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大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出
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大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出

制作：株式会社大悟 / 月刊留学生

学校資料無料ダウンロード!!
学校资料免费下载 !!

학교 자료 무료 다운로드 !!
Tải miễn phí tài liệu & hồ sơ !!2023年度 留学生のための大学院入試一覧 （修士課程）

大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出
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大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出

制作：株式会社大悟 / 月刊留学生

学校資料無料ダウンロード!!
学校资料免费下载 !!

학교 자료 무료 다운로드 !!
Tải miễn phí tài liệu & hồ sơ !!2023年度 留学生のための大学院入試一覧 （修士課程）

大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出
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大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出

制作：株式会社大悟 / 月刊留学生

学校資料無料ダウンロード!!
学校资料免费下载 !!

학교 자료 무료 다운로드 !!
Tải miễn phí tài liệu & hồ sơ !!2023年度 留学生のための大学院入試一覧 （修士課程）

大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出
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大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出

制作：株式会社大悟 / 月刊留学生

学校資料無料ダウンロード!!
学校资料免费下载 !!

학교 자료 무료 다운로드 !!
Tải miễn phí tài liệu & hồ sơ !!2023年度 留学生のための大学院入試一覧 （修士課程）

大学院名
桜美林大学

大学院
駒澤大学
大学院

埼玉大学
大学院

昭和女子大学
大学院

専修大学
大学院

大東文化大学
大学院

拓殖大学
大学院

多摩美術大学
大学院

中央大学
大学院 東海大学大学院 東京工業大学

大学院
東京工科大学

大学院
東京工芸大学

大学院
東京都市大学

大学院
東京理科大学

大学院
東洋学園大学

大学院
二松学舎大学

大学院 日本大学大学院 ハリウッド
大学院大学 法政大学大学院 武蔵野大学

大学院
武蔵野美術
大学大学院

明治学院大学
大学院 明治大学大学院 山梨学院大学

大学院
横浜市立大学

大学院

研究科名
（専攻）

国際学術研究科 
国際学術専攻
グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
心理学実践研究
学位プログラム

（臨床心理分野、
ポジティブ心理分野）
経営学学位プログラム

（経営学研究コース、
MBA コース）
大学アドミニストレー
ション実践研究
学位プログラム

（通信教育課程）
老年学学位プログラム

仏教学研究科
仏教学
人文科学研究科
国文学
英米文学
地理学
歴史学
社会学
心理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
法学研究科
公法学
私法学
経営学研究科
経営学
医療健康科学研究科
診療放射線学
グローバル・
メディア研究科
グローバル・メディア

人文社会科学研究科
文化環境専攻

（グローバル・ガバナンス
コース、現代社会コース、
哲学歴史コース、ヨーロッ
パ・アメリカ文化コース）
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース、
日本アジア経済経営コース）
経済経営専攻

理工学研究科
生命科学専攻

（分子生物学PG、生体制
御学PG）
物質科学専攻

（物理学PG、基礎化学PG、
応用化学PG）
数理電子情報専攻

（数学PG、電気電子物理
工学PG、情報工学PG）
機械科学専攻

（機械科学PG）
環境社会基盤専攻

（環境社会基盤国際PG）

文学研究科
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

（日本語教育講座、
英語教育講座※1）
生活機構研究科
生活文化研究専攻※2

心理学専攻
（心理学講座※3）
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

※1 
英語教育専修コース

（1年制）もあるが一般・
社会人入試のみ実施

※2
1 年制コースもあるが
社会人入試のみ実施

※3
心理学講座以外に臨床
心理学講座もあるが
一般入試のみ実施

経済学研究科
経済学

（社会経済コース/
国際経済コース/
プロフェショナルコース/
エコノミックリサーチ
コース）
法学研究科
法学
文学研究科
日本語日本文学※1
英語英米文学※2
哲学
歴史学
地理学
社会学
心理学
経営学研究科
経営学

（経営学コース/
情報管理コース）
商学研究科
商学

（アカデミックコース/
ビジネスコース）
会計学※2

（アカデミックコース/
プロフェショナルコース）
※1  2023年4月より、文学研究科日
本語日本文学専攻にコース制を導入。 
修士課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語プロフェッショナルコース

（神田キャンパス）、
博士後期課程 /日本文学文化コース

（生田キャンパス）、
日本語学コース（神田キャンパス）

※2  英語英米文学専攻、会計学専攻
プロフェッショナルコースでは、外
国人留学生入学試験制度を実施して
いません。

文学研究科
日本文学専攻
中国学専攻
英文学専攻
書道学専攻
教育学専攻
経済学研究科
経済学専攻
経済学専攻

（公共政策学専修コース）
法学研究科
法律学専攻
政治学専攻
政治学専攻

（公共政策学専修コース）
外国語学研究科
中国言語文化学専攻
英語学専攻
日本言語文化学専攻
アジア地域研究科
アジア地域研究専攻
経営学研究科
経営学専攻
スポーツ・健康科学研究科
スポーツ・健康科学専攻

経済学研究科
国際経済
商学研究科
商学
工学研究科
機械・電子システム工学
情報・デザイン工学
言語教育研究科
英語教育学
日本語教育学
言語教育学
国際協力学研究科
国際開発
安全保障
地方政治行政研究科
地方政治行政

美術研究科
絵画専攻

（日本画 / 油画 / 版画）
彫刻専攻
工芸専攻

（陶 / ガラス / 金属）
デザイン専攻

（グラフィックデザイン / 
 プロダクトデザイン /     
 テキスタイルデザイン /   
 環境デザイン / 
 情報デザイン / 
 統合デザイン）
芸術学専攻
演劇舞踊専攻

（演劇舞踊 /
 劇場美術デザイン）

法学研究科
公法
民事法
刑事法
国際企業関係法
政治学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学
文学研究科
国文学
英文学
独文学
仏文学
中国言語文化
日本史学
東洋史学
西洋史学
哲学
社会学
社会情報学
教育学
心理学
総合政策研究科
総合政策
理工学研究科
数学
物理学
都市人間環境学
精密工学
電気電子情報通信工学
応用化学
ビジネスデータサイエンス
情報工学
生命科学

文学研究科
文明研究専攻 / 史学専攻 / 日本文学専攻

（日本文学研究コース、日本語教育学コース） / 
英文学専攻 / コミュニケーション学専攻

（メディア学コース、社会学コース、臨床心理学
コース） / 観光学専攻
政治学研究科
政治学専攻（政治学研究コース、地方行政研究
コース、国際政治学研究コース）
経済学研究科　応用経済学専攻
法学研究科　法律学専攻
人間環境学研究科　人間環境学専攻
芸術学研究科　音響芸術専攻 / 造型芸術専攻
体育学研究科　体育学専攻
健康学研究科★ 　健康マネジメント学専攻
理学研究科　
数理科学専攻（数学コース、情報数理学コース） / 
物理学専攻 / 化学専攻
工学研究科　
電気電子工学専攻 / 応用理化学専攻 / 
建築土木工学専攻 / 機械工学専攻 / 
医用生体工学専攻
情報通信学研究科　情報通信学専攻
医学研究科★　医科学専攻 / 看護学専攻※

海洋学研究科　海洋学専攻
農学研究科 　
農学専攻（生物資源科学コース、生命科学コース、
連携大学院）
生物学研究科　生物学専攻 

★ 健康学研究科、医学研究は秋入学試験を実施しません

理学院
数学系
物理学系
化学系
地球惑星科学系

工学院
機械系
システム制御系
電気電子系
情報通信系
経営工学系

物質理工学院
材料系
応用化学系

情報理工学院
数理・計算科学系
情報工学系

生命理工学院
生命理工学系

環境・社会理工学院
建築学系
土木・環境工学系
融合理工学系
社会・人間科学系
イノベーション科学系※

技術経営専門職学位課程※

※外国人留学生を対象とし
た国際大学院プログラム

（IGP）では募集しません。

工学研究科
サステイナブル工学
バイオ・
情報メディア研究科
バイオニクス
コンピュータサイエンス
メディアサイエンス
デザイン研究科
デザイン
医療技術学研究科
臨床検査学

