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不測の事態等が発生した場合の諸連絡について
新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、本募集要項の内
容に変更が生じた場合には、以下のホームページ等により周知
しますので、出願前や受験前は特にご注意ください。
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科ホームページ
https://www.juntendo.ac.jp/hss/

博士前期課程 アドミッションポリシー

１ スポーツの科学的基礎を追究する人を求めます。
国際レベルの競技から一般の人々が気軽に参加できる楽しいスポーツや健康のためのス
ポーツまで、あらゆるスポーツを対象に、従来の体育学研究の成果と方法論を生かしなが
ら、既設の医学研究科との連携を図りながら、その特性や指導の基礎となる科学的原理の
追究に意欲的に取り組む人です。

２ スポーツの社会科学的価値を探求する人を求めます。
スポーツビジネスやスポーツマスコミなど、スポーツと社会に大きな影響力を持つ社
会事象を対象に、社会学および経営学を基礎に、コミュニケーション論、組織開発論な
どの研究成果やその社会科学的研究方法のひとつである社会調査法を活用して、スポー
ツの社会科学的価値の本質理解と文化的・経済的効用の探求に意欲的に取り組む人で
す。

３ ヘルスプロモーションの科学的体系の構築に貢献できる人を求めます。
健康な人、障害のある人など、様々な健康水準にあるあらゆる年齢層の人々の主体的な
健康の保持増進にかかわる生活現象を対象に、生涯を通しての健康的なライフスタイルの
形成と快適環境の形成とを意図するヘルスプロモーションの推進と体系的な方法論の確立
の追及に意欲的に取り組む人です。

障害等のある方の受け入れ
スポーツ健康科学研究科では、障害等のある入学志願者について、可能な限り受け入れると
いう方針です。
障害等のある入学志願者で、受験や修学で特別な配慮を必要とする場合は、出願に先立ち相
談に応じます。

2021年度順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科
博士前期課程（修士課程）入学試験【一般選抜】要項
１．募集人員
入学定員 61 名

２．研究指導教員の選択
希望する研究指導教員を選択してください。
研究指導教員については、パンフレット「順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科案内」
（URL https://www.juntendo.ac.jp/hss/postgrad/outline/pamphlet.html）またはホームページ
（URL https://www.juntendo.ac.jp/hss/intro/teacher.html?grad=master）を参照してください。
なお、出願前に希望する研究指導教員と連絡を取ることも可能です。希望する研究指導教員の連絡先が
不明な方、初めて連絡を取る方、また、自身の研究テーマがどの研究指導教員に該当するか分からない
方は、「８．出願書類提出・問合せ先」に記載のメールアドレスまでご連絡ください。

３．出願区分及び出願資格
出願区分
出
願
資
格
下記のいずれかに該当する者、または 2021年3月末日までに該当する見込みの者
(1) 学校教育法に定める大学を卒業した者
(2) 学校教育法第 104 条第 4 項により学士の学位を授与された者
(3) 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
一
般 (4) 文部科学大臣の指定した者
文部科学大臣の指定する専修学校の専門課程（修業年限が4 年以上であること等の基準を
満たす場合）卒業者を含む。
(5) 本大学院が学校教育法に定める大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
※該当する方は下記の（注）をご参照ください。

社 会 人
スポーツ

職務経験を満３年以上（2021年 4月 1日現在）有し、かつ出願区分「一般」の出願資格
(1)～(5)のいずれかに該当する者
スポーツにおいて高い水準の競技歴または指導歴を有し、かつ出願区分「一般」の出願資格
(1)～(5)のいずれかに該当する者

外国籍を有し、かつ出願区分「一般」の出願資格(1)～(5)のいずれかに該当する者
なお、
・「日本語能力試験」N３レベル以上の認定資格
または
外 国 人 ・「日本留学試験（教科：日本語／「読解」、「聴解・聴読解」のみ。「記述」を除く）」
(留学生) で180点以上
のいずれかを取得している者が望ましい。
※日本語能力試験の認定は、日本国際教育支援協会・国際交流基金主催のものに限る。
※日本留学試験は、（独）日本学生支援機構が実施するものに限る。
※在留資格「永住」の者または特別永住者は、外国人区分に該当しない。
（注）出願資格(5)により出願予定の方は、あらかじめ出願資格審査があります。学歴等によっては審査
に相当の時間を要する場合もありますので、余裕をもって早めに「８．出願書類提出・問合せ先」まで
連絡し、審査に必要な書類を確認してください。
＜出願資格審査申請期限＞
A 日程受験希望
B 日程受験希望
C 日程受験希望

