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大学院スポーツ健康科学研究科
外国人留学生入学試験要項
2023年春（4月）入学

　Ⅰ．募集課程・専攻・身分／募集人員�

課程 専攻 身分 募集人員

博士課程（前期課程） スポーツ健康科学専攻
正規学生 若干名

特別学生 若干名

博士課程（後期課程） スポーツ健康科学専攻
正規学生 若干名

特別学生 若干名

※ 標準修業年限は、博士課程（前期課程）は2年、博士課程（後期課程）は3年です。

　Ⅱ．出願資格�

 留学生一般を希望する者
１．大学院スポーツ健康科学研究科博士課程（前期課程）
外国籍を有し、下記のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において学校教育における16年の課程を修了した者および2023年3月末日までに修了見込みの者。
　※ 日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校等に在学した者は、その期間が通算４年以内である場
合に限る。なお、「日本にある外国人学校」および「文部科学大臣が認定した在外教育施設」に在学した場合
は、その在学期間を日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校に在学したものと同様とみなす。

⑵ 日本において外国人留学生として大学を卒業した者および2023年3月末日までに卒業見込みの者。
⑶ 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の
認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限
る。）において、修業年限が3年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された
者および2023年3月末日までに授与される見込みの者。
⑷ 外国において学校教育における15年の課程を修了した者および2023年3月末日までに修了見込みの者で、本大学院
において、所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者。
⑸ その他本大学院において、前記⑴⑵⑶⑷と同等以上の資格を有すると認めた者で、2023年3月末日までに満22歳に
達するもの。

２．大学院スポーツ健康科学研究科博士課程（後期課程）
外国籍を有し、下記のいずれかに該当する者。
⑴ 外国において修士の学位や専門職学位に相当する学位を得た者および2023年3月末日までに得る見込みの者。
⑵ 日本の大学院において外国人留学生として修士の学位または専門職学位を得た者および2023年3月末日までに得る
見込みの者。
⑶ その他本大学院において、前記⑴⑵と同等以上の資格を有すると認めた者で、2023年3月末日までに満24歳に達す
るもの。

■注意事項
① 同志社大学における授業は、大部分が日本語で行われますので、十分な日本語能力が要求されます。
② 上記１．⑶⑷⑸および２．⑶の該当者については、本学大学院スポーツ健康科学研究科が出願資格の認定を行いま
す。
　 前期課程は2022年7月28日（木）までに後期課程は2022年8月26日（金）までに京田辺キャンパス教務センター（ス
ポーツ健康科学研究科）（連絡先は裏表紙参照）へ連絡し、指示された書類を提出してください。
③ 前項②以外で出願資格の有無について不明な点がある場合は、事前に国際センター留学生課国際入学係（今出川校
地）に問い合わせてください。
④ 入学試験に合格した者で、2023年3月末日までに出願資格の要件を満たさなかった者は入学を許可しません。
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 学内進学を希望する者
１．大学院スポーツ健康科学研究科博士課程（前期課程）

⑴外国人留学生として、同志社大学学部を2023年3月末日までに卒業見込みの者。
⑵外国人留学生として、同志社大学学部を卒業した者。

２．大学院スポーツ健康科学研究科博士課程（後期課程）
⑴ 外国人留学生として、同志社大学大学院博士課程（前期課程）、修士課程または専門職学位課程を2023年3月末日
までに修了見込みの者。
⑵ 外国人留学生として、同志社大学大学院博士課程（前期課程）、修士課程または専門職学位課程を修了した者。

■注意事項
入学試験に合格した者で、2023年3月末日までに出願資格の要件を満たさなかった者は入学を許可しません。

 身分変更（特別学生から正規学生への変更）を希望する者
同志社大学大学院スポーツ健康科学研究科に特別学生として在学中の外国人留学生で、2023年度に大学院スポーツ健康
科学研究科の正規学生となることを希望する者。
なお、他研究科への変更を希望する場合はこの項に該当しません。

　Ⅲ．日程�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 出願期間 入学試験日 選考結果通知日

博士課程(前期課程)

留学生一般
国内
国外

正規学生

2022年9月12日(月)
～9月22日(木)

17時(日本時間)必着

2022年11月12日(土)

2022年12月8日(木)

特別学生 書類選考

学内進学
国内
国外

正規学生 2022年11月12日(土)

特別学生 書類選考

身分変更 国内 正規学生 2022年11月12日(土)