芸術学研究科
メディアアート専攻　
写真メディア領域
映像メディア領域
デザインメディア領域
インタラクティブ
メディア領域
アニメーションメディア
領域
ゲームメディア領域
マンガメディア領域
芸術学領域

工学研究科
工学専攻
機械工学専門分野
電気電子工学専門分野
情報工学専門分野
化学・材料工学専門分野
建築学・風工学専門分野

総合理工学研究科
機械専攻
電気・化学専攻
共同原子力専攻
自然科学専攻
建築・都市専攻
情報専攻

（全専攻 / 
世田谷キャンパス）

環境情報学研究科
環境情報学専攻

（横浜キャンパス）
都市生活学専攻

（世田谷キャンパス）

理学研究科
数学専攻
物理学専攻
化学専攻
応用数学専攻
薬学研究科
薬科学専攻
工学研究科
建築学専攻
工業化学専攻
電気工学専攻
情報工学専攻
機械工学専攻
創域理工学研究科
数理科学専攻
先端物理学専攻
情報計算科学専攻
生命生物科学専攻
建築学専攻
先端化学専攻
電気電子情報工学専攻
経営システム工学専攻
機械航空宇宙工学専攻
社会基盤工学専攻
先進工学研究科
電子システム工学専攻
マテリアル創成工学専攻
生命システム工学専攻
物理工学専攻
経営学研究科
経営学専攻
生命科学研究科
生命科学専攻

現代経営研究科 文学研究科
国文学専攻
中国学専攻
国際日本学研究科※

国際日本学専攻
国際政治経済学研究科
国際政治経済学専攻

※ 2022年4月開設

法学研究科
公法学 / 私法学 / 政治学
新聞学研究科　
新聞学
文学研究科
哲学 / 史学 / 国文学 / 中国学 / 英文学 / ドイツ文学 /
社会学（社会学コース・社会福祉学コース）/
教育学 / 心理学
総合基礎科学研究科
地球情報数理科学 / 相関理化学
理工学研究科　
地理学
経済学研究科
経済学
商学研究科
商学 / 経営学 / 会計学
芸術学研究科
文芸学 / 映像芸術 / 造形芸術 / 音楽芸術 /
舞台芸術
国際関係研究科
国際関係研究
理工学研究科
土木工学 / 交通システム工学 / 建築学 / 
海洋建築工学 / まちづくり工学 / 機械工学 / 
精密機械工学 / 航空宇宙工学 / 電気工学 / 
電子工学 / 情報科学 / 物質応用化学 / 物理学 / 
数学 / 量子理工学
生産工学研究科
機械工学 / 電気電子工学 / 土木工学 /
建築工学 / 応用分子化学 / マネジメント工学 /
数理情報工学
工学研究科
土木工学 / 建築学 / 機械工学 / 電気電子工学 / 
生命応用化学 / 情報工学

ビューティビジネス研究科 人文科学研究科
日本文学専攻
国際日本学インスティテュート
国際文化研究科
経済学研究科
法学研究科
政治学研究科
政治学専攻
国際政治学専攻
社会学研究科
人間社会研究科
福祉社会専攻
デザイン工学研究科
建築学専攻
都市環境デザイン工学専攻
システムデザイン専攻

文学研究科
日本文学専攻
言語文化研究科
言語文化専攻

（言語文化コース /
ビジネス日本語コース）
法学研究科
ビジネス法務専攻
政治経済学研究科
政治経済学専攻
経営学研究科
会計学専攻
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
人間社会研究科
人間学専攻

（臨床心理学コース /
人間行動学コース /
言語聴覚コース）
実践福祉学専攻
仏教学研究科
仏教学専攻
工学研究科
数理工学専攻
建築デザイン専攻
環境学研究科
環境マネジメント専攻
環境システム専攻
教育学研究科
教育学専攻
薬科学研究科
薬科学専攻
看護学研究科
看護学専攻

造形研究科
【美術専攻】
日本画コース
油絵コース
版画コース
彫刻コース
美学美術史コース
芸術文化政策コース

【デザイン専攻】
視覚伝達デザインコース
工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
デザイン情報学コース

造形構想研究科
【造形構想専攻】
クリエイティブ
リーダーシップコース
映像・写真コース

文学研究科
英文学専攻
フランス文学専攻
芸術学専攻
経済学研究科
経済学専攻
社会学研究科
社会学専攻
社会福祉学専攻
国際学研究科
国際学専攻
心理学研究科
心理学専攻
教育発達学専攻
法と経営学研究科
法と経営学専攻

文系研究科
法学研究科（公法学、民事法学）
商学研究科（商学）
政治経済学研究科（政治学、経済学）
経営学研究科（経営学）
文学研究科（日本文学、英文学、仏文学、
独文学、演劇学、文芸メディア、史学、
地理学、臨床人間学）
情報コミュニケーション研究科

（情報コミュニケーション学）
教養デザイン研究科（教養デザイン）
グローバル・ガバナンス研究科

（グローバル・ガバナンス）
国際日本学研究科（国際日本学）

理系研究科
理工学研究科（電気工学、機械工学、建築・
都市学、応用化学、情報科学、数学、物理学）
農学研究科（農芸化学、農学、農業経済学、
生命科学）
先端数理科学研究科（現象数理学、
先端メディアサイエンス、ネットワークデザイン）

社会科学研究科
（経営学 / 経済学 / 
マーケティング等）

都市社会文化研究科
都市社会文化専攻

国際マネジメント研究科
国際マネジメント専攻

生命ナノシステム科学
研究科
物質システム科学専攻
生命環境システム科学
専攻

生命医科学研究科
生命医科学専攻

データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
ヘルスデータサイエンス
専攻

医学研究科
医科学専攻
看護学専攻

指導教員の
事前承認

事前相談は
必須ではありません 不要

【人文社会科学研究科】不要
【理工学研究科】
希望する指導教員と出願前に
十分に相談すること

生活機構研究科（生活文化研究専攻、福祉社
会研究専攻）は必須。他の研究科・専攻も推奨

【申込期限】 
7月期：2022年5月23日（月）
2月期：2022年12月12日（月）
申込方法は入学試験要項を確認すること

指導教員により要 不要 不要
※工学研究科のみ要

不要
【法学、経済学、商学、
文学、総合政策】 推奨

【理工学】 必須
あり

不要
※ただし、系によっては希望指
導教員との事前相談が必要

（IGP :希望指導教員の事前承認必要）

要

【芸術学研究科メディアアート専攻】 
事前承認が必要ではないが指導可能
な教員がいるか確認することを推奨

【工学研究科】要（出願前に研究指
導を希望する教員に研究内容等につ
いて相談すること）

要 要 不要 不要 全研究科 要 原則、不要
※ただし、デザイン工学研究科は事前承認要

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学ホーム
ページ公開予定の 2023年度
入学試験要項をご確認ください。

造形研究科、美術専攻（芸術
文化政策）、デザイン専攻（建
築・デザイン情報学）のみ
※事前面談あり

要
指導を求める教員へのコンタクトを必須としては
いません。ただし、理系研究科は必須とする場合
があります。詳細は募集要項にてご確認ください。

不要
要

（国際マネジメント研究科、
データサイエンス研究科ヘルス
データサイエンス専攻を除く）

個別資格審査 あり
※募集要項を確認ください

要
※詳細は入学入試要項を参照

出願資格により必要となる
あり

※審査を希望する者は
ホームページを確認すること

あり あり
※出願資格審査

あり あり あり あり
※詳細は入学試験要項をご確認ください

募集要項確認の上、審査が必要な
場合はお送りください。（IGP：必要
な場合は、入試課へ連絡すること）

あり
原則なし

※出願資格の該当項目によっては
審査が必要となりますので、

お問合せは各入試課までお願いします。

あり
※詳細は募集要項をご確認ください

あり あり 個別資格審査の詳細について
は入試要項をご確認ください あり あり

原則、なし
※ただし、受験資格を満たしていない場合、

「入学資格審査」を受ける必要があります。
あり あり あり あり あり

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

日本語・
英語の資格

【日本語】JLPT N1/J.TEST 700点以上/
EJU日本語科目「読解・聴読解・聴解」
300点以上及び「記述」33点以上 /
JPT 660点以上 / NAT-TEST 1級/
J-CAT 300点以上　
※老年学学位プログラム ： 日本の大
学卒業及び卒業見込みの者は免除

