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【出願にあたっての注意事項】
１．出願資格・受付期間・試験科目等について、事前に熟読してください。
２．身体機能の障がいや疾病等により、受験・就学に際して配慮を必要とする場合は、出願する 30日前ま
でに必ず入学課（03-5466-0141）にご相談ください。

【提出書類の確認について】
調査書・証明書等については、記載内容の確認のため、大学から発行元の団体・機関等へ連絡をさせていた
だく場合があります。

【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。出願書類等に記載された個人情報は、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。
なお、取得した個人情報に係る業務を外部委託する場合は、学校法人國學院大學個人情報の保護に関する規
程、ならびに國學院大學個人情報の保護に関する規程に従い、適切に管理します。

利用目的 入学試験の実施に伴う各種通知・入学手続書類の送付、入学予定者への各種案内書類の送付、出願・
入学動向の分析

データ項目

⑴ 入学志願票に記入された項目
氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、国籍、出身学校（高等学校等）および卒業（見込）年月、
志願する入試制度・学科（専攻）、受験番号

⑵ 調査書、高等学校卒業程度認定試験合格証明書、各種検定・試験の合格証明書・成績（スコア）証
明書等に記載されている項目
氏名、住所、生年月日、性別、評定値、担任による評価、検定・試験の成績および受験年月日

保管期間 10 年間

國學院大學における個人情報の取り扱いについては下記のURLを参照してください。

https://www.kokugakuin.ac.jp/privacy/p2
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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）
※アドミッション・ポリシー（以下、「AP」）については、本学ホームページでもご確認ください。

文学部
【日本文学科】
文学部日本文学科では、以下のような学生を受け入れます。
・日本の文学・言語・文化を研究したいという意欲を持ち、古典語を含む日本語と日本文化の基礎的な学力を
備えている者。
・自ら問題を発見し、資料を収集・整理・分析して自分の考えをまとめ、文章で表現できる能力と姿勢を身に
つける意欲を持つ者。
・日本の文学・言語・文化の研究を通して新たな文化創造に参画し、社会に積極的に働きかけ貢献できる者。
上記の方針に基づき、以下の観点で入学希望者を審査します。
（AP1）国語（古文・漢文を含む）を中心に、日本文学科で学ぶ内容に対応する科目について、高等学校卒業

程度の知識・技能を修得しているか。
（AP2）自らの知識・技能に基づいて問題を発見し、物事を論理的・客観的に考え整理・分析する力と、そ

れを自らの言葉で表現する能力があるか。
（AP3）日本の文学・言語・文化の学修・研究に強い意欲を持ち、将来において社会に発信する主体となる

ために、積極的に学ぶ姿勢があるか。
また、入学までに「古典A」「古典B」「現代文A」「現代文B」およびそれに相当する教科を履修していること
が望まれます。

選考方法 AP1 AP2 AP3 本入学制度のねらい

筆記試験 ◎ ◎ 筆記試験で大学での学びに対応しうる学力と能力を有しているかを、面
接試験で基礎的な学力と進学への意欲があるかを確かめます。面接試験 ○ ○

【史学科】
文学部史学科では、以下のような学生を受け入れます。
・日本や世界の歴史に関心を持ち、さらに専門的な知識を学んで理解を深めたい者。
・歴史資料の調査や研究方法を学び、歴史研究の発信や文化財の保護・活用にかかわりたいという意欲がある
者。
・歴史上の諸問題に関心を持ち、さまざまな価値観を持つ人々と協力しながら、新しい社会を創造していこう
とする意志を持つ者。
上記の方針に基づき、以下の観点で入学希望者を審査します。
（AP1）地理歴史、国語、英語を中心に、史学科で学ぶ内容に対応する科目について、高等学校卒業程度の

知識・技能を修得しているか。
（AP2）物事を論理的・客観的に考える力があり、それらを自分の言葉で発信する能力があるか。
（AP3）日本史学・外国史学・考古学・地域文化と景観（歴史地理）分野の学修・研究に強い関心を持ち、か

