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アドミッションポリシー 

 
 
＜熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校紛争解決学国際連携専攻＞ 

近年，日本社会でも，人々の意識の変化，社会構造の変化，グローバル化等により，以前では考えら

れなかった紛争（コンフリクト）現象が生じており，社会的課題となってきている。また，各地の様々

な災害が，被災地域あるいはその外側にも紛争をそのたびにもたらしており，その解決の手法及びシス

テムの構築が求められている。 

そこで本専攻では，次のような人を求めます。 

１．身近な人間関係，家庭，組織また地域，国，国際社会レベルなどの，ローカルな，またグローバ

ルな紛争を現代社会の重要で必須の課題として捉える人 

２．そうした紛争の法的または公共政策的な解決のみならず，対話や行動科学に基づく方法などによ

って，相互的・建設的に，そして平和的に解決する方法・システムを学び，より良い社会の創出

に貢献したいという意欲に満ちた人 

３．英語を共通言語として学び，海外での学習に意欲のある人 

４．日米の文化的な相違にも関心を払い，協調して学習する意欲のある人  

 
 

 

 社会文化科学教育部博士前期課程では，現代社会において，人文社会科学

及び教授システム学等の知識とこれらを基盤とした実践知を駆使し，地域や

行政・企業の多様な場で中核的人材として活躍する高度専門職業人を養成す

るとともに，学際領域を含む諸学の研究教育拠点として，日本の学術を牽引

し，世界の知の発展に貢献する研究を推進し，それを担う研究者を養成する

ことを目的とします。 
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新型コロナウイルス感染症が国内で広がっている影響により，募集要項に掲載している内容を変更する

場合，及び台風等の自然災害の影響により試験日時等を変更する場合は，本学ウェブサイト

（http://www.gsscs.kumamoto-u.ac.jp/）に掲載しお知らせしますので，最新情報をご確認ください。 
 

 
出願要項（別刷） 

 
以下の出願書類のうち，①～④は人社・教育系事務課社会文化科学教育部教務担当で

「学生募集【出願要項】」を別途配付します。⑤⑥はウェブサイト 
(https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/daigakuinnyushi/shabun)よりダウンロー

ドできます。 
 

 ①入学志願票 
  ②写真票・受験票・住所票 
 ③検定料受付証明書貼付台紙 
  ④検定料払込用紙 
  
 ⑤GPAに係る証明書 
 ⑥推薦書  
 



 

１．募集人員                                                                          

専攻 募集人員 

熊本大学・マサチューセッツ州立大学ボストン校 

紛争解決学国際連携専攻 
２名 

   注）専攻全体の募集人員は４名（熊本大学側２名，マサチューセッツ州立大学ボストン校側２名）で，

それぞれの大学で募集・入試・選考を行います。 

 
 

２．出願資格 

  次の１）及び ２）を満たす者 

  

１）熊本大学大学院社会文化科学教育部博士前期課程の出願資格(1)～(9)のいずれかに該当する者 

 (1) 大学を卒業した者及び令和３年３月までに卒業見込みの者 

 (2) 学士の学位を授与された者及び令和３年３月３１日までに授与される見込みの者 

 (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及び令和３年３月までに修了見込み 

の者 

 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の

学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和３年３月までに修了見込みの者 

  (5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和３

年３月までに修了見込みの者 

 (6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大

臣が別に指定するものに限る。) において，修業年限が３年以上である課程を修了すること (当

該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を

修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定

を受けたものにおいて課程を修了することを含む。) により，学士の学位に相当する学位を授与

された者及び令和３年３月までに学士の学位に相当する学位を授与される見込みの者 

 (7) 専修学校の専門課程（修業年限が４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後に修了し

た者及び令和３年３月までに修了見込みの者 

 (8) 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）（注１） 

 (9) 本教育部において，個別の出願資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者（注２）で，令和３年３月３１日までに 22 歳に達している者（注３） 

 （注１）防衛大学校，水産大学校，海上保安大学校，気象大学校の卒業（見込）者など 

  （注２）短期大学，高等専門学校，専修学校，各種学校（外国大学日本分校，外国人学校など）の卒業 
者，その他の教育施設の修了者 

 （注３）出願資格 (9)により出願しようとする場合は，事前に出願資格認定審査を行うため，７ページ

記載の要領で審査の申請を行ってください。 

 