【社会学専攻】 JLPT N1を所持してい
ること。

【商学専攻】 JLPT N1を所持、または
EJU（日本語）315点以上かつ記述
35点以上は筆記試験免除あり。

【経営学専攻】 TOEFL®、TOEIC®、IELTS™
のいずれかを受験していること。

人文社会科学研究科
【日本語】JLPT N1またはEJU（日本
語）240点以上、かつ記述30点以上
理工学研究科 （各PG 選考方法によ
り必須となる）【英語】TOEICまたは
TOEFL、IELTS のスコア票（3年また
は4年以内、PGによって異なる）

【日本語】EJUまたはJLPTいずれ
かを受験していること（成績不問）
EJU：2022年度または2022年度
の成績通知書のコピーを提出
JLPT：証明書（原本）を提出（2022
年12月実施試験での出願は不可）

日本語  
JLPT N1 または EJU（日本
語）315/450 点以上、かつ
記述領域 35/50 点以上

特になし
（一部研究科・専攻において、
出願時に指定の外部試験で一定
の点数を満たした証明書の提出
で外国語試験の免除制度あり）

工学研究科：JLPT または EJU の成績表
の写しの提出が必要   言語教育研究科：
語学に係る資格証明書提出（任意）  英語
教育学専攻出願者：各種試験の一定以上の
スコアを取得済みの場合、筆記試験免除
国際協力学研究科：日本語または英語の
語学能力証明書の写しの提出が必要

日本語 
JLPT N1または EJUの日本語

（読解+聴解・聴読解）で260点
以上及び記述で35点以上

法学、経済学、商学、文学、総合政策
日本語 ： JLPT N1またはEJUの
日本語（記述を除く）260点以上
理工学
日本語 ： JLPT N2または EJU（日
本語）200点以上

なし

日本語　不要
英語　出願時に外部英語スコ
アシートの提出が必要（一部
の系を除く）。詳細は募集要項
を確認（IGP：不要。英語ス
コアレポートの提出が必要）

なし

【日本語】
JLPT N2または過去2年以内
のEJU（日本語）240点以上
※工学研究科はJ.TESTのC級

（600点）以上でも可

総合理工学研究科  不要
環境情報学研究科
一般選抜（日本語）試験 :
TOEIC等英語外部試験の
スコア

専攻によりTOEFL®、
TOEIC®の成績が必要
です。詳細は募集要項にて
確認してください。

外国人留学生は日本語
能力試験N1ないしは
それと同等の日本語能力
があることが望ましい。

なし
国際関係研究科　日本留学試験「日本語」
総合基礎科学研究科 地球情報数理科学専攻
TOEICⓇ・TOEFLⓇ 等
商学研究科　日本語能力試験Ｎ2以上

日本語JLPT N2以上、
またはEJU 240点以上 上記の★参照

JLPT N1合格 / EJU日本語（記述除く）
漢字圏は 260点以上、非漢字圏は
240点以上 / J.TEST 準Ｂ級（700点）
以上 / BJT 530点以上 / JPT 660
点以上 / 中国国家教育部主催日本
語専攻８級合格
※研究科により条件が異なります

学生募集要項
参照のこと

日本語  
日本語能力試験（JLPT） N1

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は各研究科の募集要項にてご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大による、語学能力
検定試験実施の中止・延期に伴い、取り扱いに変更が
生じる場合があります。

日本語  JLPT N1またはEJU（日
本語）280点以上　
※上記日本語能力関連の成績を
持っていない場合、入学試験時に、
日本語基礎能力試験を受験する。

あり
※詳細は各研究科の

学生募集要項でご確認ください。

個別審査
締切日

・
出願期間
および
試験日

個別審査の締切日
【Ⅰ期】
2022年7月7日（木）

【 II 期】
2022年9月14日（水）

【Ⅲ期】
2022年11月16日（水）

出願期間
【Ⅰ期】
2022年9月1日（木）〜
2022年9月7日（水） 

【Ⅱ期】
2022年11月10日（木）〜
2022年11月16日（水） 

【Ⅲ期】
2023年1月12日（木）〜
2023年1月18日（水）  

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月8日（土） 

【Ⅱ期】
2022年12月17日（土） 

【Ⅲ期】
2023年2月18日（土）  

個別審査の締切日
【第1回】
2022年6月27日（月）〜
2022年7月１日（金）

【第2回】
2022年11月24日（木）〜
2022年12月１日（木）
※国内郵送締切日消印有効、
　海外郵送は締切日必着

出願期間
ネット出願手続き

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月10日（水）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
出願書類送付期間

【9月試験】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月18日（木）

【2月試験】
2023年1月4日（水）〜
2023年1月12日（木）
※消印有効

試験日
【9月試験】
2022年9月24日（土）
2022年9月25日（日）

【2月試験】
2023年2月25日（土）
2023年2月26日（日）

個別審査の締切日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年5月23日（月）〜
2022年5月30日（月）必着

【第2回】
2022年12月5日（月）〜
2022年12月12日（月）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）必着

【第２回】
2022年11月14日（月）〜
2022年11月18日（金）必着
▪理工学研究科
2022年6月1日（水）

出願期間
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年6月14日（火）〜
2022年6月24日（金）必着

【第2回】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）必着
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年8月22日（月）〜
2022年9月1日（木）必着

【第２回】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月20日（火）必着
▪理工学研究科
2022年6月6日（月）〜
2022年6月10日（金）
物理学PG（筆記希望者のみ）
2022年7月11日（月）〜
2022年7月15日（金）

試験日
▪人文社会科学研究科
文化環境専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】
2022年7月23日（土）
2022年7月24日（日）

【第2回】
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
経済経営専攻、国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営コース）
【第１回】
2022年10月1日（土）
2022年10月2日（日）

【第２回】
2023年2月10日（金）
2023年2月11日（土）
2023年2月12日（日）
▪理工学研究科
口述試験の場合：
2022年7月9日（土）
筆記試験の場合：
2022年8月25日（木）
面接：2022年8月26日（金）

個別審査の締切日
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年4月28日（木）〜
2022年5月13日（金）

【2月期】
2022年11月11日（金）〜
2022年11月25日（金）
※申請方法は入学試験要項
を確認すること

出願期間
全研究科（全課程）共通

【7月期】
2022年5月31日（火）〜
2022年6月14日（火）

【2月期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月30日（月）

試験日
【7月期】
2022年7月2日（土）※

【2月期】
2023年2月18日（土）※

※生活機構研究科博士後期
課程の日程は異なる

個別審査の締切日
【Ⅰ期】 2022年7月29日（金）
（郵送必着または持参
16：00迄）

【Ⅱ期】 2022年12月14日（水）
（郵送必着または持参
16：00迄）

出願期間
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）経営学研究科
2022年8月29日（月）〜
2022年9月5日（月）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・社
会学）
2022年9月5日（月）〜
2022年9月12日（月）
商学研究科
2022年8月31日（水）〜
2022年9月7日（水）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（心理学）・
商学研究科
2023年1月16日（月）〜
2023年1月23日（月）
文学研究科（歴史学・社会学）・
経営学研究科
2023年1月23日（月）〜
2023年1月30日（月）
文学研究科（日本語日本文学・
英語英米文学・哲学・地理学）
2023年1月30日（月）〜
2023年2月6日（月）

試験日
【Ⅰ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（英語英米文学・
心理学）・経営学研究科
2022年9月24日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・哲学・歴史学・地理学・
社会学）・商学研究科
2022年10月1日（土）

