（死生学専攻）
実践宗教学研究科

死生学専攻

< 一般入試 （博士前期） >
（1）入試説明会・出願前の事前連絡等
・入試説明会は 7 月及び 10～11 月に実施予定。詳細は本学 Web サイトに掲載。
・長期履修制度（詳細は本ページ下記）に申請する者は、Web 出願開始日までに申請書を入学センターに提出すること。

（2）出願に必要な書類
① 志願票、卒業（見込）証明書、成績証明書･･･入試要項（共通）p.10 参照
② 研究計画書
研究テーマ・目的・方法・内容（A4 判横書、2,000 字程度、様式自由）。表紙に氏名および希望する群（第１希望及び第２希望）※
下記参照を記載すること。
③ 小論文
死生学、宗教学、生命倫理、スピリチュアルケアなどに関連した小論文（A4 判横書、10,000 字～12,000 字程度）
④ 意見書（任意）
提出する場合は所定用紙（本学 Web サイトの「大学院入学試験」の項に掲載）を使用。なお、社会人については、出身大学の教
員による意見書ではなく、勤務先所属長の意見書でも可。提出の際は、厳封の上、封筒表に「意見書在中」と記載すること。
⑤ 在留カード表面のコピー（外国籍の志願者のみ）

（3）試験内容
筆記試験

[日程・・・2 月入試：筆記試験 2/16（火）・口述試験 2/17（水）]
英語

9：30～11：00

※辞書持込可（ただし、電子辞書を除く）。

専門科目

11：30～13：00

３つの群（研究領域）のうちから、１つの群の設問を試験当日に選択。

〈選択科目〉
口述試験

※回答を選択する群は研究計画書に記入した「希望する群」と異なっていてもよい。
口述試験日の
10：00～

※希望する群の選択について
希望する群（第 1 希望及び第 2 希望）を研究計画書の表紙に記すこと。「希望する群」は、以下の３つの研究領域を指す。
第1群

宗教の公共性

・・・ 宗教間対話・宗教協力、価値多元社会における宗教の社会的役割等を研究領域とする。

第2群

死生観・生命倫理

・・・ いのち・平和・環境をめぐる価値観、医療現場・先端科学技術の倫理等を研究領域とする。

第3群

臨床スピリチュアルケア ・・・ 医療・福祉における臨床スピリチュアルケア、いのちの教育、災害・事故・事件・自死に関わ
るグリーフケア等を研究領域とする。

長期履修制度について
死生学専攻博士前期課程では、出願期間開始前の申請により、標準修業年限 2 年間の課程を 3 年間で修了する制度を設けます。
本制度が適用された場合、学費については以下の通りとなります。
・授業料、教育充実費： 当該年度における、標準修業年限 2 年間の課程の年額の 3 分の 2 の額
・在籍料： 当該年度における、標準修業年限 2 年間の課程の年額と同額
上記の他、学生教育研究災害傷害保険料（保険期間 3 年）は入学時に納入、同窓会費（40,000 円）は最終年次に納入となります。
対 象： 死生学専攻博士前期課程志願者のうち、職業を有している者
申請方法： 申請書（所定用紙）及び申請資格を証明する書類を入学センターに提出する。
※申請書（所定用紙）は本学 Web ページの「大学院入学試験」の項からダウンロードしてください。
※申請希望者は Web 出願開始日までに申請書類を入学センターに提出してください。
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（死生学専攻）

< 一般入試 （博士後期） >
（1）入試説明会・出願前の事前連絡等
・入試説明会は 7 月及び 10～11 月に実施予定。詳細は本学 Web サイトに掲載。
・志願者は、出願期間の開始前に専攻主任まで連絡すること。

（2）出願に必要な書類
① 志願票、修了（見込）証明書、成績証明書･･･入試要項（共通）p.10 参照
② 研究計画書
研究テーマ・目的・方法・内容（A4 判横書、2,000 字程度、様式自由）
③ 修士論文の写し（本学死生学専攻博士前期課程修了（見込）者は不要）
日本語または英語で作成されたものとする。
④ 上記論文の概要書（本学死生学専攻博士前期課程修了（見込）者は不要）
日本語または英語で作成されたものとする（A4 判横書、1,500～2,000 字程度、様式自由）。
※③と④は印刷したものと電子データの両方で提出する。電子データは氏名を明記した CD-ROM または USB メモリで提出すること。
⑤ 意見書（任意）
提出する場合は所定用紙（本学 Web サイトの「大学院入学試験」の項に掲載）を使用。なお、社会人については、出身大学の教
員による意見書ではなく、勤務先所属長の意見書でも可。提出の際は、厳封の上、封筒表に「意見書在中」と記載すること。
⑥ 在留カード表面のコピー（外国籍の志願者のみ）

