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「３年次編入学試験」概要

■ 学部・学科・コースおよび募集人員　※地域創生学科、社会福祉学科、人間環境学科、日本文学科は募集を行っていません。

学 部 学科 コース 募集人員

心理社会学部
人間科学科 ―― 3
臨床心理学科 ―― 5

人間学部 教育人間学科
教職

3
教育・学校経営マネジメント

文 学 部

人文学科
哲学・宗教文化

3
カルチュラルスタディーズ

歴史学科

日本史

3東洋史

文化財・考古学

表現学部 表現文化学科

クリエイティブライティング

3
出版・編集

放送・映像表現

エンターテインメントビジネス

英語表現・コミュニケーション

仏教学部 仏教学科

仏教学

25国際教養

宗学

合計 45

■ 入学試験日程など

編入学試験Ⅰ 編入学試験Ⅱ

願書受付期間
2019 年 11 月 1日（金）～ 11月 8日（金）

【郵送必着】
（Web〆切　11 月 7日（木）16：00）

2020年 1月 6日（月）～ 1月 24 日（金）
【郵送必着】

（Web〆切　1月 23 日（木）16：00）

試 験 日 2019 年 11 月 16 日（土） 2020年 2月 3日（月）

合格発表日 2019 年 11 月 22 日（金） 2020年 2月 10 日（月）

入学手続期間
2019 年 11 月 25 日（月）～ 12月 2日（月）

【郵送必着】
2020年 2月 11 日（火）～ 2月 18 日（火）

【郵送必着】

■ 試験科目および時間（編入学試験Ⅰ・Ⅱ）
1 2 3

小論文（学科・コース別） 英語 面接（学科・コース別）

10：00 ～ 11：00 11：30 ～ 12：30 13：30 ～
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■ 出願資格　下記の条件のいずれかを満たす者
１．４年制大学を卒業した者

２．４年制大学に２年以上在籍（休学期間除く）し、62単位以上を取得した者

３．短期大学、高等専門学校を卒業した者

４．専修学校の専門課程を修了し文部科学大臣の定めるところによる者（専門士の称号を有する者）

５．高等学校（中等教育学校の後期課程含む）の専攻科のうち、修業年限２年以上で、文部科学大

臣の定める基準を満たす課程を修了した者。ただし、学校教育法第 90条に規定する大学入学

資格を有する者に限る

６．大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を取得した者あるいは取得見込の者

７．旧制の専門学校、高等学校高等科、大学予科、工業教員養成所、養護教諭養成所等の課程を

卒業または修了した者
※上記資格（１～５）については、2020年３月卒業（修了）見込の者を含む
※海外において学校教育における 14年の課程を修了した者、または日本における海外の大学・短期大学相当として指定された学校を卒業し
た者、およびそれらを卒業・修了見込みの者も出願可とする

身体などに障がいのある受験生は、願書受付期間の１ヵ月前までにアドミッションセンターにご相談ください。
受験時の配慮および入学後の修学について、事前面談を行います。入学試験において配慮が必要な場合は、事前に申請書類などを提出し
ていただきます。
なお、志望学科・コースの特性と個々の障がいの内容によっては、充分に対応できないことがありますので、あらかじめご了承願います。

■ 入学検定料　　30,000 円

■ 試験会場　　大正大学　巣鴨校舎　※試験教室は、試験当日会場にて案内します。
〒 170-8470　東京都豊島区西巣鴨 3-20-1　電話 03（3918）7311（代表）

