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◎修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

１）研究遂行に至る読解力、資料収集・分析能力を持ち、内外へ発信する能力を培っている。

２）研究倫理を遵守した上で、研究目的やその意義を正確に論述する能力を有している。

３）論理的思考、創造的思考を身につけ、臨床的場面での問題点を見つけることができる。

４）社会に貢献できる有為な心理臨床家としての素養を身につけている。

５）心理臨床学を基盤に、幅広く深化した高度な理論的・実践的能力を身につけ、独創的視点

　で修士論文をまとめる統合力、総合力を獲得している。

◎教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

研究力、臨床力、社会的責任・倫理観のバランス感覚をもった、社会に求められる心理臨

床家を養成するため、以下のようなカリキュラムを提供する。

１）社会的責任・倫理観：

一人の人間としてのアイデンティティを確立し、研究倫理に加え、社会に貢献できる資

質を涵養できるよう研究指導、臨床指導を行う。

２）研究力：

心理臨床学をベースに、学際的に学ぶ態度（リベラルアーツ）を培えるような「専門領域」

科目を開講する。また、１年次より、修士論文指導教員の修士論文作成セミナーに参加し、

創造的に研究する力を養い、自らの心理臨床的関心を深めるようにする。少人数制により、

独創的で社会に貢献しうる研究力を涵養し、その成果を修士論文としてまとめられるよう

「特別研究」の科目を開講する。

３）臨床力：

地域貢献を踏まえた臨床心理実習を充実させた「課題研究」科目を提供する。１年次に

社会人としてのマナー、コミュニケーション力を育む「臨床心理基礎実習」、学内実習と

して実際の相談場面を観察・陪席し、ケースカンファレンスを通して、２年次のケース担

当に向けて心理臨床家としての基本的姿勢や態度、基礎的実践技能を習得することを目指

す「心理実践実習Ⅰ」を開講する。２年次には、「心理実践実習Ⅱ」により、学外実習の事

前・事後指導及び学内実習の事例検討会を行う。さらに、「臨床心理実習」「心理実践実習Ⅲ」

により、学内実習及び医療施設・福祉施設等での学外実習を提供する。これらの臨床実習

を通して、他者の苦悩を想像する力、アセスメントする能力、創造的な支援（臨床心理面接）

のありようを感得できるよう、スーパーヴィジョン・ケースカンファレンスを重視する。

◎入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）

１）心理臨床学のみならず、幅広い知識と教養（社会的常識）をもつ人。

２）他者の気持ちを想像し、場の雰囲気や状況をよみ、自らの意志や感情を表現し、相互に伝

　えあい、理解しあえる素養をもつ人。

３）心理臨床家として有為な存在となるべく、主体的で謙虚さをもった人。

■大学院 人間科学研究科 ３つのポリシー

Ⅰ．募集概要
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■入学試験日程

試 験 区 分 学 内 推 薦 選 抜

募 集 人 員 若干名

出 願 期 間 令和３年９月１日（水）～９月９日（木）

試 験 日 令和３年９月18日（土）

合 格 発 表 令和３年９月21日（火）

入 学 手 続 期 間 令和３年９月21日（火）～10月５日（火）

■学内推薦選抜

時 　 　 　 間 学 内 推 薦 選 抜

  10:00～ 口述試験

時 　 　 　 間 一 般 選 抜 社会人特別選抜 外国人留学生特別選抜

  9：00～10：30 筆記試験（外国語） 筆記試験（小論文） 筆記試験（小論文）

 11：00～12：30 筆記試験（専門科目） 筆記試験（専門科目） 筆記試験（専門科目）

  13：30～ 口述試験 口述試験 口述試験

■試験時間割
　○学内推薦選抜

　○一般選抜（第１期・第２期）

試 験 区 分 一 般 選 抜 社会人特別選抜 外国人留学生特別選抜

募 集 人 員 ７名（男女） 若干名（男女）

出 願 期 間 令和３年９月27日（月）～10月７日（木）

試 験 日 令和３年10月 16日（土）

合 格 発 表 令和３年10月 18日（月）

入 学 手 続 期 間 令和３年10月 18日（月）～11月１日（月）

■第１期

試 験 区 分 一 般 選 抜 社会人特別選抜 外国人留学生特別選抜

募 集 人 員 ３名（男女） 若干名（男女）

出 願 期 間 令和４年１月11日（火）～１月27日（木）

試 験 日 令和４年２月10日（木）

合 格 発 表 令和４年２月14日（月）

入 学 手 続 期 間 令和４年２月14日（月）～３月２日（水）

■第２期



Microsoft Windows
Windows ８／ Windows 10

Apple Mac OS X 10.4 ～

・Microsoft Edge 最新版
・Microsoft Internet Explore 11
・Mozilla Firefox 最新版
・Google Chrome 最新版

・Apple Safari 最新版
・Mozilla Firefox 最新版
・Google Chrome 最新版
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Ⅱ．Ｗｅｂ（インターネット）による出願方法

