慶應義塾大学大学院 2019 年度

外国人留学生入学試験要項 （第 2 部）
文学研究科
この「外国人留学生入学試験要項」は２部構成です。
必ず，第 1 部とあわせてご覧ください。
アドミッションポリシー
文学研究科は基礎学力を有しつつも，さらなる見通しが切り拓けるような人材を求めます。過去や現在から学ぶべきものを確
実に，そして柔軟に吸収するだけでなく，新たな知見を創出することができるような将来への可能性に富む学生を求めています。
もちろん，他大学の卒業生にも門戸を開いています。

1. 出 願 資 格
1. 外国において学校教育における 16 年以上の課程を修了した者および 2019 年 3 月 31 日までに修了見込
みの者
・美学美術史学専攻（アート・マネジメント分野）志望の場合
入学時において大学卒業後 3 年以上で，実務経験を有すること。
修士課程
・図書館・情報学専攻（情報資源管理分野）志望の場合
入学時において大学卒業後 3 年以上で，図書館等における実務経験を有すること。
2. その他本大学大学院において，外国の大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、入学ま
でに 22 歳に達する者
上記１以外の資格で出願を希望する場合は,出願資格の事前確認申請が必要です。必ず指定期間内に出願資格認定
申請を行ってください（「外国人留学生入学試験要項（第 1 部）」p.4 STEP.1 参照）。

2. Web エントリー受 付 期 間 と出 願 期 間
Web エントリー受付期間
秋期
入学試験

2018 年 5 月 28 日(月) 10:00
～ 6 月 11 日(月) 15:00

春期
入学試験

2018 年 11 月 5 日(月) 10:00
～ 11 月 19 日(月) 15:00

出 願 期 間
2018 年 6 月 4 日(月) ～ 6 月 11 日(月)
日本国外から郵送する場合：出願最終日必着
日本国内から郵送する場合：出願最終日の消印まで有効
2018 年 11 月 7 日(水) ～ 11 月 19 日(月)
日本国外から郵送する場合：出願最終日必着
日本国内から郵送する場合：出願最終日の消印まで有効

<希 望 指 導 教 員 の選 択 について>
Web エントリーでは希望する指導教員を選択する必要があります。選択できる教員は「2019 年度 文学研究科 外国人留学
生入学試験（修士課程）」（http://grad.admissions.keio.ac.jp/ryu-bun.html）の「希望指導教員について」から選択してください。

3. 出 願 書 類 の提 出
Web エントリー完了後，注意事項に従って全ての書類を揃え，出願期間を確認して郵送してください。大学所定用紙は「2019
年度 文学研究科 外国人留学生入学試験（修士課程）」（http://grad.admissions.keio.ac.jp/ryu-bun.html）からダウンロードして使
用してください。印刷して提出するものは，A4 判の用紙の片面に印刷して提出してください。

出願書類はすべて日本語もしくは英語で記入してください。証明書類などがそれ以外の言語で書かれている
場合は和訳または英訳し，翻訳された内容が原本と相違ないことを出身大学等の所在する国の大使館や公
証処で証明を受け，証明書類と一緒に提出してください。翻訳証明には時間がかかります。時間に余裕を持っ
て準備してください。
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出願書類
1. 出願書類チェックリスト
（大学所定用紙）
2. 入学志願票 1V-1

3. 入学願書 1V-2～1V-5

4. 写真台帳 1V-6
5 入学検定料収納証明書

6. 大学卒業（見込）証明書

7. 学位取得（見込）証明書

8. 大学学部の成績証明書

9. 志願者に関する報告書
(書式自由)

