
2021年4月、国際学研究科が、「東京あだちキャンパス」に移転。
※国際学研究科の2021年度新入生は、新キャンパスで学ぶことになります。

大 学 院 ・ 専 攻 科

共通事項

文 教 大 学

新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験の実施方法（日程・出願資格・試験
内容等）が変更となる可能性があります。変更等があった場合は本学ホームページでお知
らせしますので、最新の情報を確認するようにしてください。
また、緊急なお知らせをする際には、出願の際に登録いただいたメールアドレス宛にお知
らせする場合もあります。
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2021年4月、国際学研究科が「東京あだちキャンパス」に
移転します。
国際学研究科の2021年度新入生は新キャンパスで学ぶこと
になります。
新キャンパスに関する情報については、
特設ページ（https://www.bunkyo.ac.jp/guide/tac/）を
ご覧ください。

新キャンパス
特設ページはこちら

東京あだちキャンパスの開設について

目　次

この要項は、本学大学院・専攻科の入学試験を受験するにあたり、
アドミッション・ポリシー、出願の流れ、入学手続きなど、
共通した事項を記載した冊子です。
各研究科の入学試験の詳細は「研究科・専攻科の入学試験要項」
に記載されていますので、受験する研究科・専攻科の入学試験
要項も必ず確認いただき、出願するようにしてください。
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　言語文化研究科は、次のような学生の入学を期待しています。
１．本研究科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）及び教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）に対する理解と共感を有する人
２．本学の建学の理念としての「人間愛」の精神を持つ人
３．国際社会における異文化間に架橋できるような広い視野を持つ人
４．修士課程においては、言語と文化に対する高度な専門的職業人となる意欲を持つ人
５．博士後期課程においては、言語と文化に対する高度で専門的な研究を行う意欲を持つ人
６．日本と異なる大学制度下で教育を受けた外国人の中で、特に本研究科の教育目標に沿った研究を志望する人
７．社会人の中で、特に本研究科の教育目標に沿った研究を志望する人

科
究
研
学
育
教

　教育学研究科では、次のような学生の入学を期待しています。
１．教員免許を取得しているが、教職に関してより深く学び、または、免許をさらに高いものへ上進しようとする人
２．学部の４年間で培った知見を土台にしながら、研究科へ進んで、それをさらに発展させようとする人
３．大学院修学休業制度等を利用し１年間ないし２年間休職し、本研究科での研修を希望する人
４．生涯学習の一環として教育に関する学問を深めようとする人 
５．教職の専門性を高めるために本研究科を志望する社会人、科目等履修生として大学院で研修を希望する人、大学院を修了後に研究生として
　　学ぼうとする人

科
究
研
学
報
情 　情報学研究科では、次のような学生の入学を期待しています。

１．一定の基礎学力、科学技術の根幹を担う情報科学などの基本的な知識・技能を持ち、自ら学ぶ意欲も高く、論理的で柔軟な思考能力を持つ人
２．知的好奇心が旺盛で主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度と新しい分野に創造的に取り組む意欲と能力を備えた資質・素養を持つ人
３．わが国はもとより世界からも学生を迎え入れる。

科
究
研
学
際
国

　国際学研究科では、次のような学生の入学を期待しています。
１．人類、世界、地域社会が直面する問題に関心を抱き、グローバルな視点から考え、ローカルな場で問題解決にむけて役割を果たしたいという
　　志を持つ人
２．問題解決のための、より専門的な思考力、判断力、方法・スキルを身につけたいという志を持つ人
３．国際あるいは地域の発展のありかたやそのデザイン、市民の自発的な活動がより大きな役割を果たす社会、ツーリズムやその将来像、
　　さらに日本と特定の国の制度や文化の比較、などの領域に関心を抱く人
４．一定の語学能力・日本語文章力を有し、人文・社会科学領域の基礎力あるいは上記領域での経験を有する人 
５．国際交流、国際観光、ボランティア活動などへの関心や体験を有する人

科
攻
専
育
教

　小学校教師としての高度な実践的指導力を身に付けたい方

アドミッション・ポリシー1

　人間科学研究科では、次のような学生を求めています。
［臨床心理学専攻修士課程］
１．心理学及び臨床心理学の高度な知識や技法を学び、公認心理師または臨床心理士、あるいはその両方の資格を取得し、心理臨床家として社会

に貢献したい意欲を持つ人。
２．臨床心理学領域の研究を積極的に行う意欲のある人。
３．心理臨床家として自立するに相応しい誠実さや真摯な態度を有しているか、その実現の可能性を有している人。