つ主体的に学ぶ姿勢を備えているか。
また、入学までに、「日本史B」「世界史B」「地理B」から一つ以上を学んでおくことが望まれます。さらに、

「国語総合（古文・漢文を含む）」「古典B」「コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」「英語表現Ⅰ、Ⅱ」およびそれ
に相当する教科について、基礎学力を身につけておくことが望まれます。

選考方法 AP1 AP2 AP3 各入学制度のねらい

エントリーシート ○ ◎
本学科での学修・研究に明確な目的意識と高い意欲を持つ者を受け入れ
ます。教科（筆記試験） ◎ ○

面接試験 ○ ◎
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【哲学科】
文学部哲学科では、以下のような学生を受け入れます。
・東洋・西洋の哲学思想に対する学修を通して、社会に貢献できる知識と能力を有する者。
・哲学・倫理学および美学・芸術学の学問分野に対する強い志向性を持ち、物事の本質を見極めたいという知
的探究心に基づき、論理的思考を通して洞察を深めることができる者。
・文献を読解し、渉猟することによって、あるいは他者との対話によって様々な知に触れ、自らの考えを吟味
検証することができる者。
上記の方針に基づき、以下の観点で入学希望者を審査します。
（AP1）現代文、英語を中心に、哲学科で学ぶ内容に対応する科目について、高等学校卒業程度の知識・技

能を習得しているか。
（AP2）自分の知識・技能に基づいて、論理的に考え、自ら判断し、それを表現する能力を持っているか。
（AP3）哲学（哲学・倫理学や美学・芸術学分野）に対する志向性を持ち、主体的に学ぶ姿勢があるか。
また、入学までに「国語総合（現代文）」「コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」「英語表現Ⅰ、Ⅱ」を身につけ、
さらに「倫理」「現代社会」「世界史B」「日本史B」「美術Ⅰ」「音楽Ⅰ」およびそれに相当する教科を一つ以上履
修していることが望まれます。

選考方法 AP1 AP2 AP3 本入学制度のねらい

小論文 ○ ◎ 　 哲学・倫理学および美学・芸術学の学問分野に興味・関心を持ち、学ぶ
意欲を持つ者を受け入れます。面接試験 ○ ○ ◎

神道文化学部
【神道文化学科】
◎求める人材、期待される入学者像
國學院大學神道文化学部は、神道を中心とする日本文化への高い関心と、国内外の宗教文化を広く学ぼうと
する意欲とを持ち、宗教・文化の継承者として、人々の共存や社会の発展に寄与しようとする人材を受け入れ
ます。
具体的には、次のような意欲・意志を持って、学びの成果を社会に活かそうとしている人材を求めていま
す。
（1）神道の歴史・思想を学ぶ意欲を持つ者
（2）神道の社会的実践について学ぶ意欲を持つ者
（3）日本の伝統文化を深く学ぶ意欲を持つ者
（4）世界の宗教文化を広く学ぶ意欲を持つ者
（5）神社や神道系宗教団体の後継者を志す者
◎入学者選考の観点
人材受け入れのため、次の観点から受験生を選考します。
（AP1）神道を中心とする日本文化や国内外の宗教文化（以下「神道文化・宗教文化」）に関わる授業を履修す

るために必要となる高等学校卒業相当の知識と文章表現のための技能を身につけているか。〈知識・
技能〉

（AP2）他者の考えを的確に理解し、自らの考えを理論的かつ簡潔にまとめ、ことばで正確に表現できる能
力を有しているか。〈思考力・判断力・表現力〉

（AP3）神道文化・宗教文化を幅広く学ぼうとする意欲を持っているか。また、神道文化・宗教文化の学び
の成果を活かして、社会への貢献を目指す意志を持っているか。〈主体性を持って多様な人々と協
働して学ぶ態度〉

※具体的な入試制度と観点との関連は別表の通りです。
◎入学までに身に付けるべき教科・科目
神道文化学部に入学する学生には、入学後の教育内容との関係上、「国語」「地理歴史」「公民」「外国語（英
語）」の学習を求めます。
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選考方法 AP1 AP2 AP3 本入学制度のねらい