10. 日本語試験の結果

注意事項
(1) 「大学所定用紙（PDF ファイル）」を印刷してください。
(2) チェックリストを用いて,書類がすべて揃っていることを確認してください。
(1) Web エントリーシステムから印刷してください。『テスト印刷』の状態では提出できません。
必ず，『郵送用に出願書類を印刷する』をクリックして印刷したものを提出してください。
(2) 入学検定料を日本国内で支払う場合，「収納証明書」を所定位置に貼ってください。
(1) Web エントリーシステムから印刷してください。『テスト印刷』の状態では提出できません。
必ず，『郵送用に出願書類を印刷する』をクリックして印刷したものを提出してください。
(2) 「志望理由」「大学での専攻」「研究計画」「署名欄」等，手書きで記入する項目があり
ます。もれなく記入してください。（ペン書きとすること。鉛筆不可）
(3) 写真貼付欄に「4．写真台帳」と同じ写真を貼ってください。
(1) Web エントリーシステムから印刷してください。
(2) 写真（脱帽，上半身正面，背景無し，カラー，縦 4cm×横 3cm，光沢仕上げ，最近 3 ヶ
月以内に撮影したもの）の裏面に氏名を記入の上，貼ってください。
日本国内からの支払：「収納証明書」を「2. 入学志願票」の所定の位置に貼ってください。
日本国外からの支払：検定料支払システム「受付完了画面」を印刷して提出してください。
(1) 大学卒業（見込）証明書：Certificate of (Expected) Graduation，または卒業証書：Diploma
の原本（郵送の場合は certified copy）のいずれかを提出してください。
(2) 日本語または英語で書かれたものを提出してください。それ以外の言語で書かれている
場合は和訳または英訳し，その翻訳内容が原本と相違ないことについて，出身大学等
の所在する国の大使館や公証処で証明を受けてください。
(3) 卒業見込証明書を提出した者は，入学手続の際に必ず卒業証明書を提出してくださ
い。入学までに卒業が確認できないと入学が取り消されます。
(1) 学位取得（見込）証明書：Certificate of (Expected) Degree，または学位証書原本（郵送の
場合は certified copy）のいずれかを提出してください。ただし，大学卒業（見込）証明書に
学位を取得したこと（取得見込であること）が記載されている場合，提出は不要です。
(2) 日本語または英語で書かれたものを提出してください。それ以外の言語で書かれている
場合は和訳または英訳し，その翻訳内容が原本と相違ないことについて，出身大学等
の所在する国の大使館や公証処で証明を受けてください。
(3) 学位取得見込証明書を提出した者は，入学手続の際に必ず学位取得証明書を提出
してください。入学までに学位取得が確認できないと入学が取り消されます。
(1) 既に卒業した者は，第 4 学年まですべての成績が記載された原本を提出してください。
学部第 4 学年に在学中の者は第 3 学年までの成績証明書（原本）を提出してください。
(2) 日本語または英語で書かれたものを提出してください。それ以外の言語で書かれている
場合は和訳または英訳し，その翻訳内容が原本と相違ないことについて，出身大学等
の所在する国の大使館や公証処で証明を受けてください。
(1) 研究上の指導教員もしくはそれに準ずる教員（日本語学校の教員を除く）により作成され
た報告書 1 通を他の出願書類と一緒に提出してください。
(2) 報告書用紙は任意としますが，大学所定用紙を使用することもできます。日本語または
英語で作成してもらってください。それ以外の言語で作成されている場合は，和訳または
英訳し，その翻訳内容が原本と相違ないことについて，記入者本人に大使館や公証
処で証明を受けてもらってください。
(3) 各自で用意した封筒に，「報告書送付用大学宛名ラベル（PDF ファイル）」を印刷して貼
り，記入者が厳封（封緘部分にまたがって記入者が署名）したものを提出してください。
日本語能力試験（N1）の「認定結果及び成績に関する証明書」の原本または日本留学試
験（日本語）の成績通知書または受験票のコピーを提出してください。利用できる日本語試
験と有効期限は「外国人留学生入学試験要項（第 1 部）」の p.6 でご確認ください。
氏名，国籍，パスポート No, 発行年月日記載の部分をコピーしたものを提出してください。

11. パスポートの写し
12 在留カードまたは外国人
在留カード，または外国人登録証明書の両面をコピーして提出してください。
登録証明書の写し
この書類は出願時点で日本の在留資格を持つ者のみ提出が必要です。
(日本在留資格を持つ者)

日本国内居住者は速達（簡易）書留で，p.5 の出願書類送付先に郵送してください。日本国内から発送する出願書類は出
願最終日の消印まで有効です。海外居住者はＥＭＳ等の郵送記録が残る方法で，p.5 の出願書類送付先に郵送してください。
日本国外から発送する出願書類は出願最終日必着です。
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4. 出 願 受 理 の通 知
出願書類が本学に届き，受理されると，慶應義塾大学から「出願受理メール」を送ります。秋期入試出願者には
2018 年 7 月上旬，春期入試出願者には 2018 年 12 月上旬に送ります。
メールには受験票の印刷方法と，合格発表のウェブサイトの URL が書いてあります。このメールの指示に従って Web エ
ントリーシステムから受験票を印刷し，第 1 次試験と第 2 次試験の当日に持参してください。また，このメールでお知らせす
るウェブサイトに合格発表掲示を PDF ファイル形式で掲載しますので，合格発表まで大切に保管してください。

5. 書 類 選 考
(1) 選考方法
提出された書類をもとに書類審査を行います。

(2) 合格発表
書類選考の合格者の受験番号は，ウェブサイトに掲載されます。
ウェブサイトの URL は，出願受理メールで出願者本人にお知らせします。
書類選考合格者発表日