　鹿児島純心女子大学大学院の出願は、ホームページ上の入力フォームに必要事項を入力する

Web 出願（インターネット出願）で行います。ただし、鹿児島純心女子大学出身者は入学検定料

（３万円）免除のため Web 出願の対象外です。

　インターネットの環境があれば、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などで出願できます。

　願書作成に時間を費やすことなく、24 時間いつでも手続きができます。募集要項などの必要

な書類はホームページからダウンロードしてください。

　検定料のお支払いはクレジットカード、コンビニエンスストア、Pay-easy をご利用いただけます。

　画面の案内に従えば入力も簡単、自動チェック機能で入力ミスの心配もありません。

■ Web 出願の流れ 

　【事前準備】

　１．入試区分等の確認

受験する入試区分、出願期間等を募集要項又は本学ホームページ「入試情報ページ」で確

認してください。

　２．必要書類：必要書類は Web 出願登録前に準備をしておいてください。

「学業成績証明書」 「卒業証明書又は卒業見込証明書」

「学士の授与証明書（該当者のみ）」 「卒業論文又は研究報告書」

「研究計画書」 「証明写真２枚」

「レターパックライト２枚（受験票返送用・選考結果通知用）」

　３．ネット環境

インターネットに接続されたパソコンとプリンタを用意してください。

【推奨 OS・ブラウザ】

　

４．メールアドレス

登録するメールアドレスは、仮登録、出願登録完了通知や納入完了通知に使用します。

※仮登録、出願登録完了後と入金完了後に確認メールを送信します。

　 送信元（@f-regi.com）の受信を許可してください。確認メールが迷惑メールフォルダ

などに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

５．入学検定料

入学検定料は３万円です。
支払方法を「クレジットカード決済」「コンビニ決済」「Pay-easy 決済」から選択できます。

※ 決済を利用する場合、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することもできます。

なお、保護者の方名義のクレジットカードをご利用の際は、保護者の方とお手続きください。

　24 時間出願・願書請求不要　

　検定料支払方法　

　自動チェック機能　
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【Step １】　Web 出願ページにアクセス

ホームページ（https://www.k-junshin.ac.jp/jundai/）

にアクセスし、「Web 出願（インターネット出願）」ページか

ら「出願手続きはこちら」のバナーをクリック。

「Web 出願（インターネット出願）_ 出願手続きはこちら」

のページから再度「出願手続きはこちら」のバナーをクリッ

クすることで Web 出願ページにアクセスできます。

「入試情報 2022」のページから出願書類（志願票等）を必

要に応じてダウンロードしてください。「Web（インターネッ

ト）による出願の流れ」に作業手順が図示されていますので、

出願手続の前にご一読ください。

【Step ２】　仮登録（メールアドレス登録）

利用規約に同意し、メールアドレスを入力、送信してくだ

さい。

（仮登録完了）

※ 仮登録完了時にメール（インターネット出願開始 URL の

お知らせメール）が送信されますので、確認してくださ

い。

※  24 時間以内にメールが届かない場合は、３頁（Web 出

願の流れの「４．メールアドレス」）をご参照いただくか、

入試広報課（TEL：0996-23-5311）までお問い合わせく

ださい。

【Step ３】　出願登録

　《入試区分の選択・志願者情報の入力》

志願内容を事前に確認の上、入試区分を選択し、志願者

情報（志願者氏名・郵送先住所等）を入力してください。

※ 募集要項の確認はインターネット出願専用サイトのリン

クからも確認できます。

※ 氏名や住所などの個人情報を入力する際に、JIS 第１水準・

第２水準以外の漢字は登録エラーになる場合があります。

その場合は、代替の文字を入力してください。なお、受

験の際には全て代替の文字で表示されます。

　　　（例） 髙木 → 高木　　山﨑 → 山崎

　　　　　 （ローマ数字）Ⅲ →（アルファベットのアイ）III

【Step ４】　入学検定料の支払い

クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy より、

支払方法を選択します。

● ご利用いただけるクレジットカードは、本人もしくは保

護者名義のものに限ります。

● コンビニエンスストア、Pay-easy を選択された場合は、

画面上に表示される払込票番号を控えて所定のコンビニ

や銀行 ATM などでお支払いください。



受付番号（19 桁）

送付先

〒 895-0011

鹿児島県薩摩川内市天辰町 2365 番地

鹿児島純心女子大学大学院　入試広報課
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【Step ５】　受付番号の受領

入力内容確認後、完了画面に受付番号（19 桁）が表示され

ます。受付番号は志願票をダウンロードする際に必要な番号

となりますので、必ず控えてください。

※ 支払い完了後、手続き完了 E メールが届きます。メール

本文には、受付番号と志願票ダウンロードサイト専用

URL を表記しておりますので、必ずご確認ください。

　 手続き完了後は必ず「インターネット出願お申込手続き

完了のお知らせ」メールをご確認ください。

 