 ２）マサチューセッツ州立大学ボストン校の出願資格(1)(2)に該当する者 

 (1) 大学の学部における GPA※が 2.75 以上の者 

(2) 認証された高等教育機関で学士の称号を与えられた者及び令和３年３月３１日までに授与され

る見込みの者 

  ※GPA は、最高点を４点とし、出身大学の計算式による値とする。 
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３．選抜方法 

（１）入学者の選抜は，英語力の基準（注）を満たした者の中から，オンラインによる小論文，Web 会議シ

ステム「Zoom」を利用した面接試験の成績及び提出書類を総合して判定します。 
   （注）TOEFL-iBT 79 点以上または IELTS 6.0 以上 

ただし、本入学試験においては、新型コロナウイルスによる受験機会等の影響を考慮し、

スコアの基準が提出期限までに満たしていない場合でも、出願を受け付ける場合がありま

すので、該当者は事前に次の問合せ先へメールで申し出てください。 

【問合せ先：社会文化科学教育部教務担当】 

メールアドレス：jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp 
 

試験科目 試験内容 

小論文 

以下の３つのテーマについて英語で述べること。 

１．志望理由 

２．大学院での研究テーマ 

３．卒業後の進路希望 

面接 英語による個人面接 

 

 

 (２) 評価・配点 

小論文 面接試験 

３００ Ａ／Ｂ／Ｃ 

 

 

４．試験日時及び場所 

 

試験日 試験科目 備考 

令和３年 
２月２７日（土） 

小論文 
オンラインによる小論文及びWeb会議シス

テム「Zoom」による面接に関する具体的な

内容や時間については，受験票送付時に通

知します。 
面接試験 

 

 

 

５．出願期間等 

    令和３年２月５日（金）から２月１０日（水）１７時（必着） 

   
ただし，これより後に到着したものは，２月８日（月）まで（最終日２日前）の消印があるものに限り受け付け

ます。郵便事情を考慮して早めに発送してください。持参は受け付けません。必ず郵送してください。封筒の表面

に「大学院社会文化科学教育部博士前期課程出願書類在中」と朱書きし，「書留速達」で郵送してください。 
      

〔提出先〕〒８６０－８５５５ 熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号    
                                      熊本大学学生支援部入試課  
                     （電話）０９６－３４２－２７１２ 
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６．提出書類等 

