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個人情報の取り扱いについて
 　國學院大學では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の適正な取り扱い
に努め、安全管理のために必要な措置を講じています。志願にあたって提出された個人情
報については、P．２の「個人情報の取扱いについて」をお読みください。
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１．アドミッション・ポリシー（入学者の受け入れ方針）

　法学部は、建学の精神を理解し、本学部の教育課程を通じて法的または政治的思考力を身につけることによ
り、価値観の多様化する現代社会において、寛容さと謙虚さを維持しつつ、対立する利益を調整し、もしくは
問題を的確に解決する力をもって社会に貢献できると思われる学生、また、社会の構成員であることを自覚し、
主体的にそこに参画する意欲と能力とを持つ学生を育成する。
　法学部特別選考入試制度は、法律学・政治学という、実社会との結びつきの深い学問分野に高い目的意識を
持って臨み、積極的・自発的に勉学に努めることのできる学生を求め、法学部に迎え入れることを目的とし、
大学の勉学に対する「意欲と熱意（モチベーション）」ならびに学力および潜在的能力を評価する。この入学
試験制度においては、Ｖ方式［Ⅰ期］またはＡ日程の各入試の成績結果、各種証明書（調査書等）およびエン
トリーシートをもとに、１）知識の体系的蓄積・利用ができる能力、２）論理的思考力、３）文章構成力・表
現力および４）本学部で勉学に励む熱意を総合的に評価する。
　なお、法学部は、入学後の教育内容との関係で、高校で勉強する科目のうち、特に次の科目を学習してきて
ほしいと考えている。
　まず、法律および政治の多くの専門科目に関する基礎的な知識や、日本の法律・政治の歴史や起源について
の知識を得るために、「政治・経済」、「日本史」、「世界史」の学習は有用である。また、法制度・政治制度は
環境や科学に関する問題と深く関わるため、「基礎的な理科」の学習により自然科学に関する基礎的な知識を
予め理解しておくことが望ましい。
　次に、「基礎的な数学」の学習は、情報を整理・分析する能力や、法解釈に必要とされる論理的思考力を養
うことにつながり、「国語」の学習は、さまざまな文献を読みこなすうえで必要な基礎的な読解力や、レポート・
論文等を執筆する際に必要な文章構成力を養うことにつながる。さらに、日本のみならず広く国外へ視野を広
げ、法制度・政治制度を客観的な視点で分析するために「英語」の学習は有用である。

　【法律学科（法律専攻・法律専門職専攻・政治専攻）】

２．募集人員・出願資格・選考方法等

⑴　募 集 人 員

⑵　出 願 資 格 ①　 高等学校（特別支援学校の高等部を含む）又は中等教育学校を卒業した
者、及び平成29年３月卒業見込みの者。

②　高等専門学校の３年次を修了した者、及び平成29年３月修了見込みの者。
③　 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、及び平成29

年３月31日までに修了見込みの者、又はこれらに準ずる者で文部科学大
臣が指定した者。

④　 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有する
者として認定した在外教育施設の課程を修了した者、及び平成29年３月
31日までに修了見込みの者。

⑤　 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学
大臣が定める基準を満たすものに限る）で文部科学大臣が別に指定する
ものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、及び平成29年３月31
日までに修了見込みの者。

学科 専攻 募集人員

法律学科
法律専攻 ８名
法律専門職専攻 ２名
政治専攻 ２名
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⑶　出 願 要 件

⑷　選考方法

⑸　入学検定料

⑹　個人情報の
　　取扱いについて

⑥　文部科学大臣が指定した者。
⑦　 高等学校卒業程度認定試験に合格した者、及び平成29年３月31日までに

合格見込みの者で平成29年３月31日までに18歳に達する者。
⑧　 本学において、個別の入学審査により、高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認めた者で、平成29年３月31日までに18歳に達する者。

※ 出願に際し、資格等で不明な点がある場合は、必ず入学課（03－5466－
0141）までお問い合わせください。

①　 法律学・政治学に強い関心を持ち、その勉学に積極的・自発的に取り組
み、学ぶ意欲があること。

②　 法学部特別選考で出願を行う専攻について、平成29年度V方式［Ⅰ期］
またはA日程入学試験を受験する（している）こと。

　以下の３点を総合評価します。
①　エントリーシート
　 　「あなた自身のことについて」「志願理由について」という２つの項目に
関して、所定の様式（エントリーシート）に記入してください。