【Step ６】　志願票等のダウンロード

手続き完了 E メールに記載の URL から、志願票等のダウン

ロード・印刷を行います。

志願票ダウンロードには、手続き完了画面にて表示された

「受付番号（19 桁）」が必要です。

※ お使いのパソコン、スマートフォン、タブレット端末で、

入学願書がダウンロードできない場合は、以下の事項を

お試しください。

① 「インターネット出願志願票発行」ページ下部にある「Get 

Adobe Acrobat Reader」のバナーから「Adobe Acrobat 

Reader」をダウンロード・インストールしてください。

② 「Adobe Acrobat Reader」をインストール後に再度 Step

６の手順通りに志願票をダウンロードしてください。

【Step ７】　出願書類の郵送

志願票と必要書類を合わせて、期限内にレターパックライトにて下記送付先へ郵送してくだ

さい。

※ 「返信用レターパックライト（２枚）」は、保管用シールを剥がさず、送付用のレターパッ

クライトに同封の上ご送付ください。

※ 志願票などがプリントアウトできない場合には、ダウン

ロードした志願票などの PDF データをスマートフォン・

USB メモリ・SD カード等へコピーし、コンビニエンスス

トア等で印刷することもできます。

【Step ８】　受験票の到着

出願完了後、受験票を送付します。受験番号などを確認の

上、試験当日にご持参ください。



【必要書類】

「学業成績証明書」

「卒業証明書又は卒業見込証明書」

「学士の授与証明書（該当者のみ）」

「卒業論文又は研究報告書」

「研究計画書」

「証明写真２枚」

「レターパックライト２枚」

※ 必要書類は Web 出願登録前に準

備をしておいてください。

　　　 Web 出願ページに
　　　アクセス

Web 出願ページから「出願手

続きはこちら」のバナーをク

リック。「募集要項・出願書類

ダウンロードはこちら」のバ

ナーから必要に応じて書類を

ダウンロードしてください。

Step

１

　　　 入学検定料の支払い

《支払方法》

・クレジットカード

・コンビニエンスストア

・Pay-easy

※ ご利用いただけるクレジット

カードは本人もしくは保護者名

義のものに限ります。

※ コンビニ、Pay-easy を選択され

た場合は、払込票番号を控えて

コンビニや銀行 ATM などでお支

払いください。

Step

4

　　　 出願書類の郵送

志願票と必要書類を合わせて、

期限内にレターパックライト

にて下記送付先へ郵送してく

ださい。

送付先

〒 895-0011

鹿児島県薩摩川内市天辰町 2365

鹿児島純心女子大学大学院

入試広報課

Step

7 　　　 受験票の到着

出願完了後、受験票を送付し

ます。

受験番号などをご確認の上、

試験当日にご持参ください。

Step

8

　　　 受付番号の受領

入力内容確認後、完了画面に受

付番号が表示されます。受付番

号は志願票をダウンロードす

る際に必要な番号となります

ので、必ず控えてください。

※ 支払い完了後、手続き完了 E

メールが届きますので必ずご確

認ください。

　 手続き完了後は必ず「インター

ネット出願お申込み完了のお知

らせ」メールをご確認ください。

Step

5

　　　志願票等の
　　　ダウンロード

手続き完了後、E メールに記載

の URL から、志願票などのダウ

ンロード・印刷を行います。

志願票ダウンロードには、手続

き完了画面にて表示された「受

付番号」が必要です。

Step

6

　　　 仮登録（メールアド
レス登録）

利用規約に同意し、メールア

ドレスを入力、送信してくだ

さい。（仮登録完了）

※ 仮登録完了時にメールが送信さ

れますので、確認してください。

　 送信元（＠ f-regi.com）の受信

を許可してください。

Step

2

　　　 出願登録

志願内容を事前に確認の上、

入試区分の選択・志願者情報

（志願者氏名・郵送先住所等）

を入力してください。

Step

3

6

Ｗｅｂ出願（インターネット）による出願の流れ
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Ｗｅｂ出願のＱ＆Ａ