小論文 ○ ◎ 神道文化学部での学修に必要な総合的な学力を持つ受験生を選考します。
面接では、主に神道文化・宗教文化を学ぶ態度を問います。
小論文では、主に思考力・表現力を問います。面接 ○ ◎
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２．募集人員・出願資格等

⑴　募 集 人 員

⑵　出 願 資 格

　※コースの選択については、P．５を熟読してください。
　※ 中国文学科・法学部・経済学部の社会人入学試験は、公募制自己推薦（ＡＯ型）

として実施します。公募制自己推薦（AO型）入学試験要項を参照ください。

等学校卒業程度認定試験合格見込み者の場合は社会人経験を有すること。
たし業卒を校学育教等中は又）む含を部等高の校学援支別特（校学等高 　①

者、及び平成30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30年３月修了見込みの者。

30成平び及、者たし了修を程課の年21るけおに育教校学、ていおに国外 　③
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。

るす有を程課るす当相は又程課の等同と程課の校学等高が臣大学科部文 　④
もの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30年３
月31日までに修了見込みの者。

学科部文の他のそとこるあで上以年３が限年業修（程課等高の校学修専 　⑤
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30年３月31
日までに修了見込みの者。

⑥　文部科学大臣が指定した者。
格合に験試定検格資学入学大（者たし格合に験試定認度程業卒校学等高 　⑦

以等同と者たし業卒を校学等高、りよに査審学入の別個、ていおに学本 　⑧

－6645－30（課学入ず必、は合場るあが点な明不で等格資、し際に願出 ※
0141）までお問い合わせください。

学　部 学　科 コース 募集人員

文学部

日本文学科 ２名

史学科 ３名

哲学科 １名

神道文化学部 神道文化学科
フレックスＡ（夜間主） ５名

フレックスＢ（昼間主） ２名

　以下の①～⑧のいずれかに該当し、かつ平成30年４月１日現在で満22歳以
上の者。就業経験は問わない。ただし、平成30年３月卒業見込み者および高

した者を含む）、及び平成30年３月31日までに合格見込みの者。

上の学力があると認めた者。

⑷　入学検定料

　社会人特別選考の第Ⅰ期に出願した者が、同一年度の第Ⅱ期試験に出願す
る場合に限り、第Ⅱ期の入学検定料を上記のとおり減免します。減免を申請
する場合は、下記のいずれかを第Ⅱ期の出願書類に同封してください。
　①　第Ⅰ期出願時の「払込金兼手数料受領書（本人保存）」
　②　第Ⅰ期の「受験票（コピー）」
　なお、次の場合は減免の対象となりませんので、ご注意ください。

、いなが印納収の店扱取に」）存保人本（書領受料数手兼金込払「①記上 ・　
もしくは不明瞭な場合。

　・第Ⅱ期出願書類の送付後に入学検定料の減免を申請した場合。

まし還返もてっあが由理るなかい、はていつに料定検学入たれさ入納度一 ※
せんので、ご注意ください。

円
回目　※神道文化学部のみ

（第Ⅰ期にも出願した場合の第Ⅱ期）
， 円

⑶　フレックス
　　開講制

フレックス（昼夜）開講制は、コースによりクラス指定される科目を除き、授業

〈渋谷キャンパスの授業時間帯〉

時間帯を自由に選ぶことができます。
コースは、「フレックスＡ（夜間主）コース」または「フレックスＢ（昼間主）

コース」のいずれか一方を出願時に登録します。入学後のコース変更は認められ
ません。

【奨学金制度について】
「フレックスＡ（夜間主）コース」の入学者が、夜開講時間帯及び共通時間帯だけ

で受講する場合に対象となる奨学金制度があります。詳細はP.14を参照してください。
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３．実施スケジュール　※第Ⅱ期は神道文化学部のみ実施

