課程）

本学の教育目標を理解し、人間教育にかかわる専門的知識と研究力
を身につけるとともに、全人的教育力と高度の実践的指導力および
教育経営能力を身につけ、教育現場や研究機関で活躍し、積極的に
子どもや社会とかかわろうとする人を求めます。

■ 環境デザイン研究専攻（修士課程）

学部での教育を基礎にして、広い視野に立った高度な理論とその
応用能力を身につけ、高い研究能力と実務にも明るい総合的な専
門家の養成を目指しています。環境デザインに強い関心をもち、新
たな可能性に果敢に挑戦し、実現できる強い精神力と行動力およ
び基礎学力を有する学生を求めています。

■ 生活科学研究専攻（修士課程）

本専攻では健康の維持・増進に必要な食や栄養について、基礎理
論に基づいた高度な専門知識や研究能力を備えた人材の育成を
目指しています。
食や栄養・健康に強い関心を持ち、意欲的に探究することができる
人、高い知識や応用力を身につけ、社会に貢献することを目指して
いる人、研究者や栄養士などの職能人として活躍することを目指し
ている人を求めています。

■ 生活機構学専攻（博士後期課程）

本専攻は「人間の生活に関する総合科学」を課題に掲げ、絶えず
変化してゆく生活環境を、衣食住などのハード面と心理・文化・福
祉・教育といったソフト面を統合し、多元的に理解・分析できる高
度な研究者や専門職の養成を目的としている。そのためには、修
士課程における専門領域を踏まえるばかりでなく、さらに幅広い分
野の知識を横断し、総合化する力量が必要である。しっかりとした
専門知識と柔軟な思考をもって「生活機構学」という新しい総合科
学領域に挑戦する学生を求めます。

 Admissions Policy
文学研究科 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本大学院文学研究科では、次のような意欲にあふれた学生を求めています。
1.本学の教育目標と志願する専攻の目的を理解している。
2.学問探究への努力を大学院生活の中心に置き、幅広い視野と高度な専門性を身につけることを目指している。
3.人間形成への努力を重ね、自主性や行動力、創造力、協調性、奉仕の精神を養うことを目指している。
4.大学院修了後は、進んで社会に貢献する意欲がある。
本研究科では、博士前期課程３専攻と、それらを統合した博士後期課程１専攻を置き、多様な能力、適性を持った人材に広く門戸を開いています。

● 博士後期課程………………
「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ
る者」に該当する者は以下のとおりです。ただし、次の⑤⑥に該
  当する者については、出願前に個別入学資格審査を行います。
また、以下①～④に該当する者は、その旨を証明する書類を
出願書類とあわせて提出してください。

1.「修士の学位を有する者と同等以上の学力が    
　あると認められる者」
①専門職学位を授与された者または入学までに授与される見
込みの者

②外国において、修士の学位または専門職学位に相当する学位
を授与された者または入学までに授与される見込みの者

③外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授
与された者または入学までに授与される見込みの者

④我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして
当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設
であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を
修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授
与された者または入学までに授与される見込みの者

⑤文部科学大臣の指定した者
  「大学院及び大学の専攻科の入学に関し修士の学位を有す
る者と同等以上の学力があると認められる者」（平成元年文
部省告示第118号）に規定されている者。具体的には、大
学を卒業（外国において学校教育における16年の課程を修
了した者、または外国の学校が行う通信教育における授業
科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における16年の課程を修了した者を含む）し、大学、
研究所等において2年以上研究に従事した者を指します。

⑥個別入学資格審査＊により、修士の学位または専門職学位
を有する者と同等以上の学力があると認めた者で24歳に達
した者

2. 出願前に個別入学資格審査＊を必要とする者  
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （上記⑤⑥）

昭和女子大学大学院では上記⑤⑥に該当する場合、個別入学
資格審査を行い、資格を認められた者は大学院入学試験の受
験を認めています。
注）希望者は申請期間内に必要な手続をとってください。

＊審査の実施方法や提出書類は、本学ホームページを参照してください。
　ご不明な点は、アドミッションセンター（03-3411-5154）までお問い合
　わせください。

　個別入学資格審査の申請期間
 （博士前期課程・修士課程・博士後期課程共通）
　前期　 5月 7日（月）～22日（火）（消印有効）
　後期  11月12日（月）～22日（木）（消印有効）

● 博士前期課程・修士課程……
「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ
る者」に該当する者は以下のとおりです。ただし、⑦⑧に該当
する者については、出願前に個別入学資格審査を行います。
また、以下①～⑥に該当する者は、その旨を証明する書類を
出願書類とあわせて提出してください。

1.「学士の学位を有する者と同等以上の学力が
　  あると認められる者」 
①大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
または入学までに授与される見込みの者

②外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
または入学までに修了見込みの者

　※中国3年制大学（専科）卒業生は該当しません。

③外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより、当該外国の学校教育における16
年の課程を修了した者または入学までに修了見込みの者

④我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外
国の学校教育における16年の課程を修了したことを条件
として）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了した者または入学までに
修了見込みの者

⑤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
日以後に修了した者

⑥文部科学大臣の指定した者
 「大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者の指定」（昭和28
年文部省告示第5号）に規定されている者。具体的には、
以下の者を指します。
1）旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大
　学校等を卒業した者または入学までに卒業見込みの者

2）教育職員免許法（昭和24年法律第147号）による小学
　校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは
　養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で22
　歳（入学時点）に達した者

⑦飛び入学する者（一般入試のみ出願可・別途審査あり）

⑧個別入学資格審査＊により、学士の学位を有する者と同等以
上の学力があると認めた者で、22歳（入学時点）に達した者

 2. 出願前に個別入学資格審査＊を必要とする者（上記⑦⑧）
昭和女子大学大学院では学士の学位を有していないなどの出
願資格を満たさない受験希望者に対し個別入学資格審査を行
い、資格を認められた者には大学院入学試験の受験を認めて
います。
注）希望者は、申請期間内に必要な手続をとってください。
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■ 日本文学専攻（博士前期課程）

日本文学専攻では、日本の文化の中心である「文学」と、その「文
学」を形づくる「日本語」とを体系的かつ総合的に把握し探究す
る、着実な研究能力の育成に取り組んでいる。本学所蔵の豊富な
資料の活用に基づく論文の作成や研究成果発表の機会などを通し
て身につけた高度な専門性を発揮し、多様化する社会の要請に応
えられる人材の育成を目指しており、学問の探究を志す強い意欲
をもった学生の入学を期待している。

■ 英米文学専攻（博士前期課程）

英米文学専攻では、英語教師および実社会において英語を活用し
て活躍する人材の育成を目的としている。そのために英語力の涵
養は言うまでもなく、英語圏文化の理解のために必須の知識を修
得し、研究能力・多様化する社会の要請に応じることのできる真
の意味での国際理解の能力を身につけたいと希望する学生の入学
を期待している。

■ 言語教育・コミュニケーション専攻（博士前期課程）

言語教育・コミュニケーション専攻では、国籍、性、年齢等を問わず、
広く日本語教師、英語教師を目指す者に対し、言語教育関連諸領
域の専門的な知識の修得および研究能力の育成を図るとともに、
それらを教育の場で展開していける実践力の養成を目標としてい
る。加えて現役教師にも経験を踏まえて教育力のブラッシュアップ
が図れる場も提供している。国内外で活躍する言語教育の専門家
を目指す学生の入学を期待する。

■ 文学言語学専攻（博士後期課程）

文学言語学専攻は、博士前期課程の３専攻を基礎とし、日本語日本
文学、英語英米文学、言語教育学（日本語教育講座・英語教育講座）
の３つの研究領域で構成されている。専攻する研究領域において高
度な学識および研究能力を養い専門性を深化させるとともに、学際
的な視点をも養い、多様化する社会の要請に応じ貢献し得る人材の
育成を目的とする。高い意欲と研究能力を有する国内外の学生、社
会人の入学を期待する。

生活機構研究科 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本大学院生活機構研究科では、次のような意欲にあふれた学生を求めています。
1.本学の教育目標と志願する専攻の目的を理解している。
2.学問探究への努力を大学院生活の中心に置き、幅広い視野と高度な専門性を身につけることを目指している。
3.人間形成への努力を重ね、自主性や行動力、創造力、協調性、奉仕の精神を養うことを目指している。
4.大学院修了後は、進んで社会に貢献する意欲がある。
本研究科では、修士課程6専攻とそれを統合した博士後期課程1専攻を置き、多様な能力、適性を持った人材に広く門戸を開いています。

■ 生活文化研究専攻（修士課程）

本専攻は、多岐にわたる生活文化に関して高度で知的な素養を持
ち、研究、教育および社会的活動を通して、知識基盤社会を多様に
支える人材の養成を目的としています。研究者を職業として目指す
だけではなく、学部教育の中で文化的、歴史的諸事象について興
味を持ち、さらに知見を重ねて理解を深めるため勉学を継続した
い学生を歓迎します。

■ 心理学専攻（修士課程）

心理学に関する一定の知識を修得しており、また心理学における
研究能力があることを期待します。
1.臨床心理学講座では、臨床心理士の資格取得に十分な適性があ
り、心理的援助の専門家として活動していく人、または、さらに研
究者を目指す人を求める。
2.心理学講座では、修得した心理学的知識・技能を実社会で応用
し、社会貢献できる人、または心理専門職や研究者を目指す人を
求める。

■ 福祉社会研究専攻（修士課程）

福祉社会研究に関する一定の基礎学力を持ち、さらに、最新の情報・知
識を得て、研究方法を磨き、より高度な専門性を身につける意欲があ
る学生を求めます。
1.学際的な関連領域の専門職や研究職を目指している。
2.交換留学により、研究を深めることを目指している。
3.調査、事例研究などの研究手法を身につけることを目指している。
4.社会福祉領域などの専門職にあり、キャリアアップや人材育成・後継
者養成を目指している。

■ 人間教育学専攻（修士課程）

本学の教育目標を理解し、人間教育にかかわる専門的知識と研究力
を身につけるとともに、全人的教育力と高度の実践的指導力および
教育経営能力を身につけ、教育現場や研究機関で活躍し、積極的に
子どもや社会とかかわろうとする人を求めます。

■ 環境デザイン研究専攻（修士課程）

学部での教育を基礎にして、広い視野に立った高度な理論とその
応用能力を身につけ、高い研究能力と実務にも明るい総合的な専
門家の養成を目指しています。環境デザインに強い関心をもち、新
たな可能性に果敢に挑戦し、実現できる強い精神力と行動力およ
び基礎学力を有する学生を求めています。

■ 生活科学研究専攻（修士課程）

本専攻では健康の維持・増進に必要な食や栄養について、基礎理
論に基づいた高度な専門知識や研究能力を備えた人材の育成を
目指しています。
食や栄養・健康に強い関心を持ち、意欲的に探究することができる
人、高い知識や応用力を身につけ、社会に貢献することを目指して
いる人、研究者や栄養士などの職能人として活躍することを目指し
ている人を求めています。

■ 生活機構学専攻（博士後期課程）

本専攻は「人間の生活に関する総合科学」を課題に掲げ、絶えず
変化してゆく生活環境を、衣食住などのハード面と心理・文化・福
祉・教育といったソフト面を統合し、多元的に理解・分析できる高
度な研究者や専門職の養成を目的としている。そのためには、修
士課程における専門領域を踏まえるばかりでなく、さらに幅広い分
野の知識を横断し、総合化する力量が必要である。しっかりとした
専門知識と柔軟な思考をもって「生活機構学」という新しい総合科
学領域に挑戦する学生を求めます。

 Admissions Policy
文学研究科 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
本大学院文学研究科では、次のような意欲にあふれた学生を求めています。
1.本学の教育目標と志願する専攻の目的を理解している。
2.学問探究への努力を大学院生活の中心に置き、幅広い視野と高度な専門性を身につけることを目指している。
3.人間形成への努力を重ね、自主性や行動力、創造力、協調性、奉仕の精神を養うことを目指している。
4.大学院修了後は、進んで社会に貢献する意欲がある。
本研究科では、博士前期課程３専攻と、それらを統合した博士後期課程１専攻を置き、多様な能力、適性を持った人材に広く門戸を開いています。

● 博士後期課程………………
「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ
る者」に該当する者は以下のとおりです。ただし、次の⑤⑥に該
  当する者については、出願前に個別入学資格審査を行います。
また、以下①～④に該当する者は、その旨を証明する書類を
出願書類とあわせて提出してください。

1.「修士の学位を有する者と同等以上の学力が    
　あると認められる者」
①専門職学位を授与された者または入学までに授与される見
込みの者

②外国において、修士の学位または専門職学位に相当する学位
を授与された者または入学までに授与される見込みの者

③外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国におい
て履修し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授
与された者または入学までに授与される見込みの者

④我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして
当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設
であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を
修了し、修士の学位または専門職学位に相当する学位を授
与された者または入学までに授与される見込みの者