［人間科学専攻修士課程］
１．心理学、社会学、教育学または社会福祉学などを専門としながらも、人間科学の視点である学際性・総合性を踏まえた学修、実践及び研究を

主体的に行う意欲のある人。
２．高い課題解決能力を身につけ、将来、それを社会に役立てたいという意欲のある人。

［臨床心理学専攻博士後期課程］
１．当該専門領域の修士に相応しい知識・技能及び研究成果を有している人。
２．博士の学位取得に向け研鑽を重ねると共に、これにあたり人間科学の学際性・総合性を踏まえることのできる人。
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研究科 専攻 選考 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

人間科学
研究科

臨床心理学
専攻

一般入学選考
１期 2020年 8月21日㈮～ 8月31日㈪ 2020年 9月12日㈯ 2020年 9月18日㈮ 2020年 9月28日㈪

２期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

人間科学
専攻

一般入学選考
学内推薦入学選考
社会人入学選考

１期 2020年 8月21日㈮～ 8月31日㈪ 2020年 9月12日㈯ 2020年 9月18日㈮ 2020年 9月28日㈪

２期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

言語文化
研究科 言語文化

専攻

一般入学選考
学内入学選考
社会人入学選考
留学生入学選考

１期 2020年 8月14日㈮～ 8月24日㈪ 2020年 9月 5日㈯ 2020年 9月11日㈮ 2020年 9月18日㈮

３期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

一般入学選考
留学生入学選考

２期 2020年10月 2日㈮～10月16日㈮ 2020年11月 7日㈯ 2020年11月13日㈮ 2020年11月27日㈮

教育学
研究科

学校教育
専攻

一般入学選考
現職教員入学選考

１期 2020年 8月21日㈮～ 8月31日㈪ 2020年 9月12日㈯ 2020年 9月18日㈮ 2020年 9月28日㈪

２期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

情報学
研究科

情報学
専攻

特別学内入学選考
留学生入学選考

１期 2020年 6月17日㈬～ 7月 2日㈭ 2020年 7月17日㈮ 2020年 7月31日㈮

一般入学選考

社会人入学選考
留学生入学選考
特定資格選考

学内入学選考
２期 2020年 9月　1日㈫～ 9月　8日㈫ 2020年10月10日㈯ 2020年11月　2日㈪ 2020年11月18日㈬

特別学内入学選考 ２期 2020年 9月　1日㈫～ 9月　8日㈫ 2020年11月　2日㈪ 2020年11月18日㈬

特別入学選考 ３期 2020年10月19日㈪～10月29日㈭ 2020年12月　1日㈫ 2020年12月14日㈪

一般入学選考

社会人入学選考
留学生入学選考
特定資格選考

学内入学選考
４期 2021年 2月 1日㈪～ 2月10日㈬ 2021年 2月25日㈭ 2021年 3月 2日㈫ 2021年 3月10日㈬

国際学
研究科

国際学
専攻

一般入学選考A方式
一般入学選考B方式

社会人入学選考A方式
社会人入学選考B方式
留学生入学選考

学内入学選考 １期 2020年 9月　1日㈫～ 9月　8日㈫ 2020年10月10日㈯ 2020年11月　2日㈪ 2020年11月18日㈬

特別入学選考 ２期 2020年10月19日㈪～10月29日㈭ 2020年11月18日㈬ 2020年12月　1日㈫ 2020年12月14日㈪

一般入学選考A方式
一般入学選考B方式
社会人入学選考A方式
社会人入学選考B方式
留学生入学選考

３期 2021年 2月　1日㈪～ 2月10日㈬ 2021年 2月25日㈭ 2021年 3月 2日㈫ 2021年 3月10日㈬

2021年度　入試スケジュール2
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専攻科入試

研究科 専攻 選考 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

人間科学
研究科

臨床心理学
専攻

一般入学選考
社会人入学選考

１期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月22日㈪ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