博士課程(後期課程)

留学生一般
国内
国外

正規学生

2022年10月11日(火)
～10月21日(金)
17時(日本時間)必着

2022年12月4日(日)

2022年12月15日(木)

特別学生 書類選考

学内進学
国内
国外

正規学生 2022年12月4日(日)

特別学生 書類選考

身分変更 国内 正規学生 2022年12月4日(日)

※ 試験の実施が困難と判断される場合は、試験日の延期措置を取る場合があります。延期する場合は、スポーツ健康科
学研究科ホームページ（https://sports.doshisha.ac.jp/graduate/）で告知しますので適宜確認してください。なお、延期
日に受験しなかった場合は欠席とみなします（入学検定料は返還しません）。

　試験の延期日： 博士課程（前期課程）正規学生　2022年11月13日(日) 
博士課程（後期課程）正規学生　2022年12月11日(日)
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　Ⅳ．出願方法�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 入学検定料 入学検定料納入期間 出願期間

博士課程(前期課程)

留学生一般
国内
国外

正規学生 15,000円

2022年9月5日(月)

～9月22日(木)

2022年9月12日(月)
～9月22日(木)

17時(日本時間)必着

特別学生 10,000円

学内進学
国内
国外

正規学生 15,000円

特別学生 10,000円

身分変更 国内 正規学生 15,000円

博士課程(後期課程)

留学生一般
国内
国外

正規学生 15,000円

2022年10月4日(火)

～10月21日(金)

2022年10月11日(火)
～10月21日(金)
17時(日本時間)必着

特別学生 10,000円

学内進学
国内
国外

正規学生 15,000円

特別学生 10,000円

身分変更 国内 正規学生 15,000円

※ 出願書類の注意事項および出願方法については15～16ページ、入学検定料の納入については、270～274ページ「Ⅲ．
入学検定料の納入」を参照してください。
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 出願者氏名
志望課程に○印を記入してください。

前期課程　・　後期課程

　Ⅴ.�出願書類（書類チェックリスト含む）�
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出願書類の確認のためチェック欄に ✔ 印をつけて本紙も提出してください。また、出願後、提出書類に関
して問い合わせることがありますので、提出前に必ず本紙の控えを取り、手元に保管しておいてください。

スポーツ健康科学研究科　　　　出願書類チェックリスト

出　願　書　類 注　意　事　項 チェック欄 事務確認欄
（使用しないこと）

1 入学願書（本学所定 様式①） 出願者本人が自筆で記入してください。
写真（タテ3cm×ヨコ2.4cm）を貼付してください。 □

2

最終出身学校の卒業（修了）証明書
または卒業（修了）見込証明書
※ 特別学生から正規学生への変更を希望す

る者は不要

原本（オリジナル）に限ります。原本の返却を希望する場合は申し出
てください。
15ページ ５．出願書類の注意事項  ③④参照。
※ 博士課程（後期課程）出願者で、最終出身学校において修了証明書
と学位取得証明書が分かれている場合は、その両方（原本）を提出
してください。

□

3
出身学校の成績証明書
※ 特別学生から正規学生への変更を希望す

る者は不要

原本（オリジナル）に限ります。原本の返却を希望する場合は申し出
てください。
15ページ ５．出願書類の注意事項  ③④参照。
１）博士課程（前期課程）出願者
　　  大学の成績証明書（大学で修得した全科目の成績、単位数を記入
したもの）

２）博士課程（後期課程）出願者
　　  大学および大学院の成績証明書（大学および大学院で修得した全
科目の成績、単位数を記入したもの）

□

4
推薦状１通（本学所定 様式②）
※ 学内進学を希望する者および特別学生か

ら正規学生への変更を希望する者は不要

教育機関（出身学校を含む）または研究所等に勤務する者で推薦者と
してふさわしい人からのもの。
※推薦者による厳封必須。

□

5
日本語能力を証明する書類
※ 学内進学を希望する者および特別学生か

ら正規学生への変更を希望する者は不要

日本国内居住者  
日本語能力を証明する書類は不要です。
日本国外居住者  
「日本留学試験（日本語）」の受験票（または成績通知書）のコピー、
または成績確認書、もしくは「日本語能力試験（N1）（注）」の「日本
語能力試験認定結果及び成績に関する証明書」の原本（オリジナル）
を提出してください（点数・合否は問いません）。原本の返却を希望
する場合は申し出てください。
※対象となる日本留学試験は次のいずれかです。
　2020年度第2回、2021年度第1回、2021年度第2回
※対象となる日本語能力試験は次のいずれかです。
　2020年度第2回、2021年度第1回、2021年度第2回
（注） 日本語能力試験の合否結果通知書（ハガキ）では出願を受け付