　 　なお、「あなた自身のことについて」において書いた内容を証明するも
の（表彰状、資格認定証など）があればコピーを添付してください。

②　V方式［Ⅰ期］・A日程の成績
③　調査書

　出願１専攻について
　　10,000円
※ 災害救助法適用地域の被災地からの入学志願者に対し、入学検定料を免除
する制度があります。詳細はP．８を参照してください。

【１】個人情報の取扱い
　國學院大學では、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、個人情報の
適正な取扱いに努め、安全管理のために必要な措置を講じています。志願に
あたって提出された個人情報は、下記の利用目的の範囲内において利用し、
本人の同意の無い第三者への提供はいたしません。

【２】高等学校への情報提供
　國學院大學では、高等学校等で実施する進路調査支援の一環として、受験
生の出身高等学校・中等教育学校に対し、受験生本人の受験情報を提供する
場合があります。情報の提供に際しては、個人情報の保護に対する意識を本

利 用 目 的
受験票の送付、入学試験実施・選考・選考結果および手続書類の
送付、入学手続完了時における学籍基礎データの作成、各種統計
処理

データ項目

（1）入学志願票に記入された項目
　　 住所・氏名・電話番号・性別・生年月日・学校名・高等学校

等コード・志願学科名・大学入試センター試験成績請求№
（2）調査書・合格成績証明書に記載されている項目
　　住所・氏名・生年月日・性別・評定・担任の評価
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学と高等学校・中等教育学校で共有し、個人情報の保護に努めています。本
件について同意できない方は入学志願票のボックスに を記入してくださ
い。記入された方の個人情報については一切提供を致しません。
　出身高等学校・中等教育学校のより良い進路指導を実現するため、何卒ご
理解とご協力をお願いいたします。

※ 個人情報の取扱いに関するお問い合わせや、情報提供の停止を希望される
場合は、下記までご連絡ください。

　［國學院大學　入学課］ TEL 03－5466－0141 （9:00～17:00 土・日・祝日除く） 
／ FAX 03－5485－0152 （24時間受付）

提 供 目 的

出身高等学校・中等教育学校の次年度以降の進路指導基礎データ
としての活用
※ 出身高等学校・中等教育学校が在学生や保護者等第三者に対し
て情報を公開することは禁止しています。

提　供　先 受験生本人の出身高等学校・中等教育学校

提 供 方 法 入試結果報告書（紙媒体として提供）

提 供 項 目 受験番号・氏名・生年月日・入学試験成績・合否結果
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３．実施スケジュール

出　願　※一般入学試験の出願書類とは別に送付してください。

　　平成28年12月 1 日（木）～平成29年 2 月20日（月）（消印有効）

合格発表

　　平成29年 3 月 6 日（月）

入学手続

　　平成29年 3 月 7 日（火）～ 3月10日（金）（消印有効）

⑵　合格発表について
　 　出願者全員に対し、本人宛に選考の結果を送付します（大学窓口での交付はしません）。合格者に
は入学手続書類を同封しますので、内容を確認し、所定の手続を行ってください。なお、配達区域に
より郵便到着に若干の時間差が生じる場合がありますのでご了承ください。
　　また、電話による合否の問い合わせには一切応じません。

※インターネットによる合格発表
　正式な発表は、本人宛に送付する通知としますが、補助的な手段としてインターネットにて合格者の
受験番号を公開します。
　発表日の 13：00 より、下記のアドレスにアクセスしてください（13：00直後はアクセスが集中し、
つながりにくいことがあります）。

　　　合格発表専用ホームページのアドレス

https://www3.kokugakuin.ac.jp
　　　　　　　　　　　　　（スマートフォン版サイトでは閲覧不可。PC版サイトをご覧ください。）

⑶　入学手続について
　 　合格通知書とともに送付する振込用紙にて、大学指定口座に学費等納付金を納入し、その振込受領
書と入学手続書類一式を、手続期間内に大学宛に郵送（速達・簡易書留）することによって入学手続
が完了します。なお、手続書類配達時の不在および郵便事情による遅配を理由とした入学手続の延期
は一切認めません。

⑴　日程

※選考は書類をもとに行います。
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　⑴　 出願に必要な書類を全てそろえ、市販の封筒を使用し、速達・簡易書留で送付してください。提出され
た出願書類および納入された入学検定料は、理由のいかんを問わず一切返還いたしません。なお、封筒
の表面に「法学部特別選考出願書類在中」と記載してください。