⑤文部科学大臣の指定した者
  「大学院及び大学の専攻科の入学に関し修士の学位を有す
る者と同等以上の学力があると認められる者」（平成元年文
部省告示第118号）に規定されている者。具体的には、大
学を卒業（外国において学校教育における16年の課程を修
了した者、または外国の学校が行う通信教育における授業
科目を我が国において履修することにより当該外国の学校
教育における16年の課程を修了した者を含む）し、大学、
研究所等において2年以上研究に従事した者を指します。

⑥個別入学資格審査＊により、修士の学位または専門職学位
を有する者と同等以上の学力があると認めた者で24歳に達
した者

2. 出願前に個別入学資格審査＊を必要とする者  
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （上記⑤⑥）

昭和女子大学大学院では上記⑤⑥に該当する場合、個別入学
資格審査を行い、資格を認められた者は大学院入学試験の受
験を認めています。
注）希望者は申請期間内に必要な手続をとってください。

＊審査の実施方法や提出書類は、本学ホームページを参照してください。
　ご不明な点は、アドミッションセンター（03-3411-5154）までお問い合
　わせください。

　個別入学資格審査の申請期間
 （博士前期課程・修士課程・博士後期課程共通）
　前期　 5月 7日（月）～22日（火）（消印有効）
　後期  11月12日（月）～22日（木）（消印有効）

● 博士前期課程・修士課程……
「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められ
る者」に該当する者は以下のとおりです。ただし、⑦⑧に該当
する者については、出願前に個別入学資格審査を行います。
また、以下①～⑥に該当する者は、その旨を証明する書類を
出願書類とあわせて提出してください。

1.「学士の学位を有する者と同等以上の学力が
　  あると認められる者」 
①大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
または入学までに授与される見込みの者

②外国において、学校教育における16年の課程を修了した者
または入学までに修了見込みの者

　※中国3年制大学（専科）卒業生は該当しません。

③外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国にお
いて履修することにより、当該外国の学校教育における16
年の課程を修了した者または入学までに修了見込みの者

④我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外
国の学校教育における16年の課程を修了したことを条件
として）を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別
に指定するものの当該課程を修了した者または入学までに
修了見込みの者

⑤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
日以後に修了した者

⑥文部科学大臣の指定した者
 「大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者の指定」（昭和28
年文部省告示第5号）に規定されている者。具体的には、
以下の者を指します。
1）旧大学令による大学、各省庁組織令・設置法による大
　学校等を卒業した者または入学までに卒業見込みの者

2）教育職員免許法（昭和24年法律第147号）による小学
　校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは
　養護教諭の専修免許状又は一種免許状を有する者で22
　歳（入学時点）に達した者

⑦飛び入学する者（一般入試のみ出願可・別途審査あり）

⑧個別入学資格審査＊により、学士の学位を有する者と同等以
上の学力があると認めた者で、22歳（入学時点）に達した者

 2. 出願前に個別入学資格審査＊を必要とする者（上記⑦⑧）
昭和女子大学大学院では学士の学位を有していないなどの出
願資格を満たさない受験希望者に対し個別入学資格審査を行
い、資格を認められた者には大学院入学試験の受験を認めて
います。
注）希望者は、申請期間内に必要な手続をとってください。
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大学院入学試験について 出願について

一般入試
社会人入試　
外国人留学生入試　

入学金：7/17(火）～7/23（月）
入学手続書類・授業料等：11/19（月）～11/26（月）
※後期入学者は上記全て7/17(火）～7/23（月）

6/6（水）～6/18（月）７月期

試験種類 出願期間（消印有効）

一般入試
社会人入試
外国人留学生入試

１/15（火）～1/28（月）2月期

7/7（土）

2/16（土）

7/14（土）

2/23（土） 2/25(月）～3/4（月）

試験日 合格発表 入学手続期間

【博士前期課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期

５

５

１０

日本文学専攻

英米文学専攻

言語教育・コミュニケーション専攻

 

文学研究科

募集期募集人員

2019年度入学試験日程
文学研究科(博士前期課程・博士後期課程） 生活機構研究科(修士課程）　　　  　　入学手続書類は窓口でも受付ます。（平日9:00～17:00）

専攻名・募集人員

一般入試
社会人入試　
外国人留学生入試　

入学金：7/17(火）～7/23（月）
入学手続書類・授業料等：11/19（月）～11/26（月）
※後期入学者は上記全て7/17(火）～7/23（月）

6/6（水）～6/18（月）７月期

試験種類 出願期間（消印有効）

一般入試
社会人入試
外国人留学生入試

１/15（火）～1/28（月）2月期

7/6（金）

2/15（金）

7/14（土）

2/23（土） 2/25(月）～3/4（月）

試験日 合格発表 入学手続期間
生活機構研究科(博士後期課程）

【博士後期課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期

５

５

文学言語学専攻

生活機構学専攻

文学研究科

生活機構研究科

募集期募集人員

【修士課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期

10

12

8

5

10

5

5

生活文化研究専攻

　　　　　　　　　臨床心理学講座＊

　　　　　　　　　心理学講座

福祉社会研究専攻

人間教育学専攻

環境デザイン研究専攻

生活科学研究専攻

生活機構研究科

募集期募集人員

心理学専攻

全ての入試で、筆記試験と口述試験、出願書類を総合して選考を行います。
各入試の掲載ページで選考方法・試験科目は、確認してください。口述試験では、プロジェクターを使用することができます。（心理学専攻の一
般入試受験者は使用できません）希望者は出願時の提出書類「専攻・コース等申請書」のプロジェクター使用希望欄に記入し、試験当日はPC
（Windowsのみ）をご持参ください。

■試験会場 ： 昭和女子大学　東京都世田谷区太子堂１－７－５７

■選考方法

過去問題の取り扱い

本学ホームページ入試情報サイト―「大学院入学試験」―「過
去問題」のページをご覧ください。

受験上・修学上の特別な配慮が必要な方へ

疾病・負傷や障がい等があるために入学試験で特別な配慮
を必要とする方、ならびに修学上特別な配慮を必要とする
方は申請が必要です。
出願開始日の２週間前までに必ずアドミッションセンター
（TEL03-3411-5154）にお電話してください。特別な配慮
や支援を受けるためにはこの手続きが必要です。本学が必
要と判断した場合は、面談を行います。

個人情報の取り扱いについて

志願者の住所・氏名、入学試験等の個人情報ならびに出願に
関してご相談いただいた内容等の個人情報は、本学で厳重に
管理したうえで①入学試験実施、②合格発表、③入学手続き、
④入学試験や学生生活等に関する情報についての資料やメー
ルの送付、を行うために利用します。また、個人が特定でき
ないように統計処理した個人情報のデータは、本学における
入試方法や大学院教育改善のための資料として利用します。

問い合わせ

入試に関する問い合わせ：
昭和女子大学アドミッションセンター
TEL  03-3411-5154　  MAIL  spass@swu.ac.jp  
専攻の内容に関する問い合わせ：各専攻にメールでお問い合わ
せください。（左記のメールアドレス）

出願方法・検定料

インターネット出願のみとなります。（5～8ページ参照）
検定料　33,000円
＊コンビニエンスストアまたはクレジットカード以外の方法では一切受け
　付けません。なお、一旦納入した検定料は返還いたしません。

光葉同窓会 大学院社会人入学者奨学金
昭和女子大学光葉同窓会では、昭和女子大学卒業後、大学院に
おいてさらに高度な学識、研究・教育能力の取得を目指す社会
人経験者を支援します。
■対象者：本学卒業生で、本学大学院博士前期課程・修士課程に
　　　　　入学するまでに5年以上の職務経験、またはボランテ
　　　　　 ィアなど社会貢献活動のある方
■申請・審査：以下①の申請と②の審査により奨学金給付者
　　　　　　　　を決定します。

　　①入学後４月末日（後期入学者は10月末日）ま
　　でに教学支援センター学生支援課窓口に申請
　　②光葉同窓会での面談ならびに申請書類等を
　　総合的に審査のうえ決定

■奨学金給付額：入学年次  50,000円
■お問い合わせ：光葉同窓会事務局　03-3421-7713
　　　　　　　 （月～金曜日 10:00～16:00 祝日除く）

事前個別相談について

事前個別相談
生活機構研究科の下記３専攻では、入学後の研究計画・修学
計画について受験生と専攻の相互理解を深める目的で、事前
個別相談を必須（出願条件）としています。また、他の研究
科・専攻（研究指導教員の希望ができない生活機構研究科心
理学専攻臨床心理学講座を除く）においても事前個別相談を
推奨しています。なお、この事前個別相談の内容は、入学試
験の判定には影響しません。

事前個別相談必須専攻
修士課程：生活文化研究専攻・福祉社会研究専攻
博士後期課程：生活機構学専攻 

申込方法 
メールで次の内容を記載のうえ、希望する専攻のメールアド
レス宛にお申込みください。 
申込期限：7月期入試出願者 5/28（月）
　　　　　2月期入試出願者 1/  7（月） 
面談日：原則として専攻が指定する土曜日の午後となります。
メールタイトル：事前個別相談希望 
本文  ①お名前（フリガナ）

②電話番号（連絡が取りやすい番号・携帯電話も可）
③志願する専攻名・講座・領域・コース名
④研究計画内容
⑤指導希望教員名
⑥検討している入試種類
  （一般・社会人・外国人留学生入試）
⑦後期入学希望の有無（７月期のみ）
⑧その他（事前に連絡したいこと等）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日本文学専攻　　　　　　　   exam-innichibun@swu.ac.jp
英米文学専攻　　　　　　　   exam-ineibei@swu.ac.jp
言語教育・コミュニケーション専攻    exam-ingenkomi@swu.ac.jp
★生活文化研究専攻　　　　  　 exam-inseibun@swu.ac.jp
心理学専攻　　　　　　　　   exam-inshinri@swu.ac.jp
★福祉社会研究専攻　　　　　   exam-infukushi@swu.ac.jp
人間教育学専攻　　　　　　   exam-inningen@swu.ac.jp
環境デザイン研究専攻　 　      exam-inkankyo@swu.ac.jp
生活科学研究専攻　　              exam-inkagaku@swu.ac.jp
文学言語学専攻　　　　           exam-inbungen@swu.ac.jp
★生活機構学専攻　　　　　  　 exam-inkiko@swu.ac.jp
 
★事前個別相談が必須の専攻です。
　大学院事前個別相談用紙を本学ホームページ入試情報サイ
ト―「大学院入学試験」― 各入学試験のサイトから事前にダ
ウンロードし、必要事項を記入のうえ、相談日に必ず持参
してください。 

受験票

受験票は、インターネット出願サイトの「マイページ」から各自
印刷（A4サイズ縦）して試験日に必ず持参してください（8ペ
ージ受験票ダウンロード参照）

後期入学について
７月期志願者で後期入学（2018年
10月入学）を希望される場合は、
出願前にアドミッションセンターま
でお問い合わせください。（心理学
専攻臨床心理学講座では、後期入学
を募集していません）また、後期入
学者は入学手続期間が異なります
ので、ご留意ください。（上記入学手
続期間参照）

＊生活機構研究科心理学専攻臨床心理学講座は一般入試のみ実施しています。
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大学院入学試験について 出願について

一般入試
社会人入試　
外国人留学生入試　

入学金：7/17(火）～7/23（月）
入学手続書類・授業料等：11/19（月）～11/26（月）
※後期入学者は上記全て7/17(火）～7/23（月）

6/6（水）～6/18（月）７月期

試験種類 出願期間（消印有効）

一般入試
社会人入試
外国人留学生入試

１/15（火）～1/28（月）2月期

7/7（土）

2/16（土）

7/14（土）

2/23（土） 2/25(月）～3/4（月）

試験日 合格発表 入学手続期間

【博士前期課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期

５

５

１０

日本文学専攻

英米文学専攻

言語教育・コミュニケーション専攻

 

文学研究科

募集期募集人員

2019年度入学試験日程
文学研究科(博士前期課程・博士後期課程） 生活機構研究科(修士課程）　　　  　　入学手続書類は窓口でも受付ます。（平日9:00～17:00）