第Ⅰ期　文・神道文化学部 第Ⅱ期　神道文化学部

出　願

（消印有効） （消印有効）

試　験

　　渋谷キャンパス 　　渋谷キャンパス

試験時間割　※昼食を持参してください。

10：00～ ［史］専門科目
［哲・神道文化］小論文

13：00～ 面接（１人約20分）

※受験に関する諸注意はP．７にてご確認ください。

合格発表※

　受験者に対し、本人宛に結果を通知（郵送）
します。なお、合格者には入学手続書類を同
封します。

入学手続期間

（消印有効） （消印有効）

　手続期間内に学費等納付金を納入し、入学
手続書類を大学へ提出することにより、入学
手続が完了します。

平成29年10月10日（火）
～10月16日（月）

平成30年 2月 5日（月）
～2月 9日（金）

平成29年11月24日（金）
～12月 1日（金）

平成30年 3月 6日（火）
～3月 9日（金）

平成29年11月12日（日） 平成30年 2月26日（月）

平成29年11月22日（水） 平成30年 3月 5日（月）

［日］筆記試験



― 6 ― ― 7 ―

３．実施スケジュール　※第Ⅱ期は神道文化学部のみ実施

第Ⅰ期　文・神道文化学部 第Ⅱ期　神道文化学部

出　願

（消印有効） （消印有効）

試　験

　　渋谷キャンパス 　　渋谷キャンパス

試験時間割　※昼食を持参してください。

10：00～ ［史］専門科目
［哲・神道文化］小論文

13：00～ 面接（１人約20分）

※受験に関する諸注意はP．７にてご確認ください。

合格発表※

　受験者に対し、本人宛に結果を通知（郵送）
します。なお、合格者には入学手続書類を同
封します。

入学手続期間

（消印有効） （消印有効）

　手続期間内に学費等納付金を納入し、入学
手続書類を大学へ提出することにより、入学
手続が完了します。

平成29年10月10日（火）
～10月16日（月）

平成30年 2月 5日（月）
～2月 9日（金）

平成29年11月24日（金）
～12月 1日（金）

平成30年 3月 6日（火）
～3月 9日（金）

平成29年11月12日（日） 平成30年 2月26日（月）

平成29年11月22日（水） 平成30年 3月 5日（月）

［日］筆記試験

４．受験から入学手続まで

① 開門時刻 ～
※　 試験教室には試験開始 してください。入場後は、試験が終了するまで場外

に出ることはできません。

② 受 験 票 合場いなか届が票験受もてっなに前日３の日験試。すまし送発を票験受に員全方たれさ願出 　・
や、記載内容に誤りのある場合、また紛失や破損をしてしまった場合には、入学課（03－
5466－0141）までお問い合わせください。
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教室に入室してください。
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③ 遅　　 刻 ・　 遅刻は一切認めません。事故などによって交通機関に遅延が生じた場合でも、試験は原則と
して定刻通り実施します。
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・　 時計は必ず持参してください（通信・計算機能を備えた時計や携帯電話・スマートフォンの

時計機能は使用不可）。また、試験時間中は必ず電子機器類の電源を切ってください。
どなスパンコ・規定・き敷下。いさだくてし用使を製クッチスラプはムゴし消・ＢＨは筆鉛 　・

は原則として使用できません。
格言・和歌・英語等が印字された筆記具等は使用できません。 　・

注の督監・者たしを為行正不。いさだくてっ従に示指の督監験試、は室退入のらか室教験試 　・
意や指示に従わない者には退室を命じ、以降の受験は一切認めません。

・　喫煙はできません。
・　上履きを持参する必要はありません。
・　試験教室の下見はできません。

⑴　受験に関する諸注意

⑵　合格発表について
。）んせましは付交ので口窓学大（すまし付送を果結の考選に宛人本、し対に員全）者験受（者願出　 　

合格者には必要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。

⑶　入学手続について
領受込振のそ、し入納を金付納等費学に座口定指学大、てに紙用込振るす付送にもとと書知通格合　 　

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。
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５．入学試験要項

⑴　選 考 方 法 ≪日本文学科≫

≪史学科≫
　①　専門科目（ 分）
　　　 　日本史（２題）・考古学・東洋史・西洋史・地理（各１題）計６題のな

かから２題選択。

≪哲学科≫

　　　 　あらかじめ次の課題図書のうち１冊を読んでいることを前提とした試
験。課題図書は試験当日に持参すること。

　　　 　大学での学問・研究に対する目的意識、修学意欲などについての面接を
行う。

≪神道文化学部　神道文化学科≫

【課題図書】
①野矢茂樹著
『哲学の謎』（講談社現代新書）
②鷲田清一著
『ちぐはぐな身体』（ちくま文庫）

以下の３冊の古語辞典のうち、１冊のみ当日持ち込み可とします（但し、書名に
「全訳」とあるものは不可）。
『旺文社　古語辞典』（旺文社）、『古語林』（大修館書店）、
『ベネッセ　古語辞典』（ベネッセコーポレーション）