 志願者は，次の書類等を一括して提出してください。 

提出書類等 提出該当者 摘     要 

入学志願票 全  員 所定用紙：P.10の「記入上の注意」を参照してください。 

写真票・受験票・住所票 〃 所定用紙 

写真 （２枚） 〃 
写真は，縦４㎝×横３㎝，上半身脱帽正面向きで出願３ヶ月以内

に撮影したものを写真票及び受験票に貼ってください。 

成績証明書（ｵﾘｼﾞﾅﾙを提

出。ｺﾋﾟｰは不可） 〃 
出身大学学部長が作成し，厳封したもの。なお，大学院修了（見

込）者は大学院の成績証明書も併せて提出してください。 

ＧＰＡに係る証明書 

全員（熊本大学

の学部卒業(見

込)者を除く。） 

所定用紙：出身大学学部長が作成し，厳封したもの。 

※熊本大学の学部卒業(見込)者については、自身のGPAが出願資

格（2.75以上）を満たしているか出願前に次の問合せ先へメー

ルで問い合わせてください。 

【問合せ先：社会文化科学教育部教務担当】 

メールアドレス：jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

卒業証明書等（ｵﾘｼﾞﾅﾙを提

出。ｺﾋﾟｰは不可） 全員 卒業（見込）証明書等，出願資格を証明するもの。 

推薦書 〃 所定様式：出身大学の指導教員が作成し，厳封したもの。 

英語力を証明する書類 〃 

次のいずれかのスコア（原本）を提出してください。 

ただし、本入学試験においては、新型コロナウイルスによる受験

機会等の影響を考慮し、スコアの基準が提出期限までに満たして

いない場合でも、出願を受け付ける場合がありますので、該当者

は事前に次の問合せ先へメールで申し出てください。 

【問合せ先：社会文化科学教育部教務担当】 

メールアドレス：jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

○TOEFL-iBT 

 2018年12月以降に受験した79点以上のスコア 

※Test Dateスコアを対象とし、受験者用控えスコア票（Test

Taker（Examinee）Score Report）を提出すること。 

ただし、「Test Taker（Examinee）Score Report」を、ETS

のWebサイト上の本人のETSアカウント（My TOEFL Home）の

画面内に表示されたスコアで代用することも可能とします。

（スコアは、テスト日から約6～10日後に表示されます。） 

代用する際は、画面をプリントし、余白に氏名及び生年月日

を記入の上、次のいずれかの方法で提出すること。（後日原

本確認を行います。） 

1) 他の出願書類と同封し郵送する。 

2) 他の出願書類郵送時までに、「メールでスコアを提出す 

る」旨を事前にメールで連絡の上、２月２５日（木）１７ 

時までにパスワードを付した形でメールで送付する。 

【連絡・提出先メールアドレス】 

jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

※TOEFL-iBT Home Edition（自宅受験）のスコアも有効です。 

○IELTS（Academic） 

 2018年12月以降に受験した6.0点以上のスコア 

※公式の成績証明書（Test Report Form）を提出すること。 

ただし、「Test Report Form」を、本人のWebアカウント（

マイページ）の画面内に表示されたスコアで代用することも

可能とします。代用する際は、上記TOEFL-iBTと同様の方法

で提出すること。（後日原本確認を行います。） 
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検定料 

（検定料受付証明書貼付台紙） 
〃 

30,000 円：別刷の払い込み用紙を使って，郵便局又は銀行の受

付窓口で払い込んでください。検定料受付証明書を検定料受付証

明書貼付台紙に貼ってください。なお，平成２８年熊本地震及び

令和２年度に災害救助法適用地域で被災された方については，入

学検定料免除の特別措置を行っております。条件や手続き等の詳

細については，本学ウェブサイトをご覧ください。

（https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi 参照） 

受験票返送用封筒 〃 
定形封筒（長形３号（縦23.5㎝×横12㎝））に郵便番号･住所･氏

名を明記し，374円分（速達料金を含む）の切手を貼ったもの。 

住民票の写し（ｵﾘｼﾞﾅﾙを

提出。ｺﾋﾟｰは不可） 外国人志願者 

外国人の志願者は市町村長発行の在留資格及び在留期間を明記

した「住民票の写し」を提出してください。 

※出願者以外の世帯員については、証明不要です。 

出願時に日本国内に在住していない者は、旅券をコピーしたもの

を提出してください。 

（注）１．出願書類を受理した後は，記載事項の変更及び検定料，出願書類の返還等はできません。（期日

までに英語スコアを提出できなかった場合も同様です。） 
   ２．出願書類のうち，外国語で書かれたものは，全て（成績証明書を含む）日本語の訳文を添えてく

ださい。 

      ３．出願書類に不備がある場合は，受理しないことがあります。 
４．出願書類に虚偽の記載及び不正な申告があった場合は，入学を認めないことがあります。 
５．出願時に学部卒業見込みであった者のうち、学部卒業時の最終のＧＰＡが２．７５に満たない場合は、入

学を認めないことがあります。 

６．改姓等により，証明書の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍抄本（コピー不可）を添付してく

ださい。 
   ７．証明書については，オリジナルが 1 部しか発行されない場合で，提出後に返還を要する場合はご

連絡ください。 

８．入学志願票及びその他の書類については，必ず志願者本人が，後で消せない黒のボールペンを使

用し，楷書で明確に記入してください。鉛筆や消せるペンの使用は認めません。 

 

