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　A　一般入試を受験できる者は、次の各号の１つに該当する者
　　⑴大学を卒業した者及び本学入学時までに卒業見込みの者
　　⑵学校教育法第104条第７項の規定により学士の学位を授与された者及び本学入学時までに授与される見

込みの者
　　⑶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及び本学入学時までに修了見込みの者
　　⑷文部科学大臣の指定した者
　　⑸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及び本学入学時までに修了見込みの者
　　⑹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

たとされるものに限る）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及び本学入学時までに修了見
込みの者

　　⑺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者及び本学
入学時までに修了見込みの者

　　⑻外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が３年以上である課程を修了することにより、学
士の学位に相当する学位を授与された者

　　⑼学校教育法第102条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって、本大学院文学研究科におい
て、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

　　⑽本大学院文学研究科において、個別の受験資格審査により大学を卒業した者と同等以上の学力がある
と認められた者で、22歳に達した者

　　〔注〕出願資格⑼、⑽で出願する者は、事前に本学大学院文学研究科の受験資格審査を受け、認定を受
ける必要があります（14ページ参照）。

　B　社会人入試を受験できる者は、上記Aの受験資格を有し、次の各号の１つに該当する者。但し、A⑴
⑵⑶⑸⑹⑺の見込みの者は除く

　　　⑴教育機関・企業等の正規の職員として勤務している者
　　　⑵2023年４月１日現在満27歳に達している者
　C　外国人留学生入試を受験できる者は、上記A⑶に該当する者、又は上記Aの受験資格を有し「留学」

の在留資格をもつ者

博
士
前
期
課
程

博
士
後
期
課
程

５名

５名

通常の受験に困難があると考えられる場合は、出願に先だち本学入試課までお問い合わせください。
〔入試課　TEL 03-3261-7423〕

　A　一般入試を受験できる者は、次の各号の１つに該当する者
　　⑴修士の学位を有する者及び本学入学時までに取得見込みの者
　　⑵外国において修士の学位に相当する学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び本学入学

時までに取得見込みの者
　　⑶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、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者及び本学入学時までに授与される見込みの者
　　⑷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、修士の学位又は専
門職学位に相当する学位を授与された者及び本学入学時までに授与される見込みの者

　　⑸文部科学大臣の指定した者
　　⑹本大学院文学研究科において、個別の受験資格審査により修士の学位又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られた者で、24歳に達した者
　　〔注〕出願資格⑹で出願する者は、事前に本学大学院文学研究科の受験資格審査を受け、認定を受ける

必要があります（14ページ参照）。
　B　外国人留学生入試を受験できる者は、上記A⑵に該当する者、又は上記Aの受験資格を有し「留学」

の在留資格をもつ者
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2022年10月８日（土） 2022年10月17日（月）
2022年10月26日（水）

2022年10月９日（日）

2022年９月15日（木）
～９月26日（月）

2023年２月18日（土） 2023年２月27日（月）

４名

１日目 ２日目

１日目 ２日目

12：45～

１科目選択（60分・100点）

１科目選択（60分・100点）

２月
４名

２月
６名

２月
６名

２月
２名

２月
２名

２月

３名
２月

３名
２月

２月

２月

2023年３月６日（月）

2023年２月19日（日）

2023年１月16日（月）
～２月３日（金）

※大学院入学にあたり在留資格「留学」を必要とする者は、在留資格申請手続の期間を考慮し、できるだけ10月試
　験で出願してください。

※出願者数により、筆記試験と面接試問を同日に実施する場合があります。また、面接試問の集合・開始時間
　（「４.募集人員・試験科目等」参照）を変更する場合もあります。送付された受験票の記載を必ず確認してくだ
　さい。

10：00～

⑴博士前期課程

⑵博士後期課程
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5.

