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2023年度群馬県立女子大学大学院（修士課程）
一 般 選 抜 学 生 募 集 要 項

2023年度学生募集は、２期（第Ⅰ期は９月、第Ⅱ期は１月）に分けて行います。

１ 募集人員

研 究 科 名 専 攻 名 募 集 人 員
（第Ⅰ期、第Ⅱ期合計）

日本文学専攻 ５名（男女）

文 学 研 究 科 英米文化専攻 ５名（男女）

芸術学専攻 ５名（男女）

複合文化専攻 ３名（男女）

国際コミュニケーション研究科 国際コミュニケーション専攻 ３名（男女）

２ 出願資格
次の各号のいずれかに該当する者とします。

(1) 大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者
(2) 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2023年3月までに授与され
る見込みの者（大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者又は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又は2023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を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
(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、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(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

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）
(8) 専修学校の専門課程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
者又は2023年3月までに修了見込みの者

(9) 2023年3月までに、大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもっ
て修得したものと認めた者

(10) 2023年3月までに、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所
定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認
めた者で、2023年3月31日までに22歳に達する者

（注）出願資格(9)、(10)又は(11)により出願しようとする場合は、本学大学院において出願資格の認定
を行いますが、下記の期日が資格審査申請締切日となっていますので、本学事務局教務係に早めに申
し出てください。
【第Ⅰ期】 7月29日(金) 【第Ⅱ期】12月 2日(金)

３ 出願期間
【第Ⅰ期】2022年 9月 2日(金)から 9月 8日(木) （必着）
【第Ⅱ期】2023年 1月 6日(金)から 1月13日(金) （必着）

４ 出願手続
(1) 入学試験料 30,000円

所定の振込用紙にて振り込んでください。

(2) 出願方法
出願は、次頁の(3)の出願書類等を整え、持参又は郵送することにより行ってください。
郵送で出願する場合は、書留速達郵便で送付してください。
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(3) 出願書類等

書類等の名称 備 考

①入学願書 本学大学院所定の用紙

②受験票・写真票等 本学大学院所定の用紙
（写真は出願前３か月以内に撮影したもので、無帽上半身、正面向き。裏面
に氏名を記入すること。）
（入学試験料（30,000円）に係る振込用紙の一番右側の「払込受付証明書（大
学提出用）」を、所定の欄に貼付すること。）

③成績証明書 出身大学で発行したもの
ただし、外国の大学を卒業した者は出身大学で英語により発行したものを提
出すること。

④卒業(見込)証明書等 出願資格にかかわるもの（出身大学等の卒業(見込)又は修了(見込)証明書）
注1：大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者について

は学位授与証明書、授与される見込みの者は学位授与申請受理証明書
（ともに大学改革支援・学位授与機構で発行したもの）を提出すること。

注2：出願資格(6)による出願者は、学位授与証明書や学位記など、授与され
た学位を証明する書類を提出すること。

⑤卒業論文等
（文学研究科のみ）

日本文学専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学（漢文学を含む）・日本語学・日本語教育学に関する卒業論文、卒
業論文の中間報告書、論文、レポートのうちのいずれか一つの写し１部（な
お、卒業論文以外は8,000字程度。それを超過しても可。）

英米文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語学・英米文学・英米文化に関する卒業論文、卒業論文の中間報告書、卒
業論文に代わる論文のうちのいずれか一つの写し１部（なお、卒業論文以外
は、日本語の場合4,000字以上、英語の場合1,500語以上）

芸術学専攻 【第Ⅰ期】
美学あるいは美術史、アートマネジメントに関する小論文（4,000字程度）
の写し１部、もしくは１年以内に制作した作品ないしその全体像がわかる写
真
【第Ⅱ期】
美学あるいは美術史、アートマネジメントに関する卒業論文の写し又はそれ
に相当する論文（12,000字以上）の写し１部、もしくは卒業制作又はそれに
相当する作品、ないしはその全体像がわかる写真

複合文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
卒業論文、もしくは本専攻で研究しようと考えている学問領域に関する小論
文（4,000字程度）の写し１部

⑥研究計画書 文学研究科所定の用紙
（文学研究科のみ）

⑦志望理由書（国際ｺﾐｭ 国際コミュニケーション研究科所定の用紙
ﾆｹｰｼｮﾝ研究科のみ）

⑧受験票等送付用封筒 本学大学院所定の封筒に、住所及び氏名を明記し、定形郵便物(25g以内)の速
達料を含めた最低料金（344円分）の切手を貼付してください。

⑨宛名票 本学大学院所定の用紙

⑩TOEIC (IPを含む)又 出願１年以内に発行されたスコアシートの原本またはコピー(任意)
はTOEFL(TOEFL-PBT, TO （提出いただいたスコアシートは返却いたしません。）
EFL-iBT)のスコアシー
ト（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究
科のみ）

(4) 出願書類等の提出先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
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５ 選抜方法
(1) 試験科目等
①文学研究科
入学者の選抜は、試験、論文及び研究計画書等を総合して判定します。
ア 試験科目

専攻名 専 門 科 目 口 述 試 験

日本文学 【第Ⅰ期】 【第Ⅰ期】
日本文学、日本語学、漢文学、日本語 論文及び研究計画書等について
教育学に関するものから選択 【第Ⅱ期】

日本文学・日本語学・漢文学・日本語教
育学に関すること、論文及び研究計画書
等について

英米文化 【第Ⅰ期】 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語 論文及び研究計画書等に関する質疑応答

芸 術 学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
・美学（英語※を含む）、日本美術史 論文、作品及び研究計画書等について
（古文・漢文を含む）、西洋美術史
（英語※を含む）、アートマネジメ
ント（英語※又は古文・漢文を含
む）、美術実技（鉛筆デッサン）の
うち一つ選択 ※は辞書持ち込み可

・小論文

複合文化 【第Ⅰ期】 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
文学、地理学、スポーツ文化論、論理 論文及び研究計画書等について
学、メディア論に関するものから選択

イ 試験日時

専攻名 【第Ⅰ期】2022年9月26日(月) 【第Ⅱ期】2023年1月24日(火)

