沖縄キリスト教学院大学大学院
2022 年度学生募集要項
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新型コロナウイルス感染症への対応について
新型コロナウイルス感染症の影響により、入試日程や選抜方法が変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
万が一、変更があった場合はホームページ等でお知らせしますので定期的にご確認ください。
受験生の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

異文化コミュニケーション学研究科

三つのポリシー

修了認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

１．キリストの教えに基づいた平和と共生の道を歩むことができること。
２．地域社会と国際社会の発展に学術研究を通して貢献できること。
３．高度な研究力と教育力とで沖縄の英語教育を牽引するリーダーとなり、
その発展に寄与できること。
４．異文化コミュニケーションの高度な理論と実践力を身につけ、多文化共生の現場で
活躍できること。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

１．本大学院の教育研究理念ならびに建学の精神を基礎とした教育を行う。
２．調査方法など修士論文執筆に必要な学術研究の基礎を早い段階から指導し、
問題意識や研究課題がより大きな社会的成果となる教育を行う。
３．グローバルな視点で英語教育を捉え、最先端の理論が習得できる教育を行う。
また沖縄が抱える英語教育の課題と向き合い、具体的な改善策を提案できる能力を
育む教育を行う。
４．修士論文のテーマや修了後の進路に関連した科目を自由に選択させることで研究の
応用力と実践力を育む。また選択科目を通して多様な現場でのコミュニケーション
能力を身につける。

入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）
１．キリストの教えに基づいた平和と共生の道を模索できること。
２．沖縄、日本、アジアのみならず、世界全体を視野に入れ事象を研究できること。
３．異文化コミュニケーションに興味を持ち、学位論文を執筆するための能力と展望を
備えていること。
４．英語教育の課題に問題意識を持ち、その解決に取り組めること。
５．学術研究を通して社会に貢献する意欲のあること。
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学生募集要項
沖縄キリスト教学院大学大学院
異文化コミュニケーション学研究科

異文化コミュニケーション学専攻［修士課程］

研究領域：異文化交流 英語教育
修了要件
大学院に 2 年以上在学し、研究科所定の科目を 30 単位以上修得し、かつ必要な研究指導を
受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。

１．入学者選抜スケジュール

一般選抜

社会人選抜

第Ⅰ期

第Ⅱ期

募集人員

第Ⅲ期

5
2021 年

2022 年

2022 年

検定料納入

9 月 24 日（金）

1 月 4 日（火）

2 月 10 日（木）

出願期間

～10 月 6 日（水）

～1 月 11 日（火）

～2 月 18 日（金）

最終日必着

最終日必着

最終日必着

試験日

合格発表

2021 年

10 月 30 日（土）
2021 年

11 月 5 日（金）
2021 年

2022 年

1 月 22 日（土）
2022 年

1 月 28 日（金）
2022 年

2022 年

2 月 26 日（土）
2022 年

3 月 4 日（金）
202２年

学費納入及び

11 月 8 日（月）

1 月 3１日（月）

3 月 7 日（月）

入学手続期間

～11 月 15 日（月）

～2 月 4 日（金）

～ 3 月 11 日（金）

最終日消印有効

最終日消印有効

最終日消印有効

※合格者が入学定員に達し次第、募集を締め切ります。

※教員採用試験を受験される方は、第Ⅰ期での出願をお勧めします。
大学院進学予定者および大学院 1 年次在籍者は、教員採用試験に合格した場合修了まで教員候補者
名簿への登録を延期することができます。ただし、年限 2 年以内。
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２．出願資格
次のいずれかに該当する者
１）学校教育法第８３条に定める大学を卒業した者。 （見込みを含む）
２）学校教育法第１０４条第１項の規定により、学士の学位を授与された者。
（見込みを含む）
３）学校教育法施行規則第１５５条第１項第１号から第８号に定める大学卒業者と
同等以上と認められる者。
４）その他研究科委員会が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
英検準 1 級、TOEIC680 点、または TOEFLPBT530 点（iBT72 点、CBT200 点）
の英語力を有することが望ましい。

【事前面談について】
疾病・身体に障がいがあり、受験および就学上特別な配慮を必要とする方は、
願書提出の前に必ず入試課へお問い合わせください。

３．出願書類
１）入学願書及び受験票（所定用紙）
２）受験票送付用封筒（住所・氏名明記、切手貼付）
３）成績証明書（厳封）
４）卒業（見込）証明書
５）各種証明書のコピー
６）研究計画書(志望理由を含め研究テーマについて記入すること）（所定用紙）
※外国籍を有する者は、外国人登録証（または在留資格証明書）
、パスポートの写しを
提出してください。
※出願希望者は、研究計画書について事前に論文指導を希望する教員にご相談ください。
〔異文化交流領域〕 近藤 功行
新垣 誠
仲里 和花