言語文化
研究科 言語文化

専攻

一般入学選考
社会人入学選考
留学生入学選考

１期 2020年 8月14日㈮～ 8月24日㈪ 2020年 9月 5日㈯ 2020年 9月11日㈮ 2020年 9月18日㈮

３期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

一般入学選考
留学生入学選考

２期 2020年10月 2日㈮～10月16日㈮ 2020年11月 7日㈯ 2020年11月13日㈮ 2020年11月27日㈮

専攻科 専攻 選考 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続締切日

教育専攻科 教育学
専攻

---
１期 2020年11月 2日㈪～11月11日㈬ 2020年11月28日㈯ 2020年12月 4日㈮ 2020年12月11日㈮

２期 2021年 1月18日㈪～ 1月27日㈬ 2021年 2月20日㈯ 2021年 2月26日㈮ 2021年 3月 5日㈮

2021年度　入試スケジュール2
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専攻科入試

研究科 専攻 選考 募集人員

人間科学研究科

臨床心理学専攻 一般入学選考
１期

20名
２期

人間科学専攻
一般入学選考
学内推薦入学選考
社会人入学選考

１期
10名

２期

言語文化研究科 言語文化専攻

一般入学選考
学内入学選考
社会人入学選考
留学生入学選考

１期 4名

３期 4名

一般入学選考
留学生入学選考

２期 2名

教育学研究科 学校教育専攻
一般入学選考
現職教員入学選考

１期
10名

２期

情報学研究科 情報学専攻

特別学内入学選考
留学生入学選考

１期 若干名

一般入学選考

社会人入学選考
留学生入学選考
特定資格選考

学内入学選考
特別学内入学選考

２期 6名

特別入学選考 ３期 若干名

一般入学選考

社会人入学選考
留学生入学選考
特定資格選考

学内入学選考
４期 若干名

国際学研究科 国際学専攻

一般入学選考A方式
一般入学選考B方式

社会人入学選考A方式
社会人入学選考B方式
留学生入学選考

学内入学選考
１期 5名

特別入学選考 ２期 若干名

一般入学選考A方式
一般入学選考B方式
社会人入学選考A方式
社会人入学選考B方式
留学生入学選考

３期 若干名

研究科 専攻 選考 募集人員

人間科学研究科 臨床心理学専攻
一般入学選考
社会人入学選考

１期 2名

言語文化研究科 言語文化専攻

一般入学選考
社会人入学選考
留学生入学選考

１期

2名３期

一般入学選考
留学生入学選考

２期

専攻 選考 募集人員

教育専攻科 教育学専攻 ---
１期

15名
２期

募集人員3

専攻科
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１志願　35,000円

カード等でお支払いください。
インターネット出願時に選択した支払方法にしたがって、コンビニエンスストアまたは所定のATM、クレジット

入学検定料4

⑵出願はインターネット出願による出願情報登録および出願書類の郵送によります。出願書類一式は、志願

⑶出願書類、入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。
⑷出願書類に不備・不足がある場合、出願を受け付けないことがあります。

⑹

⑺入学試験での提出課題・作品等は、いかなる場合でも返却しません。
⑻入学試験での提出課題・作品等の所有権・著作権は本学に帰属します。

出願に際しての注意事項5

票とともに印刷する出願書類郵送用の宛名ラベルを、市販の角2封筒（角型2号）に貼付し、郵便局窓口

入学検定料お支払い後の出願情報の変更は原則としてできません。ただし本学が指定する訂正申出締切日
までに申し出た場合は、状況により変更できることがありますので、訂正を希望する場合は期限までに文
教大学入学センター（TEL.0467-54-4300）まで申し出て確認してください。訂正申出締切日は、受験
する「研究科・専攻科の入学試験要項」をご確認ください。

⑴出願に使用するメールアドレスは、入学手続き時まで使用します。メールアドレスの変更が必要となった
場合は、すみやかにマイページ上で登録したメールアドレスの変更を行ってください。

文教大学では、学校保健安全法施行規則で規定されている感染症（新型コロナウイルス感染症、インフ
ルエンザ、麻疹、水疱瘡等）にかかっている方、治癒等による出席停止期間が経過していない方、新型
コロナウイルス感染症の疑いのある方（発熱・咳等の症状のある方）には入学試験の受験をご遠慮いただ
いております。あらかじめご了承ください。
また、上記により受験をご遠慮いただいた場合でも、追試等の特別措置及び入学検定料の返還は行いま
せんのでご了承ください。

⑸

※出願締切日消印有効
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STEP 5 志願票等の印刷

 ❹登録内容の確認

してください。

 ❺支払方法の選択

入学検定料の支払方法を選択します。

てください。

 ❻出願情報の確定

出願する入試制度・志願先・個人情報・入学検定料等を確認し

ベル・入学検定料お支払い手順書がPDFで表示されま
す。これらをすべて印刷してください。

出願の流れ6

クリック

注意！

クリックする前によく確認をしてください。

行されます。トラブルの原因となりますので、複数回クリックやブラウザ
の｢戻る｣ボタンの使用などは控えてください。

インターネット出願画面操作に関するお問い合わせは、
志願者受付サポート窓口　TEL：0120-752-257（9：00～20：00）まで

お問い合わせください。（2020年10月1日から・年末年始除く）

1 入学試験要項のダウンロード

●�入学試験要項は、この｢入学試験要項＜共通事項＞｣と受験する｢研究科・専攻科の入学試験要項｣の二部構
成となっています。両方の入学試験要項をダウンロードし、よく読んで出願をするようにしてください。
●�文教大学ホームページに各研究科・専攻科の入学試験要項を順次掲載いたします。受験する研究科・専攻
科の入学試験要項を選択して、ダウンロードしてください。各研究科・専攻科の入学試験要項のホーム
ページへの掲載は、6月上旬頃を予定しています。