【Ⅱ期】
経済学研究科・法学研究科・
文学研究科（歴史学・社会
学・心理学）・経営学研究科・
商学研究科
2023年2月18日（土）
文学研究科（日本語日本文
学・英語英米文学・哲学・
地理学）
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
出願資格審査（窓口出願のみ）
秋季入学試験
2022年9月8日（木）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年1月11日（水）
3月入学試験（スポーツ・
健康科学研究科のみ）
2023年2月13日（月）
7月入学試験（外国語学研究
科日本言語文化学専攻、ア
ジア地域研究科のみ）
2023年6月8日（木）

出願期間
秋季入学試験
2022年9月13日（火）〜
2022年9月21日（水） 必着
春季入学試験
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木） 必着
3月入学試験
2023年2月16日（木）〜
2023年2月22日（水） 必着
7月入学試験
2023年6月13日（火）〜
2023年6月20日（火） 必着

試験日
秋季入学試験
2022年10月1日（土）
春季入学試験（スポーツ・
健康科学研究科以外）
2023年2月17日（金）、
2023年2月18日（土）
※春季入学試験は研究科・専攻
および入試方式によって試験日
が異なるので、「大学院入学試験
要項」を参照

3月入学試験
2023年3月2日（木）
7月入学試験
2023年7月1日（土）

個別審査の締切日
【第1回】全入試対象
2022年7月11日（月）〜
2022年7月14日（木）

【第2回】Ⅱ期・Ⅲ期入試対象
2022年11月14日（月）〜
2022年11月17日（木）

【第3回】Ⅲ期入試対象
2023年1月10日（火）〜
2023年1月12日（木）

出願期間
【Ⅰ期】
郵送受付
2022年8月16日（火）〜
2022年8月26日（金）必着
窓口受付
2022年8月22日（月）〜
2022年8月26日（金）

【Ⅱ期】
郵送受付
2022年12月5日（月）〜
2022年12月16日（金）必着
窓口受付
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）

【Ⅲ期】
郵送･窓口受付
2023年2月6日（月）〜
2023年2月10日（金）

試験日
経済学、国際協力学、
地方政治行政研究科

【Ⅰ期】2022年9月24日（土）
【Ⅱ期】2023年1月29日（日）
【Ⅲ期】2023年3月4日（土）
商学、工学、言語教育研究科

【Ⅰ期】2022年9月25日（日）
【Ⅱ期】2023年1月28日（土）
工学、言語教育学研究科
英語教育学専攻

【Ⅲ期】2023年3月4日（土）

個別審査の締切日
2022年11月25日（金）

出願期間
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）
消印有効
※海外から郵送の場合は
12月9日（金）必着

試験日
2023年1月25日（水）
2023年1月26日（木）

個別審査の締切日
法学・経済学・文学・
総合政策

【秋】2022年6月21日（火）
【春】2022年11月1日（火）
商学
2022年6月21日（火）
理工学
2022年8月19日（金）

出願期間
法学・経済学・総合政策

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年11月22日（火）〜
2022年11月25日（金）
商学
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）
文学

【秋】
2022年7月4日（月）〜
2022年7月7日（木）

【春】
2022年12月2日（金）〜
2022年12月6日（火）
理工学
2022年9月23日（金）〜
2022年9月29日（木）

試験日（第一次）
法学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月18日（水）
経済学

【秋】2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）
商学
2022年9月5日（月）
文学

【秋】2022年9月15日（木）
【春】2023年1月26日（木）
総合政策

【秋】2022年9月12日（月）
【春】2023年1月23日（月）
理工学
2022年11月7日（月）

個別審査の締切日
【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年5月31日（火）

【第2期】 2023年度春学期
2022年11月30日（水）
※詳細は入学試験要項をご確認ください

出願期間
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
・Web登録：
  2022年6月6日（月）〜6月15日（水） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2022年6月17日（金） 締切日必着

【第2期】 2023年度春学期
・Web登録：
  2023年1月 6日（金）〜1月13日（金） 18：00厳守
・出願書類郵送期限：
  2023年1月16日（月） 締切日必着

試験日
全研究科

（ただし、健康学研究科、医学研究科は秋入学試験を実施しません）

【第1期】 2022年度秋学期 / 2023年度春学期
2022年7月10日（日）

【第2期】 2023年度春学期
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP：各プログラムの
Webサイトを確認すること

出願期間
【2023年4月入学及び
2022年9月入学】
2022年6月9日（木）〜
2022年6月15日（水）　

【2024年4月及び
2023年9月入学入試 】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※
IGP（C）（2023年4月入学）、
IGP（B）外国政府等奨学金
受給者選抜（早期出願）

（2023年9月入学）
2022年8月9日（火）〜
2022年10月16日（日）
IGP（C）（2023年9月入学）
2023年1月中旬〜
2023年4月中旬

試験日
出願書類により
Ａ日程又はＢ日程となる。
Ａ日程：7月、Ｂ日程：8月

【2024年4月及び
2023年9月入学入試】
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開
※IGP
出願書類受理後、
希望系から連絡します。

出願期間
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月4日（木）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月1日（月）〜
2022年8月5日（金）

【B日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月10日（火）〜
2023年1月13日（金）

【B日程】
2023年2月1日（水）〜
2023年2月10日（金） 

試験日
工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
デザイン研究科

【A日程】
2022年8月27日（土）

【B日程】
2023年1月29日（日）
医療技術学研究科

【A日程】
2023年1月29日（日）

【B日程】
2023年2月25日（土）

個別審査の締切日
※個別審査が必要な場合
芸術学研究科
メディアアート専攻

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年9月2日（金）〜
2022年9月8日（木）

【Ⅱ期】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月16日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月7日（水）〜
2022年9月13日（火）

【Ⅱ期】
2023年1月11日（水）〜
2023年1月17日（火）

出願期間
芸術学研究科
メディアアート専攻　

（締切日消印有効※）
【Ⅰ期】
2022年10月6日（木）〜
2022年10月12日（水）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年1月20日（金）
※日本国内のみ。海外から
郵送の場合は締切日必着

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年9月26日（月）〜
2022年10月6日（木）

【Ⅱ期】
2023年2月2日（木）〜
2023年2月8日（水）

試験日
芸術学研究科
メディアアート専攻

【Ⅰ期】
2022年11月19日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月24日（金）

工学研究科
【Ⅰ期】
2022年10月22日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月22日（水）

個別審査の締切日
総合理工学研究科
出願開始日から30日以上
前までに問い合わせが必要

環境情報学研究科
出願期間に提出される出願
書類で審査を行う

出願期間
総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年7月13日（水）〜
2022年7月19日（火）必着

【C日程】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）必着

試験日
総合理工学研究科（全専攻）

【B日程】
2022年8月29日（月）〜
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）〜
2023年2月16日（木）
※建築・都市専攻 建築学領域 博
士前期課程 一般選抜受験者のう
ち「専門科目②建築設計」選択者
のみ、各試験期間の初日が試験日
となる

環境情報学研究科（全専攻）
【B日程】
2022年8月31日（水）

【C日程】
2023年2月14日（火）

個別審査の締切日
事前に各研究科へ問い合わせ
のうえ、出願期間開始日の
１ヵ月前までに出願書類を
すべて提出してください

出願期間
【第一次選考出願期間】
2022年8月30日（火）〜
2022年9月1日（木）
郵送必着

【第二次選考出願期間】
2022年11月30日（水）〜
2022年12月2日（金）
郵送必着

試験日
理学研究科
2023年1月13日（金）
薬学研究科
2022年12月23日（金）〜
2022年12月24日（土）
工学研究科
2023年1月7日（土）
創域理工学研究科
2023年1月10日（火）
先進工学研究科
2023年1月13日（金）
経営学研究科
2023年1月13日（金）
生命科学研究科
2023年1月11日（水）