専攻名・募集人員

一般入試
社会人入試　
外国人留学生入試　

入学金：7/17(火）～7/23（月）
入学手続書類・授業料等：11/19（月）～11/26（月）
※後期入学者は上記全て7/17(火）～7/23（月）

6/6（水）～6/18（月）７月期

試験種類 出願期間（消印有効）

一般入試
社会人入試
外国人留学生入試

１/15（火）～1/28（月）2月期

7/6（金）

2/15（金）

7/14（土）

2/23（土） 2/25(月）～3/4（月）

試験日 合格発表 入学手続期間
生活機構研究科(博士後期課程）

【博士後期課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期

５

５

文学言語学専攻

生活機構学専攻

文学研究科

生活機構研究科

募集期募集人員

【修士課程】
専攻研究科

７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期
７月期
２月期

10

12

8

5

10

5

5

生活文化研究専攻

　　　　　　　　　臨床心理学講座＊

　　　　　　　　　心理学講座

福祉社会研究専攻

人間教育学専攻

環境デザイン研究専攻

生活科学研究専攻

生活機構研究科

募集期募集人員

心理学専攻

全ての入試で、筆記試験と口述試験、出願書類を総合して選考を行います。
各入試の掲載ページで選考方法・試験科目は、確認してください。口述試験では、プロジェクターを使用することができます。（心理学専攻の一
般入試受験者は使用できません）希望者は出願時の提出書類「専攻・コース等申請書」のプロジェクター使用希望欄に記入し、試験当日はPC
（Windowsのみ）をご持参ください。

■試験会場 ： 昭和女子大学　東京都世田谷区太子堂１－７－５７

■選考方法

過去問題の取り扱い

本学ホームページ入試情報サイト―「大学院入学試験」―「過
去問題」のページをご覧ください。

受験上・修学上の特別な配慮が必要な方へ

疾病・負傷や障がい等があるために入学試験で特別な配慮
を必要とする方、ならびに修学上特別な配慮を必要とする
方は申請が必要です。
出願開始日の２週間前までに必ずアドミッションセンター
（TEL03-3411-5154）にお電話してください。特別な配慮
や支援を受けるためにはこの手続きが必要です。本学が必
要と判断した場合は、面談を行います。

個人情報の取り扱いについて

志願者の住所・氏名、入学試験等の個人情報ならびに出願に
関してご相談いただいた内容等の個人情報は、本学で厳重に
管理したうえで①入学試験実施、②合格発表、③入学手続き、
④入学試験や学生生活等に関する情報についての資料やメー
ルの送付、を行うために利用します。また、個人が特定でき
ないように統計処理した個人情報のデータは、本学における
入試方法や大学院教育改善のための資料として利用します。

問い合わせ

入試に関する問い合わせ：
昭和女子大学アドミッションセンター
TEL  03-3411-5154　  MAIL  spass@swu.ac.jp  
専攻の内容に関する問い合わせ：各専攻にメールでお問い合わ
せください。（左記のメールアドレス）

出願方法・検定料

インターネット出願のみとなります。（5～8ページ参照）
検定料　33,000円
＊コンビニエンスストアまたはクレジットカード以外の方法では一切受け
　付けません。なお、一旦納入した検定料は返還いたしません。

光葉同窓会 大学院社会人入学者奨学金
昭和女子大学光葉同窓会では、昭和女子大学卒業後、大学院に
おいてさらに高度な学識、研究・教育能力の取得を目指す社会
人経験者を支援します。
■対象者：本学卒業生で、本学大学院博士前期課程・修士課程に
　　　　　入学するまでに5年以上の職務経験、またはボランテ
　　　　　 ィアなど社会貢献活動のある方
■申請・審査：以下①の申請と②の審査により奨学金給付者
　　　　　　　　を決定します。

　　①入学後４月末日（後期入学者は10月末日）ま
　　でに教学支援センター学生支援課窓口に申請
　　②光葉同窓会での面談ならびに申請書類等を
　　総合的に審査のうえ決定

■奨学金給付額：入学年次  50,000円
■お問い合わせ：光葉同窓会事務局　03-3421-7713
　　　　　　　 （月～金曜日 10:00～16:00 祝日除く）

事前個別相談について

事前個別相談
生活機構研究科の下記３専攻では、入学後の研究計画・修学
計画について受験生と専攻の相互理解を深める目的で、事前
個別相談を必須（出願条件）としています。また、他の研究
科・専攻（研究指導教員の希望ができない生活機構研究科心
理学専攻臨床心理学講座を除く）においても事前個別相談を
推奨しています。なお、この事前個別相談の内容は、入学試
験の判定には影響しません。

事前個別相談必須専攻
修士課程：生活文化研究専攻・福祉社会研究専攻
博士後期課程：生活機構学専攻 

申込方法 
メールで次の内容を記載のうえ、希望する専攻のメールアド
レス宛にお申込みください。 
申込期限：7月期入試出願者 5/28（月）
　　　　　2月期入試出願者 1/  7（月） 
面談日：原則として専攻が指定する土曜日の午後となります。
メールタイトル：事前個別相談希望 
本文  ①お名前（フリガナ）

②電話番号（連絡が取りやすい番号・携帯電話も可）
③志願する専攻名・講座・領域・コース名
④研究計画内容
⑤指導希望教員名
⑥検討している入試種類
  （一般・社会人・外国人留学生入試）
⑦後期入学希望の有無（７月期のみ）
⑧その他（事前に連絡したいこと等）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日本文学専攻　　　　　　　   exam-innichibun@swu.ac.jp
英米文学専攻　　　　　　　   exam-ineibei@swu.ac.jp
言語教育・コミュニケーション専攻    exam-ingenkomi@swu.ac.jp
★生活文化研究専攻　　　　  　 exam-inseibun@swu.ac.jp
心理学専攻　　　　　　　　   exam-inshinri@swu.ac.jp
★福祉社会研究専攻　　　　　   exam-infukushi@swu.ac.jp
人間教育学専攻　　　　　　   exam-inningen@swu.ac.jp
環境デザイン研究専攻　 　      exam-inkankyo@swu.ac.jp
生活科学研究専攻　　              exam-inkagaku@swu.ac.jp
文学言語学専攻　　　　           exam-inbungen@swu.ac.jp
★生活機構学専攻　　　　　  　 exam-inkiko@swu.ac.jp
 
★事前個別相談が必須の専攻です。
　大学院事前個別相談用紙を本学ホームページ入試情報サイ
ト―「大学院入学試験」― 各入学試験のサイトから事前にダ
ウンロードし、必要事項を記入のうえ、相談日に必ず持参
してください。 

受験票

受験票は、インターネット出願サイトの「マイページ」から各自
印刷（A4サイズ縦）して試験日に必ず持参してください（8ペ
ージ受験票ダウンロード参照）

後期入学について
７月期志願者で後期入学（2018年
10月入学）を希望される場合は、
出願前にアドミッションセンターま
でお問い合わせください。（心理学
専攻臨床心理学講座では、後期入学
を募集していません）また、後期入
学者は入学手続期間が異なります
ので、ご留意ください。（上記入学手
続期間参照）

＊生活機構研究科心理学専攻臨床心理学講座は一般入試のみ実施しています。



インターネットに接続されたパソコン又はスマートフォン、タブレットを通じて出願を行います。
ホームページ上で入力しただけでは、正式な出願とはなりません。入学検定料のお支払いおよび必要書類が本学で受理され
て初めて正式な出願となりますので、必ず入学検定料をお支払いの上、必要書類（入学志願書・証明書等）を郵送してください。
(出願期間内消印有効で郵送受付のみ。出願期間後の消印の郵便は受理できません )

出願内容の登録マイページ作成

受験票
ダウンロード・
印刷

合否照会、
合格通知書印刷

入学検定料の
     支払い

出願書類の郵送

事前準備 インターネット
出願ページにアクセス

「入学志願書」・
「宛名ラベル」の印刷

出願内容登録後、登録したメールアドレスに「出願登録完
了」のメールが届いている場合は、登録は完了しています。
また、検定料の支払い後、「支払い完了通知」のメールが届
いている場合は支払いは完了しています。
志願書を印刷する場合はマイページにログインし「志願書」
ボタンをクリックすると表示されますので印刷してください。

３分過ぎてもメールが届かなかった場合は、「メールアドレ
スが間違っていないか」「メール受信拒否設定をしていない
か」「迷惑メールフォルダなどに振り分けられていないか」な
どをご確認ください。

マイページにログインし、「メールアドレスの変更」から
変更してください。

写真専門店・カメラ店の写真データやスマートフォン・
デジタルカメラで撮影した写真データを使用できます。

「入学試験」及び入学後の「学生証」に使用するため出願の際にインターネット出願システムに「顔写真データ」を
アップロードします。（正面、上半身、脱帽、背景無地）登録できるファイル形式は、JPEG（拡張子「.jpg」「.jpeg」）と
PNG（拡張子「.png」）です。
あらかじめインターネット出願サイト内で顔写真登録に関する内容を確認の上、データファイルを準備してく
ださい。インターネット出願で登録した写真は、入学後「学生証用写真」となります。このため、スナップ写真、
画質の悪いもの等は避け、「入学試験」及び入学後の「学生証」として使用する上で、適切な写真をアップロード
してください。

インターネット出願では、志願者本人のメールアドレスの登録が必要です。常に受信が可能なメールアドレス
を必ず登録してください。携帯電話会社のメールアドレスの場合は、「 @eraku-p.jp 」 ドメインからのメールを
受信できるように、事前に設定してください（設定の詳細については、契約している携帯電話会社にお問合せ
ください）。

各種証明書（入試の種類により異なります）など出願に必要な書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、
準備しておいてください。

各自で用意してください。印刷した宛名ラベルを貼付して、出願書類の郵送に使用します。

―ご不明な点がありましたら、インターネット出願サイト上の[ よくある質問] をご覧ください。―

インターネット出願サイトの
入力や操作方法に関すること

出願書類・受験票の
発行等に関すること

「コンビニエンスストア」又は「クレジットカード」での支払いとなります。
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インターネット出願の利用手順

94%

※土、日、祝日、年末年始は除く
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大学のホームページからインターネット出願ページにアクセス
昭和女子大学入試情報サイトにアクセスし、「インターネット出願サービス」のバナーをクリック。

メールアドレス、ログイン ID は今後使用しますので、間違えないように以下に記入してください。

メールアドレス ログイン ID

志願者氏名、メールアドレスを入力し、「ワンタイムパスキーを取得する」ボタンをクリックすると、「ワンタイムパスキー」が記載された
メールが届きます。「ワンタイムパスキー」を入力すると、「マイページ」が作成され、「ログインID」が記載されたメールが届きます。
マイページからは、入学までの様々な手続きが可能です。メールアドレスとログインIDは、常に同じものを利用してください。

※3分過ぎてもメールが届かなかった場合、「メールアドレスが間違っていないか」「 メール受信拒否設定をしていないか」 「 迷惑メール
   フォルダなどに振り分けられていないか」 などをご確認ください。

画面の指示に従って「試験区分」→「出願内容」→「個人情報」→「支払い窓口」を選択・入力します。
登録完了と同時に「出願登録完了メール」が送られてきますので、コンビニエンスストアで支払う場合は期限
内に検定料をお支払いください。クレジットカードで支払う場合は、登録完了と同時に支払いが完了します。
　  ■メールに「支払う際に必要な番号」「ログインＩＤ」が記載されています。

　  ■大学院の場合 : 登録に必要となる大学コードについては、昭和女子入試情報サイトをご覧ください。

コンビニエンスストア、クレジットカードのいずれかでお支払いください。
店頭へは「出願登録完了メール」に記載されている「支払う際に必要な番号 ] をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて志願書が印刷できるようになりますが、入金の確認に2時間程度かかる場合もあります
ので、出願期限に間に合うように余裕を持ってお支払いください。

■入学検定料の他に事務手数料が必要です。　
■入学検定料のお支払い後は出願内容の変更ができませんのでご注意ください。
■コンビニエンスストアでお支払いの場合、申込完了後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録情報は無
　効になります。
■コンビニエンスストアで受け取った領収書 (レシート)は本学に提出する必要はありません。試験終了まで大切に保管してください。
■クレジットカードでお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消はできませんので
　申込を確定する前に内容をよくご確認ください。
■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。　　 　
■取扱コンビニ・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はWebサイトにてご案内いたします。

支払い完了後、「支払い完了通知」のメールが届いたら、インターネット出願サイトの「マイページ」に
ログインして、「入学志願書」「宛名ラベル」をダウンロードしてA4サイズ縦で印刷してください。
※ログインIDは、登録完了時の「インターネット出願登録受付のお知らせメール」に記載されています。
※クレジットカードでのお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了しますので、
　Step４で「出願登録完了メール」が届き次第、印刷が可能です。

出願に必要な書類を確認して、「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」(角形2号 )
に出願書類を入れ、
出願期間内に郵便局の窓口から 『 簡易書留』 で郵送してください。
出願期間最終日発送の場合は『 簡易書留速達郵便』 で郵送してください。

「入学志願書」・「宛名ラベル」の印刷

マイページ作成

出願書類の郵送・印刷

　　　　   Step４ 出願内容の登録 及び Step５ 入学検定料の支払い完了後、
出願書類を郵送することで出願が完了します。(出願期間内消印有効で郵送受付のみです)
　　　　　　　　　　　　　 出願期間後の消印の郵便は受理できません。