2020 年 9 月 3 日（木） 必着
2020 年 10 月 29 日（木） 必着
2020 年 12 月 17 日（木） 必着

４．クラス区分
①さくらクラス（昼間クラス）：さくらキャンパスで昼間の時限に実施します。
②本郷・お茶の水クラス（夜間クラス）：本郷・お茶の水キャンパスで夜間の時限に実施します。オ
ンラインによる授業も積極的に活用する予定です。
※外国人（留学生）区分で出願の方は、さくらクラス（昼間クラス）のみ選択できます。その他の出
願区分の方はご希望のクラスを選択できます。
※以下URLから2020年度の各クラスの時間割をご参考いただけます（2021年度のものではありませ
んので、あくまで参考情報としてください）。
URL https://www.juntendo.ac.jp/hss/postgrad/master/curriculum.html
５．入試日程（願書受付から入学手続まで）
A 日程

願書受付
期
間

2020年 9月 17日（木）
～
2020年 10月 8日（木）
必 着

B 日程
2020年 11月 12日（木）
～
2020年 12月 3日（木）
必 着

C 日程
2021年 1月 15日（金）
～
2021年 2月 8日（月）
必 着

願書の提出は簡易書留による郵送のみとし、窓口での受付は不可とします。
郵送先は「８．出願書類提出・問合せ先」を確認してください。
↓

選考試験
日
時

A 日程

B 日程

2020年 9月 24日（木）
～
2020年 10月 15日（木）

2020年 11月 19日（木）
～
2020年 12月 10日（木）

C 日程
2021年 1月 22日（金）
～
2021 年 2月 15日（月）

希望指導教員と協議のうえ、以上の期間内のいずれかに試験日時を決定し、出願書類に基
づく面接試験（※）等の審査を行います。
※面接試験は、オンライン形式で、原則としてウェブ会議システム Zoomを使用して遠隔
で行います。面接参加用URL等の情報は、願書受付後、入学願書に記入いただいたEMailアドレスにご連絡します。
オンライン面接試験については、「６．オンライン面接試験」を確認してください。
↓

合格発表

A 日程

B 日程

C 日程

2020年 11月 5日（木）
12:00

2020年 12月 26日（土）
12:00

2021年 2月 27日（土）
12:00

順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科のホームページ上
（https://www.juntendo.ac.jp/hss/index.html）で発表します。合格者には合格通知書と入学
手続関係書類を本人宛に郵送します（書類到着は翌日以降）。
※合否に関する電話等でのお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
↓
A 日程

入学手続

2020年 11月 6日（金）
～
2020年 11月 16日（月）
必 着

B 日程
2020年 12月 28日（月）
～
2021年 1月 7日（木）
必 着

C 日程
2021年 3月 1日（月）
～
2021年 3月 11日（木）
必 着

入学手続関係書類の提出は郵送のみとし、窓口での受付は不可とします。
郵送先は別途ご案内いたします。

６．オンライン面接試験
詳細は、願書受付後、受験者にご連絡いたしますが、事前に以下の事項について確認してください。
(1) オンラインツール
・オンラインによる面接試験では、Zoom（無料）を使用いたします。
・使用端末として、パソコン、タブレット、スマートフォンがありますので、事前にZoomをイン
ストールしておいてください。
・Webカメラを利用できる状態にしておいてください。使用端末の内蔵カメラも利用可能です。
（使用端末の内蔵マイク・スピーカーも利用可能ですが、ヘッドセットやマイク付きイヤホン等
の利用を推奨いたします。）
※通信状態が悪い場合、アクセスできないおそれがありますので、事前に確認しておいてくださ
い。また、通信料については受験者にてご負担ください。通信速度に制限のないネットワーク環
境を推奨いたします。
(2) オンライン面接試験を行う場所
面接試験中に第三者が立ち入らない静穏な環境を確保してください。接続時および面接試験中に
監督者が試験実施に不適切と判断した場合には、面接試験を中止する場合があります。
(3) 禁止事項
１）オンラインによる面接試験を妨害する行為をしないこと。
２）配布された面接試験のURL、ミーティングIDやパスワードを第三者と共有しないこと。
３）面接試験の画像や映像・音声を許可なく撮影、画面キャプチャ、録音、録画したり、それら
をSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）や掲示板などインターネット上にアップロ
ードしたりしないこと。
４）画像・音声など自身の発信が本学関係者にも見られていることを認識し、受験者ご自身の個
人情報の管理にも注意すること。
これら禁止事項に抵触する言動などが発覚した場合は、試験成績を無効とするとともに、入学後
でも入学手続を取り消すことがあります。

７．出願書類・入学検定料等
① 入学願書

所定用紙による
※自筆署名欄以外の箇所はパソコン上で入力してください。
② 出願者票・受験票・入学検定料納入 所定用紙による
整理票
3 枚（出願日前 3 ヶ月以内撮影、上半身正面像・脱帽、縦 4cm
×横 3cm を入学願書、出願者票、受験票の所定欄に貼付してく
③ 写真
ださい。）
④ 課題小論文
⑤ 卒業（見込）証明書
⑥ 成績証明書
⑦ スポーツに関する調査書
⑧ 在留状況調査票
⑨ 「日本語能力試験」の合否結果通
知書・日本語能力認定書の写し
または
「日本留学試験」の受験票・成績
通知書の写し

