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文学研究科　博士課程（後期課程）入学試験要項

1．募集する課程・専攻および募集人数
課　　　　　程 専　　　　　　　　　　攻 募集人数

博士課程（後期課程）
哲学専攻、英文学・英語学専攻、文化史学専攻、
国文学専攻、美学芸術学専攻

各　専　攻
若　干　名

※　標準修業年限は3年です。
※　文学研究科では、2010年4月入学者より長期履修学生制度を適用しています。…長期履修学生制度と
　　は、職業を有している等の事情により、標準修業年限である3年間では大学院の教育課程の履修が
　　困難な者に限り、最長6年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。申請方法等の詳細
　　はP.…53…を参照してください。

2．出 　願　 資　 格
⑴　修士の学位または専門職学位を得た者、および2023年3月末日までに修士の学位または専門職学位を
得る見込みの者。

⑵　外国において修士の学位または専門職学位に相当する学位を得た者、および2023年3月末日までに修
士の学位または専門職学位に相当する学位を得る見込みの者。

⑶　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位または専門職学
位に相当する学位を得た者、および2023年3月末日までに修士の学位または専門職学位に相当する学
位を得る見込みの者。

⑷　我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づ
けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位ま
たは専門職学位に相当する学位を得た者、および2023年3月末日までに学位を得る見込みの者。

⑸　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法第1条第2項に規
定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士
の学位に相当する学位を授与された者、および2023年3月末日までに学位を得る見込みの者。

⑹　外国の学校、⑷の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第
16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力
があると認められた者、および2023年3月末日までに認められる見込みの者。

⑺　文部科学大臣の指定した者。
⑻　本大学院において、個別の出願資格審査により、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると
認めた者で、2023年3月末日までに満24歳に達するもの。

※　入学試験合格者で、2023年3月末日までに出願資格の要件を満たさなかったものは入学を許可しません。
※　「個別の出願資格審査」による出願希望者は、事前の認定審査が必要です。ご希望の場合は1月10日
（火）〜1月16日（月）の期間に「入学試験出願資格認定審査調書」（本学所定用紙）を提出してく
ださい。追って審査結果をお知らせします。

　　受付時間　9：00〜11：30、12：30〜17：00
　　受付場所　今出川キャンパス教務センター（文学研究科）（〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東入）
　　郵送出願の場合
　　　　　…必ず簡易書留速達郵便とし、「文学研究科…博士課程（後期課程）入学試験出願資格認定審査調

書在中」と明記してください。普通郵便のものは責任をもちません。（締切日消印有効）

3．試 　験 　会 　場
同志社大学今出川校地今出川キャンパス（京都市上京区今出川通烏丸東入）で実施し、教室は受験
票送付時に指示します。
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4．出　 願　 受　 付
受付期間　2023年1月20日（金）〜…1月27日（金）（郵送の場合は締切日消印有効）
　　　　　ただし、土曜日・日曜日は受け付けません。
受付時間　9：00〜11：30、12：30〜17：00
受付場所　今出川キャンパス教務センター（文学研究科）（〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東入）
郵送出願の場合
　⑴　…必ず簡易書留速達郵便とし、本学所定の「出願用封筒」を使用し、出願研究科名を明記して

ください。普通郵便のものは責任をもちません。
　⑵　受験票を送付しても間に合わない場合は、試験当日、上記の研究科事務室で交付します。

5．試 験 日 時 ・ 科 目

自然災害またはその他不可抗力により、試験実施が困難と判断される場合には、試験日を翌日以降に延期
する場合があります。延期する場合の本入学試験の取扱いについては、文学研究科ホームページにてお知
らせいたします。
［注］選択科目については、入学志願票の「選択科目等」欄に各自の受験する「科目」を記入してください。