個別審査期間
【1期】
2022年11月14日 （月）〜
2022年11月17日（木）
9：00〜16：00

【2期】
2023年1月5日（木）〜
2023年1月6日（金）、
2023年1月10日（火）
9：00〜16：00

【3期】
2023年2月1日（水）、
2023年2月3日（金）、
2023年2月6日（月）
9：00〜16：00

【4期】
2023年2月20日（月）〜
2023年2月22日（水）、
2023年2月24日（金）　
9：00〜16：00

出願期間
Web出願期間

【1期】
2022年11月21日（月）〜 
2022年11月27日（日）

【2期】
2023年1月11日（水）〜  
2023年1月13日（金）

【3期】
2023年2月 7日（火）〜
2023年2月12日（日）

【4期】
2023年2月27日（月）〜  
2023年3月 3日（金）

出願書類提出期限
【1期】
2022年11月28日（月）

【2期】
2023年1月16日（月）

【3期】
2023年2月13日（月）

【4期】
2023年3月 4日（土）

試験日
【1期】
2022年12月 3日（土）

【2期】
2023年1月21日（土）

【3期】
2023年2月18日（土）

【4期】
2023年3月 8日（水）

個別審査の締切日
【10月試験】
文学研究科、
国際日本学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年8月29日（月） 必着
国際政治経済学研究科
2022年8月22日（月）〜
2022年9月２日（金）必着

【2月試験】
2022年12月12日（月）〜
2022年12月19日（月） 必着

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年4月17日（月）〜
2023年4月24日（月） 必着

出願期間
【10月試験】
2022年9月15日（木）〜
2022年9月26日（月）　
締切日消印有効

【2月試験】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）
締切日消印有効

【6月試験】
※国際日本学研究科のみ
2023年5月15日（月）〜
2023年5月26日（金）
締切日消印有効

試験日
文学研究科

【10月試験】
（小論文）
2022年10月8日（土）

（面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文）
2023年2月18日（土）

（面接試問）
2022年2月19日（日）
国際日本学研究科

【10月試験】
（小論文・面接試問）
2022年10月9日（日）

【2月試験】
（小論文・面接試問）
2023年2月19日（日）

【6月試験】
（小論文・面接試問）
2023年6月10日（土）
国際政治経済学研究科

【10月試験】
（小論文・面接）
2022年10月8日（土）

【2月試験】
（小論文・面接）
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年9月30日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2022年12月２日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年9月14日（水）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年7月4日（月）
商学研究科　2022年8月22日（月）
芸術学研究科　 2022年9月5日（月）
国際関係研究科（第1期）　2022年6月24日（金）
国際関係研究科（第2期）　2022年11月25日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年9月28日（水）
生産工学研究科（第1期）　2022年6月20日（月）
生産工学研究科（第2期）　2022年12月12日（月）
工学研究科 　2022年8月19日（金）
※締切日必着

出願期間
【出願開始日】　2022年7月１日（金）
【出願締切日】
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年10月21日（金）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年１月13日（金）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年10月14日（金）
経済学研究科（博士前期課程）  2022年8月5日（金）
商学研究科　2022年9月13日（火）
芸術学研究科　2022年10月6日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年8月26日（金）
国際関係研究科（第2期）　2023年１月13日（金）
理工学研究科（地理学除く）　2022年10月28日（金）
生産工学研究科（第1期）　2022年9月9日（金）
生産工学研究科（第2期）　2023年１月31日（火）
工学研究科　2022年10月20日（木）

試験日
法学研究科（第1期）、新聞学研究科（第1期）
2022年11月26日（土）
法学研究科（第2期）、新聞学研究科（第2期）
2023年2月15日（水）
文学研究科、総合基礎科学研究科、理工学研究科（地理学）
2022年11月19日（土）
経済学研究科（博士前期課程） 2022年9月25日（日）
※研究計画書審査合格者のみ
商学研究科　2022年10月15日（土）
芸術学研究科　2022年11月17日（木）
国際関係研究科（第1期）　2022年10月13日（木）
国際関係研究科（第2期）　2023年2月８日（水）
理工学研究科（地理学除く）　2022年12月18日（日）
生産工学研究科（第1期）　2022年10月8日（土）
生産工学研究科（第2期）　2023年2月27日（月）
工学研究科 　2022年11月18日（金）

個別審査の締切日
随時

出願期間
【秋期】
2022年6月13日（月）〜
2022年9月13日（火）

【春期】
2022年10月11日（火）〜
2023年3月14日（火）

試験日
【秋期】
2022年6月21日（火）
2022年7月26日（火）
2022年8月23日（火）
2022年9月13日（火）

【春期】
原則として
2022年11月〜2023年3月の
毎月第4火曜日

個別審査の締切日
※受験資格を満たしていない場合の入学資格審査の
　提出締切
人文科学研究科（日本文学専攻、国際日本学インスティテュート）、
国際文化研究科、経済学研究科、法学研究科、社会学研究科

【秋】2022年6月30日（木） 【春】2022年11月30日（水）
政治学研究科（政治学専攻） 2022年9月25日（日）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年6月30日（日） 【春】2022年12月20日（火）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年6月27日（月） 【春】2022年11月14日（月）
デザイン工学研究科
2023年1月11日（水） 〜 2023年1月20日（金）

出願期間
人文科学研究科（日本文学専攻）、国際文化研究科、
社会学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）

【秋】2022年8月31日（水）〜2022年9月5日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
経済学研究科、法学研究科

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月18日（水）〜2023年1月23日（月）
政治学研究科（政治学専攻）
2022年10月19日（水）〜2022年10月24日（月）
政治学研究科（国際政治学専攻）

【秋】2022年8月24日（水）〜2022年8月29日（月）
【春】2023年1月4日（水）〜2023年1月9日（月）
人間社会研究科（福祉社会専攻）

【秋】2022年8月19日（金）〜2022年8月26日（金）
【春】2023年1月6日（金）〜2023年1月13日（金）
デザイン工学研究科

【第1次】2022年12月13日（火）〜2022年12月16日（金）
【第2次】2023年1月11日（水）〜2023年1月20日（金）

試験日
人文科学研究科（日本文学専攻）

【秋】2022年10月2日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

人文科学研究科（国際日本学インスティテュート）
【秋】2022年10月9日（日）
【春】筆記：2023年2月17日（金）、口述：2月18日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

国際文化研究科、社会学研究科
【秋】2022年9月25日（日）　【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり： 第一次試験（国際文化研究科は書類審査）合格者のみ

経済学研究科
【秋】2022年10月9日（日）  【春】2023年2月25日（土）
※秋季のみ第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

法学研究科
【秋】筆記：2022年9月25日（日）、口述：10月2日（日）
【春】筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月25日（土）
※第二次試験あり：第一次試験合格者のみ

政治学研究科（政治学専攻）　2022年11月27日（日）
※第二次試験あり

政治学研究科（国際政治学専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年1月29日（日）
※第二次試験あり：第一次試験（書類審査）合格者のみ

人間社会研究科（福祉社会専攻）
【秋】2022年9月25日（日）  【春】2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（建築学専攻）　　
筆記：2023年2月18日（土）、口述：2月19日（日）
デザイン工学研究科（都市環境デザイン工学専攻）
2023年2月18日（土）
デザイン工学研究科（システムデザイン専攻）
2023年2月19日（日）

個別審査の締切日
【海外出願】
2022年7月15日（金）〜
2022年７月21日（木）

【Ⅰ期】
2022年7月22日（金）〜
2022年7月28日（木）

【Ⅱ期】
2022年10月28日（金）〜
2022年11月3日（木）

【Ⅲ期】
2023年1月13日（金）〜
2023年1月19日（木）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載す
る各研究科の入学試験要項
をご確認ください。

出願期間
【海外出願】
2022年8月3日（水）〜
2022年8月19日（金）

【Ⅰ期】
2022年8月18日（木）〜
2022年9月1日（木）

【Ⅱ期】
2022年11月23日（水）〜
2022年11月30日（水）

【Ⅲ期】
2023年2月13日（月）〜
2023年2月20日（月）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

試験日
【Ⅰ期・海外出願】
2022年9月25日（日）

【Ⅱ期】
2023年1月8日（日）

【Ⅲ期】
2023年3月12日（日）
※研究科により実施回数が
異なりますので、詳しくは
本学ホームページに掲載する
各研究科の入学試験要項を
ご確認ください。

個別審査の締切日
募集要項をご確認ください。

出願期間
【Ａ日程】
造形研究科
美術専攻

（美学美術史コース / 
 芸術文化政策コース）
デザイン専攻

（視覚伝達デザインコース /   
 建築コース / 
 デザイン情報学コース）
造形構想研究科
造形構想専攻
2022年9月2日（金）〜
2022年9月9日（金）