日本文学 専門科目（10：00～12：00） 口述試験（13：00～）
口述試験（13：00～）

英米文化 専門科目（10：00～12：00） 口述試験（13：00～）
口述試験（13：00～）

芸 術 学 専門科目（10：00～12：00） 専門科目（10：00～12：00）
小論文 （13：00～14：00） 小論文 （13：00～14：00）
口述試験（15：00～） 口述試験（15：00～）

複合文化 専門科目（10：00～12：00） 口述試験（13：00～）
口述試験（13：00～）

②国際コミュニケーション研究科
入学者の選抜は、面接試験及び志望理由書等を総合して判定します。
ア 試験科目

面接試験（志望理由書等について）
イ 試験日時

【第Ⅰ期】 2022年 9月26日(月) 10:00～
【第Ⅱ期】 2023年 1月24日(火) 10:00～
※面接試験の受付時間は別途通知します。

(2) 試験場
群馬県立女子大学（群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１）

(3) 受験上の注意事項
・試験当日は、受験票を必ず持参してください。なお、受験票を持参しない場合には、受験を許可しな
いことがあります。

・専門科目試験において試験開始から30分を超える遅刻をした者、口述試験及び面接試験の受付時間内
に受付をしなかった者については、受験を認めません。なお、遅刻等の理由が試験当日の公共交通機
関の事故又は災害による場合は、試験時間の繰り下げ等の特別措置を行うことがありますので、速や
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かに本学事務局までご連絡ください。
・試験当日の疾病・負傷によって受験できなかったことによる特別措置は行いません。また、試験時間
中の発病等によって一時休養した者についても、試験時間の延長は認めません。

６ 合格発表
【第Ⅰ期】2022年10月 6日(木) 午前10時 【第Ⅱ期】2023年 2月2日(木) 午前10時
（注）本学に掲示するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。なお、本学ウェブページ上

にも受験番号を掲載（午前11時頃を予定）しますが、正式には本学内掲示もしくは合格通知書
によりご確認ください。また、電話等による合否の照会には一切応じません。

７ 入学手続
(1) 入学手続期間

【第Ⅰ期】2022年10月 7日(金)から10月17日(月)
【第Ⅱ期】2023年 2月 3日(金)から 2月10日(金)

(2) 合格者には合格通知書とともに、入学手続に必要な書類を郵送します。

(3) 所定の期日までに入学手続をとらない場合は、入学辞退者として扱います。

８ 入学料・授業料等
(1) 入学料

2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事
務局教務係まで照会してください。

種別 県内者及び本学の卒業生 県外者 備 考

金額 141,000円 282,000円 入学手続時に納入

（注）県内者とは、下記の時点で本人、配偶者又は一親等の親族（父母又は子）のいずれかが引き
続き１年以上群馬県内に住所を有している者とします。

【第Ⅰ期】2022年10月 1日現在 【第Ⅱ期】2023年 2月 1日現在
※ 入学手続においては、入学料のほか、所定の保険料等の納入が必要となります。

(2) 授業料
2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事

務局教務係まで照会してください。
授業料 535,800円（年額） ２期分納（前期分267,900円、後期分267,900円）

なお、在学中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。
※ 納入時期は、前期分は4月(入学初年度のみ6月予定)、後期分は10月の予定です。

９ その他
(1) 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

(2) 一度受理した出願書類及び入学試験料は、返還しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は入
学試験料を返還しますので、本学教務係までお問い合わせください。
・出願書類に不備等があり、受理されなかった場合
・重複して振り込むなど、所定の金額より多く振り込んだ場合
・入学試験料を振込後、本学に出願しなかった場合

(3) 受験票は郵送しますが、下記の期日までに到達しない場合は、必ず本学事務局教務係まで連絡して
ください。
【第Ⅰ期】2022年 9月20日(火) 【第Ⅱ期】2023年 1月19日(木)

(4) 過去の試験問題の閲覧・複写ができます。詳しくは本学事務局教務係にお問い合わせください。

10 学生募集に関する問い合わせ先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
電話 0270-65-8511

なお、さらに本学についての情報を得たい方は、ウェブページをご覧ください。
https://www.gpwu.ac.jp/
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2023年度群馬県立女子大学大学院（修士課程）
外 国 人 留 学 生 特 別 選 抜 募 集 要 項

１ 募集人員

研 究 科 名 専 攻 名 募 集 人 員
（第Ⅰ期、第Ⅱ期合計）

日本文学専攻 若干名（男女）

文 学 研 究 科 英米文化専攻 若干名（男女）

芸術学専攻 若干名（男女）

複合文化専攻 若干名（男女）

国際コミュニケーション研究科 国際コミュニケーション専攻 若干名（男女）

２ 出願資格

次の(1)から(3)に該当する者とします。

(1) 日本の国籍を有しない者

(2) 出入国管理及び難民認定法において、大学院入学資格に支障のない在留資格（留学、就学等）を有す

る者又は取得見込みの者で、次の①から⑪までのいずれかに該当する者

① 大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者

② 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2023年3月までに授与される

見込みの者（大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者又は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又は2023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を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
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づけられた
教育施設であって、文部科学大臣の指定するものの当該課程を修了した者

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

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）

⑧ 専修学校の専門課程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

者又は2023年3月までに修了見込みの者

⑨ 2023年3月までに、大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもっ

て修得したものと認めた者

⑩ 2023年3月までに、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

⑪ 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、2023年3月31日までに22歳に達する者

(注) 出願資格⑨、⑩又は⑪により出願しようとする場合は、本学大学院において出願資格の認定を行

いますが、下記の期日が資格審査申請締切日となっていますので、本学事務局教務係に早めに申

し出てください。

【第Ⅰ期】 7月29日(金) 【第Ⅱ期】12月 2日(金)
(3) 次のいずれかに該当する者
① 過去において独立行政法人国際交流基金・公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語
能力試験」においてＮ１又は１級に合格した者

② 独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の「日本語」を受験し、直近の試験を
含む２回分（１年間）のどちらかにおいて、読解・聴解・聴読解の合計の得点が280点以上の者