■ 出願書類　※①～③は本学所定書式

　 提出に関する注意

①　志願票（写真 1枚 所定枠内に貼付）※

②　志望理由書　※

③　履歴書　※　　　　　　　　

④　出身校の成績証明書

⑤　卒業・修了（見込）証明書　＊④の「成績証明書」に卒業・修了の記載がある場合は不要

・証明書は、出願時点６ヵ月以内に作成されたものを提出してください。

・婚姻等の理由で、提出書類と戸籍上の氏名が異なる場合は、同一人物であることを証明できる公

的書類（戸籍抄本等）を提出してください。

・出願資格２に該当する者は、成績証明書をもって取得単位数を確認します。必ず取得単位数およ

び在学期間が明記されたものを提出してください。また、出願時に履修中の科目がある場合は、

その旨が記載された書類を併せて提出してください。

・外国の大学の証明書には、必ず公的機関（大使館、公証役場など）で証明を受けた日本語訳を添

付して提出してください。

・出願資格４に該当する者は、専門士の称号付与および修了した分野の専門課程名が付記されたも

のを、必ず提出してください（卒業証書の写しでも可）。



－ 3－

■ 「志願票」
・ネット上での必要事項入力、および検定料の納入後、印刷（プリントアウト）をしてください。

・写真＜縦４㎝×横３㎝＞を１枚、所定欄に貼付してください（上半身脱帽・出願時点３ヶ月以内

に撮影・スナップ写真不可）。

・写真裏面には、志望学科・コースおよび氏名を必ず記入してください。

■ 「志望理由書」・「履歴書」
大学ＨＰ受験生応援サイト「ココカラ」より、所定用紙をダウンロードしてください。

パソコンで入力する場合

・パソコンにて必要事項を入力し、印刷（プリントアウト）をしてください。

手書きにて記入する場合

①　所定用紙を空白のまま印刷（プリントアウト）をしてください。

②　印刷（プリントアウト）をした「志望理由書」・「履歴書」に、自筆で正確に記入してください。

【注意】

※印欄には記入しないでください。

・鉛筆、消えるゲルインキボールペンの使用不可。

・記入に関しては楷書とし、数字は算用数字を用いてください。

・訂正の場合は２重線を引き、その上に訂正印を押印してください（修正液・修正テープの使用不可）。

■ 出願上の注意
①　出願書類は、【簡易書留・速達】で郵送してください。

②　出願書類に不備があるものは、一切受理しません。

③　一度受理した書類および検定料は、事由の如何にかかわらず返還しません。

④　出願書類提出後の志望（学部・学科・コース）変更は、一切認めません。

■ 出願について
・出願は、ネット出願となります。

・大学ＨＰ受験生応援サイト「ココカラ」にアクセスしてください。

→  http://kokokara.tais.ac.jp/
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受験上の注意

①　入学試験は、すべて巣鴨校舎にて行います。

②　試験当日は、午前８時30分に正門のみ開門します。入場に際しては、正門にて「受験票」を呈

示してください。

④　受験生は、試験開始 40分前までに指定された席に着席してください。

③　試験の教室は、試験当日、入場の際に図示したものを配布します。

⑤　遅刻者は、試験開始 20分以後は、特別の事情がない限り受験できません。

⑥　試験当日、交通機関の遅延があっても、試験は予定通り行いますので十分注意してください。

⑦　試験当日に「受験票」を忘れたり、紛失した者は、入場の際に係員に申し出て再交付を受けて

ください。

⑧　筆記用具は自由です。ただし、黒色または青色を使用してください。

※消えるゲルインキボールペンは、使用不可です。

⑨　試験場においては、監督者の指示に従ってください。

⑩　試験中は、スマートフォン、携帯電話などの電源を必ず切り、監督者の指示に従ってください。

時計としての使用も認めません。また、腕時計型端末や多機能付時計も使用できませんので注

意してください。

⑪　「受験票」は、合格発表その他の際に必要となるので大切に保管してください。

⑬　本学までの交通手段は、６頁の「試験会場案内図」をご覧ください。

⑭　昼食が必要な受験生は、各自で用意してください（学内での販売はいたしません）。

⑫　本学では、合否メールなどの取り扱いは行いません。駅、試験場付近で私設業者が出ている場

合がありますが、その業者との間のトラブルについては本学は一切責任を負いません。大学の

職員を装って呼び込みをしているので十分に注意してください。
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受験票について

受験票は、オンライン受験票のみとなります。
別途受験票の郵送はいたしません。

下記の利用期間内に、各自で必ず印刷し保管しておいてください。

　

オンライン受験票について 　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　
オンライン受験票は、出願書類が整っている方より順番に、大正大学受験生応援サイト「ココカ

ラ」より、確認することができるようになります。

　

■ 利用期間
     編入学試験Ⅰ：2019年11月 6日（水）より順次

     編入学試験Ⅱ：2020年 1 月17日（金）より順次

　

■ アクセス方法
大正大学受験生応援サイト「ココカラ」からアクセスできます。

ＵＲＬ： http://kokokara.tais.ac.jp/

合格発表について

オンライン合格発表を利用します。学内掲示による合格発表は行いません。
詳細は、以下をご参考ください。なお、合格者には、別途「合格通知書」と「入学手続書類」を、

合格発表日の午前中に速達・簡易書留にて、発送します。よって通知の到着は、発表日の翌日以

降になる場合があります。なお、不合格者への郵送は行いませんので、必ずオンライン合格発表

をご確認ください。

　

オンライン合格発表について 　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　
電話による合否の問い合わせは、一切受け付けていません。

■ 利用期間：合格発表日14：00より 7日間
　

■ アクセス方法
大正大学受験生応援サイト「ココカラ」からアクセスできます。

ＵＲＬ： http://kokokara.tais.ac.jp/
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　学費につきましては、本学ホームページに掲載しております。

本学ホームページ ＞ キャンパスライフ ＞ 学費 ＞ 学費一覧（2019年度入学者）よりご確認くだ

さい（2019年度実績、編入学と記載）。

入学手続

学費について

試験会場案内図

　入学手続は、入学手続期間中に「手続に必要な費用」を大学に納入し、「手続に必要な書類」

を大学に提出することによって完了します。手続期間内に手続をしない場合は、入学資格を失

います。

　納付金については、入学金のみで一旦手続をすることができます。「入学金のみ」で入学手続

をした場合は、残りの授業料等を「授業料等納入期限」までに納入してください。

　合格発表日から入学手続期間まではあまり日数がありませんので、必要書類や学費等の準備に

ご注意ください。

※詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

※入学手続期間は、１頁を参照してください。
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