一般入学試験

その他
「入学試験受験資格認定書」

写真２枚

写真２枚

一般入試（博士前期課程、博士後期課程）において、次の外国語能力試験のスコアが下記の基準を１つでも満たす
者については、筆記試験外国語を免除します。
①TOEFL（iBT） ：72点以上
②TOEIC（L&R） ：785点以上
③IELTS ：5.5以上

免除を受ける場合は、当該外国語能力試験のスコアが分かる書類のコピーを提出してください。

※出願用封筒（本学所定用紙）に出願書類一式を同封し、必ず簡易書留速達で郵送してください。
　入学試験志願票（Ａ票①②）・写真票（Ｂ票①②）・研究計画書・宛名カード・受験票送付用封筒は、この冊子の
　17ページ以降に綴じ込んであります。

大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与
された者は学位授与証明書、授与される見込みの者は
学位授与申請受理証明書。その場合上記⑶⑷は不要
です

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

卒業研究指導教員記入の学内書式（所見記入票）

※⑼について
　本学卒業者の方は入試課までお問い合わせください。

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください
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外国人留学生入学試験

」

写真２枚

写真２枚

社会人入学試験

写真２枚

⑾　日本語能力試験（JLPT）、日本留学試験（EJU）等、
　　日本語能力を証明できる書類がある場合は、成績
　　通知書等のコピーを提出してください。

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

344円分の切手を貼付してください

「入学試験受験資格認定書
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一般入学試験

外国人留学生入学試験

写真２枚（Ａ票・Ｂ票に貼付）

※本大学院文学研究科において、審査により受験資格
　が認められた者は、「入学試験受験資格認定書」。
　その場合上記⑶⑷は不要です

※本大学院文学研究科において、審査により受験資格
　が認められた者は、「入学試験受験資格認定書」。
　その場合上記⑶⑷⑾は不要です

写真２枚（Ａ票・Ｂ票に貼付）

⑾　日本語能力試験（JLPT）、日本留学試験（EJU）等、
　　日本語能力を証明できる書類がある場合は、成績
　　通知書等のコピーを提出してください。

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください

住所、氏名を明記し、344円分の切手を貼付して
ください
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6. 入 学 検 定 料

35, 000円
※再出願について
　　10月試験に出願した者が２月試験に再出願する場合の入学検定料は30,000円となります。
　　納入の際は必ず10月試験出願時に申込をしたIDから納入してください。

入学検定料の納入方法は、「コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー（ATM）での納入」の方法
があります。７ページを参照し、インターネットで事前申込みのうえ、所定の手続をとってください。

⑴　コンビニエンスストアでの納入
対象となるコンビニエンスストアは、「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」「デイリーヤマザ
キ」「セイコーマート」「セブン-イレブン」です。
納入方法は７ページを参照してください。なお、入学検定料の他に別途手数料〔900円（税抜）〕がかかります。

⑵　クレジットカードでの納入
対象となるクレジットカードは、「VISA」「Mastercard」「JCB」「American Express」「Diners Club」で
す。納入方法は７ページを参照してください。なお、入学検定料の他に別途手数料〔900円（税抜）〕がか
かります。

⑶　ペイジー（ATM）での納入
ペイジーマークの付いているＡＴＭで支払いができます。
１回の出願につき、現金では10万円未満の支払いができます。
利用可能な金融機関は、下記サイトから確認してください。
ウェルネット：https://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html
納入方法は７ページを参照してください。なお、入学検定料の他に別途手数料〔900円（税抜）〕がかか
ります。

⑷　コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー（ATM）共通注意事項
①　�納入後、インターネットで検定料収納サイトのマイページにアクセスし、「収納証明書」を各自でプリ

ントのうえ切り取り、B票「写真票」下の「入学検定料収納証明書貼付欄」に貼付してください。
②　���コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー（ATM）・ネットバンキングでの納入の場合、
土日／祝日を問わずいつでも入学検定料を納入することができます（ただし、コンビニエンスストア
の場合、店舗の営業時間外は除く）。

③　���コンビニエンスストア・クレジットカード・ペイジー（ATM）での納入方法に関するお問い合わせ
は、下記にて受け付けます。

　　問い合わせ先：Ｅ楽サポートセンター
　　　　　　　　　TEL　03-5957-5345
　　　　　　　　　受付期間　各試験区分の出願期間内の月〜金（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　　　　受付時間　月〜金（9：00〜17：00）
　　※本学およびコンビニエンスストア店頭でのお問い合わせにはお答えできません。
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8.