　⑵　 出願に必要な書類は以下の①～③の３点です。「①入学志願票」および「②エントリーシート」は、本
学ホームページよりダウンロード、印刷のうえ記入してください。

　⑶　 全ての書類は出願者本人が作成してください。記入の際は、ペンまたはボールペンを使用してください
（鉛筆書き不可）。

＜送付先＞
〒150-8440
東京都渋谷区東4-10-28
國學院大學入学課

※封筒の表面に「法学部特別選考出願書類在中」と記載してください。
※本入学試験と同時に一般入学試験へ出願する場合も、別々の封筒で送付してください。

　①　「受験票」（はがき）は入学志願票に基づいて登録された住所に送付します。
　②　 受験票は、合格発表時の受験番号確認の際に必要となりますので、大切に保管してください。住所・氏

名等記載内容に誤りのある場合、また紛失・破損をした場合には、ただちに入学課（03-5466-0141）
までお問い合わせください。

　　　 なお、氏名の漢字登録については、システム登録可能な文字を使用、またはカタカナ表記等に置き換え
る場合があります。

４．出願書類について

５．受験票について

①　入学志願票 　「入学志願票記入例」（P．６）を参照してください。
★入学志願票を全て記入のうえ、入学検定料を振込み、提出してください。

②　エントリーシート 　志願する専攻名１つに○を付け、各項目について記入してください。

③　各種証明書

出願前 3ヶ月以内に発行された書類を提出してください。

高等学校（特別支援学校の高等
部を含む）又は中等教育学校を
卒業した者、及び平成29年３月
卒業見込みの者

出身学校長が発行した「調査書」
（学校所定用紙、開封無効）

高等学校卒業程度認定試験
もしくは大学入学資格検定の
合格者・合格見込者

「合格証明書」または「合格成績証明書」
（合格見込者は「合格見込成績証明書」）

外国における12年の課程を修了
した者または修了見込者

「修了（見込）証明書」と「成績証明書」
※日本と外国両方の高等学校に在籍した場合は日本の高等
　学校在学中の「調査書」も合わせて提出してください。

その他、高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると本学
が認めた場合

関係する証明書等を提出してください。なお、必要な証明
書については本学入学課（03－5466－0141）へお問い合わ
せください。
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　記入例は、本入試制度への出願にあたり、Ⅴ方式［Ⅰ期］およびＡ日程学部学科特色型で法律専攻の成績を
利用した場合を事例としておりますが、他の場合もこれにならい、ペンまたはボールペンを使用して各票の太
枠内をもれなく記入してください（網かけされている欄は未記入のままで結構です）。なお、提出後の変更は一
切認められませんので、ご注意ください。
　　★　入学志願票を全て記入の上、入学検定料を振込み、出願してください。
　　★　写真票には写真（縦 4㎝×横 3㎝）を必ず貼付してください。
　　★　 記入を間違えた場合は修正液（ホワイト）を使用しても構いません。但し、入学検定料（振込金額）を

訂正する場合は、二重線で消し、その上に銀行等の窓口で訂正印を押してもらい、欄外に正しい金額
を記入してください。

  

　⑴　記入上の注意
　　①　氏名は常用漢字を使用し、楷書で記入してください。
　　②　カナ氏名は、濁点・半濁点も１文字として記入してください。
　　③　選択項目（専攻・受験（予定）入試・性別）は該当するものに○を付けてください。
　　④　 生年月日・卒業年月は必ず西暦で記入し、月日が１桁の場合は、その数字の前に「０」を入れ、２桁

で記入してください。
　　⑤　 住所は結果通知等の送付先となるので、アパート・マンション名まで正確に記入してください（丁目・

番地・号は「－」で記入してください）。
　　⑥　電話番号は市外局番・局番・加入番号それぞれの間を「－」で区切って記入してください。

６．入学志願票記入例　

【年号対照表】
西暦 和暦
1965 昭和40
1970 　　45
1975 　　50
1980 　　55
1985 　　60
1986 　　61
1987 　　62
1988 　　63
1989 平成元
1990 　　２
1991 　　３
1992 　　４
1993 　　５
1994 　　６
1995 　　７
1996 　　８
1997 　　９
1998 　　10
1999 　　11
2000 　　12
2001 　　13
2002 　　14
2003 　　15
2004 　　16
2005 　　17
2006 　　18
2007 　　19
2008 　　20
2009 　　21
2010 　　22
2011 　　23
2012 　　24
2013 　　25
2014 　　26
2015 　　27
2016 　　28
2017 　　29
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　⑵　各種コード一覧

専　攻 入試コード
法律 Ｏ１２Ａ
法律専門職 Ｏ１２Ｂ
政治 Ｏ１２Ｃ

高等学校等
コード

高等学校等の進路指導部または本学入学課（03－5466－0141）へお問い合わせ
いただくか、本学ホームページでご確認ください。
※大学入試センター試験のコードと同様です。