Ｑ１．出願書類の郵送が必要なのでしょうか？

Ａ． インターネット出願システムにデータを登録しただけでは出願となりませんので、すべ

ての提出書類が出願期間内に鹿児島純心女子大学に必ず届くように郵送してください。

Ｑ２．�スマートフォン・タブレットから出願できますか？

Ａ． インターネット出願の流れ（Step６）のように、出願書類を印刷する必要があります。スマー

トフォンやタブレットから出願書類を印刷できる方は、それらの機器を使って出願がで

きます。

Ｑ３．�紙の出願に比べ、登録が複雑で難しそうに思えますが…。

Ａ． 画面に従って入力していくだけで、スムーズに出願が完了します。また、システムが入

力をチェックしてくれるので、記入漏れや書き損じを防げます。

Ｑ４．�メールアドレスをもっていない場合はどうしたらいいですか？

Ａ． 携帯電話やフリーメール（Gmail、Yahool! メールなど）のメールアドレスでも構いません。

ご登録いただくメールアドレスには、メールアドレス確認、受付完了の確認、手続き完

了の確認等の案内が送信されますので、必ず登録してください。

　　※ 携帯電話のメールアドレスを登録する場合はドメイン（@f-regi.com）の受信設定をし

てください。

Ｑ５．�登録した個人情報は保護されるのでしょうか？

Ａ． 本学以外の数多くの大学でも採用されているインターネット出願システムです。個人

情報もしっかりと保護するセキュリティ面でも実績があるシステムですのでご安心く

ださい。



① 志願票 「写真貼付欄」に「証明写真」（２枚 縦４㎝×横３㎝）を貼付。

② 学業成績証明書 本学学長が作成し、厳封したもの。

③ 卒業見込証明書 本学学長が作成し、厳封したもの。

④ GPA 証明書 本学学長が作成し、厳封したもの。

⑤ 推薦書 担当指導教員が作成し、厳封したもの。

⑥
卒業論文又は

研究報告書

・写しでもよい。

・卒業論文を提出していない者は、それに準ずる程度の研究

報告書。2,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究

報告書表紙」をダウンロードし、表紙に用いる。

⑦ 研究計画書
1,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究計画書表紙」

をダウンロードし、表紙に用いる。

⑧ レターパックライト ２通（受験票返送用・選考結果通知用）
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Ⅲ．学内推薦選抜

１.  募集人員及び標準修業年限

⑴　募集人員

若干名

⑵　標準修業年限

２年

※標準の修業年限を超えて履修できる「長期履修制度」があります。詳細について

　は、20 ページの「長期履修制度」をご覧ください。

２．出願資格

本学（国際人間学部・看護栄養学部）に在籍し、次のすべてに該当する者とします。

⑴　卒業見込みである者。

⑵　GPA が 3.0 以上である者。

⑶　担当指導教員の推薦がある者。

３．出願手続

⑴　出願期間

令和３年９月１日（水）～９月９日（木）　16:00 必着

⑵　出願方法

　　① レターパックライトで郵送するか、又は本学入試広報課まで持参してください。

　　②窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き 9:00 ～ 16:00 です。

⑶　出願書類等

出願に必要な書類は、本学ホームページよりダウンロードしてください。

※入学検定料３万円が免除されます。

（4）  事前相談について

　心身の健康上の問題で受験及び修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前

に入試広報課まで連絡し、相談してください。



種　別 科　目　等　・　内　容 配 点 試 験 時 間

① 口述試験
出願書類「研究計画書」に基づいて、複数
の教員による 20 分程度の面接を行います。

100点
 10: 00～

（20分程度）

② 書類審査
研究計画書、学業成績証明書、GPA 証明書、
推薦書

100点
独自試験は
ありません。
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４．選抜方法

⑴　入学者の選抜は、口述試験、学業成績証明書等の書類の結果を総合して行います。

⑵　試験科目等

５．試験日

令和３年９月18日（土）

６．試験場

鹿児島純心女子大学大学院

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　電話 0996-23-5311（代表）　

７．合格発表

令和３年９月21日（火）

受験者全員に選考結果を郵送します。合格者には、合格通知書及び入学手続書類を

同封します。

８．入学手続

令和３年９月21日（火）～10月５日（火）

⑴　入学時納付金を入学手続期間内に必ず納入してください。

　　なお、学費の詳細については、　「10. 学費」を参照してください。

⑵　窓口の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き9:00～16:00です。

⑶　期間内に手続を完了されなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

９．入学辞退手続期限

令和４年３月31日（木）

⑴　入学時納付金を納入後、入学を辞退される場合は、期限内に本学入試広報課で所

定の手続をしてください。入学金以外の納付金は返還します。

⑵　期限を過ぎた場合、入学時納付金は理由の如何を問わず一切返還いたしません。



入 学 金 授 業 料 実験実習費 教育充実費 図書館費 合　　計

一
年
次

入学時（前期） 50,000 275,000 25,000 35,000 15,000 400,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 50,000 550,000 50,000 70,000 30,000 750,000

二
年
次

前　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 550,000 50,000 70,000 30,000 700,000
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10．学費

（令和３年度現行）　　　（単位：円）

※入学金は 10 万円減額され、入学金５万円になります。

※上記の他、入学後に学生教育研究賠償責任保険料等の費用が必要です。また、科目

　によっては別途実習費を徴収する場合があります。

※「長期履修制度」の学費については、20 ページをご覧ください。

11．注意事項

⑴　出願書類に不備がある場合は受理しません。

⑵　出願後の提出書類の内容変更は、いかなる理由があっても認めません。

⑶　一度受理した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

⑷　出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取

り消すことがあります。

⑸　受験者は、試験当日に「受験票」を必ず持参してください。

12．出願書類提出先及び問い合わせ先

鹿児島純心女子大学大学院　入試広報課

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　

　電話  0996-23-5311（代表）



① 志願票 「写真貼付欄」に「証明写真」（２枚 縦４㎝×横３㎝）を貼付。

② 入学検定料

30,000 円

検定料は納入後いかなる理由があっても返還いたしません。

※本学出身者の場合、入学検定料が免除されます。

③ 学業成績証明書 出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成し、厳封したもの。

④
卒業証明書又は

卒業見込証明書
出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成したもの。

⑤ 学士の授与証明書 出願資格（2） の該当者のみ提出。

⑥
卒業論文又は

研究報告書

・写しでもよい。

・卒業論文を提出していない者は、それに準ずる程度の研究

報告書。2,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究

報告書表紙」をダウンロードし、表紙に用いる。

⑦ 研究計画書
1,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究計画書表紙」

をダウンロードし、表紙に用いる。

⑧ レターパックライト ２通（受験票返送用・選考結果通知用）
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１.  募集人員及び標準修業年限