二松学舎大学　九段１号館（東京都千代田区三番町６－16）

後期課程受験者（10月・２月試験）12：45
前期課程受験者（10月・２月試験）９：45

９：30）

（13ページ案内図参照）

（10月・２月試験）10：00

7.

遅刻は試験開始後20分までは認めます（受験できます）。事故等により交通機関に遅延が生じた場合でも、
試験は原則として時間どおり行います。

⑴　出願書類を受付期間内に本学入試課宛に簡易書留速達で郵送してください（大学窓口では受付を行っており
ません）。

⑵　一度提出した出願書類は原則として返還しません（論文は返還します）。ただし、外国人留学生で証明書の原
本等返却を希望される場合はその旨を記載した紙（書式自由）を出願書類とともに提出してください。

⑶　出願書類に不備等があった場合は受け付けません。
⑷　受験票の返送が試験日までに間に合わない場合は、電話等で連絡の後、本学に保管します。試験当日に受付

に申し出、受領してください。
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2023年 3 月31日（金）16：00 3 月31日

合否通知は速達郵便にて合格発表日に発送しますので、郵便事情により本人の手元に届くのは２・３日後にな
る場合があります。
また、合否確認の補助的な手段として、インターネット（パソコン、携帯端末等）での合否確認を実施して
います（10ページ参照）。

10. 合 格 発 表

11. 入 学 手 続

　学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、インフルエンザ等）に罹患し、試
験当日までに治癒していない方は、他の受験生や監督者等への感染の恐れがありますので、本学の受験をご遠慮
願います。
　上記に該当し受験できなかった方は、診断書の提出等所定の手続により当該入学試験分にかかる入学検定料を
返還します。詳細は本学入試課にお問い合わせください。申請の締切は当該試験日から３日後までとします。な
お、追試験は実施しません。

　試験当日は、コロナウイルス感染拡大防止のため、一定間隔をあけての入場等の対応を行う場合があります。
試験室への入場まで時間がかかる事を考慮し、集合時間に余裕をもって到着するよう心がけてください。

9. 感染症に関する本学の対応について

– 9 –



12. インターネットによる合否確認方法について

パソコン、スマートフォンで下記のURLにアクセス

二松学舎大学　合否速報

ログアウト

受験番号
0000000
〇〇入試・〇〇学部

合格

注意事項

インターネットによる合否照会方法

※画面はイメージです。

QRコードを
利用してアクセス
することもできます。

https://gouhi.eraku-p.jp/era/nisho/
※本学公式ウェブサイト(https://www.nishogakusha-u.ac.jp/admission/)からもリンクしています。

※フィーチャーフォン(ガラケー)は、利用できません。

合格おめでとうございます。
後日、正式な通知が届きますので、その指示に従
って入学手続を行ってください。

二松学舎大学　合否速報

受験番号
0000000
〇〇入試・〇〇学部

繰上合格候補者です。
正規合格者の入学手続状況に応じて、繰上合格
の対象となる場合があります。
後日、候補となったことを記載した通知が届きま
すので、その指示に従ってください。