けることができませんので、「日本語能力試験認定結果及び成績
に関する証明書」の原本（オリジナル）の発行が願書提出期間
に間に合うように、各試験を受験してください。

□

6 英語外部試験のスコアカード

TOEFL iBT®テストまたはTOEIC®LISTENING AND READINGテスト
のスコアカードを提出してください。
TOEFL iBT®テストについては「Official Score Report（Institutional 
Score Report）」を、TOEIC® LISTENING AND READINGテストは
「Official Score Certificate」（スコアカードは切り離さずに）を提出し
てください（スコアカードの有効期間はテスト日より2年間とする）。

□

7 修士論文および抄録
【博士課程（後期課程）のみ】

博士課程（後期課程）出願者は、日本語または英語で書かれた修士論
文のコピー（1冊）および抄録を提出してください。
※ 博士課程（前期課程）生で作成途中の場合は概要を提出いただきま
すので、京田辺キャンパス教務センター（スポーツ健康科学研究科）
へお問い合わせください。

□

8 研究概要（本学所定 様式 - スポーツ①）

博士課程（前期課程）および博士課程（後期課程）において研究指導
を希望する題目とその概要を記入してください（日本語または英語で
記入のこと）。
なお別紙で印刷したものを所定用紙（A3片面1枚）に納まるよう貼付
しても構いません。

□

9

志望教員調査票
（前期課程：本学所定 様式 - スポーツ②）
志望教員調査票

（後期課程：本学所定 様式 - スポーツ③）

志望する教員名を第１希望から第３希望まで記入してください。
なお、出願に際しては必ず事前に志望する教員に連絡し説明を受けて
ください。（必須）
教員および研究分野の概要は下記 URLから参照できます。
https://sports.doshisha.ac.jp/graduate/staff/staff.html

□

〈裏面あり〉
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 出願者氏名
志望課程に○印を記入してください。

前期課程　・　後期課程
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出　願　書　類 注　意　事　項 チェック欄 事務確認欄
（使用しないこと）

10

日本国内居住者  
在留カードのコピー
または
住民票記載事項証明書（コピー不可）

日本国外居住者  
旅券（パスポート）のコピー
または
身分を証明する書類のコピー

※ 4ページ １．出願確認の流れ の出願区分
を十分に確認の上、出願区分に対応する
書類を提出すること

日本国内居住者  
・ 在留カードの場合は、カードの両面（表と裏）を A4サイズの用紙に
コピーしてください。
・ 住民票記載事項証明書の場合は、国籍・在留資格・在留期間・在留
期間の満了日が記載されているものを提出してください。

日本国外居住者  
・ 顔写真・氏名が記載されているページを A4サイズの用紙にコピーし
てください。
・ パスポートがない場合は、政府またはこれに準じる公的機関が発行
した証明書（顔写真、氏名が記載されているもの）のコピーでも構
いません。

□

11 受験票（本学所定 様式④） 必要事項を記入してください。
出願書類を受理した後、受験番号を付与して返送します。 □

12 写真票（本学所定 様式④）

写真（タテ3cm×ヨコ2.4cm、裏面に氏名・生年月日を記入したもの）
を貼付してください（3ヵ月以内に撮影したカラー写真で正面、上半身、
脱帽のもの）。なお、入学が許可された場合には、学生証用写真や教
務情報等に使用します。

□

13 入学検定料納入を証明する書類

クレジットカードで納入した場合  
クレジットカード決済画面を A4サイズの用紙にコピーしてください。
コンビニエンスストアから納入した場合（日本国内居住者のみ） 
「収納証明書」部分を入学検定料振込金証明書貼付用紙（本学所定 様
式⑦）に貼付して提出してください。
日本国内の金融機関から納入した場合（日本国内居住者のみ） 
取扱金融機関の収納印のある振込金証明書（本学所定 様式⑥ -1～4）
を入学検定料振込金証明書貼付用紙（本学所定 様式⑦）に貼付して提
出してください。
外国送金で納入した場合（日本国外居住者のみ） 
取扱金融機関収納印のある振込金証明書、外国送金依頼書等を提出し
てください。