2 事前準備（利用環境の確認・出願書類の準備）

❶利用環境の確認

●�志願票は、出願情報登録後にご自身で印刷していただきます。そのため、インターネットに接続された
パソコン、スマートフォン、プリンター等が必要です。利用環境の詳細は、文教大学ホームページから
インターネット出願サイトにアクセスし、ご確認ください。
●�出願にはメールアドレスが必要です。志願者1人につき必ず1つのメールアドレスを登録してください。
1つのメールアドレスで複数人のご利用はできません。

❷出願書類の準備

�文教大学ホームページの入学試験要項ダウンロード画面から、志願票以外の出願書類（経歴書・研究計画
書等）が印刷できます。志願票以外の出願書類は早めに準備してください。

【国外から出願する方へ】

　文教大学入学センター（TEL.+81-467-54 -4300）へ事前にご相談ください。

3 マイページの作成・ログイン

●�文教大学ホームページ（https://www.bunkyo.ac.jp）内のインターネット出願サイト（ガイダンスページ）
にアクセスしてください。
●ガイダンスページ右上の『マイページ』を選択してください。
●�『マイページを初めてご登録の方』から、『利用規約』を確認し、メールアドレスの登録を行ってください。
登録したメールアドレス宛に確認メールが送信されますので、メール本文に記載されているURLをク
リックし、パスワードの登録を行ってください。
●登録後、『ログイン』からマイページにログインしてください。
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STEP 5 志願票等の印刷

 ❹登録内容の確認

してください。

 ❺支払方法の選択

入学検定料の支払方法を選択します。

てください。

 ❻出願情報の確定

出願する入試制度・志願先・個人情報・入学検定料等を確認し

ベル・入学検定料お支払い手順書がPDFで表示されま
す。これらをすべて印刷してください。

出願の流れ6

クリック

注意！

クリックする前によく確認をしてください。

行されます。トラブルの原因となりますので、複数回クリックやブラウザ
の｢戻る｣ボタンの使用などは控えてください。

インターネット出願画面操作に関するお問い合わせは、
志願者受付サポート窓口　TEL：0120-752-257（9：00～20：00）まで

お問い合わせください。（2020年10月1日から・年末年始除く）

4 基本情報の登録

マイページの『STEP2�基本情報の登録と確認』から、個人情報、写真を登録します。

個人情報の登録

志願者の個人情報を登録してください。
出願登録完了後は、原則として修正・変更をすることができませんので、よく確認してください。

写真の登録

試験当日の本人照合に利用する写真を登録します。
以下の例を参照し証明写真機（写真データのダウンロードや取得ができるもの）、スマートフォンやタブレッ
ト端末のカメラ機能、デジタルカメラ等で顔写真を撮影してください。写真は｢白／青／グレーを基調とし
た無地の壁｣を背にして撮影してください。

顔写真の条件

・直近3か月以内に撮影したもの。
・上半身・正面、無帽、背景なし、枠なし（カラー・モノクロを問いません）。
・本人とはっきりとわかるもの。
・ファイル形式がJPEG形式（.jpgまたは.jpeg）またはPNG形式（.png）のもの。
・ファイルサイズが100KB以上、10MB以下のもの。

【適切な写真の例】 【不適切な写真の例】

【不適切な写真の例】
⑴正面を向いていない（顔が横向き等）
⑵無背景でない（風景や柄が写っている）
⑶照明が反射している（顔や眼鏡に光が反射していて一部が見えない）
⑷ピンボケや手振れにより不鮮明

⑸前髪が長すぎて目元が見えない
⑹顔に影がある
⑺背景に影が写っている
⑻マフラーやスカーフで輪郭が隠れている
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STEP 5 志願票等の印刷

 ❹登録内容の確認
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ベル・入学検定料お支払い手順書がPDFで表示されま
す。これらをすべて印刷してください。