⑴　募集人員（一般選抜及び社会人特別選抜の合計）

第１期　７名（男女）　　　第２期　３名（男女）

⑵　標準修業年限

２年

※標準の修業年限を超えて履修できる「長期履修制度」があります。詳細について

　は、20 ページの「長期履修制度」をご覧ください。

２．出願資格

次のいずれかに該当する者とします。

⑴　四年制大学を卒業した者又は令和４年３月までに卒業見込みの者。

⑵　学校教育法第104条第４項の規定により、学士の学位を授与された者又は令和４年３

月までに授与見込みの者。

⑶　外国において学校教育 16 年の課程を修了した者又は令和４年３月までに修了見込み

の者。

⑷　文部科学大臣の指定した者。

３．出願手続

⑴　出願期間

第１期　令和３年９月27日（月）～10月７日（木）　16:00 必着

第２期　令和４年１月11日（火）～１月27日（木）　16:00 必着

⑵　出願方法

　　① レターパックライトで郵送するか、又は本学入試広報課まで持参してください。

　　②窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き 9:00 ～ 16:00 です。

⑶　出願書類等

出願に必要な書類は、本学ホームページよりダウンロードしてください。

Ⅳ．一　般　選　抜（第１期・第２期）



種　別 科　目　等　・　内　容 配 点 試 験 時 間

① 筆記試験

①　外国語（英語）
英和辞典持込可（電子辞書及び心理学・
医学等関連の辞書は不可）

100点
  9: 00～10 : 30
（90分間）

②　専門科目
心理学一般及び臨床心理学（臨床心理
査定、臨床心理面接、地域援助など）

100点
11: 00～12: 30
（90分間）

② 口述試験
出願書類「研究計画書」に基づいて、複数
の教員による 20 分程度の面接を行います。

100点
13: 30～

（20分程度）
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⑷　事前相談について

心身の健康上の問題で受験及び修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前に入

試広報課まで連絡し、相談してください。

４．選抜方法

⑴　入学者の選抜は、筆記試験、口述試験、学業成績証明書等の書類の結果を総合して

行います。

⑵　試験科目等

５．試験日

第１期　令和３年10月16日（土）

第２期　令和４年２月10日（木）

６．試験場（第１期、第２期とも）

鹿児島純心女子大学大学院

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　電話 0996-23-5311（代表）　

７．合格発表

第１期　令和３年10月18日（月）

第２期　令和４年２月14日（月）

受験者全員に選考結果を郵送します。合格者には、合格通知書及び入学手続書類を

同封します。

８．入学手続

第１期　令和３年10月18日（月）～11月１日（月）　16:00 必着

第２期　令和４年２月14日（月）～３月２日（水）　16:00 必着

⑴　入学時納付金を入学手続期間内に必ず納入してください。

　　なお、学費の詳細については、　「10. 学費」を参照してください。

⑵　窓口の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き9:00～16:00です。

⑶　期間内に手続を完了されなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。



入 学 金 授 業 料 実験実習費 教育充実費 図書館費 合　　計

一
年
次

入学時（前期） 150,000 275,000 25,000 35,000 15,000 500,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 150,000 550,000 50,000 70,000 30,000 850,000

二
年
次

前　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 550,000 50,000 70,000 30,000 700,000
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９．入学辞退手続期限（第１期、第２期とも）