７．検定料の払込方法 

（１）検定料   ３０，０００円 
   ※平成 28 年熊本地震及び令和 2 年度に災害救助法適用地域で被災された方については，入学検

定料免除の特別措置を行っております。条件や手続き等の詳細については本学ウェブサイトを

ご覧ください。（https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi 参照） 

（２）払込期間 

 令和３年１月２７日（水）から２月１０日（水）まで 

（３）払込場所 

 郵便局又は銀行の受付窓口 

 払込手数料は，志願者本人の負担となります。 
 ※ＡＴＭ（現金自動預払機）は使用不可。必ず窓口で払い込んでください。 

（４）払込方法 

  ①別刷の「検定料払込用紙」に必要事項を記入して，必ず郵便局又は銀行の受付窓口【ＡＴＭ（現金自

動預払機）は使用不可】で払い込んでください。 

  ②払込後，受付窓口で受領した「検定料受付証明書」を「検定料受付証明書貼付台紙」に確実に貼り付

けて提出してください。 

（５）出願に際しての留意事項 

  ①検定料が払い込まれていない場合又は払込済の「検定料受付証明書」が「検定料受付証明書貼付    

台紙」の所定の欄に貼り付けていない場合は出願を受理しません。 

  ②出願書類を受理した後は，次の場合を除き，いかなる理由があっても払込済の検定料は返還しま    

せん。 

    （ア）検定料を払い込んだが出願しなかった（出願書類等を提出しなかった又は出願が受理されなか
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った）場合 
   （イ）検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

 

 

 返還請求の方法 
 
返還請求の理由，志願者氏名（氏名の右側に押印），志望大学院，郵便番号，現住所，連絡電話番号，振

込口座〔銀行名，支店名，普通預金の口座番号，口座名義（ふりがなも記入すること），志願者氏名と口

座名義が異なる場合は志願者との続柄〕を明記した検定料返還請求書（様式は問わない）を作成し必ず「

検定料受付証明書（台紙貼り付け用）」を添付して速やかに下記あて郵送してください。 
 

                             送付先 〒８６０－８５５５    
熊本市中央区黒髪２丁目３９番１号 
熊本大学財務部財務課収入・支出チーム 
問合せ先 (電話)096-342-3176 

 
※なお，返還請求の受付は令和３年３月３１日(水)までとし，受付日の翌月以降に返還する予定です。 

また，返還請求書の到着確認を行いたい場合は，書留や特定記録郵便等で発送のうえ郵便追跡サービス 

をご利用ください。 

※外国送金に関する注意点 

 日本国外の金融機関口座への検定料返還を希望する場合は，入試課（nyushi@jimu.kumamoto-u.ac.jp） 

へ連絡してください。 

 なお，返還に伴い発生する手数料は全て志願者の負担となります。 

 

８．合格者発表 

   令和３年 ３月１５日（月） 

合格者には合格通知書を送付します。不合格者に対する通知は行いません。 
  なお，参考までに，熊本大学のウェブサイト（https://www.kumamoto-u.ac.jp/）にも合格者の受験番号

を記載します。（１１時頃の予定。当日の通信環境の状況等により遅れる場合があります。） 

  合格通知書の氏名については，コンピュータに登録する際に慣用字体を用いますので，志願票の表記と

異なる場合があります。また，対応できない場合は，カタカナで表記しますのでご了承ください。 

  なお，電話等による合否の照会には一切応じません。 
 

９．入学手続等 

（１）入学手続 

入学手続の期間及び方法等，手続の詳細については，合格通知書送付の際に同封してお知らせします。 

・入学手続時の必要経費 

    入学料（予定額） 282,000 円 

  ・入学手続きに必要な書類等 

①  誓約書 ② 保証書 ③ カラー顔写真（上半身正面脱帽、縦 4cm×横 3cm） 

なお，入学手続期間中に入学手続をしなかった者は，入学を辞退したものとして取り扱います。 

（２）授業料 

   年額 535,800 円 （前期分 267,900 円 後期分 267,900 円）（予定額） 

  （注）入学時及び在学時に授業料の改定が行われた場合には，改定時から新授業料が適用されます。 

（３） 災害救助法適用地域で被災した世帯の免除制度について 

   学資負担者が災害救助法適用地域において被災し，修学困難となった学生に対して，本人の申請に

基づき審査の上，被災状況に応じた入学料及び授業料の免除制度があります。詳細については，担当
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までお問い合わせください。 

   ※災害発生後 1 年以内に納付する入学料及び授業料を対象とします。 

     担当：学生生活課経済支援担当 TEL 096-342-2126 

 