③ 日本の大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者

独立行政法人国際交流基金・公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」については、
公式HPのFAQを確認の上、次に問い合わせること。
公式HP：https://www.jlpt.jp/faq/index.html
日本で受験した場合：日本語能力試験（日本国内）受付センター（日本国際教育支援協会）

電話：03-6686-2974（海外からの場合 +81-3-6686-2974）
海外で受験した場合：国際交流基金日本語試験センターまたは受験地の実施機関

メール：jlptinfo@jpf.go.jp
独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」については、次に問い合わせること。
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26 HI 横浜ビル7階
独立行政法人日本学生支援機構 日本留学試験受付センター
電話：0570-55-0585（一部携帯電話、IP電話及び海外からは045-620-7243） FAX：045-620-7962
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３ 出願期間
【第Ⅰ期】2022年 9月 2日(金)から 9月 8日(木) （必着）
【第Ⅱ期】2023年 1月 6日(金)から 1月13日(金) （必着）

４ 出願手続
(1) 入学試験料 30,000円

所定の振込用紙にて振り込んでください。
(2) 出願方法

出願は、以下の(3)の出願書類等を整え、持参又は郵送することにより行ってください。

郵送で出願する場合は、書留速達郵便で送付してください。

(3) 出願書類等

書類等の名称 備 考

①入学願書 本学大学院所定の用紙

②受験票・写真票等 本学大学院所定の用紙
（写真は出願前３か月以内に撮影したもので、無帽上半身、正面向き。
裏面に氏名を記入すること。）
（入学試験料（30,000円）に係る振込用紙の一番右側の「払込受付証明
書（大学提出用）」を、所定の欄に貼付すること。）

③成績証明書 出身大学で英語により発行したもの

④卒業(見込)証明書等 出願資格にかかわるもの(出身大学等の卒業(見込)又は修了(見込)証明書)
注1：大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者につ

いては学位授与証明書、授与される見込みの者は学位授与申請受理
証明書（ともに大学改革支援・学位授与機構で発行したもの）を
提出すること。

注2：出願資格(2)⑥による出願者は、学位授与証明書や学位記など、授
与された学位を証明する書類を提出すること。

⑤卒業論文等
（文学研究科のみ）

日本文学専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学（漢文学を含む）・日本語学・日本語教育学に関する卒業論文、
卒業論文の中間報告書、論文、レポートのうちのいずれか一つの写し１
部（なお、卒業論文以外は8,000字程度。それを超過しても可。）

英米文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語学・英米文学・英米文化に関する卒業論文、卒業論文の中間報告書、
卒業論文に代わる論文のうちのいずれか一つの写し１部（なお、卒業論
文以外は、日本語の場合4,000字以上、英語の場合1,500語以上）

芸術学専攻 【第Ⅰ期】
美学あるいは美術史、アートマネジメントに関する小論文（4,000字程度）
の写し１部、もしくは１年以内に制作した作品ないしその全体像がわか
る写真
【第Ⅱ期】
美学あるいは美術史、アートマネジメントに関する卒業論文の写し又は
それに相当する論文（12,000字以上）の写し１部、もしくは卒業制作又
はそれに相当する作品、ないしはその全体像がわかる写真

複合文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
卒業論文、もしくは本専攻で研究しようと考えている学問領域に関する
小論文（4,000字程度）の写し１部

⑥研究計画書 文学研究科所定の用紙
（文学研究科のみ）

⑦志望理由書（国際ｺﾐｭﾆ 国際コミュニケーション研究科所定の用紙
ｹｰｼｮﾝ研究科のみ）

⑧受験票等送付用封筒 本学大学院所定の封筒に、住所及び氏名を明記し、定形郵便物(25g以内)
の速達料を含めた最低料金（344円分）の切手を貼付してください。

⑨宛名票 本学大学院所定の用紙

⑩パスポートの写し

⑪日本語能力試験・ 次の①②のうち、どちらかを提出すること。
日本留学試験成績等(出 ①「日本語能力試験」を日本で受験した場合：「日本語能力認定書兼合
願資格(3)①又は②に該 否結果通知書」（写）及び「認定結果及び成績に関する証明書」
当する者のみ) 「日本語能力試験」を海外で受験した場合：「日本語能力認定書」(写）

及び「認定結果及び成績に関する証明書」
②「日本留学試験」の「日本語」の成績通知書（写）及び受験票（写）

⑫履歴書 文学研究科所定の用紙
(文学研究科のみ）

(注)卒業論文又はそれに類するものを外国語で作成したものは、日本語の要約を併せて提出すること。
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(4) 出願書類等の提出先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係

５ 選抜方法
(1) 試験科目等

①文学研究科
入学者の選抜は、試験、論文及び研究計画書等を総合して判定します。
ア 試験科目

専攻名 専 門 科 目 口 述 試 験

日本文学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学あるいは日本語に関する小論文 日本文学・日本語学・漢文学・日本語教

育学に関すること、論文及び研究計画書
等について

英米文化 【第Ⅰ期】 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語 論文及び研究計画書等に関する質疑応答

芸 術 学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
・美学（英語※を含む）、日本美術史（古 論文、作品及び研究計画書等について
文・漢文を含む）、西洋美術史（英語
※を含む）、アートマネジメント（英
語※又は古文・漢文を含む）、美術実
技（鉛筆デッサン）のうち一つ選択
※は辞書持ち込み可

・小論文

複合文化 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
専攻したい分野に関する小論文 論文及び研究計画書等について

イ 試験日時

専攻名 【第Ⅰ期】2022年9月26日(月) 【第Ⅱ期】2023年1月24日(火)

日本文学 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

英米文化 専門科目（10：00～12：00） 口述試験（13：00～）
口述試験（13：00～）

芸 術 学 専門科目（10：00～12：00） 専門科目（10：00～12：00）
小論文 （13：00～14：00） 小論文 （13：00～14：00）
口述試験（15：00～） 口述試験（15：00～）