発表時間

秋期入学試験

2018 年 7 月 17 日（火）

10：00

春期入学試験

2018 年 12 月 11 日（火）

10：00

6. 第 １次 試 験 （筆 記 試 験 ）
書類選考に合格した者が，第 1 次試験（筆記試験）を受験することができます。
(1) 集合日時
集合日時

試験会場

秋期入学試験
2018 年 9 月 19 日(水) 8：45
慶應義塾大学 三田キャンパス
（試験会場は，当日三田キャンパス構内に掲示します。）
春期入学試験
2019 月 2 月 25 日(月) 8：45
※ 試験会場には集合時間の 30 分前（8：15）から入室することができます。
※ 筆記試験が 10：30 から始まる受験生は，10：15 までに受験生控室に集合してください。
(2) 試験科目，時間割
専攻・分野ごとの筆記試験が行われます。試験科目および時間割は p.5 のとおりです。
(3)受験上の注意
1．試験場では，試験監督の指示に従ってください。
2．試験時間中は退出を認めません。ただし，試験時間中に身体の具合が悪くなった時または用便等やむを得ない場
合には，手を挙げて試験監督の指示に従ってください（その分の試験時間延長はありません）。
3．受験票のほかに試験時間中，机の上に置けるものは，鉛筆（黒），シャープペンシル（黒），ペン（黒または青），ボー
ルペン（黒または青），消しゴム，鉛筆削り（電動式大型のもの・ナイフ類を除く），時計（辞書や電卓等の機能がある
もの・秒針音のするもの・大型のものを除く。ストップウォッチは不可），眼鏡，マスク，辞書（一部の外国語科目のみ）
です。これ以外の所持品を置いてはいけません。
4．時計は各自持参してください（試験場に時計はありません。）。ただし，翻訳・計算機能等一般的時刻表示以外の
機能をもつ時計の持ち込みは認めません。また，時計のアラームを使用してはいけません。携帯電話・PHS 等を時計
として使用することも認めません。
5．携帯電話・スマートフォン・PHS・タブレット端末等の通信機器を身につけてはいけません。電源を切ってかばん等に入
れてください。事前に，電源が切れることをあらかじめ確認しておいてください。電源を切れない通信機器の試験場へ
の持ち込みはできません。また，アラーム機能等により鳴動する可能性がある通信機器は鳴動しないよう設定したうえ
で電源を切ってください。試験中にこれらの通信機器や時計等の音・振動等が発生し，発生源のかばん等が特定で
きた場合，持ち主の同意なく試験監督者が試験場外に持ち出すことがあります。
6．試験時間中のコート等の着用は可能です。帽子，サングラスの着用は認めません。その他着衣について，試験監
督者から指示があった場合は従ってください。
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7．ハンカチ，ティッシュペーパー，座布団，ひざ掛け，点眼薬，点鼻薬等を使用したい場合は，手を挙げて試験監督
者に申し出てください。
8．「耳せん」は，試験監督者の指示等が聞き取れないことがありますので使用できません。
9．生活騒音（航空機，自動車，風雨，空調音，動物の鳴声，周囲の受験生の咳・くしゃみ・鼻をすする音，携帯電
話・携帯音楽プレーヤーの鳴音等）が発生した場合に，特別な措置は原則として行いません。
10．以下に例示した行為をすると，不正行為となることがあります。不正行為の疑いがある場合には，試験監督が注意
もしくは事情を聴取することがあります。その際に要した試験時間の延長はできません。不正行為と認められた場合，
それ以降の受験はできなくなります。また，当該研究科の入学試験および当該年度における本大学のすべての入学
試験の結果を無効とします。また，入学検定料は返還されません。
・カンニング（カンニングペーパー，参考書，他の受験生の答案を見ること，他の人から答えを教わることなど）をすること。
・使用を認められていない用具を使用して問題を解くこと。
・試験開始の合図，もしくは試験監督の試験開始の指示の前に問題冊子を開き，回答を始めること。
・試験終了の合図，もしくは試験監督の試験終了の指示の後に，筆記用具や消しゴムを持ち続けていたり，回答を続けていたりすること。
・試験時間中に，答えを教えるなどのほかの受験生を利するような行為をすること。
・試験時間中に，携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどを身に付けていること。
・試験時間中に，携帯電話，時計，携帯音楽プレーヤーの音（着信，アラーム，振動音など）を鳴らすこと。
・試験場において，他の受験生の迷惑となる行為をすること。
・試験場において，試験監督の指示に従わないこと。
・志願者以外の者が，志願者本人になりすまして試験を受けること。
・その他，試験の公平性を損なう行為をすること。

●学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項
試験当日，学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に罹患し治療していない者は，他の受験生
や監督者等への感染のおそれがありますので，受験をご遠慮願います。ただし，病状により学校医その他の医師にお
いて伝染のおそれがないと認めたときは，この限りはありません。なお，上記により受験をご遠慮いただいた場合でも，
追試験などの措置，入学検定料の返還は行いません。