【Ｂ日程】
造形研究科美術専攻
デザイン専攻（デザイン
情報学コース除く）
造形構想研究科
造形構想専攻
※映像・写真コースは
本学在籍者卒業生のみ
2022年12月1日（木）〜
2022年12月9日（金）

試験日
【Ａ日程】
2022年9月30日（金）〜
2022年10月2日（日）

【Ｂ日程】
2023年1月19日（木）〜
2023年1月21日（土）

個別審査の締切日
【秋季】 2022年6月24日（金）
【春季】 2022年11月25日（金）

出願期間
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年7月15日（金）〜
2022年7月26日（火）　　
英文学専攻、
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
国際学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年8月29日（月）〜
2022年9月6日（火）  

【春季】
全専攻
2023年1月10日（火）〜
2023年1月20日（金）　

試験日
【秋季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2022年9月2日（金）
国際学専攻
2022年9月21日（水）
英文学専攻、
経済学専攻、
教育発達学専攻、
法と経営学専攻
2022年10月1日（土）

【春季】
心理学専攻

（臨床心理学コース）
2023年2月9日（木）
国際学専攻
2023年2月14日（火）
英文学専攻、
フランス文学専攻、
芸術学専攻、
心理学専攻（心理学コース）、
教育発達学専攻
2023年2月16日（木）
経済学専攻、
社会学専攻、
社会福祉学専攻、
法と経営学専攻
2023年2月18日（土）

個別審査の締切日
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科

【Ⅰ期入試】 2022年6月22日（水）
【Ⅱ期入試】 2022年11月14日（月）
※グローバル・ガバナンス研究科、理工学研究科、農学研
究科、先端数理科学研究科は別途期限を設けています。
募集要項をご覧ください。

出願期間
【Ⅰ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年7月3日（日）〜2022年7月8日（金）
理工学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月10日（金）
農学研究科
2022年9月1日（木）〜2022年9月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年6月6日（月）〜2022年6月17日（金）

【Ⅱ期】
法学研究科、商学研究科、政治経済学研究科、
経営学研究科、文学研究科、情報コミュニケーション研究科、
教養デザイン研究科、国際日本学研究科
2022年11月27日（日）〜2022年12月2日（金）
グローバル・ガバナンス研究科
〜2022年11月11日（金）
理工学研究科
2022年12月5日（月）〜2022年12月9日（金）
※建築・都市学専攻国際建築都市デザイン系は、
2022年11月1日（火）〜2022年11月4日（金）
農学研究科
2022年12月1日（木）〜2022年12月5日（月）
先端数理科学研究科
2022年11月21日（月）〜2022年12月2日（金）

試験日
【Ⅰ期】
法学研究科 2022年9月16日（金）、2022年9月17日（土）
商学研究科 2022年9月30日（金）、2022年10月1日（土）
政治経済学研究科
2022年9月12日（月）、2022年9月13日（火）
経営学研究科
2022年9月13日（火）、2022年9月14日（水）
文学研究科
2022年9月14日（水）、2022年9月15日（木）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2022年9月15日（木）、2022年9月16日（金）
教養デザイン研究科
2022年9月23日（金）、2022年9月24日（土）
理工学研究科、先端数理科学研究科 2022年7月16日（土）
農学研究科  2022年10月1日（土） 

【Ⅱ期】
法学研究科  2023年2月24日（金）、2023年2月25日（土）
商学研究科  2023年2月27日（月） 、2023年2月28日（火）
政治経済学研究科
2023年2月22日（水）、2023年2月23日（木）
経営学研究科
2023年2月21日（火）、2023年2月22日（水）
文学研究科  2023年2月23日（木）、2023年2月24日（金）
情報コミュニケーション研究科、国際日本学研究科
2023年2月20日（月）、2023年2月21日（火） 
教養デザイン研究科
2023年2月27日（月）、2023年2月28日（火）
グローバル・ガバナンス研究科  2023年2月4日（土）
理工学研究科  2023年2月22日（水）　
農学研究科  2023年2月1日（水） 
先端数理科学研究科  2023年1月29日（日） 

個別審査の締切日
社会科学研究科

【Ⅰ期】2022年9月6日（火）
【Ⅱ期】2023年1月3日（火）

出願期間
社会科学研究科

【Ⅰ期】
2022年9月20日（火）〜
2022年10月7日（金）

【Ⅱ期】
2023年1月16日（月）〜
2023年2月3日（金）

試験日
【Ⅰ期】
2022年10月15日（土）

【Ⅱ期】
2023年2月11日（土）

個別審査の締切日
※全研究科必着
都市社会文化研究科

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年11月30日（水）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年7月29日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年9月30日（金）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月16日（月）
【第1期】2022年6月24日（金）
【第2期】2022年9月26日（月）
【第3期】2022年12月5日（月）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年6月17日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年7月15日（金）
【第2期】2022年12月2日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年5月27日（金）
【第2期】2022年8月5日（金）
【第3期】2022年10月21日（金）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年7月7日（木）
【第2期】2022年11月4日（金）

出願期間
※必着表記がない研究科は消印有効
都市社会文化研究科

【第1期】2022年8月16日（火）〜18日（木）
【第2期】2023年1月4日（水）〜10日（火）必着
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年9月12日（月）〜14日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）必着
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年5月31日（火）〜6月3日（金）
【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2022年10月24日（月）〜26日（水）
【第3期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年7月25日（月）〜27日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年9月5日（月）〜7日（水）
【第2期】2023年1月4日（水）〜6日（金）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月3日（金）〜9日（木）
【第2期】2022年8月26日（金）〜9月1日（木）
【第3期】2022年11月18日（金）〜24日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年8月8日（月）〜18日（木）必着
【第2期】2023年1月5日（木）〜11日（水）必着

試験日
都市社会文化研究科

【第1期】2022年9月17日（土）
【第2期】2023年2月11日（土）
国際マネジメント研究科

【第1期】2022年10月12日（水）
【第2期】2023年2月3日（金）
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】2022年8月24日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
生命医科学研究科

【学外推薦】2022年7月2日（土）
【第1期】2022年8月17日（水）
【第2期】2022年11月26日（土）
【第3期】2023年1月24日（火）
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻

【第1期】2022年8月23日（火）
【第2期】2023年2月4日（土）
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】2022年10月8日（土）
【第2期】2023年2月4日（土）
医学研究科 医科学専攻

【第1期】2022年6月23日（木）
【第2期】2022年9月15日（木）
【第3期】2022年12月8日（木）
医学研究科 看護学専攻

【第1期】2022年9月8日（木）
【第2期】2023年1月31日（火）

選考方法

グローバルコミュニケー
ション実践研究
学位プログラム
①オンライン面接（20分） 
②口頭試問（20分） 

心理学実践研究学位
プログラム
臨床心理分野 
①書類審査 
②オンライン筆記専門
試験（50分） ：オンライ
ン会議システム（Zoom）
画面共有機能で問題を
提示。受験者はGoogle 
formで回答を入力する。 
③オンライン面接（20分）
※②は午前、③は午後に
行う予定 

ポジティブ心理分野 
①口頭試問および
　オンライン面接（30分） 

経営学学位プログラム 
①オンライン面接
②口頭試問 

（①②計30分）

老年学学位プログラム
①オンライン面接（20分） 

書類審査、筆記試験、
口頭試問

（専攻により、筆記試験の
内容は異なります）

人文社会科学研究科
文化環境専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア文化コース）
【第1回】学力審査（専門
科目の筆記試験）、書類審
査、面接