出願書類が全て本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了するとインターネット出願サイト
の「マイページ」で、「受験票」の印刷が可能になります( 印刷可能期間についてはマイページのお知らせから通知します)。
インターネット出願サイトのマイページから、各自で印刷（A4サイズ縦）して試験当日に必ずお持ちください。
試験日近くになっても「受験票」が発行されない場合は昭和女子大学アドミッションセンターへ連絡してください。
試験日１週間前の発行を予定しています。

受験票ダウンロード

合否照会・合格通知書印刷
インターネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。
合格者は「マイページ」から、合格通知書の印刷ボタンをクリックし、各自で印刷（A4サイズ縦カラー推奨）してください。
入学希望者は、合格通知の下部にある「振込用紙」を用いて銀行窓口から各試験区分の学納金等納入期限までに入学
時納入金を納入してください。
◆入試要項に記載されている各試験の入学手続期間のみ合否を確認できます。
◆サービス開始直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。

入学志願書 宛名ラベル

出願内容の登録

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・クレジットカード）

Step4 からは出願期間のみ表示されます。( 出願締切日のインターネット出願は20:00 までです)

入学試験実施に伴い取得した個人情報については、４ページに記載している「個人情報の取り扱いについて」に基づき慎重かつ適切に管理します。

■ 出願資格
次の1、2いずれかに該当する者
1. 学士の学位を有する者、および入学までに学士の学位を授与される見込みの者
2. 学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者※

上記に加え、文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻および生活機構研究科に出願する外国人留学生は、次の要件も必要となる
・日本語能力試験N1（1級）合格を有する者、または同等の日本語能力があると認められた者※※

※ 「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については、2ページの「出願資格について」を参照してください。
※※ 個別入学資格審査を受けてください。（2ページの2を参照）

日本文学専攻
英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

生活文化研究専攻
福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻
生活科学研究専攻

受験生入室
着席完了
外国語
専門科目
着席完了
口述試験

  8:40
  9:00

  9:10～10:10
10:40～12:10
14:50

   15:00～

  8:40
  9:00

  9:10～10:10
10:40～11:40
13:00

   13:10～

　　　　　　　　 日本文学専攻　　　　　　　　 
　　　　　　　　 英米文学専攻
　　　　　　　　 言語教育・コミュニケーション専攻
                         生活文化研究専攻
　　　　　　　　 心理学専攻   心理学講座　　　　　　　　　　　　　    臨床心理学講座
　　　　　　　    福祉社会研究専攻
　　　　　　　　 人間教育学専攻
　　　　　　　　 環境デザイン研究専攻
　　　　　　　　 生活科学研究専攻

研究科 専攻

【博士前期課程・修士課程】

外国語  　　　　　　　　　　　　専門科目
日本文学専攻　　　　　　   英語＊2 日本文学・日本語学                                                                           

人間教育学専攻                  英語＊2  人格形成・道徳、発達、学力形成、感性・表現の各専門領域から出題           

生活科学研究専攻 英語＊2 下記の分野から出題、2題を選択解答食品学、栄養学、生理・生化学

環境デザイン研究専攻          英語＊2

希望するコースの問題を選択解答
①建築環境系研究コース：建築学
②プロダクト系研究コース：プロダクト意匠計画
③衣環境系研究コース：被服学
④デザイン企画研究コース：デザイン企画

福祉社会研究専攻               英語＊2 下記の領域から出題、２題を選択解答福祉、国際・ジェンダー、社会・地域

心理学専攻 心理学講座        英語
＊2  心理学基礎・心理学専門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臨床心理学講座  英語＊2  心理学基礎・臨床心理学専門　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生活文化研究専攻　　　　   英語＊2 下記の分野から出題、２題を選択解答生活文化・考古学・地域文化・美術・歴史文化・文化財の諸分野

言語教育・コミュニケーション専攻   英語＊3
日本語教育講座は下記から出題
言語教育学・日本語教育学・日本語学
英語教育講座は下記から出題
言語教育学・英語教育学・第二言語習得

英米文学専攻　　　　　　   英語１  英語２                                                     　　　　　　　　　　　

専攻 筆記試験 口述試験＊1

○
○

○＊4

○

○
○＊5

○

○

○

○

7 8

＊1 「志願動機」及び「研究計画」等について質疑応答。20～30分程度。
＊2 英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）。
＊3 日本語教育講座志願者は、英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）。英語教育講座志願者は、辞書持ち込み不可。
＊4 英語教育講座志願者は、英語のインタビューを含む。
＊5 臨床心理学講座志願者の口述試験は、志願者が多数の場合、やむを得ず筆記試験合格者のみに実施することがある。

■ 募集する専攻

■ 選考方法・試験科目

■ 試験日
  7月期入学試験　2017年  7月 8日（土） 
  2月期入学試験　2018年  2月17日（土）

試験会場：昭和女子大学
　　　　　東京都世田谷区太子堂1-7-57
注意事項
１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。
２）試験時間内の途中退出は認めません。

■ 試験時間

志願書
履歴書＊6
卒業論文概要＊6
研究計画書＊6
専攻・コース等申請書＊6

卒業（見込）証明書
成績証明書

卒業論文の写し

【外国人留学生は以下も必要】
住民票
日本語能力試験認定結果及び
成績に関する証明書（N1）
氏名確認票＊6
経費支弁計画書＊6

「志願書」は入力した内容をよく確認し、印刷（A4サイズ縦）してください。＜5ページ参照＞
「卒業論文概要」、「研究計画書」は800字程度で書くこと。

「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」は、最終出身大学が発行したもので、日本語または英語表記のものとす
る。日本語または英語表記以外の証明書を提出する場合は、日本語学校や大使館で翻訳証明を受けた日本語
か英語に翻訳したものを添付すること。
大学学部へ編入学、転入学、学士入学した場合は、編入学、転入学、学士入学以前の証明書も必要とする。

文学研究科志願者は2部、生活機構研究科志願者（心理学専攻志願者は不要）は1部提出すること。卒業見込みの
者で「卒業論文」が提出できない場合は、卒業論文概要＊6のみを提出すること。「卒業論文」を卒業要件としない
場合は、卒業論文概要＊6にその旨を明記のうえ卒業した（在学中の）大学学部の専門分野の内容を記載すること。

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場合は、「パスポートの写し（在
留資格が記載されているページ）」を提出すること。
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（N1）」は、日本語能力試験のHPで「証明書の発
行」ページを確認し、必ず「証明書」を提出すること。（文学研究科言語教育・コミュニケーション専
攻および生活機構研究科志願者が該当）

＊6 はWEBから書式をダウンロードしてください。
      http://exam.swu.ac.jp/graduate_school/

※各種証明書は、発行後3ヵ月以内の原本（コピー不可）を提出してください。また、証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

■ 合格発表 （4ページの「合格発表」を参照）
  7月期入学試験　2017年  7月15日（土）
  2月期入学試験　2018年  2月24日（土）

■ 手続期間 （3ページの「大学院入試について」を参照）
  7月期入学試験　2017年  7月18日（火）～  7月24日（月）＜入学金＞
  　　　　　　      2017年11月16日（木）～11月24日（金）＜授業料等＞
  2月期入学試験　2018年  2月26日（月）～  3月  2日（金）

　※昭和女子大学の卒業生が入学した場合、申請により光葉同窓会から奨学金を受給できます。（10ページ参照）  

■ 出願期間 （簡易書留郵便・消印有効）＜出願締切日に発送する場合は「速達・簡易書留」＞
  7月期入学試験　2017年  6月  5日（月）～  6月19日（月）
  2月期入学試験　2018年  1月15日（月）～  1月29日（月）

　　◎受験票・写真票は試験日の１週間前に発送します。

■ 出願書類　　　　　　

文学研究科

生活機構研究科

心理学専攻

＊生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻、人間教育学専攻
志願者は、出願期間前に事前個別相談が必須となっていま
す。なお当該専攻を志望する本学学部の卒業年次生につい
ては出願期間前に学科に申し出ること。
＊環境デザイン研究専攻、生活科学研究専攻では事前個別
相談を推奨します。
　（3ページ「事前個別相談について」を参照してください）

インターネット出願の利用手順



大学のホームページからインターネット出願ページにアクセス
昭和女子大学入試情報サイトにアクセスし、「インターネット出願サービス」のバナーをクリック。

メールアドレス、ログイン ID は今後使用しますので、間違えないように以下に記入してください。

メールアドレス ログイン ID

志願者氏名、メールアドレスを入力し、「ワンタイムパスキーを取得する」ボタンをクリックすると、「ワンタイムパスキー」が記載された
メールが届きます。「ワンタイムパスキー」を入力すると、「マイページ」が作成され、「ログインID」が記載されたメールが届きます。
マイページからは、入学までの様々な手続きが可能です。メールアドレスとログインIDは、常に同じものを利用してください。

※3分過ぎてもメールが届かなかった場合、「メールアドレスが間違っていないか」「 メール受信拒否設定をしていないか」 「 迷惑メール
   フォルダなどに振り分けられていないか」 などをご確認ください。

画面の指示に従って「試験区分」→「出願内容」→「個人情報」→「支払い窓口」を選択・入力します。
登録完了と同時に「出願登録完了メール」が送られてきますので、コンビニエンスストアで支払う場合は期限
内に検定料をお支払いください。クレジットカードで支払う場合は、登録完了と同時に支払いが完了します。
　  ■メールに「支払う際に必要な番号」「ログインＩＤ」が記載されています。

　  ■大学院の場合 : 登録に必要となる大学コードについては、昭和女子入試情報サイトをご覧ください。

コンビニエンスストア、クレジットカードのいずれかでお支払いください。
店頭へは「出願登録完了メール」に記載されている「支払う際に必要な番号 ] をお持ちください。
支払い後、入金が確認出来てはじめて志願書が印刷できるようになりますが、入金の確認に2時間程度かかる場合もあります
ので、出願期限に間に合うように余裕を持ってお支払いください。

■入学検定料の他に事務手数料が必要です。　
■入学検定料のお支払い後は出願内容の変更ができませんのでご注意ください。
■コンビニエンスストアでお支払いの場合、申込完了後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録情報は無
　効になります。
■コンビニエンスストアで受け取った領収書 (レシート)は本学に提出する必要はありません。試験終了まで大切に保管してください。
■クレジットカードでお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了します。カード決済後の修正・取消はできませんので
　申込を確定する前に内容をよくご確認ください。
■いったん納入された入学検定料は返還いたしません。　　 　
■取扱コンビニ・支払方法は変更になる場合があります。変更された場合はWebサイトにてご案内いたします。

支払い完了後、「支払い完了通知」のメールが届いたら、インターネット出願サイトの「マイページ」に
ログインして、「入学志願書」「宛名ラベル」をダウンロードしてA4サイズ縦で印刷してください。
※ログインIDは、登録完了時の「インターネット出願登録受付のお知らせメール」に記載されています。
※クレジットカードでのお支払いの場合、Webサイトでの申込と同時にお支払いが完了しますので、
　Step４で「出願登録完了メール」が届き次第、印刷が可能です。

出願に必要な書類を確認して、「宛名ラベル」を貼り付けた「角2封筒」(角形2号 )
に出願書類を入れ、
出願期間内に郵便局の窓口から 『 簡易書留』 で郵送してください。
出願期間最終日発送の場合は『 簡易書留速達郵便』 で郵送してください。

「入学志願書」・「宛名ラベル」の印刷

マイページ作成

出願書類の郵送・印刷

　　　　   Step４ 出願内容の登録 及び Step５ 入学検定料の支払い完了後、
出願書類を郵送することで出願が完了します。(出願期間内消印有効で郵送受付のみです)
　　　　　　　　　　　　　 出願期間後の消印の郵便は受理できません。

出願書類が全て本学に到着し、出願書類のチェック等を経た後、受付処理（出願受理）が完了するとインターネット出願サイト
の「マイページ」で、「受験票」の印刷が可能になります( 印刷可能期間についてはマイページのお知らせから通知します)。
インターネット出願サイトのマイページから、各自で印刷（A4サイズ縦）して試験当日に必ずお持ちください。
試験日近くになっても「受験票」が発行されない場合は昭和女子大学アドミッションセンターへ連絡してください。
試験日１週間前の発行を予定しています。

受験票ダウンロード

合否照会・合格通知書印刷
インターネット出願サイトの「マイページ」から、合否の照会ボタンをクリックの上、合否を確認してください。
合格者は「マイページ」から、合格通知書の印刷ボタンをクリックし、各自で印刷（A4サイズ縦カラー推奨）してください。
入学希望者は、合格通知の下部にある「振込用紙」を用いて銀行窓口から各試験区分の学納金等納入期限までに入学
時納入金を納入してください。
◆入試要項に記載されている各試験の入学手続期間のみ合否を確認できます。
◆サービス開始直後は、アクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合は、しばらく時間を置いてからアクセスしてください。

入学志願書 宛名ラベル

出願内容の登録

入学検定料の支払い（コンビニエンスストア・クレジットカード）

Step4 からは出願期間のみ表示されます。( 出願締切日のインターネット出願は20:00 までです)