第二志望合格です。
後日、通知が届きますので、その指示に従って入
学手続を行ってください。

二松学舎大学　合否速報

受験番号
0000000
〇〇入試・〇〇学部

残念ながら不合格です。

合格の場合 繰上合格候補の場合 不合格の場合

１ ２ ３URLを入力するか、
上記QRコードでアクセス
してください。

ログイン

URL入力

アドレス
https://gouhi.eraku-p.jp/era/nisho/

合否結果表示４

利用規約を確認し、
「同意する」にチェックを
入れてログインページへ
進む。

受験番号と誕生月日を入力し、
ログインをおす。

二松学舎大学　合否速報 二松学舎大学　合否速報

ログイン

受験番号・誕生月日を入力してください。

誕生月日

月 　　日

＞ ＞

ーー ーー

受験番号

半角数字(７桁)を入力してください。
大学院の場合は、先頭に0(ゼロ)を付けて半角数字
(6桁)を入力してください。

ログアウト

ログアウト

二松学舎大学　合否速報

受験番号
0000000
〇〇入試・〇〇学部

第2・第3志望で合格の場合

ログアウト

●利用時間は各試験とも、合格発表日の午前10時から発表日を含む5日間（最終日の午後11時まで）です。
●当サ－ビスでの発表は速報であり、合格者の方には、手続書類をお送りします。
●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おいてからアクセスしてください。
●パソコンの性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間がかかる場合があります。
●操作方法並びに合否の結果に関し、電話でのお問い合わせには応じかねます。
●パソコンのブラウザーの設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する場合があります。その場合はブラウザ－を調整してください。
●なお、入試種別、志望学科によって、繰上合格候補、第2・第３志望での合格を出さない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

□同意する

合否照会　>
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〔２年次の学費〕授業料（52万円）及び施設費（10万円。但し本学出身者は５万円）の納入となります。他に松苓会（同窓会）終身会費15,000円を徴
　　　　　　　　収します（本学出身者は除く）。

〔２年次以降の学費〕毎年度、授業料（52万円）及び施設費（７万円。但し本学出身者は３万円）の納入となります。他に３年次に松苓会（同窓会）
　　　　　　　　　　終身会費15,000円を徴収します（本学出身者は除く）。

250,000円
260,000円
50,000円
560,000円
5,000円
4,000円
2,430円
11,430円
571,430円

260,000円
50,000円
310,000円

310,000円

250,000円
520,000円
100,000円
870,000円
5,000円
4,000円
2,430円
11,430円
881,430円

260,000円
25,000円
285,000円

4,000円
2,430円
6,430円
291,430円

260,000円
25,000円
285,000円

285,000円

520,000円
50,000円
570,000円

4,000円
2,430円
6,430円
576,430円

250,000円
260,000円
35,000円
545,000円
5,000円
6,000円
3,620円
14,620円
559,620円

260,000円
35,000円
295,000円

295,000円

250,000円
520,000円
70,000円
840,000円
5,000円
6,000円
3,620円
14,620円
854,620円

260,000円
15,000円
275,000円

6,000円
3,620円
9,620円
284,620円

260,000円
15,000円
275,000円

275,000円

520,000円
30,000円
550,000円

6,000円
3,620円
9,620円
559,620円

①
②

13. 学費等納入金

人文学会費

人文学会費
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本学では、大規模災害において被災された受験生に対して経済的な支援を図るために、入学検定料・入学時手続
金・授業料を減免するなどの特別措置を行っています。詳細は本学ホームページに掲載します。
なお、申請受付は入学後です。受験時及び入学手続時には所定の金額を納入していただくこととなりますが、審
査のうえ被災の状況に応じた減免（返還）措置を決定します。
　　
　※対象の災害は、随時ホームページで公開します。
　　本学ホームページ：https://www.nishogakusha-u.ac.jp/admission/

専修免許状の取得を希望する場合は、１種免許状が基礎となりますが、現在お持ちの１種免許状の取得根拠が教育
職員免許法第６条の場合は、専修免許状を取得できないことがありますので、本学教職課程センターへお問い合わ
せください。
　お問い合わせ先：教職課程センター   TEL 03-3261-1375

15. 大規模災害の被災者に対する特別措置について

下記に、国の教育ローン及び本学と信販会社との提携によるローンを紹介します。
※これらのローンの利用を希望される方は、事前に各ローンの問合せ先に連絡し、融資までにかかる時間を考慮
して、早めに申込を行うようにしてください。学費等納入金（11ページ）については、必ず入学手続期間内に納
入してください。なお、外国人留学生の方は利用できない状況となっております。ご了承ください。