複合文化 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

②国際コミュニケーション研究科
入学者の選抜は、面接試験及び志望理由書等を総合して判定します。
ア 試験科目

面接試験（志望理由書等について）
イ 試験日時

【第Ⅰ期】 2022年 9月26日(月) 10:00～
【第Ⅱ期】 2023年 1月24日(火) 10:00～
※ 面接試験の受付時間は別途通知します。

(2) 試験場
群馬県立女子大学（群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１）

(3) 受験上の注意事項
・試験当日は、受験票を必ず持参してください。なお、受験票を持参しない場合には、受験を許可しな
いことがあります。

・専門科目試験において試験開始から30分を超える遅刻をした者、口述試験及び面接試験の受付時間内
に受付をしなかった者については、受験を認めません。なお、遅刻等の理由が試験当日の公共交通機
関の事故又は災害による場合は、試験時間の繰り下げ等の特別措置を行うことがありますので、速や
かに本学事務局までご連絡ください。

・試験当日の疾病・負傷によって受験できなかったことによる特別措置は行いません。また、試験時間
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中の発病等によって一時休養した者についても、試験時間の延長は認めません。

６ 合格発表
【第Ⅰ期】2022年10月 6日(木) 午前10時 【第Ⅱ期】2023年 2月2日(木) 午前10時
（注）本学に掲示するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。なお、本学ウェブページ上

にも受験番号を掲載（午前11時頃を予定）しますが、正式には本学内掲示もしくは合格通知書
によりご確認ください。また、電話等による合否の照会には一切応じません。

７ 入学手続
(1) 入学手続期間

【第Ⅰ期】2022年10月 7日(金)から10月17日(月)
【第Ⅱ期】2023年 2月 3日(金)から 2月10日(金)

(2) 合格者には合格通知書とともに、入学手続に必要な書類を郵送します。

(3) 所定の期日までに入学手続をとらない場合は、入学辞退者として扱います。

８ 入学料・授業料等
(1) 入学料

2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事
務局教務係まで照会してください。

種別 県内者及び本学の卒業生 県外者 備 考

金額 141,000円 282,000円 入学手続時に納入

（注）県内者とは、下記の時点で本人、配偶者又は一親等の親族（父母又は子）のいずれかが引き続
き１年以上群馬県内に住所を有している者とします。
【第Ⅰ期】2022年10月 1日現在 【第Ⅱ期】2023年 2月 1日現在

※ 入学手続においては、入学料のほか、所定の保険料等の納入が必要となります。

(2) 授業料
2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事

務局教務係まで照会してください。
授業料 535,800円（年額） ２期分納（前期分267,900円、後期分267,900円）

なお、在学中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。
※ 納入時期は、前期分は4月(入学初年度のみ6月予定)、後期分は10月の予定です。

９ その他
(1) 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

(2) 一度受理した出願書類及び入学試験料は、返還しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は入
学試験料を返還しますので、本学教務係までお問い合わせください。
・出願書類に不備等があり、受理されなかった場合
・重複して振り込むなど、所定の金額より多く振り込んだ場合
・入学試験料を振込後、本学に出願しなかった場合

(3) 受験票は郵送しますが、下記の期日までに到達しない場合は、必ず本学事務局教務係まで連絡してく
ださい。
【第Ⅰ期】2022年 9月20日(火) 【第Ⅱ期】2023年 1月19日(木)

(4) 過去の試験問題の閲覧・複写ができます。詳しくは本学事務局教務係にお問い合わせください。

10 学生募集に関する問い合わせ先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
電話 0270-65-8511

なお、さらに本学についての情報を得たい方は、ウェブページをご覧ください。
https://www.gpwu.ac.jp/
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2023年度群馬県立女子大学大学院（修士課程）
社 会 人 特 別 選 抜 募 集 要 項

１ 募集人員

研 究 科 名 専 攻 名 募 集 人 員
（第Ⅰ期、第Ⅱ期合計）

日本文学専攻 若干名（男女）

文 学 研 究 科 英米文化専攻 若干名（男女）

芸術学専攻 若干名（男女）

複合文化専攻 若干名（男女）

国際コミュニケーション研究科 国際コミュニケーション専攻 若干名（男女）

２ 趣旨
両研究科は、生涯学習や社会人の再学習に対する社会的要請に応え、豊かな社会的経験と教養を活か

しながら、専門的な研究をさらに深め、新しい学問的成果に触れる機会を求める意欲的な社会人に対し
て、広く門戸を開いています。両研究科の領域に関心のある社会的経験を有する方々の積極的な応募を
期待しています。修了に必要な単位については、昼間の授業によって修得することを原則としますが、
特に教育上必要な場合には、夜間その他特定の時間又は時期に授業及び研究指導を行うことがあります。

３ 出願資格
次の各号のいずれかに該当し、かつ、入学時までに2年以上の社会人経験を有している者とします。

(1) 大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者
(2) 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2023年3月までに授与される見
込みの者（大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者又は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又は2023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を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
(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、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(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

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）
(8) 専修学校の専門課程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
又は2023年3月までに修了見込みの者

(9) 2023年3月までに、大学に3年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修
得したものと認めた者

(10) 2023年3月までに、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定
の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者（短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者や外国大学日本分校その他の教育施設
等の修了者など）

(注) 出願資格(9)、(10)又は(11)により出願しようとする場合は、本学大学院において出願資格の認定を
行いますが、下記の期日が資格審査申請締切日となっていますので、本学事務局教務係に早めに申し
出てください。
【第Ⅰ期】 7月29日(金) 【第Ⅱ期】12月 2日(金)

４ 出願期間
【第Ⅰ期】2022年 9月 2日(金)から 9月 8日(木) （必着）
【第Ⅱ期】2023年 1月 6日(金)から 1月13日(金) （必着）

５ 出願手続
(1) 入学試験料 30,000円

所定の振込用紙にて振り込んでください。



- 11 -

(2) 出願方法
出願は、以下の(3)の出願書類等を整え、持参又は郵送することにより行ってください。
郵送で出願する場合は、書留速達郵便で送付してください。

(3) 出願書類等

書類等の名称 備 考

①入学願書 本学大学院所定の用紙

②受験票・写真票等 本学大学院所定の用紙
（出願前３か月以内に撮影したもので、無帽上半身、正面向き。裏面に氏名
を記入すること。）
（入学試験料（30,000円）に係る振込用紙の一番右側の「払込受付証明書
（大学提出用）」を、所定の欄に貼付すること。）