課程コード
課程 全日制 定時制 通信制 その他
コード １ ２ ３ ９

学科コード
学科 普通 商業 工業 農業 英語 総合 その他
コード １ ２ ３ ４  ５ ６ ９

※ 入試コードの上１桁は英文字
“Ｏ”（オー）です。
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　⑴　入学検定料の振込について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※出願開始日よりお振り込みください。

　　①　 入学志願票に必要事項を全て記入した後、出願期限に間に合うように最寄りの銀行または信用金庫の
窓口（銀行等のＡＴＭ・ゆうちょ銀行は利用できません）から本学が指定する銀行口座へ振込んでくだ
さい。

　　　　　• 振込依頼書は入学志願票と一連になっていますので、必要事項を記入のうえ、切り離さずに銀行
等取扱店へお持ちください。

　　　　　• 本学が指定する銀行（下記⑤参照）の各本支店から振込む際の手数料は不要ですが、その他の金
融機関から振込む場合には本人負担となります。

　　②　 振込終了後、「振込依頼書」は取扱店によって切り取られます。それ以外の収納印欄全てに取扱店の
収納印が押されていることを必ず確認してください。

　　③　「本人保存」は領収書となりますので、各自切り取って保管してください。
　　④　 一度提出した書類及び入学検定料は、返還しませんのでご注意ください。
　　⑤　本学が指定する銀行口座は下記のとおりです。

　　※　ご不明な点は、入学検定料をお振込みの前に、入学課（03－5466－0141）までお問い合わせください。

　⑵　大規模災害等にかかる平成29年度入学志願者に対する特別措置について
　１．対象者
　　 　災害救助法適用地域に主たる家計支持者が居住もしくは勤務し、被災した世帯の志願者
　２．入学検定料について
　　　免除
　３．申請方法
　　　出願書類とともに以下の２点を提出（同封）してください。
　　　　①大規模災害に伴う入学検定料特別措置申請書（所定用紙、本学ホームページより印刷可）
　　　　②公的機関が発行する「罹災証明書」（写し可）
　　　注１．書類に不備があった場合は入学検定料の免除の対象となりませんのでご注意ください。
　　　注２． 公的機関が発行する罹災証明書を取得された方は金融機関で検定料を納める必要はあり

ません。
　　　注３．出願後の申請は一切認めません。

入学検定料 出願１専攻につき
10，000円

みずほ銀行 渋谷中央支店 普通 No.1391131 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店 普通 No.0128169
三井住友銀行 渋 谷 支 店 普通 No.8195674 りそな銀行 渋 谷 支 店 普通 No.0093868

７．入学検定料
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８．学費等納付金

　学費等納付金について
〈平成29年度学費等納付金額〉 （単位：円）

納　期
費　目 全　　納（年額）

分　　納
入学手続時 ９月（後期分）

学
　
　
費

入　学　金 260，000 260，000
授　業　料 700，000 350，000 350，000
施設設備費 201，000 100，500 100，500
維持運営費 10，000 10，000
小　　計 1，171，000 720，500 450，500

諸
　
　
　
　
費

若木育成会費 29，000 29，000
若木学友会入会金 1，000 1，000
若木学友会費 5，300 5，300
院友会（同窓会）入会金 10，000 10，000
國學院法学代 3，000 3，000

小　計 48，300 48，300

合　　計 1，219，300
768，800 450，500

1，219，300

備考　１．教員免許等各種資格の取得を希望する場合は、上記以外に別途費用が必要となります。
　　　２．分納した場合は、夏休み中（８月上旬）に後期分の振込用紙を保証人（ご父母）宛に送付します。
　　　３．入学後の学費等納付については、毎年４月に振込用紙を保証人（ご父母）宛に送付します。

　【入学手続完了後の辞退について】
　 　入学手続を完了した後にやむを得ない事由により、入学を辞退する場合、平成29年３月31日（金）17時までに所定の申請手続
を終えた方には、入学金を除く授業料等納付金を返還いたします。なお、詳細は『入学手続方法』に記載します。

　【國學院大學教育充実資金（維持費）についてのお願い】
　 　本学教学内容の維持・充実をはかるため、新入生の保証人（ご父母）各位に維持費（１口20万円）のご寄付をお願いしており
ます。４月にご案内をいたしますので、ぜひ１口以上のご協力をお願い申しあげます。
　※本学では入学前（３月まで）の募金活動は行っておりません。