令和４年３月31日（木）

⑴　入学時納付金を納入後、入学を辞退される場合は、期限内に本学入試広報課で所

定の手続をしてください。入学金以外の納付金は返還します。

⑵　期限を過ぎた場合、入学時納付金は理由の如何を問わず一切返還いたしません。

10．学費

（令和３年度現行）　　　（単位：円）

※本学出身者には、入学金が 10 万円減額され、入学金５万円になります。

※上記の他、入学後に学生教育研究賠償責任保険料等の費用が必要です。また、科目

　によっては別途実習費を徴収する場合があります。

※「長期履修制度」の学費については、20 ページをご覧ください。

11．注意事項

⑴　出願書類に不備がある場合は受理しません。

⑵　出願後の提出書類の内容変更は、いかなる理由があっても認めません。

⑶　一度受理した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

⑷　出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取

り消すことがあります。

⑸　受験者は、試験当日に「受験票」を必ず持参してください。

12．出願書類提出先及び問い合わせ先

鹿児島純心女子大学大学院　入試広報課

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　

　電話  0996-23-5311（代表）



① 志願票 「写真貼付欄」に「証明写真」（２枚 縦４㎝×横３㎝）を貼付。

② 入学検定料

30,000 円

検定料は納入後いかなる理由があっても返還いたしません。

※本学出身者の場合、入学検定料が免除されます。

③ 学業成績証明書 出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成し、厳封したもの。

④ 卒業証明書 出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成したもの。

⑤ 学士の授与証明書 出願資格（2） の該当者のみ提出。

⑥
卒業論文又は

研究報告書

・写しでもよい。

・卒業論文を提出していない者は、それに準ずる程度の研究

報告書。2,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究

報告書表紙」をダウンロードし、表紙に用いる。

⑦ 研究計画書
1,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究計画書表紙」

をダウンロードし、表紙に用いる。

⑧ レターパックライト ２通（受験票返送用・選考結果通知用）
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Ⅴ．社会人特別選抜（第１期・第２期）

１.  募集人員及び標準修業年限

⑴　募集人員（一般選抜及び社会人特別選抜の合計）

第１期　７名（男女）　　　第２期　３名（男女）

⑵　標準修業年限

２年

※標準の修業年限を超えて履修できる「長期履修制度」があります。詳細について

　は、20 ページの「長期履修制度」をご覧ください。

２.  出願資格

 　次のいずれかに該当し、かつ２年以上の常勤在職経験またはそれに準ずる経験を有す

る者とします。

⑴　四年制大学を卒業後、３年以上経過した者。

⑵　学校教育法第104条第４項の規定により、学士の学位を授与されたのち、３年以上経

過した者。

３．出願手続

⑴　出願期間

第１期　令和３年９月 27 日（月）～ 10 月 7 日（木）　16:00 必着

第２期　令和４年１月 11 日（火）～１月 27 日（木）　16:00 必着

⑵　出願方法

① レターパックライトで郵送するか、又は本学入試広報課まで持参してください。

②窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き 9:00 ～ 16:00 です。

⑶　出願書類等

出願に必要な書類は、本学ホームページよりダウンロードしてください。



種　別 科　目　等　・　内　容 配 点 試 験 時 間

① 筆記試験

①　小論文 100点
  9: 00～10 : 30
（90分間）

②　専門科目
心理学一般及び臨床心理学（臨床心理
査定、臨床心理面接、地域援助など）

100点
11: 00～12: 30
（90分間）

② 口述試験
出願書類「研究計画書」に基づいて、複数
の教員による 20 分程度の面接を行います。

100点
13: 30～

（20分程度）
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⑷　事前相談について

心身の健康上の問題で受験及び修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前に入

試広報課まで連絡し、相談してください。

４．選抜方法

⑴　入学者の選抜は、筆記試験、口述試験、学業成績証明書等の書類の結果を総合して

行います。

⑵　試験科目等

５．試験日

第１期　令和３年10月16日（土）

第２期　令和４年２月10日（木）

６．試験場（第１期、第２期とも）

鹿児島純心女子大学大学院

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　電話 0996-23-5311（代表）　

７．合格発表

第１期　令和３年10月18日（月）

第２期　令和４年２月14日（月）

受験者全員に選考結果を郵送します。合格者には、合格通知書及び入学手続書類を

同封します。

８．入学手続

第１期　令和３年10月18日（月）～11月１日（月）　16:00 必着

第２期　令和４年２月14日（月）～３月２日（水）　16:00 必着

⑴　入学時納付金を入学手続期間内に必ず納入してください。

　　なお、学費の詳細については、　「10. 学費」を参照してください。

⑵　窓口の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き9:00～16:00です。

⑶　期間内に手続を完了されなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。



入 学 金 授 業 料 実験実習費 教育充実費 図書館費 合　　計

一
年
次

入学時（前期） 150,000 275,000 25,000 35,000 15,000 500,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 150,000 550,000 50,000 70,000 30,000 850,000

二
年
次

前　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 550,000 50,000 70,000 30,000 700,000
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９．入学辞退手続期限（第１期、第２期とも）