課題および作成要領は、「10．課題小論文」をご確認ください。
出願資格を証明するもの（6 ヶ月以内に発行のもの）
出身大学、出身大学院のもの（6 ヶ月以内に発行のもの）
所定用紙による（スポーツ区分出願者のみ）
所定用紙による（外国人(留学生)区分出願者のみ）
外国人(留学生)区分出願者で、「日本語能力試験」の認定資格ま
たは「日本留学試験」の受験票・成績通知書を所有している場
合に提出。
※いずれも所有している場合は、両方とも提出すること。
※複数回受験している場合は、最も難しいレベルの認定資格／
最も良い成績取得時のものを提出すること。
⑩ 入学検定料
30,000 円（所定用紙により納入）
※⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の書類は、再度出願する時は提出不要です。
※納入後の入学検定料及び提出後の出願書類はいかなる理由があっても返還いたしません。

８．出願書類提出・問合せ先
〒270-1695
千葉県印西市平賀学園台1-1
順天堂大学さくらキャンパス事務部教務課（大学院担当）
電話： 0476-98-1001（代）内線215
メールアドレス： sc-gradkyomu@juntendo.ac.jp

９．選抜要領
合格者の選抜は、面接試験、出願書類等の成績を総合して行います。

１０．課題小論文
あなたの志望動機および将来の展望をふまえて、「順天堂大学大学院で研究したいこと」を以下の要
領により記述してください。
＜記入要領＞
原則としてパソコンを使用し、以下の書式を目安に作成してください。
(1) 文字の大きさは 11 ポイント
(2) 文字方向は横書き
(3) フォントはゴシックまたは明朝体
(4) A4 版用紙（縦）
、1 ページあたり 1 行40 字×40 行で、2 ページ程度の分量。
(5) 1 ページ目の 1 行目に①氏名、2 行目に②出願区分、③クラス区分を記入してください。
（1 ページ目の実質の行数は 38 行になります。）
(6) 各用紙の下にはページ番号を入れてください。

１１．入学金・授業料等
項
目
入学時一括納入金額
入学時分納金額
備
考
入 学 金
200,000 円
200,000 円
授 業 料
550,000 円
275,000 円
分納（半額）納入できます。
実験実習費
50,000 円
25,000 円
合
計
800,000 円
500,000 円
(注) 順天堂大学大学院入学奨学金給付規程に基づき、本学出身者及び本学に勤務する者（入学手続時点で
常勤の者）は入学後に奨学金給付申請書を提出し、選考により、奨学金として入学金の半額を給付しま
す。また私費外国人留学生は、順天堂大学外国人留学生奨学金給付規程に基づき、選考により、入学金の
全額と授業料の半額の合計を上限額とする奨学金が給付されることがあります。
※既納の納入金は原則として返還いたしません。ただし、2021年 3月 31日(水)16 時 00 分までに入学辞退
を申し出て、本学所定の入学辞退届・納入金還付願を提出した方に限り、入学金を控除した納入金を返還
いたします。

１２．学生保険の加入と保険料について
大学院における教育・研究活動中の災害を補償救済するため、大学院生は「学生教育研究災害傷害保
険」および「学生教育研究賠償責任保険」に加入いただくことになっております。入学金・授業料以外
に、以下の保険料が入学時に必要となりますので、ご了承ください。
入学区分
入学時一括納入金額
備考
博士前期課程
2,430 円（予定）
2年分一括納入金額

１３．注意事項
(1) 出願書類を郵送する際は、簡易書留にしてください。
(2) 本学が書類を受理したときは、本人に対し受験票を交付します。
(3) 出願受理後は、事由の如何を問わず入学検定料の払い戻しはいたしません。
(4) 卒業見込みで受験した者が卒業できなかった場合は、合格者であっても入学を許可しません。
(5) 視覚・聴覚または肢体等に障害のある方で受験時に特別な配慮が必要な方につきましては、受験さ
れる日程の出願期限までにさくらキャンパス事務部教務課までお申し出ください。
(6) 被災や廃校、その他の事情により各種証明書が得られない場合は出願書類の措置を講じますが、事前に
相談させていただきますので、受験される日程の出願期限までにさくらキャンパス事務部教務課ま
でお申し出ください。
(7) 安全保障輸出管理について
本学は、外国人留学生等への教育・研究内容が国際的な平和および安全の維持を阻害することがな
いよう、「外国為替及び外国貿易法」に基づく安全保障輸出管理を行っています。
それにより、希望する教育・研究内容の変更を求める場合がありますので、願書の提出の前にご自
身が指導を希望する指導教員とよく相談するなど十分注意してください。
なお、入学時に「外国為替及び外国貿易法」を遵守する旨の誓約書に署名していただきます。
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入試に関する問い合わせ先

順天堂大学

さくらキャンパス事務部

教務課

TEL: 0476-98-1001（代）
大学院入試情報:
https://www.juntendo.ac.jp/hss/admission/postgrad/
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