③成績証明書 出身大学で発行したもの
ただし、外国の大学を卒業した者は出身大学で英語により発行したものを提
出すること。

④卒業(見込)証明書等 出願資格にかかわるもの
（出身大学の卒業又は修了証明書）
注1：大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者について

は学位授与証明書、授与される見込みの者は学位授与申請受理証明書
（ともに大学改革支援・学位授与機構で発行したもの）を提出するこ
と。

注2：出願資格(6)による出願者は、学位授与証明書や学位記など、授与さ
れた学位を証明する書類を提出すること。

⑤卒業論文等
（文学研究科のみ）

日本文学専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学（漢文学を含む）・日本語学・日本語教育学に関する卒業論文の写
し１部又は小論文（4,000字程度）の写し１部

英米文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語学・英米文学・英米文化に関する卒業論文、又はそれに代わる論文（日
本語の場合4,000字以上、英語の場合1,500語以上）の写し１部

芸術学専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
美学あるいは美術史、アートマネジメントに関する卒業論文の写し又はそれ
に代わる小論文(4,000字程度）の写し１部、もしくは卒業制作又はそれに相
当する作品、ないしはその全体像がわかる写真

複合文化専攻 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
卒業論文等又は専攻したい分野に関する小論文（4,000字程度）の写し１部

⑥研究計画書 文学研究科所定の用紙
（文学研究科のみ）

⑦志望理由書（国際ｺﾐｭ 国際コミュニケーション研究科所定の用紙（職歴又はその他の社会的経験を
ﾆｹｰｼｮﾝ研究科のみ） 踏まえて記述すること。）

⑧受験票等送付用封筒 本学大学院所定の封筒に、住所及び氏名を明記し、定形郵便物(25g以内)の
速達料を含めた最低料金（344円分）の切手を貼付してください。

⑨宛名票 本学大学院所定の用紙

⑩TOEIC (IPを含む)又 出願１年以内に発行されたスコアシートの原本またはコピー(任意)
はTOEFL(TOEFL-PBT, T （提出いただいたスコアシートは返却いたしません。）
OEFL-iBT)のスコア
シート（国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ研究科のみ）

(4) 出願書類等の提出先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
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６ 選抜方法
(1) 試験科目等
①文学研究科
入学者の選抜は、試験、論文及び研究計画書等を総合して判定します。
ア 試験科目

専攻名 専 門 科 目 口 述 試 験

日本文学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学あるいは日本語に関する小論 日本文学・日本語学・漢文学・日本語
文 教育学に関すること、論文及び研究計

画書等について

英米文化 【第Ⅰ期】 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
英語 論文及び研究計画書等に関する質疑応

答

芸 術 学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
・美学（英語※を含む）、日本美術史（古 論文、作品及び研究計画書等について
文・漢文を含む）、西洋美術史（英語
※を含む）、アートマネジメント（英
語※又は古文・漢文を含む）、美術実
技（鉛筆デッサン）のうち一つ選択
※は辞書持ち込み可

・小論文

複合文化 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
専攻したい分野に関する小論文 論文及び研究計画書等について

※ 日本文学専攻の志願者のうち、学校教育法で定められた学校で国語を教えた経験を有する
者は、専門科目試験を免除する。
※ 英米文化専攻の志願者のうち、学校教育法で定められた学校で英語を教えた経験を有する
者は、専門科目試験を免除する。

イ 試験日時

専攻名 【第Ⅰ期】2022年9月26日(月) 【第Ⅱ期】2023年1月24日(火)

日本文学 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

英米文化 専門科目（10：00～12：00） 口述試験（13：00～）
口述試験（13：00～）

芸 術 学 専門科目（10：00～12：00） 専門科目（10：00～12：00）
小論文 （13：00～14：00） 小論文 （13：00～14：00）
口述試験（15：00～） 口述試験（15：00～）

複合文化 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

②国際コミュニケーション研究科
入学者の選抜は、面接試験及び志望理由書等を総合して判定します。
ア 試験科目

面接試験（志望理由書等について）

イ 試験日時
【第Ⅰ期】 2022年 9月26日(月) 10:00～
【第Ⅱ期】 2023年 1月24日(火) 10:00～
※面接試験の受付時間は別途通知します。

(2) 試験場
群馬県立女子大学（群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１）
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(3) 受験上の注意事項
・試験当日は、受験票を必ず持参してください。なお、受験票を持参しない場合には、受験を許可しな
いことがあります。

・専門科目試験において試験開始から30分を超える遅刻をした者、口述試験及び面接試験の受付時間内
に受付をしなかった者については、受験を認めません。なお、遅刻等の理由が試験当日の公共交通機
関の事故又は災害による場合は、試験時間の繰り下げ等の特別措置を行うことがありますので、速や
かに本学事務局までご連絡ください。

・試験当日の疾病・負傷によって受験できなかったことによる特別措置は行いません。また、試験時間
中の発病等によって一時休養した者についても、試験時間の延長は認めません。

７ 合格発表
【第Ⅰ期】2022年10月 6日(木) 午前10時 【第Ⅱ期】2023年 2月 2日(木) 午前10時
（注）本学に掲示するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。なお、本学ウェブページ上

にも受験番号を掲載（午前11時頃を予定）しますが、正式には本学内掲示もしくは合格通知書
によりご確認ください。また、電話等による合否の照会には一切応じません。

８ 入学手続
(1) 入学手続期間

【第Ⅰ期】2022年10月7日(金)から10月17日(月)
【第Ⅱ期】2023年 2月3日(金)から 2月10日(金)