入学試験実施に伴い取得した個人情報については、４ページに記載している「個人情報の取り扱いについて」に基づき慎重かつ適切に管理します。

■ 出願資格
次の1、2いずれかに該当する者
1. 学士の学位を有する者、および入学までに学士の学位を授与される見込みの者
2. 学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者※

上記に加え、文学研究科言語教育・コミュニケーション専攻および生活機構研究科に出願する外国人留学生は、次の要件も必要となる
・日本語能力試験N1（1級）合格を有する者、または同等の日本語能力があると認められた者※※

※ 「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については、2ページの「出願資格について」を参照してください。
※※ 個別入学資格審査を受けてください。（2ページの2を参照）

日本文学専攻
英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

生活文化研究専攻
福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻
生活科学研究専攻

受験生入室
着席完了
外国語
専門科目
着席完了
口述試験

  8:40
  9:00

  9:10～10:10
10:40～12:10
14:50

   15:00～

  8:40
  9:00

  9:10～10:10
10:40～11:40
13:00

   13:10～

　　　　　　　　 日本文学専攻　　　　　　　　 
　　　　　　　　 英米文学専攻
　　　　　　　　 言語教育・コミュニケーション専攻
                         生活文化研究専攻
　　　　　　　　 心理学専攻   心理学講座　　　　　　　　　　　　　    臨床心理学講座
　　　　　　　    福祉社会研究専攻
　　　　　　　　 人間教育学専攻
　　　　　　　　 環境デザイン研究専攻
　　　　　　　　 生活科学研究専攻

研究科 専攻

【博士前期課程・修士課程】

外国語  　　　　　　　　　　　　専門科目
日本文学専攻　　　　　　   英語＊2 日本文学・日本語学                                                                           

人間教育学専攻                  英語＊2  人格形成・道徳、発達、学力形成、感性・表現の各専門領域から出題           

生活科学研究専攻 英語＊2 下記の分野から出題、2題を選択解答食品学、栄養学、生理・生化学

環境デザイン研究専攻          英語＊2

希望するコースの問題を選択解答
①建築環境系研究コース：建築学
②プロダクト系研究コース：プロダクト意匠計画
③衣環境系研究コース：被服学
④デザイン企画研究コース：デザイン企画

福祉社会研究専攻               英語＊2 下記の領域から出題、２題を選択解答福祉、国際・ジェンダー、社会・地域

心理学専攻 心理学講座        英語
＊2  心理学基礎・心理学専門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臨床心理学講座  英語＊2  心理学基礎・臨床心理学専門　　　　　　　　　　　　　　　　　　

生活文化研究専攻　　　　   英語＊2 下記の分野から出題、２題を選択解答生活文化・考古学・地域文化・美術・歴史文化・文化財の諸分野

言語教育・コミュニケーション専攻   英語＊3
日本語教育講座は下記から出題
言語教育学・日本語教育学・日本語学
英語教育講座は下記から出題
言語教育学・英語教育学・第二言語習得

英米文学専攻　　　　　　   英語１  英語２                                                     　　　　　　　　　　　

専攻 筆記試験 口述試験＊1

○
○

○＊4

○

○
○＊5

○

○

○

○
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＊1 「志願動機」及び「研究計画」等について質疑応答。20～30分程度。
＊2 英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）。
＊3 日本語教育講座志願者は、英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）。英語教育講座志願者は、辞書持ち込み不可。
＊4 英語教育講座志願者は、英語のインタビューを含む。
＊5 臨床心理学講座志願者の口述試験は、志願者が多数の場合、やむを得ず筆記試験合格者のみに実施することがある。

■ 募集する専攻

■ 選考方法・試験科目

■ 試験日
  7月期入学試験　2017年  7月 8日（土） 
  2月期入学試験　2018年  2月17日（土）

試験会場：昭和女子大学
　　　　　東京都世田谷区太子堂1-7-57
注意事項
１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。
２）試験時間内の途中退出は認めません。

■ 試験時間

志願書
履歴書＊6
卒業論文概要＊6
研究計画書＊6
専攻・コース等申請書＊6

卒業（見込）証明書
成績証明書

卒業論文の写し

【外国人留学生は以下も必要】
住民票
日本語能力試験認定結果及び
成績に関する証明書（N1）
氏名確認票＊6
経費支弁計画書＊6

「志願書」は入力した内容をよく確認し、印刷（A4サイズ縦）してください。＜5ページ参照＞
「卒業論文概要」、「研究計画書」は800字程度で書くこと。

「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」は、最終出身大学が発行したもので、日本語または英語表記のものとす
る。日本語または英語表記以外の証明書を提出する場合は、日本語学校や大使館で翻訳証明を受けた日本語
か英語に翻訳したものを添付すること。
大学学部へ編入学、転入学、学士入学した場合は、編入学、転入学、学士入学以前の証明書も必要とする。

文学研究科志願者は2部、生活機構研究科志願者（心理学専攻志願者は不要）は1部提出すること。卒業見込みの
者で「卒業論文」が提出できない場合は、卒業論文概要＊6のみを提出すること。「卒業論文」を卒業要件としない
場合は、卒業論文概要＊6にその旨を明記のうえ卒業した（在学中の）大学学部の専門分野の内容を記載すること。

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場合は、「パスポートの写し（在
留資格が記載されているページ）」を提出すること。
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（N1）」は、日本語能力試験のHPで「証明書の発
行」ページを確認し、必ず「証明書」を提出すること。（文学研究科言語教育・コミュニケーション専
攻および生活機構研究科志願者が該当）

＊6 はWEBから書式をダウンロードしてください。
      http://exam.swu.ac.jp/graduate_school/

※各種証明書は、発行後3ヵ月以内の原本（コピー不可）を提出してください。また、証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

■ 合格発表 （4ページの「合格発表」を参照）
  7月期入学試験　2017年  7月15日（土）
  2月期入学試験　2018年  2月24日（土）

■ 手続期間 （3ページの「大学院入試について」を参照）
  7月期入学試験　2017年  7月18日（火）～  7月24日（月）＜入学金＞
  　　　　　　      2017年11月16日（木）～11月24日（金）＜授業料等＞
  2月期入学試験　2018年  2月26日（月）～  3月  2日（金）

　※昭和女子大学の卒業生が入学した場合、申請により光葉同窓会から奨学金を受給できます。（10ページ参照）  

■ 出願期間 （簡易書留郵便・消印有効）＜出願締切日に発送する場合は「速達・簡易書留」＞
  7月期入学試験　2017年  6月  5日（月）～  6月19日（月）
  2月期入学試験　2018年  1月15日（月）～  1月29日（月）

　　◎受験票・写真票は試験日の１週間前に発送します。

■ 出願書類　　　　　　

文学研究科

生活機構研究科

心理学専攻

＊生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻、人間教育学専攻
志願者は、出願期間前に事前個別相談が必須となっていま
す。なお当該専攻を志望する本学学部の卒業年次生につい
ては出願期間前に学科に申し出ること。
＊環境デザイン研究専攻、生活科学研究専攻では事前個別
相談を推奨します。
　（3ページ「事前個別相談について」を参照してください）

インターネット出願の利用手順
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博士前期課程・修士課程

外国人
留学生入試

web：出願に必要な書類の様式は本学ホームページ入試情報サイト「大学院入学試験」各入学試験から
ダウンロードしてください 社会人入試一般入試

■入学試験日程
＜試験日＞
7月期入学試験　2018年7/  7（土）
2月期入学試験　2019年2/16（土）
＜出願期間＞
７月期入学試験　2018年6/  6（水）～6/18（月）
２月期入学試験　2019年1/15（火）～1/28（月）
＜合格発表＞
７月期入学試験　2018年7/14（土）
２月期入学試験　2019年2/23（土）

＜手続期間＞手続書類は窓口でも受付ます（平日9:00～17:00）
７月期入学試験
2018年  7/17(火）～  7/23（月）＜入学金＞
2018年11/19（月）～11/26（月）＜入学手続書類・授業料等＞
後期入学者は、上記全て7/17(火）～7/23（月）

2月期入学試験
2019年  2/25(月）～  3/4（月）

■博士前期課程・修士課程出願書類一覧
※各種証明書は、発行後３か月以内の原本(コピー不可）を提出してください。また証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

「志願書」は、入力した内容をよく確認し、印刷(A4サイズ縦)してください。志願書
履歴書 web

web

web

web

web

web

卒業論文概要

研究計画書 800字程度で書くこと。

提出

希望指導教員は、大学院案内掲載「指導教員・専任教員紹介」の教員か
ら選択。ただし、心理学専攻臨床心理学講座は選択できません。
専任教員は変更が生じることがあります。

専攻・コース等申請書 提出

・「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」は最終出身大学が発行したもの
で日本語または英語表記のものとする。

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が
必要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等の公的機関が発
行した翻訳証明書を添付すること。

＊留学生で卒業証明書(Certificate of Graduation)が提出できない
場合は、卒業証書(Diploma)のコピーを提出すること。その際必ず原
本から正しく複製されたことの証明（Certified true copy）を最終出
身校または公的機関で受けてから提出すること。
出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）に照会することがある。
＊大学学部へ編入学、転入学、学士入学した場合は、編入学、転入学、学
士入学以前の証明書も必要とする。

卒業（見込）証明書

800字程度で書くこと。
卒業見込みの者で「卒業論文」が提出できない場合は、卒業論文概要の
みを提出すること。「卒業論文」を卒業要件としない場合は、卒業論文概
要にその旨を明記のうえ、卒業した（在学中）大学学部の専門分野の内容
を記載すること。

文学研究科は２部提出
生活機構研究科（心理学
専攻は不要）は１部提出

提出

「就学承諾書（推薦書）」は、出願時に、研究・教育機関、企業等に常勤と
して在籍し、入学後も引き続きその身分を有する場合は、提出すること。

。とこるす出提し入記と」しな当該「、は合場の業営自びよお、勤常非
就学承諾書(推薦書） 不要 提出 不要

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場
合は、「パスポートの写し（在留資格が記載されているページ）」を提出
すること。

「日本留学試験」は2018年度または2017年度の成績通知書のコピーを
提出。 
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（Ｎ１）」は、日本語
能力試験のホームページで「証明書の発行」ページを確認し、必ず「証明
書」を提出すること。

日本留学試験（2018・2017年
度）の成績通知書の写し、また
は日本語能力試験認定N1の
証明書

住民票

提出
提出

提出

成績証明書 提出

社会人経験報告書 不要 提出 不要

web氏名確認票

web経費支弁計画書

入試種類に関係なく
外国人留学生は提出のこと

卒業論文の写し

◎昭和女子大学の卒業生が入学した場合※ 要必等験経務職の上以年５にでま学入※　　）照参ジーペ4（。すまきで給受を金学奨らか会窓同葉光りよに請申、

程
課
士
修
・
程
課
期
前
士
博

(社会人入試・外国人留学生入試）
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博士前期課程・修士課程 一般入試

外国人
留学生入試

web：出願に必要な書類の様式は本学ホームページ入試情報サイト「大学院入学試験」各入学試験から
ダウンロードしてください 社会人入試一般入試

■入学試験日程
＜試験日＞
7月期入学試験　2018年7/  7（土）
2月期入学試験　2019年2/16（土）
＜出願期間＞
７月期入学試験　2018年6/  6（水）～6/18（月）
２月期入学試験　2019年1/15（火）～1/28（月）
＜合格発表＞
７月期入学試験　2018年7/14（土）
２月期入学試験　2019年2/23（土）

＜手続期間＞手続書類は窓口でも受付ます（平日9:00～17:00）
７月期入学試験
2018年  7/17(火）～  7/23（月）＜入学金＞
2018年11/19（月）～11/26（月）＜入学手続書類・授業料等＞
後期入学者は、上記全て7/17(火）～7/23（月）

2月期入学試験
2019年  2/25(月）～  3/4（月）

■博士前期課程・修士課程出願書類一覧
※各種証明書は、発行後３か月以内の原本(コピー不可）を提出してください。また証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

「志願書」は、入力した内容をよく確認し、印刷(A4サイズ縦)してください。志願書
履歴書 web

web

web

web

web

web

卒業論文概要

研究計画書 800字程度で書くこと。

提出

希望指導教員は、大学院案内掲載「指導教員・専任教員紹介」の教員か
ら選択。ただし、心理学専攻臨床心理学講座は選択できません。
専任教員は変更が生じることがあります。

専攻・コース等申請書 提出

・「卒業（見込）証明書」と「成績証明書」は最終出身大学が発行したもの
で日本語または英語表記のものとする。

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が
必要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等の公的機関が発
行した翻訳証明書を添付すること。