大学での勉学・研究に対する目的意識・修学意欲などについての面接を行う。
（国語の基礎知識を含む。）

筆記試験（古文、80分）

面接試験（約20分）

⑵　出 願 書 類
　①　入学志願票
　②　各種証明書（高等学校発行の卒業証明書等）

書るす明証をとこるあで物人一同、はに合場の姓旧が名氏の書明証種各 ※　　　
類（戸籍抄本等）を同封してください。

　③　レポート（800字程度）［哲学科のみ］【様式１】
　　　【論　題】

介紹ていつにれそ、げ上り取を点一等画映、品作術美しいな、冊一籍書　 　　　
しつつ、どのような点に深く関心を持ったのか、またその理由を示すこと。
なお、書籍の場合は第２次選考の課題図書とは異なるものを選び、書籍名・
取り上げた作品名等は表題の欄に記入すること。

　④　自己推薦書【様式２】
　　　［日本文・史・神道文化学科］800字以内で作成してください。
　　　［哲学科］900～1，000字で作成してください。

　⑤　履歴書【様式３】
　　　　本学入学後に学びたいことについて示すこと。

出願書類の詳細についてはP．10をご参照ください。
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、し用使を筒封願出の定所学本、えろそて全を類書な要必に願出 　⑴　 速達・簡易書留で入学課宛に送付して
ください。

　⑵　 様式 ～ は、順番にならべ左上所定位置をホチキスでひとまとめに留めて提出してください。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）。

　⑶　全ての書類は出願者本人が作成してください。
　⑷　 一度提出した書類および入学検定料は返還しません。

６．出願書類・出願方法

①　入学志願票
　　【本学所定用紙】 ★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　各種証明書

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

卒業見込みの者

出身学校長が発行した「卒業証明書」（学校所定用紙）

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。

③　レポート［哲学科のみ］
　　★【様式 】

④　自己推薦書
　　★【様式 】

　「大学での勉学・研究に対する目的意識と意欲」または「継続的な努力を
している活動内容とそれを大学での学修にどのように役立てられるか」等

照してください。なお、必ず表題を付けてください。

⑤　履歴書
　　★【様式 】

　履歴書は高等学校卒業以降、現在までの経歴を漏れなく詳細に記入して
ください。

卒業した者、及び平成30年３月

　「入学志願票記入例」（P．11～12）を参照してください。

　内容・文字数の指定はP．８を参照してください。

を自己推薦文として主張してください。内容・文字数の指定はP．９を参

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。
　　 ㎝
　　★　 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（入試制度・学部・学科・専攻・コース・性別等）は該当するものに○を付けてください。

桁２、れ入を」０「に前の字数のそ、は合場の桁１が日月、し入記で暦西ず必は月年業卒・日月年生 　④　　
で記入してください。

・目丁（いさだくてし入記に確正でま名ンョシンマ・トーパア、でのるなと先付送の等知通果結は所住 　⑤　　
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。

７．入学志願票記入例　※写真票・受験票もこれにならって記入してください。

【年号対照表】
西暦 和暦
1970 昭和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 　　282016 　　28
2017 　　29
2018 　　30

　以下は文学部史学科に志願する場合の記入例ですが、他の学科もこれにならい、ペンまたはボールペンを使

）を、受験票には62円切手を必ず貼付してください。
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照してください。なお、必ず表題を付けてください。

⑤　履歴書
　　★【様式 】

　履歴書は高等学校卒業以降、現在までの経歴を漏れなく詳細に記入して
ください。

卒業した者、及び平成30年３月

　「入学志願票記入例」（P．11～12）を参照してください。

　内容・文字数の指定はP．８を参照してください。

を自己推薦文として主張してください。内容・文字数の指定はP．９を参

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。
　　 ㎝
　　★　 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（入試制度・学部・学科・専攻・コース・性別等）は該当するものに○を付けてください。