(2) 合格者には合格通知書とともに、入学手続に必要な書類を郵送します。

(3) 所定の期日までに入学手続をとらない場合は、入学辞退者として扱います。

９ 入学料・授業料等
(1) 入学料

2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事
務局教務係まで照会してください。

種別 県内者及び本学の卒業生 県外者 備 考

金額 141,000円 282,000円 入学手続時に納入

（注）県内者とは、下記の時点で本人、配偶者又は一親等の親族（父母又は子）のいずれかが引き
続き１年以上群馬県内に住所を有している者とします。

【第Ⅰ期】2022年10月 1日現在 【第Ⅱ期】2023年 2月 1日現在
※ 入学手続においては、入学料のほか、所定の保険料等の納入が必要となります。

(2) 授業料
2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事

務局教務係まで照会してください。
授業料 535,800円（年額） ２期分納（前期分267,900円、後期分267,900円）

なお、在学中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。
※ 納入時期は、前期分は4月(入学初年度のみ6月予定)、後期分は10月の予定です。

10 その他
(1) 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

(2) 一度受理した出願書類及び入学試験料は、返還しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は入
学試験料を返還しますので、本学教務係までお問い合わせください。
・出願書類に不備等があり、受理されなかった場合
・重複して振り込むなど、所定の金額より多く振り込んだ場合
・入学試験料を振込後、本学に出願しなかった場合

(3) 受験票は郵送しますが、下記の期日までに到達しない場合は、必ず本学事務局教務係まで連絡して
ください。
【第Ⅰ期】2022年 9月20日(火) 【第Ⅱ期】2023年 1月19日(木)

(4) 過去の試験問題の閲覧・複写ができます。詳しくは本学事務局教務係にお問い合わせください。

11 学生募集に関する問い合わせ先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
電話 0270-65-8511

なお、さらに本学についての情報を得たい方は、ウェブページをご覧ください。
https://www.gpwu.ac.jp/



- 14 -

2023年度群馬県立女子大学大学院（修士課程）
シ ニ ア 特 別 選 抜 学 生 募 集 要 項

１ 募集人員

研 究 科 名 専 攻 名 募 集 人 員
（第Ⅰ期、第Ⅱ期合計）

日本文学専攻 若干名（男女）

文 学 研 究 科 英米文化専攻 若干名（男女）

芸術学専攻 若干名（男女）

複合文化専攻 若干名（男女）

国際コミュニケーション研究科 国際コミュニケーション専攻 若干名（男女）

２ 趣旨

両研究科は、生涯学習や社会人の再学習に対する社会的要請に応えるため、社会人特別選抜とは別に、

55歳以上の熟年世代に対して特別に門戸を開いています。熟年世代の方々が、豊かな社会的経験を活かし

ながら、専門的な研究に取り組むことができるように弾力的な修学プログラムを用意しています。両研究

科の領域に関心のある55歳以上の方々の積極的な応募を期待しています。

３ 出願資格

2023年4月1日現在、満55歳以上で、次の各号のいずれかに該当する者とします。

(1) 大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者

(2) 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2023年3月までに授与される見

込みの者（大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者又は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

(4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
(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、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(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

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第５号）

(8) 専修学校の専門課程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

又は2023年3月までに修了見込みの者

(9) 2023年3月までに、大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって

修得したものと認めた者

(10) 2023年3月までに、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定

の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者（短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者や外国大学日本分校その他の教育施設

等の修了者など）

(注) 出願資格(9)、(10)又は(11)により出願しようとする場合は、本学大学院において出願資格の認定を

行いますが、下記の期日が資格審査申請締切日となっていますので、本学事務局教務係に早めに申し

出てください。

【第Ⅰ期】 7月29日(金) 【第Ⅱ期】12月 2日(金)

４ 出願期間

【第Ⅰ期】2022年 9月 2日(金)から 9月 8日(木) （必着）
【第Ⅱ期】2023年 1月 6日(金)から 1月13日(金) （必着）

５ 出願手続

(1) 入学試験料 30,000円
所定の振込用紙にて振り込んでください。
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(2) 出願方法
出願は、以下の(3)の出願書類等を整え、持参又は郵送することにより行ってください。

郵送で出願する場合は、書留速達郵便で送付してください。

(3) 出願書類等

書類等の名称 備 考

①入学願書 本学大学院所定の用紙

②受験票・写真票等 本学大学院所定の用紙
（写真は出願前３か月以内に撮影したもので、無帽上半身、正面向き。
裏面に氏名を記入すること。）
（入学試験料（30,000円）に係る振込用紙の一番右側の「払込受付
証明書（大学提出用）」を、所定の欄に貼付すること。）

③住民票の写し 市区町村役場で発行したもの
（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ記載なし）

④卒業(見込)証明書等 出願資格にかかわるもの
（出身大学等の卒業(見込)又は修了(見込)証明書）
注1：大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者に

ついては学位授与証明書、授与される見込みの者は学位授与申
請受理証明書（ともに大学改革支援・学位授与機構で発行した
もの）を提出すること。

注2：出願資格(6)による出願者は、学位授与証明書や学位記など、
授与された学位を証明する書類を提出すること。

⑤志望理由書 文学研究科は、職歴又はその他の社会的経験を踏まえて志望理由を
2,000字程度で記述したもの（様式は問わない）
国際コミュニケーション研究科は、当該研究科所定の用紙（職歴又は
その他の社会的経験を踏まえて記述すること。）

⑥研究計画書 文学研究科所定の用紙
（文学研究科のみ）

⑦受験票等送付用封筒 本学大学院所定の封筒に、住所及び氏名を明記し、定形郵便物(25g以
内)の速達料を含めた最低料金（344円分）の切手を貼付してください。

⑧宛名票 本学大学院所定の用紙

⑨TOEIC (IPを含む)又は 出願１年以内に発行されたスコアシートの原本またはコピー(任意)
TOEFL(TOEFL-PBT, TOEFL （提出いただいたスコアシートは返却いたしません。）
-iBT)のスコアシート（国
際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科のみ）

(4) 出願書類等の提出先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
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６ 選抜方法
(1) 試験科目等
①文学研究科
入学者の選抜は、試験及び研究計画書等を総合して判定します。
ア 試験科目

専攻名 専 門 科 目 口 述 試 験

日本文学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
日本文学あるいは日本語に関する小論文 日本文学・日本語学・漢文学・日本語

教育学に関すること及び研究計画書等
について

英米文化 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
志望理由書、研究計画書等及び英語学・
英米文学・英米文化に関する質疑応答