＊留学生で卒業証明書(Certificate of Graduation)が提出できない
場合は、卒業証書(Diploma)のコピーを提出すること。その際必ず原
本から正しく複製されたことの証明（Certified true copy）を最終出
身校または公的機関で受けてから提出すること。
出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）に照会することがある。
＊大学学部へ編入学、転入学、学士入学した場合は、編入学、転入学、学
士入学以前の証明書も必要とする。

卒業（見込）証明書

800字程度で書くこと。
卒業見込みの者で「卒業論文」が提出できない場合は、卒業論文概要の
みを提出すること。「卒業論文」を卒業要件としない場合は、卒業論文概
要にその旨を明記のうえ、卒業した（在学中）大学学部の専門分野の内容
を記載すること。

文学研究科は２部提出
生活機構研究科（心理学
専攻は不要）は１部提出

提出

「就学承諾書（推薦書）」は、出願時に、研究・教育機関、企業等に常勤と
して在籍し、入学後も引き続きその身分を有する場合は、提出すること。
非常勤、および自営業の場合は、「該当なし」と記入し提出すること。

就学承諾書(推薦書） 不要 提出 不要

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場
合は、「パスポートの写し（在留資格が記載されているページ）」を提出
すること。

「日本留学試験」は2018年度または2017年度の成績通知書のコピーを
提出。 
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（Ｎ１）」は、日本語
能力試験のホームページで「証明書の発行」ページを確認し、必ず「証明
書」を提出すること。

日本留学試験（2018・2017年
度）の成績通知書の写し、また
は日本語能力試験認定N1の
証明書

住民票

提出
提出

提出

■募集する専攻

文学研究科

生活機構研究科

日本文学専攻

生活文化研究専攻

心理学専攻

福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻
生活科学研究専攻

臨床心理学講座
心理学講座

英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

成績証明書 提出

社会人経験報告書 不要 提出 不要

web氏名確認票

web経費支弁計画書

入試種類に関係なく
外国人留学生は提出のこと

卒業論文の写し

専攻 講座

■選考方法・試験科目

外国語 専門科目 口述試験 

心理学専攻

福祉社会研究専攻

英語★

臨床心理学講座
心理学講座

言語教育・コミュニケーション専攻
日本語教育講座

英語
日本文学専攻
英米文学専攻

英語★

日本文学・日本語学
英文学・米文学・英語学の3分野から１つ選択（英語を含む）
言語教育学・日本語教育学・第二言語習得

英語教育講座 英語

英語★

英語★
心理学基礎・臨床心理学専門
心理学基礎・心理学専門

言語教育学・英語教育学・第二言語習得（出題は日本語）

生活文化研究専攻 英語★ 下記の分野から出題、２題を選択解答
生活文化・考古学・地域文化・美術・歴史文化・文化財の諸分野

下記の領域から出題、２題を選択解答
福祉、国際・ジェンダー、社会・地域
(英語を含む）

希望するコースの問題を解答
①建築環境系研究コース：建築学
②プロダクト系研究コース：プロダクト意匠計画
③衣環境系研究コース：被服学
④デザイン企画研究コース：デザイン企画

＊1

＊2

英語★

英語★

人間教育学専攻

環境デザイン研究専攻

学校教育または幼児教育・保育に関する専門分野から１つ選択

英語★生活科学研究専攻 下記の分野から出題、２題を選択解答
食品学、栄養学、生理・生化学

ー

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）  ＊1 英語のインタビュー含む。   ＊2 志願者多数の場合、筆記試験合格者のみに実施する。　 

◆出願資格
次の１、２いずれかに該当する者   
１．学士の学位を有する者、および入学までに学士の学位を授与される見込みの者
２．学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊  
上記に加え、生活機構研究科生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻を志願する
者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）   
 
＊「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する　
者については２ページの「出願資格について」を参照してください。  
 

■試験時間 　注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

英米文学専攻

外国語
専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

  8:40
  9:00

　9:10～10:10
10:40～11:40

13:00
   13:10～

言語教育・コミュニケーション専攻

文学研究科研究科 生活機構研究科

日本文学専攻

専攻

「
志
望
動
機
」及
び「
研
究
計
画
」等
に
つ
い
て
質
疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度

１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験（外国語・専門科目） 
3）口述試験 

生活文化研究専攻
福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻
生活科学研究専攻

専門科目
外国語
着席完了
口述試験

受験生入室   8:40
  9:00

  9:10～10:40
11:10～12:10

14:50
  15:00～

着席完了

研究科 生活機構研究科

心理学専攻専攻

◎昭和女子大学の卒業生が入学した場合※、申請により光葉同窓会から奨学金を受給できます。（4ページ参照）　　※入学までに５年以上の職務経験等必要

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程



１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験 

11 12

社会人入試 外国人留学生入試

■募集する専攻

文学研究科

生活機構研究科

日本文学専攻

生活文化研究専攻
心理学専攻＊

福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻

＊臨床心理学講座の募集はありません。

生活科学研究専攻

心理学講座

英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

専攻 講座

■選考方法・試験科目
■選考方法・試験科目

筆記試験 口述試験

心理学専攻
福祉社会研究専攻

心理学講座

言語教育・コミュニケーション専攻
日本語教育講座

日本文学専攻
英米文学専攻

小論文（日本文学・日本語学に関するもの）　
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）

英語教育講座

心理学基礎・心理学専門
小論文（専門分野に関するもの）

小論文（専門分野に関するもの）（日本語）

生活文化研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

人間教育学専攻 小論文（専門分野に関するもの）
環境デザイン研究専攻 専門科目（一般入試に準ずる）10ページ参照
生活科学研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）   ＊生活文化研究専攻は「社会人経験」と読み替える。

「
志
望
動
機
」及
び「
研
究
計
画
」等
に
つ
い
て

質
疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度 

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者  
1．入学までに2年以上の社会人経験のある者  
2．次の１）、２）いずれかに該当する者  
１）学士の学位を有する者、および入学までに学士の学位を授与される
　見込みの者  
２）学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊

上記に加え、生活機構研究科生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻を志願する者
は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照） 

＊「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する　
者については２ページの「出願資格について」を参照してください。  

■募集する専攻

文学研究科

生活機構研究科

日本文学専攻

生活文化研究専攻
心理学専攻＊

福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻

＊臨床心理学講座の募集はありません。

生活科学研究専攻

心理学講座

英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者   
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本語を母語としない者   
２．次の１）～３）いずれかの基準をみたす者   
　１）外国において、日本の学校教育における１６年の課程に相当する課程を修了
　　 した者、または入学までに修了見込みの者   
　　 中国３年制大学（専科）卒業生は該当しません   
　２）留学生の在留資格で日本の大学を卒業した者、または入学までに卒業見込
　　 みの者   
　３）学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊ 
上記に加え、生活機構研究科生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻を志願する
者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）      
＊「学士の学位を有する者と同等以上の学力があるとみとめられる者」に該当する
　者については２ページの「出願資格について」を参照してください。  

◇選考方法・試験科目 
１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目（専攻により英語含む）または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験  

専攻 講座 筆記試験 口述試験 

心理学専攻
福祉社会研究専攻

心理学講座

言語教育・コミュニケーション専攻
日本語教育講座

日本文学専攻
英米文学専攻

小論文（日本文学・日本語学に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）

英語教育講座

心理学基礎・心理学専門
小論文（専門分野に関するもの）

小論文（専門分野に関するもの）（日本語のセクションと英語のセクションを含む）

生活文化研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

人間教育学専攻 小論文（専門分野に関するもの）
環境デザイン研究専攻 専門科目（一般入試に準ずる）10ページ参照
生活科学研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

■試験時間　 　注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

英米文学専攻

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

言語教育・コミュニケーション専攻

文学研究科 生活機構研究科

日本文学専攻 福祉社会研究専攻

生活科学研究専攻

生活文化研究専攻

環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

■試験時間　 　注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

英米文学専攻

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00

   13:10～

言語教育・コミュニケーション専攻

文学研究科研究科

専攻

研究科

専攻

専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

8:40
9:00

9:10～10:40
10:50
11:00～

生活機構研究科

心理学専攻

研究科

専攻

生活機構研究科

日本文学専攻 福祉社会研究専攻

生活科学研究専攻

生活文化研究専攻

環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

8:40
9:00

9:10～10:40
10:50  
11:00～

研究科

専攻

生活機構研究科

心理学専攻

21世紀を迎えて大学院も生涯学習の一端を担い、社会人教育の場となることが求められています。このような社会の要請に応えて、社会人にさら
に高度な学識、研究・教育能力習得の機会を提供することを目的として社会人入試を実施します。この入試により入学した社会人は、大学院での
研究等を容易とするために長期履修制度の利用などによる修学ができます。

◎入学までに2年以上の社会人経験のある方は、「社会人入試」の受験が可能です。

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程

「
研
究
計
画
」「
実
務
経
験
」等
に
つ
い
て

口
頭
発
表
お
よ
び
質
疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度

＊



１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験 

11 12

社会人入試 外国人留学生入試

■募集する専攻

文学研究科

生活機構研究科

日本文学専攻

生活文化研究専攻
心理学専攻＊

福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻

＊臨床心理学講座の募集はありません。

生活科学研究専攻

心理学講座

英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

専攻 講座

■選考方法・試験科目
■選考方法・試験科目

筆記試験 口述試験

心理学専攻
福祉社会研究専攻

心理学講座

言語教育・コミュニケーション専攻
日本語教育講座

日本文学専攻
英米文学専攻

小論文（日本文学・日本語学に関するもの）　
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）

英語教育講座

心理学基礎・心理学専門
小論文（専門分野に関するもの）

小論文（専門分野に関するもの）（日本語）

生活文化研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

人間教育学専攻 小論文（専門分野に関するもの）
環境デザイン研究専攻 専門科目（一般入試に準ずる）10ページ参照
生活科学研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）   ＊生活文化研究専攻は「社会人経験」と読み替える。

「
志
望
動
機
」及
び「
研
究
計
画
」等
に
つ
い
て

質
疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度 

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者  
1．入学までに2年以上の社会人経験のある者  
2．次の１）、２）いずれかに該当する者  
１）学士の学位を有する者、および入学までに学士の学位を授与される
　見込みの者  
２）学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊

上記に加え、生活機構研究科生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻を志願する者
は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照） 

＊「学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する　
者については２ページの「出願資格について」を参照してください。  

■募集する専攻

文学研究科

生活機構研究科

日本文学専攻

生活文化研究専攻
心理学専攻＊

福祉社会研究専攻
人間教育学専攻
環境デザイン研究専攻

＊臨床心理学講座の募集はありません。

生活科学研究専攻

心理学講座

英米文学専攻
言語教育・コミュニケーション専攻

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者   
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本語を母語としない者   
２．次の１）～３）いずれかの基準をみたす者   
　１）外国において、日本の学校教育における１６年の課程に相当する課程を修了
　　 した者、または入学までに修了見込みの者   
　　 中国３年制大学（専科）卒業生は該当しません   
　２）留学生の在留資格で日本の大学を卒業した者、または入学までに卒業見込
　　 みの者   
　３）学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊ 
上記に加え、生活機構研究科生活文化研究専攻、福祉社会研究専攻を志願する
者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）      
＊「学士の学位を有する者と同等以上の学力があるとみとめられる者」に該当する
　者については２ページの「出願資格について」を参照してください。  

◇選考方法・試験科目 
１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目（専攻により英語含む）または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験  

専攻 講座 筆記試験 口述試験 

心理学専攻
福祉社会研究専攻

心理学講座

言語教育・コミュニケーション専攻
日本語教育講座

日本文学専攻
英米文学専攻

小論文（日本文学・日本語学に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）

英語教育講座

心理学基礎・心理学専門
小論文（専門分野に関するもの）

小論文（専門分野に関するもの）（日本語のセクションと英語のセクションを含む）

生活文化研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

人間教育学専攻 小論文（専門分野に関するもの）
環境デザイン研究専攻 専門科目（一般入試に準ずる）10ページ参照
生活科学研究専攻 小論文（専門分野に関するもの）

■試験時間　 　注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

英米文学専攻

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

言語教育・コミュニケーション専攻

文学研究科 生活機構研究科

日本文学専攻 福祉社会研究専攻

生活科学研究専攻

生活文化研究専攻

環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

■試験時間　 　注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

英米文学専攻

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00

   13:10～

言語教育・コミュニケーション専攻

文学研究科研究科

専攻

研究科

専攻

専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

8:40
9:00

9:10～10:40
10:50
11:00～

生活機構研究科

心理学専攻

研究科

専攻

生活機構研究科

日本文学専攻 福祉社会研究専攻

生活科学研究専攻

生活文化研究専攻

環境デザイン研究専攻
人間教育学専攻

専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

8:40
9:00

9:10～10:40
10:50  
11:00～

研究科

専攻

生活機構研究科

心理学専攻

21世紀を迎えて大学院も生涯学習の一端を担い、社会人教育の場となることが求められています。このような社会の要請に応えて、社会人にさら
に高度な学識、研究・教育能力習得の機会を提供することを目的として社会人入試を実施します。この入試により入学した社会人は、大学院での
研究等を容易とするために長期履修制度の利用などによる修学ができます。