桁２、れ入を」０「に前の字数のそ、は合場の桁１が日月、し入記で暦西ず必は月年業卒・日月年生 　④　　
で記入してください。

・目丁（いさだくてし入記に確正でま名ンョシンマ・トーパア、でのるなと先付送の等知通果結は所住 　⑤　　
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。

７．入学志願票記入例　※写真票・受験票もこれにならって記入してください。

【年号対照表】
西暦 和暦
1970 昭和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 　　282016 　　28
2017 　　29
2018 　　30

　以下は文学部史学科に志願する場合の記入例ですが、他の学科もこれにならい、ペンまたはボールペンを使

）を、受験票には62円切手を必ず貼付してください。
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　⑵　各種コード一覧
入試コード Ⅰ期 Ⅱ期
日本文学科 Ｑ１１Ａ
史学科 Ｑ１１Ｂ
哲学科 Ｑ１１Ｄ

神道文化学科 フレックスＡ（夜間主） Ｑ２４Ａ Ｐ２４Ａ
フレックスＢ（昼間主） Ｑ１４Ａ Ｐ１４Ａ

業種コード
01 農・林・漁業・鉱業 08 不動産業 15 教育機関（09を除く職員等）
02 建設業 09 教員 16 国家公務員
03 製造業 10 報道・出版・広告 17 地方公務員（教員を除く）
04 電気・ガス業 11 ホテル・観光・レジャー 18 主婦・主夫
05 運輸・通信業 12 医療・保健機関 19 アルバイト
06 商業 13 研究・調査機関 98 無職
07 金融・保険業 14 社会福祉機関 99 その他

高等学校等
コード

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

※大学入試センター試験のコードと同様です。
入学課（03－5466－0141）へお問い合わせください。

　

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

Pは細詳。すまりあが置措免減の料定検学入、り限に合場るす願出に方両の期Ⅱ第、期Ⅰ第 ※　　　 ．
参照ください。

等庫金用信はたま行銀のり寄最にうよう合に間に限期願出、後たし入記て全を項事要必に票願志学入 　①　　
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。

等取扱店へお持ちください。

融機関から振込む場合には本人負担となります。
の店扱取にて全欄印納収の外以れそ。すまれら取り切てっよに店扱取は」書頼依込振「、後了終込振 　②　　

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　 

。いさだく意注ご、でのんせまし還返もてっあが由理るなかい、は料定検学入たれさ入納度一 　⑤　　

　　※　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。

入学検定料

みずほ銀行 渋谷中央支店 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店
三井住友銀行 渋 谷 支 店 りそな銀行 渋 谷 支 店

８．入学検定料

入学検定料の振込について

出願の際には「入学志願票・写真票・受験票」を切り離さずに、その他の出願書類とともに入学課宛
に送付してください（詳細はP．10を参照してください）。

５をご

　　⑥　本学が指定する銀行口座は下記のとおりです。
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　⑵　各種コード一覧
入試コード Ⅰ期 Ⅱ期
日本文学科 Ｑ１１Ａ
史学科 Ｑ１１Ｂ
哲学科 Ｑ１１Ｄ

神道文化学科 フレックスＡ（夜間主） Ｑ２４Ａ Ｐ２４Ａ
フレックスＢ（昼間主） Ｑ１４Ａ Ｐ１４Ａ

業種コード
01 農・林・漁業・鉱業 08 不動産業 15 教育機関（09を除く職員等）
02 建設業 09 教員 16 国家公務員
03 製造業 10 報道・出版・広告 17 地方公務員（教員を除く）
04 電気・ガス業 11 ホテル・観光・レジャー 18 主婦・主夫
05 運輸・通信業 12 医療・保健機関 19 アルバイト
06 商業 13 研究・調査機関 98 無職
07 金融・保険業 14 社会福祉機関 99 その他

高等学校等
コード

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

※大学入試センター試験のコードと同様です。
入学課（03－5466－0141）へお問い合わせください。

　