専　攻 試　験　日 …10:00… 〜… 12:30… 13:30… 〜… 15:30… 16:00 〜

哲　　　学 ２月18日（土）
英語、ドイツ語、フランス語、
ラテン語のうち２科目

（各100点）

哲　学　史
（100点）

口頭試問
（100点）

…10:00… 〜… 11:30… 11:40…〜…12:40… 13:30… 〜… 15:30… 16:00 〜

英文学・
英語学　

２月18日（土）
英米文学または
英語学・言語学
（150点）

ドイツ語、フランス語、
ラテン語のうち１科目
（50点）

英文による
専門に関する論文
（100点）

口頭試問
（100点）

特別入学試験受験者の口頭試問　（50点）
…10:00… 〜… 11:15… 11:25… 〜… 12:40… 13:30… 〜

文
化
史
学

日本史 ２月18日（土） 英語・歴史史料
（各50点）

専門に関する
論　　　　文
（100点）

口　頭　試　問
（50点）

西洋史 ２月18日（土）

…10:00… 〜… 11:30… 11:40… 〜… 12:40… 　　……13:30　　　〜… 　　15:00　15:30　〜

英　語
（100点）

英語、ドイツ語、
フランス語、スペイン語、
イタリア語、ラテン語
のうち１科目
（50点）

専門に関する
論　　　　文
（100点）

口頭試問
（100点）

………10:00… 〜 …11:00… 11:10… 〜… 12:40… 13:30… 〜… 15:00… 15:30… 〜

国　文　学 ２月18日（土） 英　語
（50点）

国文学
（100点）

専門に関する
論　　　　文
（100点）

口頭試問
（100点）

…10:00… 〜… 11:30… 11:40… 〜… 12:40… 13:30… 〜… 15:00… 15:30… 〜

美学芸術学 ２月18日（土） 英　語
（100点）

ドイツ語、フラ
ンス語、漢文の
うち１科目
（100点）

専門に関する
論　　　　文
（100点）

口頭試問
（100点）



―…51…―

文学
研究科

文学研究科（後期）

春期実施

英文学・英語学専攻
「ドイツ語」「フランス語」「ラテン語」は当該語の辞書持込みを認めます。（電子辞書は不可）
「口頭試問」は“Interview…in…English”を含みます。
［特別入学制度］
本学大学院文学研究科博士課程（前期課程）英文学・英語学専攻の学生で以下の条件を全て満た
す場合、筆記試験を免除し、研究計画についての口頭試問のみ行います。なお、特別入学制度志
願者は志願票の「入試区分」欄の「特別」に○印を記入してください。
　　⑴　2022年9月に修了、もしくは2023年3月に修了見込みであること。
　　⑵　第2年次春学期終了までに、24単位以上を修得し、累積GPAが3.50以上であること。
　　⑶　上記24単位には、甲類科目12単位と乙類科目12単位を含むこと。
　　⑷　指導教授の推薦状を提出すること。（書式は定めない）

文化史学専攻（西洋史）
「英語」「ドイツ語」「フランス語」「スペイン語」「イタリア語」「ラテン語」は当該語の辞書1冊（電子
辞書は不可）の持込みを認めます。１時間目の「英語」は辞書の持込みを認めません。

美学芸術学専攻
「ドイツ語」「フランス語」「漢文」は当該語の辞書1冊（電子辞書は不可）の持込みを認めます。

6．出　 願　 書　 類

入 学 志 願 票
（本学所定用紙）

「志願票記入上の注意」にしたがって記入してください。
入学検定料納入後の入学志願票は次のように処理してください。
⑴　金融機関から納入する場合（ゆうちょ銀行およびATMは不可）
大学院志願票①
写真票②　　　　　　本学へ提出
受験票⑤　　　　　　（ 写真票②に取扱金融機関収納印のないものは出願を受理し

ません）
振込依頼書③…………入学検定料を納入した金融機関が保管します。
入学検定料領収証④…取扱金融機関収納印を確かめ、大切に保管してください。
⑵　コンビニエンスストアから納入する場合
大学院志願票①
写真票②　　　　　　本学へ提出
受験票⑤　　　　　　（ 写真票②にコンビニエンスストア入学検定料収納証明書が

貼付されていないものは出願を受理しません）
※…コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書③および入学検定料領収
証④を使用しません。

成 績 証 明 書 出身大学長証明のもの（博士課程（前期課程）または修士課程で修得した全科目
の成績および単位数を記入のもの）。
※出願資格⑶に該当する者は不要。