◎入学までに2年以上の社会人経験のある方は、「社会人入試」の受験が可能です。

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程

博
士
前
期
課
程・修
士
課
程

「
研
究
計
画
」「
実
務
経
験
」等
に
つ
い
て

口
頭
発
表
お
よ
び
質
疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度
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博士後期課程

■博士後期課程出願書類一覧
※各種証明書は、発行後３か月以内の原本(コピー不可）を提出してください。また証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

「志願書」は、入力した内容をよく確認し、印刷（A4サイズ縦）してください。

希望指導教員は、大学院案内掲載「指導教員・専任教員紹介」の教員か
ら選択。専任教員は変更になることがあります。

志願書
履歴書
修士論文概要

研究業績書

専攻・コース等申請書 提出

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場
合は、「パスポートの写し（在留資格が記載されているページ）」を提出
すること。

「就学承諾書（推薦書）」は出願時に、研究・教育機関、企業等に常勤とし
て在籍し、入学後も引き続きその身分を有する場合は提出すること。非常
勤および自営業の場合は「該当なし」と記入し提出すること。

「日本留学試験」は2018年度または2017年度の成績通知書のコピーを
提出。 
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（Ｎ１）」は、日本語
能力試験のホームページで「証明書の発行」ページを確認し、必ず「証明
書」を提出すること。

不要 提出
提出

不要
研究計画書 1200字程度

提出 文学研究科のみ提出

修了(見込）証明書 提出

成績証明書 提出

不要 提出 不要

1200字程度

修了見込みの者で「修士論文」を提出できない場合、および「修士論文」を
修了の要件としていない場合は、下記１）～３）のいずれかを両研究科志
願者とも１部提出すること。
１）研究内容(4,000字（英文の場合は2,000語）以上A4サイズ縦  横書）
２）主要学術論文の写し（３点以内）
３）研究業績一覧（A4サイズ縦　横書）

修士論文の写し

住民票

就学承諾書（推薦書）

不要 提出 不要社会人経験報告書

氏名確認票

入試種類に関係なく
外国人留学生は提出のこと

経費支弁計画書

web
web

web

web

web

web

web
web

web

提出
提出

＜修士論文の写し＞
文学研究科：２部提出
生活機構研究科：１部提出
＜左記1）～3）の書類＞
両研究科：１部提出

■入学試験日程
＜試験日＞
７月期入学試験
2018年7/  6（金）生活機構学専攻
2018年7/  7（土）文学言語学専攻 
2月期入学試験
2019年2/15（金）生活機構学専攻
2019年2/16（土）文学言語学専攻 
＜出願期間＞
7月期入学試験　2018年6/  6（水）～6/18（月）
2月期入学試験　2019年1/15（火）～1/28（月）

＜合格発表＞
７月期入学試験　2018年7/14（土）
２月期入学試験　2019年2/23（土）
＜手続期間＞手続書類は窓口でも受付ます（平日9:00～17:00）
７月期入学試験
2018年  7/17(火）～  7/23（月）＜入学金＞
2018年11/19（月）～11/26（月）＜入学手続書類・授業料等＞
後期入学者は、上記全て7/17(火）～7/23（月）

2月期入学試験
2019年  2/25(月）～  3/4（月）

web：出願に必要な書類の様式は本学ホームページ入試情報サイト「大学院入学試験」各入学試験から
ダウンロードしてください

・「修了（見込）証明書」と「成績証明書」は最終出身大学院が発行したも
ので日本語または英語表記のものとする。

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が必
要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等の公的機関が発行
した翻訳証明書を添付すること。

＊留学生で修了卒業証明書(certificate of completion)が提出できな
い場合は、修了証書(Diploma)のコピーを提出すること。その際必ず原
本から正しく複製されたことの証明（Certified true copy）を最終出
身校または公的機関で受けてから提出すること。

出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）に照会する
ことがある。

外国人
留学生入試社会人入試一般入試

程
課
期
後
士
博

（社会人入試・外国人留学生入試）
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博士後期課程

■博士後期課程出願書類一覧
※各種証明書は、発行後３か月以内の原本(コピー不可）を提出してください。また証明書の氏名が出願時の氏名と異なる場合（旧姓の場合等）は、戸籍抄本を提出してください。

「志願書」は、入力した内容をよく確認し、印刷（A4サイズ縦）してください。

希望指導教員は、大学院案内掲載「指導教員・専任教員紹介」の教員か
ら選択。専任教員は変更になることがあります。

志願書
履歴書
修士論文概要

研究業績書

専攻・コース等申請書 提出

「住民票」は市区町村発行のもの。出願時にまだ住民登録していない場
合は、「パスポートの写し（在留資格が記載されているページ）」を提出
すること。

「就学承諾書（推薦書）」は出願時に、研究・教育機関、企業等に常勤とし
て在籍し、入学後も引き続きその身分を有する場合は提出すること。非常
勤および自営業の場合は「該当なし」と記入し提出すること。

「日本留学試験」は2018年度または2017年度の成績通知書のコピーを
提出。 
「日本語能力試験認定結果及び成績に関する証明書（Ｎ１）」は、日本語
能力試験のホームページで「証明書の発行」ページを確認し、必ず「証明
書」を提出すること。

不要 提出
提出

不要
研究計画書 1200字程度

提出 文学研究科のみ提出

修了(見込）証明書 提出

成績証明書 提出

不要 提出 不要

1200字程度

修了見込みの者で「修士論文」を提出できない場合、および「修士論文」を
修了の要件としていない場合は、下記１）～３）のいずれかを両研究科志
願者とも１部提出すること。
１）研究内容(4,000字（英文の場合は2,000語）以上A4サイズ縦  横書）
２）主要学術論文の写し（３点以内）
３）研究業績一覧（A4サイズ縦　横書）

修士論文の写し

住民票

就学承諾書（推薦書）

不要 提出 不要社会人経験報告書

氏名確認票

入試種類に関係なく
外国人留学生は提出のこと

経費支弁計画書

■募集する専攻
文学研究科 文学言語学専攻

生活機構学専攻生活機構研究科

専攻 講座研究領域 外国語 専門科目 口述試験
  英語★

言語教育学
日本語教育講座
英語教育講座

英語
文学言語学専攻

生活機構学専攻

日本語日本文学

英語英米文学

  英語★

日本文学・日本語学
英文学・米文学・英語学の3分野から１つ選択
（英語を含む）

言語教育学・日本語教育学・第二言語習得
  英語 言語教育学・英語教育学・第二言語習得（出題は日本語）

生活文化   英語★ 専門科目
人間社会 英語★ 専門科目
生活科学 英語★ 専門科目

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）  
 

＊英語のインタビュー含む

＊

◆出願資格
次の１、２いずれかに該当する者  
１．修士の学位を有する者、および入学までに修士の学位を授与される見込みの者  
２．修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊  
上記に加え、生活機構研究科生活機構学専攻を志願する者は、事前個別相談が必須となる。（4ページを参照）

＊「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については２ページの「出願資格について」を参照してください。 
 

■試験時間  注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

外国語
専門科目
着席完了
口述試験

受験生入室

専攻

着席完了

8:40
9:00

9:10～10:10
10:40～11:40

13:00
13:10～

文学言語学専攻
生活機構学専攻

一般入試

web
web

web

web

web

web

web
web

web

提出
提出

＜修士論文の写し＞
文学研究科：２部提出
生活機構研究科：１部提出
＜左記1）～3）の書類＞
両研究科：１部提出

「
志
望
動
機
」及
び「
研
究
計
画
」等

に
つ
い
て
資
料（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等
）

を
用
い
て
説
明
し
質
疑
応
答
。
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■入学試験日程
＜試験日＞
７月期入学試験
2018年7/  6（金）生活機構学専攻
2018年7/  7（土）文学言語学専攻 
2月期入学試験
2019年2/15（金）生活機構学専攻
2019年2/16（土）文学言語学専攻 
＜出願期間＞
7月期入学試験　2018年6/  6（水）～6/18（月）
2月期入学試験　2019年1/15（火）～1/28（月）

＜合格発表＞
７月期入学試験　2018年7/14（土）
２月期入学試験　2019年2/23（土）
＜手続期間＞手続書類は窓口でも受付ます（平日9:00～17:00）
７月期入学試験
2018年  7/17(火）～  7/23（月）＜入学金＞
2018年11/19（月）～11/26（月）＜入学手続書類・授業料等＞
後期入学者は、上記全て7/17(火）～7/23（月）

2月期入学試験
2019年  2/25(月）～  3/4（月）

web：出願に必要な書類の様式は本学ホームページ入試情報サイト「大学院入学試験」各入学試験から
ダウンロードしてください

・「修了（見込）証明書」と「成績証明書」は最終出身大学院が発行したも
ので日本語または英語表記のものとする。

・それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語の訳文が必
要となる。翻訳した場合は、日本語学校や大使館等の公的機関が発行
した翻訳証明書を添付すること。

＊留学生で修了卒業証明書(certificate of completion)が提出できな
い場合は、修了証書(Diploma)のコピーを提出すること。その際必ず原
本から正しく複製されたことの証明（Certified true copy）を最終出
身校または公的機関で受けてから提出すること。

出願資格等を確認するために、個人情報を第三者（大使館等）に照会する
ことがある。

外国人
留学生入試社会人入試一般入試

■選考方法・試験科目
１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。  
1）書類審査  
2）筆記試験：（外国語・専門科目）  
3）口述試験   

博
士
後
期
課
程

博
士
後
期
課
程
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社会人入試

■募集する専攻
文学研究科 文学言語学専攻

生活機構学専攻生活機構研究科

専攻 講座研究領域

■選考方法・試験科目 ■選考方法・試験科目

筆記試験 口述試験

言語教育学
日本語教育講座
英語教育講座

文学言語学専攻

生活機構学専攻

日本語日本文学
英語英米文学

小論文（専門分野に関するもの）
専門科目（分野選択・記述式）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）

生活文化 専門科目(英語を含む)★

人間社会 専門科目(英語を含む)★

生活科学 専門科目(英語を含む)★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者  
１．入学までに２年以上の社会人経験のある者  
２．次の１）、２）いずれかに該当する者  
１）修士の学位を有する者、および入学までに修士の学位を授与される見込みの者  
２）修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊  

上記に加え、生活機構研究科生活機構学専攻を志願する者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）    
＊「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については２ページの「出願資格について」を参照してください。

■試験時間

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験 

■募集する専攻
文学研究科 文学言語学専攻

生活機構学専攻生活機構研究科

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者 
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本語を母語としない者 
２．次の１）～３）いずれかの基準を満たす者
１）外国の教育機関において、修士に相当する学位を授与された者、または修士（博士前期）課程に相当する課程を入学までに修了見込みの者 
２）留学生の在留資格で日本の大学院博士前期課程または修士課程を修了した者、または入学までに修了見込みの者 
３）修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊ 

上記に加え、生活機構研究科生活機構学専攻を志願する者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）  
＊「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については２ページの「出願資格について」を参照してください。 
◎入学までに２年以上の社会人経験のある方は「社会人入試」の受験が可能です。

外国人留学生入試
21世紀を迎えて大学院も生涯学習の一端を担い、社会人教育の場となることが求められています。このような社会の要請に応えて、社会人にさら
に高度な学識、研究・教育能力習得の機会を提供することを目的として社会人入試を実施します。この入試により入学した社会人は、大学院での
研究等を容易とするために長期履修制度の利用などによる修学ができます。

「
修
士
論
文
」あ
る
い
は「
研
究

業
績
」「
研
究
計
画
」に
つ
い
て

資
料（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等
）を

用
い
て
口
頭
発
表
お
よ
び
質

疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度

専攻 講座研究領域 筆記試験 口述試験

言語教育学
日本語教育講座
英語教育講座

文学言語学専攻

生活機構学専攻

日本語日本文学
英語英米文学

小論文（専門分野に関するもの）
専門科目（分野選択・記述式）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）

生活文化 専門科目(英語を含む)★

人間社会 専門科目(英語を含む)★

生活科学 専門科目(英語を含む)★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）

１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。  
1）書類審査  
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの）  
3）口述試験   

「
修
士
論
文
」あ
る
い
は「
研
究

業
績
」「
研
究
計
画
」等
に
つ
い

て
資
料（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等
）

を
用
い
て
口
頭
発
表
お
よ
び
質

疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度

文学言語学専攻専攻 生活機構学専攻

■試験時間

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

文学言語学専攻専攻 生活機構学専攻

注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。 注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