【第２回】書類審査、面接

経済経営専攻、
国際日本アジア専攻

（日本アジア経済経営
コース）

【第1回】書類審査、面接
【第2回】書類審査、面接

理工学研究科
下記のどちらかを選択
①書類審査、学力審査（口
述試験）
②書類審査、学力審査（筆
記試験）、面接

筆記試験、小論文、口述試
験によって総合的に合否
を判定する。

（研究科・専攻により内容
が異なるので入学試験要
項を確認すること）

経済学研究科
社会経済コース、
国際経済コース、
プロフェショナルコース

【Ａ方式】 英語、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験

【Ｃ方式】書類選考、書類選考
合格者に口述試験実施

エコノミックリサーチ
コース

【Ｂ方式】専門科目、筆記試験合格
者に口述試験実施

【Ｃ方式】書類選考、書類選考合格
者に口述試験実施

法学研究科
外国語1科目および日本語による
自己の専修科目1科目の計2科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

文学研究科
専門科目、筆記試験合格者に
口述試験実施

経営学研究科
日本語（小論文）、専門科目、
筆記試験合格者に口述試験実施

商学研究科
商学（アカデミックコース、
ビジネスコース）、
会計学（アカデミック
コース）

【Ｃ方式】専門科目、筆記試験合
格者に口述試験実施

【Ｄ方式】書類選考、書類選考合
格者に口述試験実施

研究科・専攻および
入試方式によって異なる
ので、「大学院入学試験要
項」を参照

経済学研究科
書類審査、論文、日本語、
口頭試問

商学研究科
書類審査、論文、英語、
日本語、口頭試問

工学研究科
書類審査、数学または
専門科目、口頭試問

言語教育研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

国際協力学研究科
書類審査、論述問題、
口頭試問

地方政治行政研究科
書類審査、小論文、
口頭試問

※実施時期により異なる
ので入学試験要項にて
確認すること。

小論文、専門試験、面接、
提出物（作品やポート
フォリオなど）

※専門試験科目、提出物
は専攻・研究領域により
異なるので、学生募集要
項で確認すること

法学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
経済学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
総合政策研究科
書類選考、小論文、
口頭試問
商学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
文学研究科
書類選考、専門科目、
口頭試問
理工学研究科
書類選考、外国語※、
専門科目、口頭試問
※一部の専攻のみ実施

文学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

（英文学専攻：英語、専門、面接）

政治学研究科、経済学研究科、人間環境学研究科、
体育学研究科、健康学研究科、理学研究科、
工学研究科、医学研究科、海洋学研究科、
農学研究科、生物学研究科
：外国語、専門、面接

法学研究科
専門、面接

芸術学研究科 音響芸術専攻
専門、実技試験（演奏分野のみ）、
面接（英語に関する試問あり）

造型芸術専攻
外国語（留学生は日本語選択可）、
専門、面接

情報通信学研究科
外国語（留学生は日本語選択可）、専門、面接

※日本語での受験については、原則として選択でき
ない場合があります。詳細は入学試験要項をご確認
ください
　

2024年4月及び
2023年9月入学入試
2023年4月上旬に
Webサイトにて公開

IGP
口頭試問、筆記試験

工学研究科、
バイオ・情報メディア研究科

【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験

【社会人入試】
書類審査（実務経験を記
載した履歴書・研究計画書）
面接試験
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

デザイン研究科　
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、
面接試験（英語による
口頭試問を含む）

【社会人入試】
書類審査（実務経験等を
記載した履歴書・研究計
画書）、面接試験（英語に
よる口頭試問を含む）
※実務経験2年以上の
社会人を対象とします

医療技術学研究科
【一般入試】
書類審査（出身大学等の
成績・研究計画書）、英語の
筆記試験、面接試験
※実務経験が2年以上の方
は、出身大学等の成績に代
えて、「実務経験等を記載し
た履歴書」により書類審査

芸術学研究科
メディアアート専攻

【一般入試】
専門領域の学力試験

（英語を含む）、口述試験
作品持参必須：
写真メディア領域、
デザインメディア領域、
インタラクティブメディア
領域
作品持参任意：
映像メディア領域、
ゲームメディア領域、
芸術学領域
作品持参選択：
アニメーションメディア
領域、マンガメディア領域

（作品制作および副論文：
必須　論文のみ：任意）

工学研究科
【一般入試】
外国語（英語）、専門科目、
口述試験

総合理工学研究科
（全専攻）
学力試験、面接試験、
出願書類に関する審査

環境情報学研究科
（全専攻）
領域ごとの専門試験（論
述）、面接試験、出願書類
に関する審査

※詳細は募集要項を
ご確認ください

書類選考、専門科目、
語学試験、面接 等
※専攻によって異なります。 
詳細は募集要項にて確認
してください。

小論文（一般入試）、
面接、
日本語試験（外国人留学生）

文学研究科、
国際日本学研究科※　
小論文、面接試問
国際政治経済学研究科
小論文、面接

法学研究科
書類審査、筆記試験（論文）、口述試験
新聞学研究科
書類審査、筆記試験（日本語、論文）、口述試験
文学研究科（哲学、社会学：社会学コース、教育学、
心理学）
専門科目、口述試問
文学研究科（史学、国文学、社会学：社会福祉コース、
中国学、英文学、ドイツ文学）
語学試験（日本語）、専門科目、口述試問
総合基礎科学研究科
専門科目、語学試験（英語の外部スコア使用）、
口述試験
理工学研究科（地理学）
専門科目、口述試問
経済学研究科
研究計画書審査、筆記試験、口述試問
商学
筆記試験、口述試験
芸術学研究科
専攻により異なる（要確認）
国際関係研究科
日本留学試験、口述試験及び面接
理工学研究科（地理学除く）
筆記試験（専門科目）、口述試験（面接と試問）
生産工学研究科
口述試験、面接
工学研究科
口述試問及び面接

書類選考、筆記試験、
口頭試問

人文科学研究科
【日本文学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際日本学インスティテュート】 書類、小論文、
口述試験
国際文化研究科 
書類選考、口述試験
経済学研究科

【秋季】 書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
【春季】 書類、口述試験
法学研究科
書類、筆記試験（日本語、専門科目）、口述試験
政治学研究科

【政治学専攻】 書類、筆記試験（専門科目、日本語）、
口述試験

【国際政治学専攻】 書類選考、口述試験
社会学研究科 
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
人間社会研究科（福祉社会専攻）
書類、筆記試験（専門科目）、口述試験
デザイン工学研究科
書類、筆記試験（専攻科目）、口述試験

研究科により異なります。
詳細は７月下旬頃本学
ホームページ公開予定の
2023 年度入学試験要項
をご確認ください。

造形研究科美術専攻
【日本画コース、彫刻コース】
実技、小論文、面接

【油絵コース、版画コース】
小論文、面接

【美学美術史コース】
小論文、英語、筆記試験、
面接

【芸術文化政策コース】
小論文、英語、面接

造形研究科デザイン専攻
【視覚伝達デザインコース】
小論文、面接

【工芸工業デザインコース】
構想力テスト、面接

【空間演出デザインコース】
立体構成、面接

【建築コース】
即日設計または小論文

（指導教員によりいずれ
かを選択）、プレゼンテー
ション、面接

【基礎デザイン学コース、
デザイン情報学コース】
小論文、英語、面接

【造形構想研究科】
小論文、面接

各専攻、出願した入試制
度により異なる。
詳細は入学試験要項を
ご確認ください。

各研究科・専攻ごとに異なります。
詳細は募集要項にてご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
選考方法に変更が生じる場合があります。

社会科学研究科
▪書類選考
▪日本語基礎能力試験
　（JLPT N1またはEJU
　日本語280点以上は、
　受験を免除）
▪選択専門試験（60分）
　1200字、小論文
　※各出題分野から１つ
　選択して回答
▪面接試験　

都市社会文化研究科
筆記試験（専門科目）、
口述試験
国際マネジメント研究科
論文試験、口述試験
生命ナノシステム科学研究科

【第1期】筆記試験（専門科
目）、英語資格成績、面接

【第2期】英語資格成績、面接
生命医科学研究科

【学外推薦】英語資格審査、
口述試験

【第1期】筆記試験（英語）、
口述試験

【第2・3期】口述試験
データサイエンス研究科
データサイエンス専攻
筆記試験（基礎的数学）、
統計検定成績、
英語資格成績、面接
データサイエンス研究科
ヘルスデータサイエンス専攻