□

14 宛名シート（本学所定 様式⑤） 受験案内や選考結果を通知するために使用しますので、送付を希望す
る宛先を記入してください。 □

15 出願書類チェックリスト（本紙） 出願書類に不備がないか確認したうえで、出願書類と共に提出してく
ださい。 □

卒業証書等の原本の返却を希望する出願者が提出するもの

書類原本の返却依頼書
※本学所定の様式はありません（様式自由）。

・ 「返却を希望する書類の名称」、「返却先住所・氏名」を記入しましたか？
※一度提出した書類は原則として返却しません。
　  ただし、卒業証書 / 学位記等一度しか発行されない書類の原本のみ

返却します。
※ 「返却依頼書」が出願書類と一緒に同封されていない場合は、書類

の返却は一切行いません。

□
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　Ⅵ.�選考方法�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 選考方法

博士課程(前期課程)

留学生一般
学内進学

国内
国外

正規学生 出願書類、筆記試験および面接（口頭試問）により、総合
的に合否を判定します。

特別学生 書類選考により合否を判定します。

身分変更 国内 正規学生 出願書類、筆記試験および面接（口頭試問）により、総合
的に合否を判定します。

博士課程(後期課程)

留学生一般
学内進学

国内
国外

正規学生 出願書類、口述試験・面接により、総合的に合否を判定し
ます。

特別学生 書類選考により合否を判定します。

身分変更 国内 正規学生 出願書類、口述試験・面接により、総合的に合否を判定し
ます。

■受験票の送付
受験票は、出願書類を受理した後に出願資格を確認のうえ、受験番号を付与して京田辺キャンパス教務センター（ス
ポーツ健康科学研究科）から出願者宛に前期課程は2022年10月7日(金)頃、後期課程は2022年11月4日(金)頃に発送しま
す。前期課程は10月14日(金)までに、後期課程は11月11日(金)までに届かない場合は京田辺キャンパス教務センター（ス
ポーツ健康科学研究科）へ連絡してください。
※ 入学試験の集合場所、集合時刻については、受験票送付時に通知します｡
※ 入学試験の会場、集合場所、集合時刻、試験科目など、受験票を受取ってからの質問は、京田辺キャンパス教務セン
ター（スポーツ健康科学研究科）へ直接問い合わせてください。
※ 本学で入学試験を受験する日本国外居住者の場合、各自「短期滞在」ビザ等を取得し、入国してください。なお、本
学は「短期滞在」ビザを申請する際の保証人にはなりません。各自で大使館に問合せを行い、必要な条件を自身で確
認してビザ申請を行ってください。

　Ⅶ.�試験日時・科目・会場�

■博士課程（前期課程）

専　攻 試　験　日  10:30 ～ 11:45 13:00 ～ 試験会場

スポーツ
健康科学

2022年
11月12日（土） 小論文※1 面　　接

（口頭試問※2を含む） 京田辺校地

※１　  小論文はスポーツ健康科学の基礎学力を問うもので、「健康科学領域」、「トレーニング科学領域」、「スポー
ツ・マネジメント領域」の3領域から各1題が出題され、合計3題を解答します。また各領域において参考図書を指
定します。
（2023年度入試：参考図書）
・ 健康科学分野：健康・スポーツ科学講義（第2版）（出村愼一監修，佐藤進，山次俊介，長澤吉則，吉村喜信編集）　 

杏林書院
・トレーニング科学分野：これからの健康とスポーツの科学（第5版）（安部孝，琉子友男編）　講談社
・スポーツ・マネジメント分野：スポーツ政策論（菊幸一，齋藤健司，真山達志，横山勝彦編集）　成文堂

※２　面接（口頭試問）は、出願書類の記載事項および専攻分野に関連する内容について原則日本語で行います。

【語学試験（英語）】
語学試験（英語）については以下の英語外部試験のスコアカードを提出していただきます。なお合格判定は語学試
験（英語）、小論文、面接を含め総合的に判断します。

　・TOEIC®LISTENING AND READINGテスト
　・TOEFL iBT®テスト

【語学試験（英語）に係る注意事項】
① スコアカードの発行が願書提出期間に間に合うように、各試験を受験してください。
② スコアカードの有効期間はテスト日より2年間とします。
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③ TOEFL ITP®テストおよびTOEIC®LISTENING AND READINGテスト（IP）は対象となりません。
④ スコアカードは原本（オリジナル）に限ります。
　  （TOEFL iBT®テストについては「Official Score Report（Institutional Score Report）」を、TOEIC®LISTENING 