令和４年３月31日（木）

⑴　入学時納付金を納入後、入学を辞退される場合は、期限内に本学入試広報課で所

定の手続をしてください。入学金以外の納付金は返還します。

⑵　期限を過ぎた場合、入学時納付金は理由の如何を問わず一切返還いたしません。

10．学費

（令和３年度現行）　　　（単位：円）

※本学出身者には、入学金が 10 万円減額され、入学金５万円になります。

※上記の他、入学後に学生教育研究賠償責任保険料等の費用が必要です。また、科目

　によっては別途実習費を徴収する場合があります。

※「長期履修制度」の学費については、20 ページをご覧ください。

11．注意事項

⑴　出願書類に不備がある場合は受理しません。

⑵　出願後の提出書類の内容変更は、いかなる理由があっても認めません。

⑶　一度受理した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

⑷　出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取

り消すことがあります。

⑸　受験者は、試験当日に「受験票」を必ず持参してください。

12．出願書類提出先及び問い合わせ先

鹿児島純心女子大学大学院　入試広報課

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　

　電話  0996-23-5311（代表）



① 志願票 「写真貼付欄」に「証明写真」（２枚 縦４㎝×横３㎝）を貼付。

② 入学検定料
30,000 円

検定料は納入後いかなる理由があっても返還いたしません。

③ 学業成績証明書
出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成し、厳封

したもの。英文又は日本文で作成したもの。様式は自由。

④
卒業証明書又は

卒業見込証明書

出身大学の学長（学部長）又は出身学校長が作成したもの。

英文又は日本文で作成したもの。

⑤ 卒業論文の要旨

・日本語で 1,000 字程度。ワープロ原稿が望ましい。

・卒業論文を提出していない者は、それに準ずる程度の研究

報告書。日本語2,000字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研

究報告書表紙」をダウンロードし、表紙に用いる。

⑥ 履歴書 「履歴書」をダウンロードし、使用する。

⑦ 在学保証書 「在学保証書」をダウンロードし、使用する。

⑧ 研究計画書
1,000字程度。ワープロ原稿が望ましい。「研究計画書表紙」

をダウンロードし、表紙に用いる。

⑨ レターパックライト ２通（受験票返送用・選考結果通知用）
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Ⅵ．外国人留学生特別選抜（第１期・第２期）

１.  募集人員及び標準修業年限

⑴　募集人員（第１期・第２期とも）

定員外として若干名（男女）

⑵　標準修業年限

２年

２．出願資格

次のいずれかに該当し、かつ日本語能力検定１級を有する者。

⑴　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、又は令和４年３月まで

に修了見込みの者。

⑵　外国人留学生として、学校教育法に基づく大学を卒業した者及び令和４年３月まで

に卒業見込みの者。

３．出願手続

⑴　出願期間

第１期　令和３年９月 27 日（月）～ 10 月 7 日（木）　16:00 必着

第２期　令和４年１月 11 日（火）～１月 27 日（木）　16:00 必着

⑵　出願方法

① レターパックライトで郵送するか、又は本学入試広報課まで持参してください。

②窓口での受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き 9:00 ～ 16:00 です。

⑶　出願書類等

出願に必要な書類は、本学ホームページよりダウンロードしてください。



種　別 科　目　等　・　内　容 配 点 試 験 時 間

① 筆記試験

①　日本語による小論文 100点
  9: 00～10 : 30
（90分間）

②　専門科目
心理学一般及び臨床心理学（臨床心理
査定、臨床心理面接、地域援助など）

100点
11: 00～12: 30
（90分間）

② 口述試験
出願書類「研究計画書」に基づいて、複数
の教員による 20 分程度の面接を行います。

100点
13: 30～

（20分程度）
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⑷　事前相談について

心身の健康上の問題で受験及び修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前に入

試広報課まで連絡し、相談してください。

４．選抜方法

⑴　入学者の選抜は、筆記試験、口述試験、学業成績証明書等の書類の結果を総合して

行います。

⑵　試験科目等

５．試験日

第１期　令和３年10月16日（土）

第２期　令和４年２月10日（木）

６．試験場（第１期、第２期とも）

鹿児島純心女子大学大学院

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　電話 0996-23-5311（代表）　

７．合格発表

第１期　令和３年10月18日（月）

第２期　令和４年２月14日（月）

受験者全員に選考結果を郵送します。合格者には、合格通知書及び入学手続書類を

同封します。

８．入学手続

第１期　令和３年10月18日（月）～11月１日（月）　16:00 必着

第２期　令和４年２月14日（月）～３月２日（水）　16:00 必着

⑴　入学時納付金を入学手続期間内に必ず納入してください。

　　なお、学費の詳細については、　「10. 学費」を参照してください。

⑵　窓口の受付は、土曜日、日曜日、祝日を除き9:00～16:00です。

⑶　期間内に手続を完了されなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。



入 学 金 授 業 料 実験実習費 教育充実費 図書館費 合　　計

一
年
次

入学時（前期） 150,000 275,000 25,000 35,000 15,000 500,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 150,000 550,000 50,000 70,000 30,000 850,000

二
年
次

前　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

後　　期 275,000 25,000 35,000 15,000 350,000

計 550,000 50,000 70,000 30,000 700,000
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９．入学辞退手続期限（第１期、第２期とも）