⑴　国の教育ローン
日本政策金融公庫の実施する公的な融資制度です。大学入学時・在学中にかかる費用を対象とした融資を受
けることができます。詳しくはインターネットで「国の教育ローン」を検索するか、下記コールセンターに
問い合わせてください。

融資額：学生一人あたり350万円以内
申込時期：随時。受験前でも申し込みができます。
問合せ先：国の教育ローンコールセンター　TEL：0570-008656

⑵　本学提携教育ローン
本学と信販会社セディナとの提携による、本学学生への経済的支援を目的とした低利率のローンです。融資
を申し込む場合は、インターネットにより手続を行ってください。一般の金融機関でのローンに比べ、簡単
な手続で利用ができます（大学への入学時手続金・学費等の振込は信販会社が行います）。
※セディナ学費ローンのお申込は、合格発表後に手続を行ってください。

提携先・問合せ先：セディナ カスタマーセンター　TEL：050-3827-0375
申込Webサイト：https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/
　　　　　　　　※「セディナ学費ローン」でご検索ください。

14. 教育ローン

16. 教育職員免許状（専修免許状）の取得について
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①東京メトロ東西線・半蔵門線、都営地下鉄新宿線「九段下」駅下車、２番出口から徒歩８分
②東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅下車、５番出口から徒歩10分 
③ＪＲ中央線（総武線）、東京メトロ有楽町線・南北線「飯田橋」駅西口又は、「市ケ谷」駅
　下車、徒歩15分
④都営地下鉄新宿線「市ヶ谷」駅下車、Ａ３出口から徒歩15分

（10月試験・２月試験共通）
６－16

17. 試験会場案内図

二松学舎大学　九段１号館

二松学舎大学
九段１号館
（試験会場）

JR
飯田
橋駅

JR
飯田
橋駅

JR市ケ谷駅JR市ケ谷駅 地下鉄九段下駅
地下鉄九段下駅

地下鉄市ヶ谷駅地下鉄市ヶ谷駅

地下
鉄飯
田橋
駅

地下
鉄飯
田橋
駅

地下鉄飯田橋駅

地下鉄飯田橋駅

アルカディア
市ヶ谷
アルカディア
市ヶ谷

飯田橋駅西口飯田橋駅西口

一口坂一口坂

至秋葉原至秋葉原
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中央
線（
総武
線）
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中央
線（
総武
線）

至新宿至新宿

富士見町教会富士見町教会

日本歯科大学日本歯科大学

九段中等教育学校九段中等教育学校

りそな銀行りそな銀行

日本武道館日本武道館

二松学舎大学
附属高等学校
二松学舎大学
附属高等学校

ダイヤモンド
ホテル

ダイヤモンド
ホテル

イギリス
大使館
イギリス
大使館

文文

文文

文文

二松学舎大学
九段３号館
二松学舎大学
九段３号館

〒〒 交交
麹
町
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便
局

麹
町
郵
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下
駅
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鳥
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鳥
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靖　　　国　　　神　　　社靖　　　国　　　神　　　社

二松学舎大学
　　　九段４号館
  九段５号館　　

二松学舎大学
　　　九段４号館
  九段５号館　　

セブンイレブンセブンイレブン

●●
半
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駅

５
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口

半
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５
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鉄
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蔵
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駅
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2022年８月22日（月）～2022年８月29日（月）
2022年12月12日（月）～2022年12月19日（月）

（書式自由）

審査用紙が本学に到着してから本学業務日の２週間以内に審査結果を郵送で通知します。審査の結果認定を
受けた者に対しては、「入学試験受験資格認定書」を発行しますので、出願書類に添付してください。