AND READINGテストは「Official Score Certificate」を提出してください）
※ TOEFL iBT®テストの「Official Score Report（Institutional Score Report）」については、実施機関（ETS）から同志
社大学に直送してください。
　  同志社大学の登録コードは「7078」です。直送する場合も、出願期間締切日までに到着したものを有効とします
（出願期間前に到着したものも有効です）。直送する手続きをしたにも関わらず、出願締切日までに本学へスコア
カードが届かなかった場合、出願は受理されません。なお、関係機関から直送した書類の到着確認は行っていませ
んので、ご了承ください。「Official Score Report（Institutional Score Report）」が本学に到着するまでには、かな
り時間を要します。早めに送付手続きを取るようにしてください。
⑤  TOEFL iBT®テストについては、Test Dateスコアを出願スコアとして活用します。（MyBestTMスコアは活用しません。）
⑥ 2023年度入試では、TOEFL iBT® Home Edition（TOEFL iBT® Special Home Edition）で取得したスコアは対象とな
りません。

■博士課程（後期課程）

専　攻 試　験　日  13:00～ 試験会場

スポーツ
健康科学

2022年
12月4日（日） 口述試験・面接 京田辺校地

【口述試験・面接について】
研究業績および学位論文構想をプレゼンテーション形式で発表いただき、スポーツ健康科学に対する基礎知識、思
考力、論理力などを評価します。
　　受験者はパワーポイント利用、レジュメを準備することができます。
　＜時間＞ 1人20分程度の発表の後、質疑応答。
　※１） 当日PC（Windowsパソコン）を準備します。もしご自分でご用意される場合は当日持参してください。レジュ

メを使用される場合は15部ご用意ください。
　※２） 口述試験・面接については原則日本語で行います。

【語学試験（英語）について】
博士学位取得のための資格審査である語学試験として、次のいずれかの英語の外部試験のスコアカードを提出してい
ただきます。これは資格審査であるため、本入学試験の合否判定には用いません。審査結果は別途お知らせします。

　・TOEIC®LISTENING AND READINGテスト
　・TOEFL iBT®テスト

【語学試験（英語）に係る注意事項】
①スコアカードの発行が願書提出期間に間に合うように、各試験を受験してください。
②スコアカードの有効期間はテスト日より2年間とします。
③ TOEFL ITP®テストおよびTOEIC®LISTENING AND READINGテスト（IP）は対象となりません。
④スコアカードは原本（オリジナル）に限ります。
　  （TOEFL iBT®テストについては「Official Score Report（Institutional Score Report）」を、TOEIC®LISTENING 

AND READINGテストは「Official Score Certificate」を提出してください）
※TOEFL iBT®テストの「Official Score Report（Institutional Score Report）」については、実施機関（ETS）から同志
社大学に直送してください。
　  同志社大学の登録コードは「7078」です。直送する場合も、出願期間締切日までに到着したものを有効とします
（出願期間前に到着したものも有効です）。直送する手続きをしたにも関わらず、出願締切日までに本学へスコア
カードが届かなかった場合、出願は受理されません。なお、関係機関から直送した書類の到着確認は行っておりま
せんので、ご了承ください。「Official Score Report（Institutional Score Report）」が本学に到着するまでには、か
なり時間を要します。早めに送付手続きを取るようにしてください。
⑤  TOEFL iBT®テストについては、Test Dateスコアを出願スコアとして活用します。（MyBestTMスコアは活用しません。）
⑥ 2023年度入試では、TOEFL iBT® Home Edition（TOEFL iBT® Special Home Edition）で取得したスコアは対象とな
りません。
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　Ⅷ．選考結果通知�

課程 入試種別 出願区分 募集身分 選考結果通知日

博士課程(前期課程)

留学生一般
学内進学

国内
国外

正規学生

2022年12月8日(木)特別学生

身分変更 国内 正規学生

博士課程(後期課程)

留学生一般
学内進学

国内
国外

正規学生

2022年12月15日(木)特別学生

身分変更 国内 正規学生

選考結果通知の発送については、280ページ「Ⅳ．選考結果通知」を参照してください。
入学手続、その他の注意事項については281～287ページ「Ⅴ．入学手続」「Ⅵ．その他の注意事項」を参照してください。