令和４年３月31日（木）

⑴　入学時納付金を納入後、入学を辞退される場合は、期限内に本学入試広報課で所

定の手続をしてください。入学金以外の納付金は返還します。

⑵　期限を過ぎた場合、入学時納付金は理由の如何を問わず一切返還いたしません。

10．学費

（令和３年度現行）　　　（単位：円）

※上記の他、入学後に学生教育研究賠償責任保険料等の費用が必要です。また、科目
　によっては別途実習費を徴収する場合があります。

11．注意事項

⑴　出願書類に不備がある場合は受理しません。

⑵　出願後の提出書類の内容変更は、いかなる理由があっても認めません。

⑶　一度受理した出願書類は、いかなる理由があっても返還いたしません。

⑷　出願書類等について、虚偽の申請、不正等の事実が判明した場合は、入学許可を取

り消すことがあります。

⑸　受験者は、試験当日に「受験票」を必ず持参してください。

12．出願書類提出先及び問い合わせ先

鹿児島純心女子大学大学院　入試広報課

　〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地　

　電話  0996-23-5311（代表）



① 長期履修申請書 「長期履修申請書」をダウンロードし、使用する。

②② 長期履修を必要とする証明書類長期履修を必要とする証明書類
「長期履修を必要とする証明書類」をダウンロードし、「長期履修を必要とする証明書類」をダウンロードし、
使用する。使用する。
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Ⅶ．長期履修制度

【長期履修制度】

職業を有している、又は長期履修が必要となる相当の理由（育児、長期介護等）により、

標準修業年限２年を超えて計画的に教育課程を履修することを願い出たときは、修業年限

を３年又は４年として、授業料を分割納入して履修できる制度です。

【申請資格】

①職業を有している者

②長期履修が必要となる相当の理由（育児、長期介護等）を有している者

③その他やむを得ない事情を有する者

【履修期間】

長期履修期間は、３年もしくは４年です。

【長期履修制度の申請時期】

出願時に申請します。

但し、入学手続きまでの間に、緊急に長期履修制度への申請が必要になった場合は、

入試広報課にお問い合わせください。

※入学後に、長期履修の申請はできません。

※申請時に、長期履修が必要であることを証明する書類の提出が必要です。

【申請書類】

出願に必要な書類は、本学ホームページよりダウンロードしてください。

【出願から入学手続について】

受験する選抜試験ごとの募集要項に記載の内容にしたがって、出願、受験、入学手続を

行ってください。

【学費】

①３年間の長期履修生

　※本学卒業の入学生には、入学金の減免措置があります。

②４年間の長期履修生
（令和３年度現行）　　　（単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 第４年次 合計

入 学 金 150,000 150,000

授 業 料 275,000 275,000 275,000 275,000 1,100,000

実験実習費 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000

教育充実費 70,000 70,000 70,000 70,000 280,000

図 書 館 費 30,000 30,000 30,000 30,000 120,000

合 計 575,000 425,000 425,000 425,000 1,850,000

（令和３年度現行）　　　（単位：円）

第１年次 第２年次 第３年次 合計

入 学 金 150,000 150,000

授 業 料 367,000 367,000 366,000 1,100,000

実験実習費 50,000 50,000 50,000 150,000

教育充実費 70,000 70,000 70,000 210,000

図 書 館 費 30,000 30,000 30,000 90,000

合 計 667,000 517,000 516,000 1,700,000
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Ⅷ．奨学金制度

Ⅸ．大学案内図

１．独立行政法人日本学生支援機構

日本学生支援機構では審査のうえ採用を決定します。

⑴　第一種奨学金（無利息）

50,000円または 88,000円

⑵　第二種奨学金（利息付）

50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円から選択できます。

最寄りの交通機関

〒895-0011

鹿児島県薩摩川内市

　　　　　　天辰町2365番地

　TEL（0996）23-5311（代表）

　FAX（0996）23-5030

①　・ＪＲ九州（新幹線・鹿児島本線）「川内駅」西口下車

　　・肥薩おれんじ鉄道「川内駅」西口下車

②　鹿児島交通

　　「川内駅」西口より「純心女子大学」行き乗車約10分（大学下車）

③　鹿児島交通（高速直通バス：乗車約60分）

　　「鹿児島駅」・「鹿児島中央駅」発→「純心女子大学」下車

my makuramy makura
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Ⅹ．出願書類提出上の注意／受験上の注意

出願書類提出上の注意

受験上の注意

１．出願書類はレターパックライトで郵送してください。また、直接持参される場合
は、本学入試広報課への提出となります。

２．各書類の記載漏れがないか十分確認してください。

３．写真は剥がれる場合があります。裏面に必ず氏名を記入してください。

４．出願後、受験票が届かない場合は、本学入試広報課にお問い合わせください。

５．心身の健康上の問題で受験及び修学上特別の配慮を必要とする場合は、出願前に
入試広報課まで連絡し、相談してください。

１．筆記用具等は各自持参してください。

２．受験票を必ず持参してください。紛失された場合は試験当日、本学の入試本部に
申し出て仮受験票を発行してもらってください。

３．試験当日は午前８時 30 分までに受験者控室に集合してください。試験開始後、20
分以内に入室できない場合は、受験できません。

４．試験中はスマートフォン等の電源をお切りください。また、監督者の指示に従っ
てください。

５．駐車場が利用できます。



○お問い合わせは○

入試広報課

鹿児島純心女子大学大学院

〒895-0011　鹿児島県薩摩川内市天辰町2365番地

TEL 0996-23-5311（代表）　FAX 0996-23-5030

https://www.k-junshin.ac.jp/jundai/graduate/
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