18. 受験資格審査について

窓口受付９：00～16：00

本学入学試験を志願する人で、受験にあたって特別な配慮を必要とする方は、必ず出願前に「受験上の配慮申請
書」を記入し、必要に応じて医師の診断書・障害者手帳のコピー等を添付して本学入試課へ申請してください。
「受験上の配慮申請書」はHPよりダウンロードしてください。本学にて審査の上、申請内容に応じた受験上
の配慮を決定します。（本学に来校いただき、面談をお願いする場合もあります）。
なお、申請内容によっては試験日までに対応ができず、配慮措置が講じられないこともありますので、申請は
できるだけ早めに行うようにしてください。
ご不明な点は入試課（TEL03-3261-7423）までお問い合わせください。

本学が過去に行った配慮の例
 
   • 別室での受験
    • トイレに近い座席で受験
    • 車椅子用机での受験
    • 試験時の注意事項等の文書による伝達 （聴覚障害者対象）
    • 補聴器の使用許可

※日常的に使用している補聴器・車椅子等を試験時に使用することも特別な配慮の対象となりますので、必ず事前に申
請してください。

19. 受験上の配慮が必要な方
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（2023年4月1日現在の満年齢）

期間（西暦で記入）

期間（西暦で記入）

タテ４cm×ヨコ３cm

※外国籍を有する者のみ記入

二松学舎大学大学院文学研究科　入学試験受験資格確認申請書

メールアドレス

K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴



次項以降に次の書類が綴じ込んであります。それぞれミシン目より切り離して使用してください。

〇一般・社会人入学試験志願票（Ａ票①）
〇写真票（Ｂ票①）
〇研究計画書（一般・社会人入試志願者用）

〇外国人留学生入学試験志願票（Ａ票②）
〇写真票（Ｂ票②）
〇研究計画書（外国人留学生入試志願者用）

〇宛名カード

〇受験票送付用封筒

※それぞれ一般・社会人出願用、外国人留学生出願用にわかれていますので、
　記入の際は、間違いのないようにして下さい。
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K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴

2023年度　二松学舎大学大学院文学研究科　一般・社会人入学試験志願票

（2023年4月1日現在）

メールアドレス

タテ４cm×ヨコ３cm

整理番号



2C : M+K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ T ミシン＋１穴

10月入試・２月入試

2023年度 二松学舎大学大学院　文学研究科　写真票

入学検定料
収納証明書（コンビニエンスストア・クレジットカード・
ペイジー（ATM））
貼付欄

（入学試験志願票送付時点で切り離さないでください）

入学検定料収納証明書貼付欄

Ｂ票①



K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴

二松学舎大学　文学研究科　一般・社会人用



K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴



加工＝ミシン１本＋２穴K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない）

2023年度　二松学舎大学大学院文学研究科　外国人留学生入学試験志願票

（2023年4月1日現在）

（西暦で記入） （西暦で記入）

メールアドレス

メールアドレス本国住所

タテ４cm×ヨコ３cm

整理番号



K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴

１



2C : M+K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ T ミシン＋１穴

10月入試  ・  ２月入試

2023年度 二松学舎大学大学院　文学研究科　写真票

入学検定料
収納証明書（コンビニエンスストア・クレジットカード・
ペイジー（ATM））
貼付欄

（入学試験志願票送付時点で切り離さないでください）

入学検定料収納証明書貼付欄

Ｂ票②



二松学舎大学　文学研究科　外国人留学生用

K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない） 加工＝ミシン１本＋２穴



二松学舎大学宛名カード

K ※Y : 加工用ガイド（印刷しない）　　※全共通 加工＝ミシン１本



３つのポリシー
１．学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

〇�博士前期課程
　【�国文学専攻　修士（文学）、中国学専攻　修士（文学）・修士（日
本漢学）】

　文学研究科博士前期課程は、東アジア地域の学術・文化の研究
を推進し、その蘊奥を授けて高度な専門的学識を有する教員・職
業人の養成を図り、生涯教育の一環としてより豊かな教養の場を
社会に提供することを目的としています。この目的に応じたもの
として、所定の単位を修得し、以下のような能力を身につけ修士
論文を提出して審査に合格した者に対して課程修了を認定し、修
士（文学）又は修士（日本漢学）の学位を授与します。
１．研究における専門的な知識と研究方法とを的確に用いる能力。
２．�研究における専門的な学術理論を身に付け、それを応用する
能力。