芸 術 学 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
芸術に関する小論文 志望理由書及び研究計画書等について

複合文化 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通 【第Ⅰ期】【第Ⅱ期】共通
専攻したい分野に関する小論文 志望理由書及び研究計画書等について

※ 日本文学専攻の志願者のうち、学校教育法で定められた学校で国語を教えた経験を有する
者は、専門科目試験を免除する。

イ 試験日時

専攻名 【第Ⅰ期】2022年9月26日(月) 【第Ⅱ期】2023年1月24日(火)

日本文学 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

英米文化 口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

芸 術 学 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（15：00～） 口述試験（15：00～）

複合文化 小論文 （10：00～12：00） 小論文 （10：00～12：00）
口述試験（13：00～） 口述試験（13：00～）

②国際コミュニケーション研究科
入学者の選抜は、面接試験及び志望理由書等を総合して判定します。
ア 試験科目

面接試験（志望理由書等について）

イ 試験日時
【第Ⅰ期】 2022年 9月26日(月) 10:00～
【第Ⅱ期】 2023年 1月24日(火) 10:00～
※ 面接試験の受付時間は別途通知します。

(2) 試験場
群馬県立女子大学（群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１）

(3) 受験上の注意事項
・試験当日は、受験票を必ず持参してください。なお、受験票を持参しない場合には、受験を許可しな
いことがあります。

・専門科目試験において試験開始から30分を超える遅刻をした者、口述試験及び面接試験の受付時間内
に受付をしなかった者については、受験を認めません。なお、遅刻等の理由が試験当日の公共交通機
関の事故又は災害による場合は、試験時間の繰り下げ等の特別措置を行うことがありますので、速や
かに本学事務局までご連絡ください。

・試験当日の疾病・負傷によって受験できなかったことによる特別措置は行いません。また、試験時間
中の発病等によって一時休養した者についても、試験時間の延長は認めません。
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７ 合格発表
【第Ⅰ期】2022年10月 6日(木) 午前10時 【第Ⅱ期】2023年 2月2日(木) 午前10時
（注）本学に掲示するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。なお、本学ウェブページ上

にも受験番号を掲載（午前11時頃を予定）しますが、正式には本学内掲示もしくは合格通知書
によりご確認ください。また、電話等による合否の照会には一切応じません。

８ 入学手続
(1) 入学手続期間

【第Ⅰ期】2022年10月7日(金)から10月17日(月)
【第Ⅱ期】2023年 2月3日(金)から 2月10日(金)

(2) 合格者には合格通知書とともに、入学手続に必要な書類を郵送します。

(3) 所定の期日までに入学手続をとらない場合は、入学辞退者として扱います。

９ 入学料・授業料等
(1) 入学料

2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事
務局教務係まで照会してください。

種別 県内者及び本学の卒業生 県外者 備 考

金額 141,000円 282,000円 入学手続時に納入

（注） 県内者とは、下記の時点で本人、配偶者又は一親等の親族（父母又は子）のいずれかが引き
続き１年以上群馬県内に住所を有している者とします。

【第Ⅰ期】2022年10月 1日現在 【第Ⅱ期】2023年 2月 1日現在
※ 入学手続においては、入学料のほか、所定の保険料等の納入が必要となります。

(2) 授業料
2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事

務局教務係まで照会してください。
授業料 535,800円（年額） ２期分納（前期分267,900円、後期分267,900円）

なお、在学中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。
※ 納入時期は、前期分は4月(入学初年度のみ6月予定)、後期分は10月の予定です。

10 その他
(1) 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

(2) 一度受理した出願書類及び入学試験料は、返還しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は入
学試験料を返還しますので、本学教務係までお問い合わせください。
・出願書類に不備等があり、受理されなかった場合
・重複して振り込むなど、所定の金額より多く振り込んだ場合
・入学試験料を振込後、本学に出願しなかった場合

(3) 受験票は郵送しますが、下記の期日までに到達しない場合は、必ず本学事務局教務係まで連絡してく
ださい。
【第Ⅰ期】2022年 9月20日(火) 【第Ⅱ期】2023年 1月19日(木)

(4) 過去の試験問題の閲覧・複写ができます。詳しくは本学事務局教務係にお問い合わせください。

11 学生募集に関する問い合わせ先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
電話 0270-65-8511

なお、さらに本学についての情報を得たい方は、ウェブページをご覧ください。

https://www.gpwu.ac.jp/
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2023年度群馬県立女子大学大学院国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科（修士課程）
企 業 推 薦 （ 県 内 ） 特 別 選 抜 募 集 要 項

１ 募集人員

研 究 科 名 専 攻 名 募 集 人 員
（第Ⅰ期、第Ⅱ期合計）

国際コミュニケーション研究科 国際コミュニケーション専攻 若干名（男女）

２ 趣旨
昨今、世界がグローバル化するとともに金融や経営環境も大きく変動する時代を迎えています。国際コ

ミュニケーション研究科では、企業や国際ビジネスの最前線で活躍する企業人に対し、再学習の機会を提
供します。また、ビジネスで用いるのに十分なコミュニケーション能力及び異文化理解能力の向上に加え、
国際社会を見る眼を養成することなどを意図しています。

３ 出願資格
次の各号のいずれかに該当し、かつ、入学時までに県内企業において2年以上の職業経験を有し、勤務

先所属長から推薦を得た者。
(1) 大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者
(2) 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2023年3月までに授与される見
込みの者（大学改革支援・学位授与機構から学位を授与された者又は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
(4) 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修することにより当該国の16年の課程を修了した者
(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、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(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

(7) 文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号）
(8) 専修学校の専門課程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
又は2023年3月までに修了見込みの者

(9) 2023年3月までに、大学に３年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって
修得したものと認めた者

(10) 2023年3月までに、外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定
の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(11) 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認め
た者（短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者や外国大学日本分校その他の教育施設
等の修了者など）

(注) 出願資格(9)、(10)又は(11)により出願しようとする場合は、本学大学院において出願資格の認定を
行いますが、下記の期日が資格審査申請締切日となっていますので、本学事務局教務係に早めに申し
出てください。
【第Ⅰ期】 7月29日(金) 【第Ⅱ期】12月 2日(金)