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

Pは細詳。すまりあが置措免減の料定検学入、り限に合場るす願出に方両の期Ⅱ第、期Ⅰ第 ※　　　 ．
参照ください。

等庫金用信はたま行銀のり寄最にうよう合に間に限期願出、後たし入記て全を項事要必に票願志学入 　①　　
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。

等取扱店へお持ちください。

融機関から振込む場合には本人負担となります。
の店扱取にて全欄印納収の外以れそ。すまれら取り切てっよに店扱取は」書頼依込振「、後了終込振 　②　　

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　 

。いさだく意注ご、でのんせまし還返もてっあが由理るなかい、は料定検学入たれさ入納度一 　⑤　　

　　※　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。

入学検定料

みずほ銀行 渋谷中央支店 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店
三井住友銀行 渋 谷 支 店 りそな銀行 渋 谷 支 店

８．入学検定料

入学検定料の振込について

出願の際には「入学志願票・写真票・受験票」を切り離さずに、その他の出願書類とともに入学課宛
に送付してください（詳細はP．10を参照してください）。

５をご

　　⑥　本学が指定する銀行口座は下記のとおりです。
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　⑴　学費等納付金について

　⑵　フレックスコースの学費等納付金について（神道文化学部）
間夜（Ａスクッレフ、しだた。すで額同は金付納等費学もてし学入にスーコのれずいの制講開スクッレフ　 　

主）コースの在籍生を対象に、月～金曜日の５～７時限及び土曜日１～７時限の科目のみで授業を履修し、
本学の定める出願資格を満たした学生に、40万円を給付する「フレックス特別給付奨学金」制度を設けてい
ます。有資格者は入学後所定の期間に出願手続をしてください。詳細は学生生活課（03－5466－0146）にお
問い合わせください。

　※この奨学金を希望する場合には、出願時に必ず「フレックスＡ（夜間主）コース」を選択してください。

平成29年度参考。なお金額については変更となる可能性があります。 （単位：円）
学 部 別 文・神道文化学部

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

國學院雑誌代 2，000 2，000

計
小 文 　 学 　 部

神 道 文 化 学 部 47，300 47，300

計
合 文 　 学 　 部

神 道 文 化 学 部  1，218，300
767，800 450，500

1，218，300

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．上表のうち、國學院雑誌代については消費税分を含んだ金額となっております。

　【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30年３月31日 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。
（土）