出願の流れ6

クリック

注意！

クリックする前によく確認をしてください。

行されます。トラブルの原因となりますので、複数回クリックやブラウザ
の｢戻る｣ボタンの使用などは控えてください。

インターネット出願画面操作に関するお問い合わせは、
志願者受付サポート窓口　TEL：0120-752-257（9：00～20：00）まで

お問い合わせください。（2020年10月1日から・年末年始除く）

5 出願登録

マイページの『STEP３�出願登録』より、画面の表示に従って志望する入試種別、研究科等の出願に必要な
情報を登録し、内容に間違いがないかを確認の上、『出願情報確定』をクリックしてください。出願登録完了
画面に表示される『整理番号』は、出願した情報の確認や、大学への問い合わせの際に必要になりますので、
必ずメモを取ってください。

6 入学検定料の支払い

注意！
入学検定料お支払い後は、登録内容の変更操作ができなくなります。お支払い前に必ずよく確認して
ください。

入学検定料のお支払いは、コンビニ、ネットバンキング、ATM（ペイジー）、クレジットカードをご利用
いただけます。登録完了画面より支払いサイトへ進み、画面の表示に従ってお支払い手続きを行ってくだ
さい。

※入学検定料の他に事務手数料が必要です。
※�申込み完了後に通知される支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は、登録した出願情報は無効
になります。

※いったんお支払された入学検定料は返還いたしません。
※取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。
※�クレジットカード決済を選択し、決済ができなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせ
ください。

7 志願票等の印刷

出願登録完了画面より、志願票、宛名ラベルをA4サイズの白紙に印刷してください。
（マイページの『STEP4�出願確認』から、出願登録完了画面を再表示できます。）
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STEP 5 志願票等の印刷

 ❹登録内容の確認

してください。

 ❺支払方法の選択

入学検定料の支払方法を選択します。

てください。

 ❻出願情報の確定

出願する入試制度・志願先・個人情報・入学検定料等を確認し

ベル・入学検定料お支払い手順書がPDFで表示されま
す。これらをすべて印刷してください。

出願の流れ6

クリック

注意！

クリックする前によく確認をしてください。

行されます。トラブルの原因となりますので、複数回クリックやブラウザ
の｢戻る｣ボタンの使用などは控えてください。

インターネット出願画面操作に関するお問い合わせは、
志願者受付サポート窓口　TEL：0120-752-257（9：00～20：00）まで

お問い合わせください。（2020年10月1日から・年末年始除く）

8 出願書類の郵送

出願書類一式を封入

　�　「研究科・専攻科の入学試験要項」の出願書類チェックリストで出願に必要な書類をよく確認し、出願書類
チェックリストを含むすべての出願書類を封入してください。
※�入学検定料お支払い時に発行されたレシート・取扱明細書は、試験が終了するまで大切に保管してくだ
さい。志願票等への貼付は必要ありません。

出願書類の郵送

　�市販の角2封筒に、志願票とともに印刷する宛名ラベルを貼り付けて、郵便局窓口より【速達・簡易書留】
で郵送してください。※出願締切日消印有効

9 受験票の印刷

出願期間終了後、２日程度で受験票の発行が可能となる予定です。
受験票の印刷が可能になりましたら、登録したメールアドレス宛に通知します。通知を確認後、マイページ
にログインし、『オンライン受験票』をクリックして受験票の内容を確認し、印刷して、試験当日に忘れずに
お持ちください。不明な点は、文教大学入学センター（TEL.0467-54-4300）へお問い合わせください。

10 合否の確認

各入試の合否結果は、合格発表日の午前10時からマイページの『合否結果』より確認することができます。

11 入学の手続き

マイページの『入学手続』から合格した受験番号の入力と研究科・専攻科の選択を行い、入学手続きへ進んで
ください。
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東武アーバン
パークライン