３．研究倫理に基づいた的確な判断を行う能力。
４．自己および研究課題を対象化し、社会に位置づける能力。

学位別には、以下に掲げる能力を求めます。
修士（文学）
　東アジア地域の学術・文化に関わり、対象とする分野・時代・
作家・作品・言語・資料・事象等について、独自の問題設定を行
い、論理的な手続きに即して、創見を提示できる能力。

修士（日本漢学）
　日本の漢字文化に関わり、対象とする分野・時代・作家・作品・
言語・資料・事象等について、独自の問題設定を行い、論理的な
手続きに即して、創見を提示できる能力。

〇�博士後期課程
　【�国文学専攻　博士（文学）、中国学専攻　博士（文学）・博士（日
本漢学）】

　文学研究科博士後期課程は、東アジア地域の学術・文化の研究
を推進し、その蘊奥を授けて研究後継者の育成を図り、学界・教
育界・国際社会に通用する優れた人材を養成することを目的とし
ています。この目的に応じたものとして、所定の単位を修得し、
以下のような能力を身につけ博士論文を提出して審査に合格した
者に対して課程修了を認定し、博士（文学）又は博士（日本漢学）
の学位を授与します。
１．�研究における高度で専門的な知識と研究方法とを的確に用い
る能力。

２．�研究における高度で専門的な学術理論を身に付け、それを応
用し、自立して研究を遂行する能力。

３．研究倫理に基づいて持続的な研究活動を展開する能力。
４．�自己および研究課題を客観的にとらえ、研究成果を通じて社
会に貢献する能力。

学位別には、以下に掲げる能力を求めます。
博士（文学）
　東アジア地域の学術・文化に関わり、対象とする分野・時代・
作家・作品・言語・資料・事象等について、高度で広がりのある
問題設定を行い、論理的で緻密な手続きに即して、持続的な創見
の提示によって学界に貢献することができる能力。

博士（日本漢学）
　日本の漢字文化に関わり、対象とする分野・時代・作家・作品・
言語・資料・事象等について、高度で広がりのある問題設定を行
い、論理的で緻密な手続きに即して、持続的な創見の提示によっ
て学界に貢献することができる能力。

２．教育課程編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）
　文学研究科では、教育研究上の目的を達成するため、学位授与
の方針に掲げた能力を修得させるべく、以下のような方針に基づ
き、教育課程（カリキュラム）を編成します。
〇�博士前期課程
　【国文学専攻　修士（文学）、中国学専攻　修士（文学）】
１�．東アジア地域の学術・文化の研究における専門的な知識と研
究方法を修得し得るよう、各授業科目は研究対象の時代や領域
に応じて体系的な専門教育が施されるよう、「講義科目」「演習
科目」で区分された選択科目群を編成する。「講義科目」では
研究対象を的確に把握し分析する能力を涵養し、「演習科目」
では、研究成果を客観的かつ論理的に発信できるよう、実践的
に指導する。
２�．東アジア地域の学術・文化の研究における専門的な知識と理
論とに基づき、研究倫理に則った研究論文・修士論文が作成で
きるよう、「研究指導」を時間割に配当し、個別研究指導を行う。