博
士
後
期
課
程

博
士
後
期
課
程
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社会人入試

■募集する専攻
文学研究科 文学言語学専攻

生活機構学専攻生活機構研究科

専攻 講座研究領域

■選考方法・試験科目 ■選考方法・試験科目

筆記試験 口述試験

言語教育学
日本語教育講座
英語教育講座

文学言語学専攻

生活機構学専攻

日本語日本文学
英語英米文学

小論文（専門分野に関するもの）
専門科目（分野選択・記述式）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）

生活文化 専門科目(英語を含む)★

人間社会 専門科目(英語を含む)★

生活科学 専門科目(英語を含む)★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者  
１．入学までに２年以上の社会人経験のある者  
２．次の１）、２）いずれかに該当する者  
１）修士の学位を有する者、および入学までに修士の学位を授与される見込みの者  
２）修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊  

上記に加え、生活機構研究科生活機構学専攻を志願する者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）    
＊「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については２ページの「出願資格について」を参照してください。

■試験時間

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。 
1）書類審査 
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの） 
3）口述試験 

■募集する専攻
文学研究科 文学言語学専攻

生活機構学専攻生活機構研究科

◆出願資格
次の１、２すべてを満たす者 
１．日本国籍を有しない者で、かつ日本語を母語としない者 
２．次の１）～３）いずれかの基準を満たす者
１）外国の教育機関において、修士に相当する学位を授与された者、または修士（博士前期）課程に相当する課程を入学までに修了見込みの者 
２）留学生の在留資格で日本の大学院博士前期課程または修士課程を修了した者、または入学までに修了見込みの者 
３）修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者＊ 

上記に加え、生活機構研究科生活機構学専攻を志願する者は、事前個別相談が必須となる。（４ページを参照）  
＊「修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者」に該当する者については２ページの「出願資格について」を参照してください。 
◎入学までに２年以上の社会人経験のある方は「社会人入試」の受験が可能です。

外国人留学生入試
21世紀を迎えて大学院も生涯学習の一端を担い、社会人教育の場となることが求められています。このような社会の要請に応えて、社会人にさら
に高度な学識、研究・教育能力習得の機会を提供することを目的として社会人入試を実施します。この入試により入学した社会人は、大学院での
研究等を容易とするために長期履修制度の利用などによる修学ができます。

「
修
士
論
文
」あ
る
い
は「
研
究

業
績
」「
研
究
計
画
」に
つ
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て

資
料（
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イ
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）を
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答
。20
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30
分
程
度

専攻 講座研究領域 筆記試験 口述試験

言語教育学
日本語教育講座
英語教育講座

文学言語学専攻

生活機構学専攻

日本語日本文学
英語英米文学

小論文（専門分野に関するもの）
専門科目（分野選択・記述式）（英語を含む）
小論文（専門分野に関するもの）
小論文（専門分野に関するもの）（英語を含む）

生活文化 専門科目(英語を含む)★

人間社会 専門科目(英語を含む)★

生活科学 専門科目(英語を含む)★

★英和辞書持ち込み可（電子辞書は持ち込み不可）

１）、２）、３）を総合的に評価し、合否を判定する。  
1）書類審査  
2）筆記試験：専門科目または小論文（専門分野に関するもの）  
3）口述試験   

「
修
士
論
文
」あ
る
い
は「
研
究

業
績
」「
研
究
計
画
」等
に
つ
い

て
資
料（
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
等
）

を
用
い
て
口
頭
発
表
お
よ
び
質

疑
応
答
。20
〜
30
分
程
度

文学言語学専攻専攻 生活機構学専攻

■試験時間

専門科目・小論文
着席完了
口述試験

受験生入室
着席完了

10:15
10:30

10:40～11:40
13:00
13:10～

文学言語学専攻専攻 生活機構学専攻

注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。 注１）30分以内の遅刻は入室・受験を認めます。　注2）試験時間内の途中退出は認めません。

博
士
後
期
課
程

博
士
後
期
課
程



17 18

合格発表と入学手続きについて

入学辞退・学費返還

入学手続きを完了した者で入学を辞退する場合は所定の手続
きを行えば、入学金以外の学費を返還します。A4サイズ縦の
用紙に横書きで、下記の内容を確実に記入してください。
1. 受験番号　2. 氏名（フリガナ）・捺印　3. 合格専攻名　
4. 入試種類・募集期　5. 辞退理由　
6. 振込先金融機関名＊（支店名・出張所名まで明記し、フリガ
ナをつける）
7. 口座預金種目・口座番号・口座名義（フリガナをつける）＊

8. 連絡先電話番号（確実に連絡のとれるところ）

手続期限：2019年3月30日（土）必着
　　　　 （後期入学は2018年9月29日（土）必着）　　
送 付 先：アドミッションセンター宛。封筒の表面に朱書きで
　　　　 「返還手続」と記入し、「簡易書留」で郵送してください。

〒154-8533
東京都世田谷区太子堂1-7-57
昭和女子大学　アドミッションセンター

返還時期：書類到着後、約2週間でご指定の金融機関へ振り込
みます。

＊ゆうちょ銀行の場合は、「振り込み用」の〔店名・預金種目・口座番号〕を記入してください。

入学金　　 施設設備金　    授業料　     実験実習　  厚生文化費       入学時           後期            年間
　　　　　　　　　　　　　                 教材費　　                       納入額　　    納入額　　  納入総額
　              （半年分）   　 （半年分）       （半年分）　   （半年分）   

2018年度学費（現行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　　　　　　　　日本文学専攻　　　　　　 　     200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600

文 学 研 究 科
　英米文学専攻　　　　　　 　     200,000　　  57,500      375,300　　　 5,000           2,500      640,300      440,300   1,080,600

　　　　　　　　言語教育・コミュニケーション専攻　   200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600
　　　　　　　　文学言語学専攻　　　　　　　  　   200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600
　　　　　　　　生活文化研究専攻　　　　 　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
　　　　　　　　心理学専攻　 　　　　　　　     200,000　　  57,500      390,300　　  15,000           2,500      665,300      465,300   1,130,600
　　　　　　　　福祉社会研究専攻　　　 　　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
生活機構研究科　人間教育学専攻　 　　　　　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
　　　　　　　　環境デザイン研究専攻　　 　     200,000　　  57,500       405,300　     30,000           2,500      695,300      495,300   1,190,600
　　　　　　　　生活科学研究専攻　 　　　　     200,000　　  57,500       405,300　     30,000           2,500      695,300      495,300   1,190,600
　　　　　　　　生活機構学専攻　　　　　 　     200,000　　  57,500      381,300　　 　9,000           2,500      650,300      450,300   1,100,600
１．社会人入試での入学者の入学金は100,000円とする。本学出身の入学者の入学金は入試の種類に関係なく免除する。    
２．授業料、実験実習教材費、厚生文化費は物価等の上昇に見合うスライド制とし、年度毎に定める。
３．後期納入額および2～3年次の前期納入額は、入学時納入額から入学金を除いた金額である。 
４．心理学専攻臨床心理学講座は入学後別途、心理臨床実習費を徴収する。
５．心理学専攻で臨床発達心理士の資格取得を希望する者は入学後別途、臨床発達実習費を徴収する。
６．修了年次後期に、光葉同窓会費40,000円を納入する。（本学出身者を除く）  

　

合格発表
合格発表は、インターネット出願サイトの「マイページ」で合格発表の午前10時から合否が確認できます。（8ページ合否照会、合
格通知書印刷  参照）

入学手続きについて
合格者は、「マイページ」から合格通知の印刷ボタンをクリックし各自で印刷（A4サイズ縦）、手続きをしてください。（8ページ合
否照会、合格通知書印刷  参照）なお、指定期間内に手続きを完了しない場合は入学辞退とみなします。入学手続書類は窓口でも受付
ます。（平日9：00～17:00）

学費

7号館 6号館

8号館

9号館

●交通
地下鉄／東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車
　　　　南口Aから徒歩７分
バ　ス／JR渋谷駅南口バスターミナルから
　　　　三軒茶屋方面行きバス
　　　　「昭和女子大」下車

研究科 専攻
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合格発表と入学手続きについて

入学辞退・学費返還

入学手続きを完了した者で入学を辞退する場合は所定の手続
きを行えば、入学金以外の学費を返還します。A4サイズ縦の
用紙に横書きで、下記の内容を確実に記入してください。
1. 受験番号　2. 氏名（フリガナ）・捺印　3. 合格専攻名　
4. 入試種類・募集期　5. 辞退理由　
6. 振込先金融機関名＊（支店名・出張所名まで明記し、フリガ
ナをつける）

7. 口座預金種目・口座番号・口座名義（フリガナをつける）＊

8. 連絡先電話番号（確実に連絡のとれるところ）

手続期限：2019年3月30日（土）必着
　　　　 （後期入学は2018年9月29日（土）必着）　　
送 付 先：アドミッションセンター宛。封筒の表面に朱書きで
　　　　 「返還手続」と記入し、「簡易書留」で郵送してください。

〒154-8533
東京都世田谷区太子堂1-7-57
昭和女子大学　アドミッションセンター

返還時期：書類到着後、約2週間でご指定の金融機関へ振り込
みます。

＊ゆうちょ銀行の場合は、「振り込み用」の〔店名・預金種目・口座番号〕を記入してください。

入学金　　 施設設備金　    授業料　     実験実習　  厚生文化費       入学時           後期            年間
　　　　　　　　　　　　　                 教材費　　                       納入額　　    納入額　　  納入総額
　              （半年分）   　 （半年分）       （半年分）　   （半年分）   

2018年度学費（現行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

　　　　　　　　日本文学専攻　　　　　　 　     200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600

文 学 研 究 科
　英米文学専攻　　　　　　 　     200,000　　  57,500      375,300　　　 5,000           2,500      640,300      440,300   1,080,600

　　　　　　　　言語教育・コミュニケーション専攻　   200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600
　　　　　　　　文学言語学専攻　　　　　　　  　   200,000　　  57,500      375,300　　　 7,500           2,500      642,800      442,800   1,085,600
　　　　　　　　生活文化研究専攻　　　　 　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
　　　　　　　　心理学専攻　 　　　　　　　     200,000　　  57,500      390,300　　  15,000           2,500      665,300      465,300   1,130,600
　　　　　　　　福祉社会研究専攻　　　 　　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
生活機構研究科　人間教育学専攻　 　　　　　     200,000　　  57,500      390,300　　　 7,500           2,500      657,800      457,800   1,115,600
　　　　　　　　環境デザイン研究専攻　　 　     200,000　　  57,500       405,300　     30,000           2,500      695,300      495,300   1,190,600
　　　　　　　　生活科学研究専攻　 　　　　     200,000　　  57,500       405,300　     30,000           2,500      695,300      495,300   1,190,600
　　　　　　　　生活機構学専攻　　　　　 　     200,000　　  57,500      381,300　　 　9,000           2,500      650,300      450,300   1,100,600
１．社会人入試での入学者の入学金は100,000円とする。本学出身の入学者の入学金は入試の種類に関係なく免除する。    
２．授業料、実験実習教材費、厚生文化費は物価等の上昇に見合うスライド制とし、年度毎に定める。
３．後期納入額および2～3年次の前期納入額は、入学時納入額から入学金を除いた金額である。 
４．心理学専攻臨床心理学講座は入学後別途、心理臨床実習費を徴収する。
５．心理学専攻で臨床発達心理士の資格取得を希望する者は入学後別途、臨床発達実習費を徴収する。
６．修了年次後期に、光葉同窓会費40,000円を納入する。（本学出身者を除く）  

　

合格発表
合格発表は、インターネット出願サイトの「マイページ」で合格発表の午前10時から合否が確認できます。（8ページ合否照会、合
格通知書印刷  参照）

入学手続きについて
合格者は、「マイページ」から合格通知の印刷ボタンをクリックし各自で印刷（A4サイズ縦）、手続きをしてください。（8ページ合
否照会、合格通知書印刷  参照）なお、指定期間内に手続きを完了しない場合は入学辞退とみなします。入学手続書類は窓口でも受付
ます。（平日9：00～17:00）

学費

7号館 6号館

8号館

9号館

●交通
地下鉄／東急田園都市線「三軒茶屋」駅下車
　　　　南口Aから徒歩７分
バ　ス／JR渋谷駅南口バスターミナルから
　　　　三軒茶屋方面行きバス
　　　　「昭和女子大」下車

研究科 専攻
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■Admissions Policy

■出願資格について

■大学院入学試験について

■出願について

■インターネット出願の利用手順

　博士前期課程・修士課程

　一般入試

　社会人入試

　外国人留学生入試

　博士後期課程

　一般入試

　社会人入試

　外国人留学生入試

■合格発表と入学手続きについて

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2

‥‥‥‥‥‥‥‥‥3

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４

‥‥‥‥‥‥‥5

‥‥‥‥‥‥‥‥‥9

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥15

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥16

‥‥‥‥‥‥17


	大学院要項修正ｐ９
	大学院要項修正ｐ13
	大学院要項修正版0523