（3）試験内容
筆記試験

[日程・・・2 月入試：筆記試験 2/16（火）・口述試験 2/17（水）]
英語

9：30～11：00

※辞書持込可（ただし、電子辞書を除く）。

専門科目

11：30～13：00

２つの問題のうち、１問は３種類のなかから試験当日に選択。

〈選択科目〉
口述試験

口述試験日の
13：00～
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2021 年度上智大学大学院入試

出願書類チェックリスト
出願書類はチェックリストの順に並べてください。下記のチェック欄（□）に✓印を付け、他の出願書類とともに提出してください。
出願書類の詳細については、必ず大学院入試要項（共通）および各専攻の試験概要ページを熟読してください。

氏名（カタカナ）：
死生学専攻（博士前期） 一般入試
提出書類

□

上智大学志願票

対象者

備考

全員

Web 出願システムで出願に必要な情報をもれなく入力し、入学検定料の支払い後、印刷
してください。
※写真（紙焼き）を貼付する必要はありません。

□

最終出身大学

全員

学位取得（見込）証明書

最終出身大学の学位取得（見込）証明書
・日本の大学出身者は卒業（見込）証明書
・外国の大学出身者は、学位名の記載された学位取得（見込）証明書

□

最終出身大学院

該当者のみ

学位取得（見込）証明書

大学院の学歴がある場合のみ、最終出身大学院（修士または博士前期課程）の学位取得
（見込）証明書
・日本の大学出身者は卒業（見込）証明書
・外国の大学出身者は、学位名の記載された学位取得（見込）証明書

□
□
□

最終出身大学成績証明書
最終出身大学院成績証明書
研究計画書

全員
該当者のみ
全員

在籍していた全ての大学（学部）の成績証明書
大学院の学歴がある場合のみ、在籍していた全ての大学院の成績証明書
研究テーマ・目的・方法・内容（A4 判横書、2,000 字程度、様式自由）。表紙に氏名および
希望する群（第１希望及び第２希望）

□

小論文

全員

死生学、宗教学、生命倫理、スピリチュアルケアなどに関連した小論文（A4 判横書、
10,000 字～12,000 字程度）

□

意見書

任意

提出する場合は所定用紙（本学 Web サイトの「大学院入学試験」の項に掲載）を使用。な
お、社会人については、出身大学の教員による意見書ではなく、勤務先所属長の意見書
でも可。提出の際は、厳封の上、封筒表に「意見書在中」と記載すること。

□

在留カード表面のコピー

2 月入試に出
願する外国籍
の志願者のみ

2021 年度上智大学大学院入試

出願書類チェックリスト
出願書類はチェックリストの順に並べてください。下記のチェック欄（□）に✓印を付け、他の出願書類とともに提出してください。
出願書類の詳細については、必ず大学院入試要項（共通）および各専攻の試験概要ページを熟読してください。

氏名（カタカナ）：
死生学専攻（博士後期） 一般入試
提出書類

□

上智大学志願票

対象者

備考

全員

Web 出願システムで出願に必要な情報をもれなく入力し、入学検定料の支払い後、印刷
してください。
※写真（紙焼き）を貼付する必要はありません。

□

最終出身大学院

全員

学位取得（見込）証明書

最終出身大学院（修士または博士前期課程）の学位取得（見込）証明書
・日本の大学出身者は卒業（見込）証明書
・外国の大学出身者は、学位名の記載された学位取得（見込）証明書

□
□
□

最終出身大学院成績証明書

全員

在籍していた全ての大学院の成績証明書

研究計画書

全員

研究テーマ・目的・方法・内容（A4 判横書、2,000 字程度、様式自由）

修士論文の写し

全員※

※本学死生学専攻博士前期課程修了（見込）者は不要
日本語または英語で作成されたものとする。
・印刷したものと電子データの両方で提出する。電子データは氏名を明記した CD-ROM
または USB メモリで提出すること。

□

上記論文の概要書

全員※

※本学死生学専攻博士前期課程修了（見込）者は不要
・日本語または英語で作成されたものとする（A4 判横書、1,500～2,000 字程度、様式自
由）
・印刷したものと電子データの両方で提出する。電子データは氏名を明記した CD-ROM
または USB メモリで提出すること。

□

意見書

任意

提出する場合は所定用紙（本学 Web サイトの「大学院入学試験」の項に掲載）を使用。な
お、社会人については、出身大学の教員による意見書ではなく、勤務先所属長の意見書
でも可。提出の際は、厳封の上、封筒表に「意見書在中」と記載すること。

□

在留カード表面のコピー

2 月入試に出
願する外国籍
の志願者のみ