４ 出願期間
【第Ⅰ期】2022年 9月 2日(金)から 9月 8日(木) （必着）
【第Ⅱ期】2023年 1月 6日(金)から 1月13日(金) （必着）

５ 出願手続
(1) 入学試験料 30,000円

所定の振込用紙にて振り込んでください。

(2) 出願方法
出願は、次頁の(3)の出願書類等を整え、持参又は郵送より行ってください。
郵送で出願する場合は、書留速達郵便で送付してください。
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(3) 出願書類等

書類等の名称 備 考

①入学願書 本学大学院所定の用紙

②受験票・写真票等 本学大学院所定の用紙
（写真は出願前３か月以内に撮影したもので、無帽上半身、正面向き。
裏面に氏名を記入すること。）
（入学試験料（30,000円）に係る振込用紙の一番右側の「払込受付証
明書（大学提出用）」を、所定の欄に貼付すること。）

③推薦書 国際コミュニケーション研究科所定の用紙により、勤務先所属長が作
成したもの

④成績証明書 出身大学で発行したもの
ただし、外国の大学を卒業した者は出身大学で英語により発行したも
のを提出すること。

⑤卒業(見込)証明書等 出願資格にかかわるもの
（出身大学等の卒業(見込)又は修了(見込)証明書）
注1：大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者に

ついては学位授与証明書、授与される見込みの者は学位授与申
請受理証明書（ともに大学改革支援・学位授与機構で発行した
もの）を提出すること。

注2：出願資格(6)による出願者は、学位授与証明書や学位記など、授
与された学位を証明する書類を提出すること。

⑥志望理由書 国際コミュニケーション研究科所定の用紙（職歴又はその他の社会的
経験を踏まえて記述すること。）

⑦受験票等送付用封筒 本学大学院所定の封筒に、住所及び氏名を明記し、定形郵便物(25g以
内)の速達料を含めた最低料金（344円分）の切手を貼付してください。

⑧宛名票 本学大学院所定の用紙

⑨TOEIC (IPを含む)又は 出願１年以内に発行されたスコアシートの原本またはコピー(任意)
TOEFL(TOEFL-PBT, TOEFL （提出いただいたスコアシートは返却いたしません。）
-iBT)のスコアシート

(4) 出願書類等の提出先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係

６ 選抜方法
(1) 試験科目等

国際コミュニケーション研究科
入学者の選抜は、面接試験及び志望理由書等を総合して判定します。
ア 試験科目

面接試験（志望理由書等について）
イ 試験日時

【第Ⅰ期】 2022年 9月26日(月) 10:00～
【第Ⅱ期】 2023年 1月24日(火) 10:00～
※ 面接試験の受付時間は別途通知します。

(2) 試験場
群馬県立女子大学（群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１）
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(3) 受験上の注意事項
・試験当日は、受験票を必ず持参してください。なお、受験票を持参しない場合には、受験を許可しな
いことがあります。

・面接試験の受付時間内に受付をしなかった者については、受験を認めません。なお、遅刻等の理由が
試験当日の公共交通機関の事故又は災害による場合は、試験時間の繰り下げ等の特別措置を行うこと
がありますので、速やかに本学事務局までご連絡ください。

・試験当日の疾病・負傷によって受験できなかったことによる特別措置は行いません。また、試験時間
中の発病等によって一時休養した者についても、試験時間の延長は認めません。

７ 合格発表
【第Ⅰ期】2022年10月 6日(木) 午前10時 【第Ⅱ期】2023年 2月 2日(木) 午前10時
（注）本学に掲示するとともに、合格者には合格通知書を郵送します。なお、本学ウェブページ上

にも受験番号を掲載（午前11時頃を予定）しますが、正式には本学内掲示もしくは合格通知書
によりご確認ください。また、電話等による合否の照会には一切応じません。

８ 入学手続
(1) 入学手続期間

【第Ⅰ期】2022年10月7日(金)から10月17日(月)
【第Ⅱ期】2023年 2月3日(金)から 2月10日(金)

(2) 合格者には合格通知書とともに、入学手続に必要な書類を郵送します。

(3) 所定の期日までに入学手続をとらない場合は、入学辞退者として扱います。

９ 入学料・授業料等
(1) 入学料

2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本
学事務局教務係まで照会してください。

種別 県内者及び本学の卒業生 県外者 備 考

金額 141,000円 282,000円 入学手続時に納入

（注）県内者とは、下記の時点で本人、配偶者又は一親等の親族（父母又は子）のいずれかが引き
続き１年以上群馬県内に住所を有している者とします。

【第Ⅰ期】2022年10月 1日現在 【第Ⅱ期】2023年 2月 1日現在
※ 入学手続においては、入学料のほか、所定の保険料等の納入が必要となります。

(2) 授業料
2022年度の額は次のとおりですが、2023年度分については変更されることもありますので、本学事

務局教務係まで照会してください。
授業料 535,800円（年額） ２期分納（前期分267,900円、後期分267,900円）

なお、在学中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。
※ 納入時期は、前期分は4月(入学初年度のみ6月予定)、後期分は10月の予定です。

10 その他
(1) 出願書類に不備がある場合は、受理しません。

(2) 一度受理した出願書類及び入学試験料は、返還しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は入
学試験料を返還しますので、本学教務係までお問い合わせください。
・出願書類に不備等があり、受理されなかった場合
・重複して振り込むなど、所定の金額より多く振り込んだ場合
・入学試験料を振込後、本学に出願しなかった場合

(3) 受験票は郵送しますが、下記の期日までに到達しない場合は、必ず本学事務局教務係まで連絡してく
ださい。
【第Ⅰ期】2022年 9月20日(火) 【第Ⅱ期】2023年 1月19日(木)

11 学生募集に関する問い合わせ先
〒370-1193 群馬県佐波郡玉村町上之手1395-１

群馬県立女子大学 事務局 教務係
電話 0270-65-8511

なお、さらに本学についての情報を得たい方は、ウェブページをご覧ください。

https://www.gpwu.ac.jp/