１０．奨学金 

 日本学生支援機構奨学生に出願し，選考の結果により第一種奨学金（令和２年度は，月額 50,000 円，

88,000 円から選択），又は第二種奨学金（令和２年度は，月額 50,000 円，80,000 円，100,000 円，130,000

円，150,000 円から選択）の貸与を受けることができます。その他，地方公共団体及び民間団体の奨学金

制度もあります。 
 

１１．国際交流会館入居申込み方法 

  外国人志願者で，入学後，国際交流会館への入居を希望する人は，次のとおり申込んでください。 

入居期間は，原則として半年以内とします。 

なお，不合格になった場合・空室がない場合には，入居することができません。 

 

 (1) 入居申込書請求方法 

以下の本学ウェブサイトから募集要項・申請書を取得することができます。（１月上旬ごろ掲載予定） 

募集要項をご確認のうえ，申請書を提出してください。 

【ウェブサイトアドレス】 

    https://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/kokusaikouryuukaikan/ryoukin 

また，国際教育課の窓口で受け取るか，E-mail にて請求することもできます。 

(2) 入居申請書提出期日 

令和３年１月２９日（金）まで 

※変更となる可能性があるため，申し込み前に必ず募集要項をご確認ください。 

(3) 請求（照会）先・提出先 

〒860-8555 熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号 

         熊本大学学生支援部 国際教育課 

         電話番号  ０９６－３４２－２１６０ 

         ＦＡＸ    ０９６－３４２－２１３０ 

e-mail    gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

 

 １２．注 意 事 項 

（１）障がいを有する等，受験上及び修学上の配慮を希望する場合は，令和３年１月１４日（木）までに 
人社・教育系事務課社会文化科学教育部教務担当へ相談してください。 

（２）受験の際は,受験票を必ず持参してください。また,試験中は携帯電話等の電源を切ってください。 
 
（３）机上には，受験票・筆記用具・消しゴム・時計（計時機能だけのもの）・鉛筆削り（電動式を除く） 

以外は置かないでください。 

（４）筆記試験開始時刻に遅刻した場合，試験開始後３０分以内であれば受験を認めます。 

（５）筆記試験時間終了まで退室は認めません。 

（６）不正行為をした者の解答は無効とし，以後の受験は認めません。 

（７）受験票は，入学手続の際にも必要ですので，紛失，汚損等のないようにしてください。 

 
 
〔問合せ先〕〒８６０－８５５５ 熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号   
                熊本大学人社・教育系事務課  

社会文化科学教育部教務担当 

                               （電話）０９６－３４２－２３２６ 

                 （ＦＡＸ）０９６－３４２－２３１０ 

                   （E-mail）jsj-daigakuin@jimu.kumamoto-u.ac.jp   
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出願資格の審査 

熊本大学大学院社会文化科学教育部博士前期課程の出願資格 (9)により出願しようとする者については，

出願資格の事前審査を次のとおり行います。 
  (1) 出願資格審査に必要な書類 

    ①出願資格審査申請書 [所定の用紙] 

    ②最終学校の卒業（修了）証明書 

     ③最終学校の成績証明書                                                   
     ④研究従事内容証明書 [所定の用紙] 

      ⑤社会的活動等証明書 [所定の用紙] 

    （④及び⑤については，該当する事項があれば提出してください。） 

    ⑥その他の修学に関する資料 
（最終学歴に係る各種証明書等及び取得した資格を証明するものの写し） 
⑦返信用封筒(出願資格通知用) 

        封筒（長形３号）に申請者の郵便番号・住所・氏名を明記し，374円分の切手を貼ったもの。 
※郵便料金の改定が行われた場合は，新料金の郵便切手を貼ってください。 

  

(2) 資格審査申請書等の提出期間 

        令和３年１月８日（金）から１月１４日（木）まで 

    （注）郵送の場合は「書留」とし，封筒表面に「大学院社会文化科学教育部博士前期課程出願資格

審査申請書類在中」と朱書きしてください。 
     

〔提出先〕〒８６０－８５５５  熊本市中央区黒髪２丁目４０番１号 
                    熊本大学人社・教育系事務課 

社会文化科学教育部教務担当 
   

(3) 資格審査の結果 

      資格審査の結果は，令和３年１月２８日（木）に発送予定です。 
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