線
宮
都
宇
至宇都宮

北越谷駅前
郵便局

❼

❶

小田急・相鉄線

■ 文教大学越谷キャンパス

埼玉県越谷市南荻島3337

■ 文教大学湘南キャンパス

神奈川県茅ヶ崎市行谷1100

より文教大学行きバス約25分

毎日8:30～9:00はイトーヨーカドー脇の停留所
になります。(日曜・祝日は除く）

湘南台駅(西口)より文教大学行きバス約20分
【下車駅】小田急・相鉄・横浜市営地下鉄

Ｄ出口を利用してください。

交通案内図7

越谷キャンパス

湘南キャンパス

越谷キャンパス

キャンパス所在地8

小田急・相鉄線❼

❶

北越谷駅前
郵便局

越谷キャンパス

セブン
イレブン

■  文教大学越谷キャンパス
〒343-8511
埼玉県越谷市南荻島3337
TEL. 048-974-8811（代表）

■  文教大学湘南キャンパス
〒253-8550
神奈川県茅ヶ崎市行谷1100
TEL. 0467-53-2111（代表）

「茅ヶ崎」駅発文教大学行きのバス停は①です。
　毎日8:30～9:00はイトーヨーカドー脇の停留所
　になります。（日曜・祝日は除く）

「湘南台」駅発文教大学行きのバス停は②です。
　D出口を利用してください。

【下車駅】 東武スカイツリーライン北越谷駅（西口）より徒歩10分

【下車駅】 JR東海道本線茅ヶ崎駅（北口）
より文教大学行きバス約25分

【下車駅】 小田急・相鉄・横浜市営地下鉄
湘南台駅（西口）より文教大学行きバス約20分

越谷キャンパス東京あだちキャンパス

◯
●
◯
◯

JR埼京線

JR京浜東北線

東急東横線

東急池上線

小田急
江ノ島線

JR南武線
東急
大井町線

日暮里
池袋

新宿西国分寺立川
八王子

橋本

厚木

登戸町田

中央林間
相模大野

南浦和

上野

東京

秋葉原 錦糸町 西船橋

武蔵浦和

赤羽

大宮

押上

北千住

新松戸

春日部

成田空港

渋谷

浜松町

東京モノレール

東京メトロ半蔵門線

JR中央線・総武線

JR
武
蔵
野
線

JR南武線

JR京浜東北線

JR埼京線

東急
大井町線

東急東横線

東急池上線

JR南武線

JR横浜線

JR京浜東北線

JR東海道本線

JR

線
模
相

JR山手線

JR埼京線

東武アーバンパークライン

東武スカイツリーライン／
東京メトロ日比谷線・半蔵門線・
東急田園都市線

京成成田スカイアクセス線

京成本線

京急線

小田急線

東急田園都市線

相鉄いずみ野線

横浜市営地下鉄
ブルーライン

東急
大井町線

東急東横線

東急池上線

羽田空港

品川
五反田

旗の台

自由が丘

二子玉川

藤沢

横浜

川崎 蒲田戸塚 大井町

武蔵
小杉

JR常磐線
つくばエクスプレス

※ 内の数字は北越谷駅までの所要時間です。 
※ 内の数字は茅ヶ崎駅までの所要時間です。 
※ 内の数字は湘南台駅までの所要時間です。
※ 内の数字は谷塚駅までの所要時間です。

新越谷・南越谷

湘南キャンパス

湘南台

茅ヶ崎
7

30

27

55

14

11

16

北越谷

谷塚

49

40

5

2427

27

32

29 43

45

62

50

72

40
23

20
13

40
55

15
22

50
40

43
26

60

49

65

小田急
江ノ島線

※東武スカイツリーライン谷塚駅から徒歩約13分
竹ノ塚駅からバス約15分
※つくばエクスプレス六町駅からバス約10分

東京あだちキャンパスは、
試験会場として使用しません。
（2021年４月開設）

※各キャンパスへの所要時間は目安となります。実際の交通状況や乗り換え経路により異なりますので、ご注意ください。
※路線図の表現の都合上、最寄り駅からキャンパスへの実際の方角と異なる場合があります。

— 36 —

13 交通案内図

※全国入試、A 日程入試の試験会場については「入学試験要項＜全国入試＞」「入学試験要項＜ A 日程入試＞」
をご確認ください。

14 キャンパス所在地
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合格発表9

入学手続10

⑴各入試の合否結果は、合格発表日の午前10時からマイページの『合否結果』より確認することができます。
合格者の掲示発表は行いません。

⑵合格通知書は、『合否結果』よりダウンロードできます。郵送は行いません。
⑶「補欠」となった方の補欠順位は『合否結果』に表示されません。補欠順位が記載された通知書を速達で郵送
いたします（合格発表日郵送投函）。
※補欠者は合格者ではありません。欠員が生じた場合に、補欠者上位者より繰上が実施されます。

⑷インターネット出願の合否確認利用以外の合否問い合わせには一切応じません。

合格発表後、オンライン入学手続きの『入学手続きガイダンス』から『入学手続要項』を参照し、入学手続き
を行ってください。手続き方法は入試種別により異なりますので、ご自身が合格した入試種別の手続方法
を確認し、手続きをしてください。入学手続締切日までに手続きを行わなかった場合は、辞退したものとみ
なします。なお、オンライン入学手続きへのログインには、マイページへログインするためのメールアドレス
とパスワードが必要ですので、メールアドレスを変更した場合は、必ずマイページからメールアドレスの変
更設定を行ってください。