修士論文・研究計画概要等 哲学専攻
　　　⑴　修士論文とその梗概またはそれらの写し。
　　　⑵　研究計画概要（A4判1,600字程度、ワープロ可）。
英文学・英語学専攻（一般）
　　　⑴　修士論文またはその写し。
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　　　⑵　…論文梗概（論文が英文の場合は和文1,200字程度、論文が和文の場合
は英文1,000語程度）。なお、本学大学院英文学専攻（前期課程）、本
学大学院英文学・英語学専攻（前期課程）修了者および修了見込みの
者は論文梗概は不要。

　　　⑶　…これまでの研究の経緯と今後の研究計画を英語で1,000語程度にまと
めたもの（手書き不可）。

英文学・英語学専攻（特別）
　　　⑴　修士論文またはその写し。
　　　⑵　…これまでの研究の経緯と今後の研究計画を英語で2,000語程度にまと

めたもの（手書き不可）。
文化史学専攻（日本史）
　　　⑴　修士論文またはその写し。
　　　　　…なお、本学大学院文学研究科文化史学専攻（前期課程）修了生および

修了見込みの者は提出不要。
　　　⑵　…研究計画概要（本学所定用紙、ワープロ使用の場合にはこの用紙に直

接印字すること）。
文化史学専攻（西洋史）
　　　⑴　修士論文またはその写し。
　　　　　…なお、本学大学院文化史学専攻（前期課程）修了生および修了見込み

の者は提出不要。
　　　⑵　研究計画概要（A4判1,200字程度、ワープロ可）。
国文学専攻
　　　⑴　修士論文またはその写し。
　　　⑵　研究計画概要（A4判2,000字程度、ワープロ可）。
美学芸術学専攻
　　　⑴　研究計画概要（A4判1,200字程度、ワープロ可）。
　　　⑵　修士論文またはその写し。
　　　⑶　…出身大学院の指導教員の推薦状あるいは所見書（書式は特に定めませ

ん）。
　　　　　※…本学大学院美学および芸術学専攻（前期課程）、本学大学院美学芸

術学専攻（前期課程）修了者および修了見込みの者は(2)、(3)は不要。
修士学位取得（見込）証明書 出身大学長証明のもの。
写 真 １ 枚 出願前3か月以内に撮影した正面半身脱帽、背景無地のカラー写真（タテ3㎝×

ヨコ2.4㎝：自動車運転免許証用と同サイズ）を写真票②の貼付欄に貼付してく
ださい（裏面に必ず氏名と生年月日を記入してください）。
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。

宛名シール2枚（4片）
（ 本学所定用紙）

志願票記載の本人現住所を記入してください。

※　…上記の書類をとりそろえ、今出川キャンパス教務センター（文学研究科）へ提出（郵送）してください。
　　後日、受験票を郵送いたします。
※　 いったん受け付けた書類は一切返還しません。
　　（修士論文、梗概の返却を希望する者は出願時に申し出てください）
※　出願受付後は志望研究科および専攻の変更はできません。
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7．合  格  者  発  表
2023年2月24日（金）
受験者には合否通知を本人現住所宛に速達で郵送します。
合格者発表に関する電話等の問い合わせには一切応じません。

8．そ 　 　 の 　 　 他
長期履修学生制度
　文学研究科での履修において、職業を有している等の事情により標準修業年限（博士後期課程3
年）を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を修了することを希望される方は、所定の申請手
続きがありますので、2023年1月19日（木）までに、今出川キャンパス教務センター（文学研究科）
までお問い合わせください。
　⑴　対象者
　　①　職業を有している者
　　②　育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
　　③　その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難であると
　　　　文学研究科長が認めた者
　⑵　長期履修期間
　　　長期履修の期間は、1年を単位として、4年以上6年まで認める。
　⑶　長期履修学生の学費
　　2023年度に変更を予定しておりますので、決定次第大学ホームページで公表します。
　　（https://www.doshisha.ac.jp/admissions_graduate/payment/long_course.html）
　　2022年度の参考情報についてはP. 139 を参照してください。

「入学検定料および納入方法」、「障がい等のある受験生の受験に際しての要望について」、
「入学手続」はP. 135 を参照してください。