(4) 第 1 次試験 合格発表
「第 1 次試験(筆記試験)」の合格者の受験番号は，ウェブサイトに掲載されます。
ウェブサイトの URL は，書類選考結果が掲載されるウェブサイトの URL と同じです。
発表日
発表時間
秋期入学試験
2018 年 9 月 20 日（木）
17：00
春期入学試験
2019 年 2 月 26 日（火）
17：00

7. 第 2 次 試 験 （口 頭 試 問 ）
「第１次試験（筆記試験）」に合格した者が，「第 2 次試験（口頭試問）」を受験することができます。
集合時間・試験会場は，「第 1 次試験（筆記試験） 合格発表」の際に指示します。
秋期入学試験
春期入学試験

試験日

集合時間・試験会場

2018 年 9 月 21 日（金）
2019 年 2 月 27 日（水）

慶應義塾大学 三田キャンパス
（試験会場は，第 1 次試験合格発表の際に指示します。）

8. 合 格 発 表
合格者の受験番号は，ウェブサイトに掲載されます。掲載するウェブサイトの URL は書類選考結果と同じです。
発表日
発表時間
秋期入学試験

2018 年 9 月 25 日（火）

10：00

春期入学試験

2019 年 2 月 28 日（木）

10：00
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第 1 次試験（筆記試験） 試験科目・時間割
秋期入学試験 ： 2018 年 9 月 19 日（水） 9：00 ～ 14：00
春期入学試験 ： 2019 年 2 月 25 日（月） 9：00 ～ 14：00
専攻

分野
哲学

哲学・倫理学
倫理学

1時限
9：00～10：00

第1次試験 （筆記試験）
2時限
10：30～12：00

外国語 ※✪
（独語*,仏語*,ロシア語*選択者）
外国語 ※✪
（独語*,仏語*,ロシア語*選択者）

アート・マネジメント

東洋史学
史学
西洋史学
民族学考古学

国文学
国文学
日本語教育学

中国文学

英米文学

独文学

仏文学

図書館・
情報学

専門科目（倫理学）
専門科目
（美学美術史学）
専門科目
（アート・マネジメント）

美学美術史学
美学美術史学

日本史学

専門科目（哲学）

外国語✪（英語* 独語* 仏語*
中国語* スペイン語* ロシア語*
朝鮮語* イタリア語*）
外国語✪（英語* 独語* 仏語*
中国語* スペイン語* ロシア語*
朝鮮語* イタリア語*）
外国語✪（英語* 独語* 仏語*
スペイン語* ロシア語* イタリア語*）
外国語✪（英語* 独語* 仏語*
中国語* スペイン語* ロシア語*
朝鮮語* イタリア語*）
外国語✪（英語* 独語* 仏語*
中国語* 日本語* スペイン語*
ロシア語* 朝鮮語* イタリア語*）
外国語✪（英語* 独語* 仏語*
中国語* 日本語* スペイン語*
ロシア語* 朝鮮語* イタリア語*）
外国語 （英語* 独語* 仏語*
スペイン語* ロシア語* 朝鮮語*
イタリア語*）
外国語 （独語* 仏語* 中国語*
スペイン語* ロシア語* 朝鮮語*
イタリア語*）
外国語 （英語* 仏語* 中国語*
スペイン語* ロシア語* 朝鮮語*
イタリア語*）
外国語 （英語* 独語* 中国語*
スペイン語* ロシア語* 朝鮮語*
イタリア語*）

情報資源管理

英語*

専門科目（日本史）

専門科目（東洋史）
専門科目（西洋史）
専門科目
（民族学考古学）
専門科目（国文学）
専門科目
（日本語教育学）
専門科目
（中国文学）

中国語

専門科目
（英米文学）

英語

専門科目（独文学）

独語

専門科目（仏文学）

仏語

専門科目
（図書館・情報学）
専門科目
（図書館・情報学）

図書館・情報学

備考
3時限
13：00～14：00
外国語 ※✪
※
外国語は，選択した科
（英語*選択者）
目を1時限もしくは3時限
※
外国語 ✪
に受験してください。
（英語*選択者）

英語

1) 表中の外国語✪の科目は母語（いわゆる Native Tongue)を選択できません。
2) 表中の*のついた科目を受験する際に，辞書の使用を１冊に限り認めます。ただし，電子辞書やメモ書きのある辞書の使用
は認めません。また付箋類を付した辞書も使用できません。付箋等は予めはずしておいてください。
3) 特別な指示のある場合を除き，原則として答案は日本語で作成してください。

【出願書類送付先，問い合わせ先】
〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 慶應義塾大学 学生部 大学院入試担当 宛
2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo, 108-8345, Japan
Keio University Academic Affairs Group for Graduate Admissions
E-mail：grad-admission@adst.keio.ac.jp Tel：03-5427-1067 (+81-3-5427-1067)
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