入学手続の流れ

入学手続締切日までに「①学納金の支払」「②オンライン入学手続きでの情報登録」「③必要書類の提出」を完了
してください。①～③の手続きが完了していることを本学で確認しましたら、出願時に登録したメールアドレ
ス宛に入学手続き完了の通知をします。

学納金の支払方法について

学納金は「銀行振込（窓口）」または「クレジットカード決済」により支払いが可能です。
詳細は『入学手続要項』をご確認ください。
※一部クレジットカード決済が利用できない選考があります。

学納金返還方針

入学手続き完了後、入学を辞退する場合には、2021年3月31日までに所定の返還手続を行うことで、
入学金を除く学納金（授業料・教育充実費）を返還いたします。詳細は『入学手続要項』をご確認ください。
※一度納入いただいた入学金の返還はいたしません。
※専願であることを出願条件としている選考の場合、入学を辞退することはできません。
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学納金11

研究科 課程 納入区分 入学金 授業料 教育充実費 合計 納入期限

人間科学研究科 修士課程
博士後期課程

一括 280,000 626,000 100,000 1,006,000 入学手続締切日

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

言語文化研究科 修士課程
博士後期課程

一括 280,000 626,000 100,000 1,006,000 入学手続締切日

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

教育学研究科 修士課程

一括 280,000 626,000 100,000 1,006,000 入学手続締切日

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

情報学研究科 修士課程

一括 280,000 626,000 100,000 1,006,000 入学手続締切日

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

国際学研究科 修士課程

一括 280,000 626,000 100,000 1,006,000 入学手続締切日

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

専攻科 専攻 納入区分 入学金 授業料 教育充実費 合計 納入期限

教育専攻科 教育学専攻

一括 250,000 634,000 --- 884,000 入学手続締切日

分納
１期 250,000 317,000 --- 567,000 入学手続締切日

２期 --- 317,000 --- 317,000 2021年９月末日

研究科 課程 納入区分 入学金 授業料 教育充実費 合計 納入期限

言語文化研究科 修士課程
博士後期課程

分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

情報学研究科 修士課程 分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

国際学研究科 修士課程 分納
１期 280,000 313,000 100,000 693,000 入学手続締切日

２期 --- 313,000 --- 313,000 2021年９月末日

 

 

 

場合は、1期分学納金納入後、2期分学納金を2021年9月末までに納入してください。2期分学納金の振込用紙は入学後7月頃に送
付します。
⑵修了要件にかかわらない免許・資格を取得するために必要な費用は別途徴収します。
⑶実験・実習・演習にともなう費用は別途徴収することがあります。
※⑵、⑶については、入学後のオリエンテーション時に説明します。

※2年次以降について(専攻科は除く)
・入学金を除く、授業料および教育充実費を納入いただきます。
・詳細は文教大学ホームページをご覧ください。
https://www.bunkyo.ac.jp/guide/campus/l_tuition.htm

2021

2021

2021
（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

⑷大学院の入学金は、下記の場合金額が変更になります。

⑸専攻科については、文教大学卒業生は入学金が免除となります。

※修士課程については、文教大学卒業生は入学金が半額となります。
※博士後期課程については、本学修士課程修了生は入学金が免除となります。
※修士課程及び博士後期課程については、文教大学外国人留学生別科修了生は入学金が180,000円となります。
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家にパソコンがないのですが、
どうしたらよいですか？

自宅以外でもインターネットにつながっているパ
ソコン・スマートフォン等があれば、出願登録す
ることが可能です。
インターネット環境がない場合は遅くとも出願締
切日の5日前までに文教大学入学センター

プリンターがないのですが、
どうしたらよいですか？

いつから出願登録ができますか？

出願期間初日の午前9時から登録できます。
氏名・住所・顔写真等の個人情報については、
出願受付開始より前に登録することが可能です。

出願登録した後に誤りがあることに気づきましたが、
どうしたらよいですか?