【第1期】筆記試験（英文）、
面接

【第2期】面接
医学研究科 医科学専攻
専門試験、英語資格成績、
志望理由書等
医学研究科 看護学専攻
学力試験（専門科目）、
英語資格審査、面接、
小論文（周麻酔期看護学分
野のみ）

お問い合わせ

入学部
インフォメーションセンター
042-797-1583

info-ctr ＠ obirin.　
　 ac.jp

入学センター
入試広報課
03-3418-9048

人文社会科学研究科
文化環境 / 日本アジア文化コース
048-858-3320
経済経営 / 日本アジア経済経営コース
048-858-3319
理工学研究科
048-858-3430

アドミッションセンター
03-3411-5154

大学院事務課
生田キャンパス（経済学研
究科・文学研究科・経営学研
究科） 044-911-1271
神田キャンパス

（法学研究科・商学研究科）
03-3265-6568

入学センター
03-5399-7800

 daigakuin_nyushi@
     jm.daito.ac.jp

学務課（大学院）
03-3947-7854

教務部入試課
042-679-5602

法学、経済学、商学、文学、
総合政策
042-674-2613
理工学
03-3817-1744 

入試担当
0463-58-1211（代表）

学務部入試課
一般修士

nyushi.daigakuin@
    jim.titech.ac.jp  
IGP
Web サイトのフォームから
お問い合わせください。 

学務課大学院係
042-637-2115

芸術学研究科
メディアアート専攻
中野キャンパス 芸術学部 入試課
03-5371-2676
工学研究科
厚木キャンパス 工学部 入試課
046-242-9520

総合理工学研究科（全専攻）
環境情報学研究科（全専攻）
下記URLから各研究科へ
お問い合わせください
https://www.tcu.ac.jp/
contact/

専攻によって異なります。
詳細は募集要項にて
確認してください。

入試室
0120-104-108

入試課
03-3261-7423

学務部 入学課 
03-5275-8311

大学院事務局　
03-3403-3403

【市ケ谷キャンパス】 大学院事務部大学院課
03-5228-0551　  i.hgs@ml.hosei.ac.jp

【市ケ谷キャンパス】 デザイン工学研究科
03-5228-1347　  jsd@hosei.ac.jp

【多摩キャンパス】
 多摩事務部大学院課人間社会研究科担当
042-783-2809　  fukushi@hosei.ac.jp 

入試センター
03-5530-7300

nyushi@musashino-u.  
     ac.jp

入学センター
042-342-6995

nyushi@musabi.ac.jp

大学院事務室
03-5421-5180

 dgakuin@mguad.
　 meijigakuin.ac.jp

▪法学　03-3296-4145 　▪商学　03-3296-4704 
▪政治経済学　03-3296-4150 　▪経営学　03-3296-4705
▪文学　03-3296-4143 
▪情報コミュニケーション   03-3296-4285 
▪グローバル・ガバナンス   03-3296-4527 
▪教養デザイン   03-5300-1544 ▪理工学   044-934-7600 
▪農学   044-934-7575　 ▪先端数理科学   03-5343-8042
▪国際日本学   03-5343-8039

入試センター
055-224-1234

生命医科学研究科
045-508-7201
医学研究科医科学専攻
045-787-2530
医学研究科看護学専攻
045-787-2532
上記以外の研究科
045-787-2055

URL
一般修士 IGP 工学研究科 芸術学研究科

※留学生専用のページはありません。

過去問題
公開状況 公開

公開（専用フォーム）
https://www.komazawa-u.
ac.jp/academics/graduate/
consultation.html

公開
（来校、インターネット）

公開
（来校受取※、郵送）

※要事前予約

公開
（窓口受取、郵送可）

大学院ホームページで
昨年度実施分を公開中

※入学センター窓口にて
過去2ヶ年分閲覧可

公開（資料請求）
※工学研究科を除く

前年度Ⅰ期試験実施科目のみ
公開 公開中（郵送） 公開（来校時閲覧のみ）

一般修士：公開（公式HP）
IGP：受入教員または各希望
系の窓口に直接問い合わせ

なし
公開

（キャンパス内での閲覧のみ）
※工学研究科は来年度改組予定であり
試験実績がないので、現行組織の
過去問の閲覧になります。

公開
（データでのお渡し）

一部を除き公開
（郵送可）

非公開
文学研究科、 国際日本学
研究科 ： 公開（配布可）
国際政治経済学研究科：
公開（窓口閲覧のみ）

要お問合せ 非公開
▪人文科学研究科、経済学研究科、法学研究科、政治学研究科、
　社会学研究科 : 公開（請求可）
▪人間社会研究科、デザイン工学研究科 : 公開（Web掲載のみ）
※筆記試験を実施しない専攻は公開なし

一部公開
（本学ホームページより

ダウンロード）

公開
（大学HPにて
ご確認ください）

公開
（本学ホームページにて

公開。一部を除く。）

▪文系研究科 ： HP、窓口閲覧
▪理系研究科 :  各研究科HPにて確認

公開
（郵送または
E-mail送付可）

一部公開
（郵送可）

備考
研究生制度はなし。 例年6月
と11月に進学相談会を開催。
外国人留学生入試実施専攻は
入試要項で確認してください。

研究生制度あり
※詳細は各研究科まで
ご連絡ください。

【研究生制度】 あり
【留学生支援制度】 
留学ビザの私費留学生を対象として、
①入学金免除制度 
②授業料減免制度 
③支援奨学金制度がある。

研究生制度有
※正規学生の教育研究に支障のない
範囲で受け入れ可。ただし、文学研究
科心理学専攻の修士課程の募集無し。

研究生制度有
※詳細はホームページを参照

試験詳細は入学試験要項を
確認すること。
私費外国人留学生授業料減免
奨学金制度有り。
研究生制度無。

研究生制度有
※詳細については本学WEB
サイトを参照してください。

※試験日・試験方法の詳細につい
ては、必ず募集要項を確認してく
ださい。
※博士後期課程については、別途
募集要項をご確認ください。

私費研究生（非正規課程）の
受入をしています。 詳細は
WEBサイトをご覧ください。

芸術学研究科メディアアート専攻
研究生制度、聴講生制度有。
中野キャンパス芸術学部 教務課：
03-5371-2673
工学研究科　研究生制度有。
厚木キャンパス工学部 教務課：
046-242-9623

9月入学の後学期入試の情報
は、サイトで公開予定

（上記QRコードから接続）

上記の情報は変更となる可能性があ
ります。最新の情報については、HP
を確認してください。
※ 創域理工学研究科 国際火災科学
専攻は日程等が異なります。HP及
び募集要項を確認してください。

※国際日本学研究科は　　
　2022年4月開設 詳細は外国人留学生入学試験要項でご確認ください。

研究生制度あり。
詳細はお問い合わせ
ください。

入試実施方法や入試日程は今後変更となる可能性もあ
ります。出願の際には必ず本学ウェブサイトをご参照い
ただき、最新の情報をご確認ください。

・英語資格活用制度あり
・インターネット出願
・願書配布なし、本学ホーム
  ページよりダウンロード

科目等履修生制度・
聴講生制度　

研究科によっては第2期や
第3期を実施しない場合が
あります。詳細は本学Web
サイトをご参照ください。

★日本語・英語の資格
▪人文科学研究科、法学研究科、デザイン工学研究科  なし
▪国際文化研究科　※任意提出     
▪経済学研究科   【日本語】 EJU450点満点中300点以上
▪政治学研究科 政治学専攻 
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）
▪政治学研究科 国際政治学専攻
 【日本語】 EJU、JLPT、J.TEST（点数指定なし）※任意提出
 【英語】以下の資格のうち、いずれかの検定結果あるいは
 公式スコア表、合格証明書：TOEFL®、TOEIC®、IELTS、 
 英検、UNATE（国連英検）、CET、PETS、全民英検（GEPT）
▪社会学研究科  
 【日本語】EJU 450点満点中250点以上またはJLPT N1合格 
▪人間社会研究科 福祉社会専攻  
 【日本語】EJU、JLPT 1級またはN1の合格 ※任意提出


