
   
 

博士後期課程【1-2 月実施入試】 

Doctoral Program【January to February】 

 

出願時選択科目等確認票（人文学学位プログラム） 

Information Sheet （Humanities) 

研究群名 Graduate school 学位プログラム名 Program 

人文社会科学研究群 

Degree Programs in Humanities and Social Sciences 

人文学学位プログラム 

Humanities   

受験番号 Examinee’s number  氏 名 Name 

  

受験番号は Web 出願完了時に自動生成されるものを記入してください。 

   Refer to the reference card to be created after completing the web entry. 
 

以下については、「募集要項」に記載する「選抜方法等」を参照のうえ記入してください。 

      Fill in the following form with reference to “Screening Criteria” in the application guidelines. 

志望サブプログラム Prospective Subprogram 志望指導教員名 Prospective Supervisor 

  

受験科目 Examination Subject 

専門科目における外国語 

Foreign Language in Specialized Subject 
口述試験 Oral Examination 

 面 接  Individual Interview 

（注）現代文化学サブプログラム、英語教育学サブプログラムを志望する者は、「指導教員名」の欄は記入不要です。 

外国語は、以下の各サブプログラムの指定する言語の中から選択してください。 

哲学・思想サブプログラム：英語、ドイツ語、フランス語、中国語、漢文、日本語。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は、日本語。 

歴史・人類学サブプログラム：英語、ドイツ語、フランス語、中国語。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は日本語もしくは上記の言語の

うち、母語以外の言語。 

文学サブプログラム：英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、イタリア語、中国語、古典語（古典語は、ギリシア語、ラテン語、中国古典語のうち

から選択）。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は、日本語。 

言語学サブプログラム：英語、ドイツ語、ロシア語、中国語、韓国語。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は、日本語。 

現代文化学サブプログラム：英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は、日本語。 

英語教育学サブプログラム：英語。ただし、日本語を母語（第 1 言語）としない者は、日本語。 

 

Note If you apply for Subprogram in Modern Culture Studies or Subprogram in English Language Education, “Prospective Supervisor” may be blank . 

Subprogram in Philosophy: English, German, French, Chinese, Chinese classics, Japanese. If your mother tongue (first language) is not Japanese, 

select Japanese. 

Subprogram in History and Anthropology: English, German, French or Chinese. If your mother tongue (first language) is not Japanese, select one 

from the above-mentioned languages and Japanese except your mother tongue. 

Subprogram in Literature: English, German, French, Russian, Italian, Chinese, or classical languages (classical languages include Greek, Latin, 

and classical Chinese. If your mother tongue (first language) is not Japanese, select Japanese. 

Subprogram in Linguistics: English, German, Russian, Chinese or Korean. If your mother tongue (first language) is not Japanese, select 

Japanese. 

Subprogram in Modern Culture Studies: English, German, French, Spanish. If your mother tongue (first language) is not Japanese, select 

Japanese. 

Subprogram in English Language Education: English. If your mother tongue (first language) is not Japanese, select Japanese. 



 
 

博士後期課程【1-2 月実施】 

Doctoral Program【January to February】 

 

 

出願時選択科目等確認票（国際公共政策学位プログラム） 

Information Sheet （International Public Policy） 

 

 

研究科名 Graduate school 学位プログラム名 Program 

人文社会科学研究群 

Degree Programs in Humanities and Social Sciences 

国際公共政策学位プログラム 

International Public Policy 

受験番号 Examinee’s number  氏 名 Name 

  

受験番号は Web 出願完了時に自動生成されるものを記入してください。 

  Refer to the reference card to be created after completing the web entry. 

   

以下については、「募集要項」に記載する「選抜方法等」を参照のうえ記入してください。 
      Fill in the following form with reference to “Screening Criteria” in the application guidelines. 
 

志望指導教員名 Prospective Supervisor  

 

受験科目 Examination Subject 

外 国 語 Foreign Language 専 門 科 目 Specialized Subject 口 述 試 験 Oral Examination 

  面 接 Individual Interview 

「専門科目」の欄には、「国際関係論（国際法含む）、社会開発論、人類学、政治学、社会学、経済学、地域研究」

から 1 問を選択し記入してください（「地域研究」を選択した場合には、「政治・経済」、「地理・歴史」、「社会・

文化」から 1 問を選択）。 

Select one subject from International Relations (including International Law), Social Development, 
Anthropology, Political Science, Sociology, Economics or Area Studies. In case that you select Area Studies, 
you need to select one question from “Politics and Economy,” “Geography and History,” or “Society and 
Culture.”. 

 

   志望指導教員には必ず出願前に連絡し、合格した場合に指導教員となる旨の内諾を得てください。志望指導教員の

内諾を得られたら、以下のチェックボックスにチェックしてください。 

   Please be sure to contact the prospective supervisor before applying and obtain his/her informal consent to be 
your supervisor if you are accepted. Once you have obtained his/her informal consent, please check the box 
below. 

 

 チェック欄 / check the box 

志望指導教員の内諾を得ています。 

 I have received informal consent from the prospective supervisor. □ 

 

 



 

 

博士後期課程【1-2 月実施入試（一般/社会人特別選抜）】 

Doctoral Program 【January to February(General/Special Selection of Working Individuals)】 

 

 

 

出願時選択科目等確認票（国際日本研究学位プログラム） 

Information Sheet (International and Advanced Japanese Studies) 

 

研究科名 Graduate school 学位プログラム名 Program 

人文社会科学研究群 

Degree Programs in Humanities and Social Sciences 

国際日本研究学位プログラム 

International and Advanced Japanese Studies 

受験番号 Examinee’s number  氏 名 Name 

  

受験番号は Web 出願完了時に自動生成されるものを記入してください。 

   Refer to the reference card to be created after completing the web entry. 
 

以下については、「募集要項」に記載する「選抜方法等」を参照のうえ記入してください。 
      Fill in the following form with reference to “Screening Criteria” in the application guidelines. 
 

志望指導教員名 Prospective Supervisor  

 

受験科目 Examination Subject 

専 門 科 目 Specialized Subject 口 述 試 験 Oral Examination 

 面 接 Individual Interview 

 

「専門科目」の欄は、「①政治、②経済、③文学・文化・思想、④法律・社会・メディア・情報、⑤言語学、⑥日本

語教育学」の６題のうちから１題を、あらかじめ選択してください。 

Please select one theme from among the following 6 options and enter it into the “Specialized Subject” box above: 
1. Politics, 2. Economics, 3. Literature/Culture/Philosophy, 4. Law/Society/Media/Information, 5. Linguistics, 6. 
Research in Japanese language education. 
 

なお、「政治」、「経済」、「文学・文化・思想」、「法律・社会・メディア・情報」、「言語学」は日本語と英語で出題さ

れ、受験者はいずれかの言語で論述しなければなりません。 

また、「日本語教育学」は日本語で出題され、日本語で論述しなければなりません。 

Either Japanese OR English may be used to write your response to the following 5 themes: 1. Politics, 2. 
Economics, 3. Literature/Culture/Philosophy, 4. Law/Society/Media/Information, 5. Linguistics.  
If you select theme number 6, Research in Japanese language education, your response must be written in 
Japanese. 