出願登録後、内容を確認できますか？

インターネット出願サイトのマイページにログイン
し、確認することができます。

出願書類は
どのように提出するのでしょうか？

出願登録後、志願票と宛名ラベルをプリンターで
印刷し、調査書と必要な書類を一緒に、市販の角2

宛先は、志願票とともに印刷する宛名ラベルを
封筒に貼付してご利用ください。

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

出願 Q&A12

志願票データはPDFファイルで出力されます。
USBなどの記録媒体に移して、コンビニ等に設
置されているカラー複合機等を利用し、印刷して
いただくことも可能です。

『STEP4 出願情報確認』の『出願取消』をクリッ
クし出願情報を削除したのち、正しい内容で改め
て登録してください。

（重複する日程に登録した場合や、支払い期限を過
ぎた場合は、登録内容が自動的に無効になります。）

入学検定料お支払い後の出願情報の変更は原則
としてできません。ただし、本学が指定する訂
正申出締切日までに申し出た場合は、状況によ
り変更できることがありますので、訂正を希望
する場合は期限までに文教大学入学センター

（TEL.0467-54-4300）まで申し出て確認して
ください。訂正申出締切日は、受験する「研究科・
専攻科の入学試験要項」をご確認ください。
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入 学 試 験 実 施 に 伴 い 取 得 し た 個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て

学 校 法 人  文 教 大 学 学 園 　 個 人 情 報 保 護 基 本 方 針
学校法人文教大学学園は、個人情報を適切に保護することが重要な責務であると認識し、

その取り扱いに関する基本方針を以下に定め、個人情報保護の徹底に努めます。

1．個人情報の収集と利用

で、使用目的を明示したうえで、個人情報を適切な手段で収集し利用します。
■利用目的の範囲を超えた利用の場合は、本人の同意を得ることとします。

2．個人情報の管理と保護
■学園は、個人情報を正確かつ最新の内容に保ち、漏えい、改ざん、紛失などが起こらないよう、個人情報を
厳重に管理し保護するための必要かつ適切な措置を講じます。
■教育サービス等に関わる個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、適切な委託先の選定を行い、個人情
報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行います。

3．第三者への提供
■学園は、いかなる場合においても次の場合を除き、ご提供いただいた個人情報を第三者に開示・提供するこ
とはいたしません。
1）ご本人の同意を得ている場合
2）法令に基づき公的機関から開示・提供を求められた場合
3）ご本人の生命、身体や財産等を保護するために必要な場合
4）公共の利益を保護するため必要不可欠と判断された場合

4．個人情報の開示、訂正、削除等

5．遵守すべき法令・規範
■学園は、学園が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守いたします。

6．個人情報保護管理体制と仕組み及び取り組みの継続的改善
■学園では、個人情報保護に関する管理の体制と仕組み及び上記各項における取り組みを適宜見直し改善いた
します。

7．個人情報保護基本方針の公開
■本方針は全教職員に周知徹底させるとともに、学園のホームページ上に公表いたします。

本学が入学試験実施に伴い取得した個人情報につきましては、本学園個人情報保護方針に基づき、入学試験実施、
合格発表および入学手続およびこれらに付随する事項を行うために利用します。これらの業務の一部を、本学が指
定した業者（受託業者）に委託します。業務委託の際、受託業者に対して受託業務遂行の目的で、お知らせいただい
た個人情報の一部または全部を提供することがあります。
また、個人が特定されないよう統計処理した情報を、本学における入学者選抜および教育改善のための調査に利用
します。あらかじめご了承ください。
なお、入学者については、当該個人情報および入試成績の一部を、大学の学生情報データベースに登録し、入学後
の学生相談・指導およびこれらに付随する諸活動を行うために利用する場合があります。
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平日／9:00～17:00
※土・日・祝日、創立記念日（10月17日）、夏季休業期間、冬季休業期間は除きます。

■文教大学ホームページ（入試情報） https://www.bunkyo.ac.jp/admission/
　※メールでのお問い合わせは、ホームページ内　　　　　　　　　をご利用ください。
■文教大学インフォメーションツイッター（@Bunkyo_info）

人間科学研究科・言語文化研究科・教育学研究科・専攻科

入学センター事務室越谷オフィス：〒343 8511 埼玉県越谷市南荻島3337　TEL.048 974 8811㈹

問い合わせ先

越谷キャンパス 埼玉県 越谷市 湘南キャンパス 神奈川県 茅ヶ崎市

情報学研究科・国際学研究科

入学センター事務室湘南オフィス：〒253 8550 神奈川県茅ヶ崎市行谷1100　TEL.0467 53 2111㈹

お問い合わせ

お電話受付時間

大学院
人間科学研究科／臨床心理学専攻・人間科学専攻
言語文化研究科／言語文化専攻
教育学研究科／学校教育専攻

大学院
情報学研究科／情報学専攻

東京あだちキャンパス 東京都 足立区

大学院
国際学研究科／国際学専攻

専攻科
教育専攻科／教育学専攻