〇博士前期課程【中国学専攻　修士（日本漢学）】
１�．日本の漢字文化の研究における専門的な知識と研究方法を修
得し得るよう、各授業科目は研究対象の時代や領域に応じて体
系的な専門教育が施されるよう、「講義科目」「演習科目」で区
分された選択科目群を編成する。「講義科目」では研究対象を
的確に把握し分析する能力を涵養し、「演習科目」では、研究
成果を客観的かつ論理的に発信できるよう、実践的に指導する。
２�．東アジア地域の学術・文化の研究における専門的な知識と理
論とに基づき、研究倫理に則った研究論文・修士論文が作成で
きるよう、「研究指導」を時間割に配当し、個別研究指導を行う。
〇博士後期課程
　【国文学専攻　博士（文学）、中国学専攻　博士（文学）】
１�．東アジア地域の学術・文化の研究における高度で専門的な知
識と研究方法を修得し得るよう、各授業科目は研究対象の時代
や領域に応じて高度に専門性が高く体系的な教育が施されるよ
う、「特殊講義科目」「特殊演習科目」で区分された選択科目群
を編成する。「特殊講義科目」では研究対象を精緻に認識し、
総合的に考察する能力を涵養し、「特殊演習科目」では、独創
性のある研究成果を持続的に発信できるよう、実践的に指導す
る。
２�．東アジア地域の学術・文化の研究における高度で専門的な知
識と理論とに基づき、研究倫理を遵守した自立的な研究を推敲
することによって、研究論文・博士論文が作成できるよう、高
度に専門的な「研究指導」を時間割に配当し、個別研究指導を
行う。
〇博士後期課程
　【中国学専攻　博士（日本漢学）】
１�．日本の漢字文化の研究における高度で専門的な知識と研究方
法を修得し得るよう、各授業科目は研究対象の時代や領域に応
じて高度に専門性が高く体系的な教育が施されるよう、「特殊
講義科目」「特殊演習科目」で区分された選択科目群を編成する。
「特殊講義科目」では研究対象を精緻に認識し、総合的に考察
する能力を涵養し、「特殊演習科目」では、独創性のある研究
成果を持続的に発信できるよう、実践的に指導する。
２�．東アジア地域の学術・文化の研究における高度で専門的な知
識と理論とに基づき、研究倫理を遵守した自立的な研究を推敲
することによって、研究論文・博士論文が作成できるよう、高
度に専門的な「研究指導」を時間割に配当し、個別研究指導を
行う。

3．入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）
博士前期課程
　学士課程等において身につけた、文学及び文学研究に関する基
礎知識や研究方法等の知見に基づく十分な基礎学力を修得してい
ることを前提として、次のような志向・資質を持った人材を受け
入れます。

≪国文学専攻≫
①�日本文学、日本語学、日本文化学等の各分野に関する専門的な
知識と研究方法を修得する意欲のある者。
②�研究を通じて修得した深い学識によって、研究・教育など高度
な専門性が必要な分野での社会貢献を目指す者。
③�社会人としての経験があり、その知見を生かして、自己の問題
意識に基づく文学研究を更に深める意欲のある者。

≪中国学専攻≫
①�中国学、日本漢学、中国文化等の各分野に関する専門的な知識
と研究方法を修得する意欲のある者。
②�研究を通じて修得した深い学識によって、研究・教育など高度
な専門性が必要な分野での社会貢献を目指す者。
③�社会人としての経験があり、その知見をを生かして、自己の問
題意識に基づく文学研究を更に深める意欲のある者。

博士後期課程
　修士課程等において身につけた、文学及び文学研究における専
攻分野に関する研究実績を有していることを前提として、次のよ
うな志向・資質を持った人材を受け入れます。
≪国文学専攻≫
①�日本文学、日本語学、日本文化学等の各専攻分野における研究
能力又は高度の専門性を要する職業等に従事することを目指す
者。
②課程博士号を取得し、課程修了後は研究職を目指す者。
≪中国学専攻≫
①�中国学、日本漢学、中国文化等の各専攻分野における研究能力
又は高度の専門性を要する職業等に従事することを目指す者。
②課程博士号を取得し、課程修了後は研究職を目指す者。



入学試験に関する問い合わせ先
　◎二松学舎大学　入試課
　　窓口及び電話受付時間
　　平　日　９：00～16：30
　　〒102-8336　東京都千代田区三番町６－16
　　TEL　03（3261）7423
　　E-mail nyushik@nishogakusha-u.ac.jp