９．学費等納付金
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キ

リ

ト

リ

提出書類【様式１】

文学部哲学科

フリガナ

氏　名

表　題
（題目・書名など）

レ ポ ー ト
入　試
コード Ｑ １ １ Ｄ

200▲

←ホチキス留め位置

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

400▲



キ

リ

ト

リ

提出書類【様式１】

▲600

▲800

▲1000

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

キ

リ

ト

リ

1300▲

1200▲

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

提出書類【様式１】

注
（参考文献）



キ

リ

ト

リ

1300▲

1200▲

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

提出書類【様式１】

注
（参考文献）



キ

リ

ト

リ

提出書類【様式２】

学　部
フリガナ

氏　名
学　科

表　題

自　己　推　薦　書
入　試
コード

←ホチキス留め位置

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

400▲

200▲

600▲

（注意）文字数はP.９で必ず確認してください。



キ

リ

ト

リ

提出書類【様式２】

学　部
フリガナ

氏　名
学　科

表　題

自　己　推　薦　書
入　試
コード

←ホチキス留め位置

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

400▲

200▲

600▲

（注意）文字数はP.９で必ず確認してください。



キ

リ

ト

リ

▲800

▲1000

▲1200

▲1400

▲1500

提出書類【様式２】

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

キ

リ

ト

リ

提出書類【様式３】

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

学　部
フリガナ 生 年 月 日

氏　名
（西暦）

年　　月　　日生
（満　　歳）

学科・専攻

履 歴 書

年 月 学歴・職歴など（項目別に記入すること）



キ

リ

ト

リ

▲800

▲1000

▲1200

▲1400

▲1500

提出書類【様式２】

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

キ

リ

ト

リ

提出書類【様式３】

※自筆で記入してください（鉛筆書き不可）。

学　部
フリガナ 生 年 月 日

氏　名
（西暦）

年　　月　　日生
（満　　歳）

学科・専攻

履 歴 書

年 月 学歴・職歴など（項目別に記入すること）









國學院大學
渋谷キャンパス

都営バス
「国学院大学前」
停留所

都営バス（54番のりば）
「〈学03〉日赤医療
センター前」行停留所

交番サンクス
青山学院大学

実践女子学園

住友不動産
渋谷ファーストタワー

常磐松小

セブンイレブン

金王神社

ファミリー
マート ライフ

氷川神社 広尾小

広尾中

広尾高

青山学院
初等部

地下鉄
表参道駅

東交番

渋谷駅

恵比寿駅山手線・埼京線
湘南新宿ライン

至 目黒→
線
頭
の
井

線
谷
渋
線
号
３
速
高

セブンイレブンセブンイレブン

クロスタワー

ローソン

三基商事 商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

セブンイレブンセブンイレブン

クロスタワー

渋谷
ヒカリエ

ローソン

三基商事 商和稲荷
渋谷警察署

ときわ堂薬局並木橋
ビル

JR渋谷駅
新南口

住友不動産
渋谷ファーストタワー

渋谷東二郵便局渋谷東二郵便局

國學院大學

たまプラーザ
テラスサウスプラザ
たまプラーザ
テラスサウスプラザ ローソンローソン

たまプラーザ
もみじ保育園

正門正門

野球場

グラウンド

野球場

グラウンド

若木21

横浜銀行 ファミリー
マート

三菱東京
UFJ銀行 東急SC

たまプラーザ駅

そば広喜屋
やきとり大盛屋

至 渋谷→←至 中央林間←至 中央林間

横浜たまプラーザ
キャンパス

たまプラーザ
もみじ保育園

カラオケ
ニュードレミ
カラオケ
ニュードレミ

＜所 在 地＞
　　　　　　東京都渋谷区東四丁目10－28

＜交通機関＞ 、分31約歩徒りよ口出面方口東駅谷渋 
　　　　　　または、
　　　　　　渋谷駅東口バスターミナル（54番のりば）
　　　　　　より

ータンセ療医赤日「〉統系30学〈スバ営都 　　　　　　
前」行き（運賃　現金180円・IC175円）
「国学院大学前」下車

＜所 在 地＞
　　　　　　神奈川県横浜市青葉区新石川三丁目22－1

＜交通機関＞ 中・田津長（線市都園田急東りよ駅谷渋 
央林間方面行き）にて約25分

　　　　　　（東京メトロ半蔵門線相互乗り入れ）
　　　　　　たまプラーザ駅下車南口より徒歩約５分

交通案内図

渋谷

三軒茶屋二子玉川

溝の口

武蔵溝ノ口

八王子

橋本

町田 登戸
明大前
豪徳寺

下高井戸

下北沢
山下

自由が丘

多摩川 田園調布 大岡山

代々木
新宿

池袋

大宮

表参道

恵比寿

目黒

品川

浜松町
羽田空港

新橋
東京 銀座

神田

秋葉原

水天宮前

押上
上野

浅草
日暮里

北千住

赤坂見附

永田町 お茶ノ水

横浜 東神奈川 川崎 蒲田 大井町

立川 吉祥寺

武蔵小杉
新横浜

菊名

長津田

野
み
ざ
あ

東急田園都市線

東急東横線

東急世田谷線

小田急小田原線

京王線
京王井の頭線

東急目黒線
東急大井町線

東急空港線 東京モノレール

東急多摩川線JR南武線

JR中央線
JR山手線

JR埼京線

JR京浜東北線

JR総武線

JR常磐線

東武伊勢崎線
つくば
エクスプレス

地下鉄銀座線

地下鉄副都心線

地下鉄半蔵門線

JR横浜線

横浜市営
地下鉄線

◎東急田園都市線は、渋谷駅より東京メトロ半蔵門線と相互乗り入れをしております。

渋谷キャンパス　〈文学部・神道文化学部・法学部・経済学部のメインキャンパス〉

横浜たまプラーザキャンパス　〈人間開発学部のメインキャンパス〉