098-946-3790 noriyuki@ocjc.ac.jp
098-946-1578 makoto@ocjc.ac.jp
098-946-1327 kazuka@ocjc.ac.jp

〔英語教育領域〕

Daniel Broudy

098-946-1276 dbroudy@ocjc.ac.jp

大城 直人

098-946-2078 naoto@ocjc.ac.jp

４．入学検定料
３０,０００円 （検定料納付書にてお振込みください。
）
※入学願書にも取扱銀行収納印を押す箇所がありますので、入学検定料納入の際には
入学願書も一緒にお持ちください。

出願上の注意
（１）出願後の研究領域の変更は一切認められません。
（２）出願書類に不備がある場合は、受け付けないことがあります。
（３）一旦受理した出願書類と検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。

3

５．選抜方法
１）一般選抜
研究計画書
筆記試験

日本語、英語どちらでも可
研究計画書に関する設問 1 題（日本語または英語で回答）
研究計画書に基づいて、複数の教員により日本語および英語

口述試験

で面接を行う。自己のこれまでの研究内容、将来の研究計画に
ついてまとめておいてください。

研究計画書、筆記試験、口述試験、大学等の成績などを総合して評価します。
２）社会人選抜
出願条件：出願資格のいずれかに該当する者で、出願時通算 1 年以上の勤務経験
を有する者。
研究計画書

日本語、英語どちらでも可
研究計画書に基づいて、複数の教員により日本語および英語

口述試験

で面接を行う。自己のこれまでの研究内容、将来の研究計画に
ついてまとめておいてください。

研究計画書、口述試験、大学等の成績などを総合して評価します。

英語力を有する者への配慮について
英検準 1 級、TOEIC 680 点、または TOEFL PBT 530 点（iBT 72 点、CBT 200 点）の
英語力を有するものは、英語による面接部分を免除します。
※資格・成績を証明する文書等のコピーを添付してください。

６．受験生心得
1）試験当日は、試験開始 15 分前までに指定された場所にお越しください。
２）試験開始時刻に遅刻した者は、係員の指示に従ってください。

３）面接は、係員の指示に従ってください。
４）アラーム機能・計算機能・辞書機能等を備えた時計の使用は認めません。
５）試験会場内では、携帯電話等の電源を必ず切ってください。
６）試験が終了するまでは、試験会場外に出ることはできません。
７）昼食が必要な場合は、各自でご用意ください。

７．合格発表
１）受験番号のみをホームページ上に掲載いたします。
（学内掲示はいたしません。）
２）合格者には、
「合格通知」および「入学手続書類」を郵送いたします。
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８．入学手続
１）入学手続方法は、合格者宛に通知する「入学者手続要項」に従ってください。
２）入学手続は、期間内に「学費その他納入金」を納入し、併せて「入学手続き書類」を
提出することによって完了します。

９．入学金および授業料等
前期（入学時納入金）
入学金

※1

授業料
教育充実資金

後期（9 月納入）

１２０,０００円

―

計
１２０,０００円

１８５,０００円

１８５,０００円

３７０,０００円

５０,０００円

５０,０００円

１００,０００円

後援会費

※２

１０,０００円

―

１０,０００円

同窓会費

※３

１０,０００円

―

１０,０００円

学生保険料

※４

２,４３０円

―

２,４３０円

合計

３７７,４３０円

２３５,０００円

６１２,４３０円

※１

本学卒業生は入学金が半額となります。

※２

後援会規約第４条により、在学生の保護者又は保証人及び同窓生の皆様方は普通会員加入
となっております。

※３

同窓会会則第５条により終身会員として卒業生全員加入となっております。
本学卒業生は同窓会費が免除となります。

※４

公益財団法人日本国際教育支援協会『学生教育研究災害傷害保険』（通学中等傷害危険担
保特約付帯）に、在学生は全員加入となっております。

1０．入学辞退・学費返還について
入学手続完了後、2022 年３月３１日以前に入学辞退の意思表示をした場合は、本学所定の
学費返還手続きにより、納入金額から入学金を除いた額を返還します。
受付期間： 2022 年３月 31 日（木）17：00 まで
手続場所： 本学財務課
返還方法： 銀行口座振込
【お問い合わせ先】財務課 TEL：098-946-1239
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※印鑑をご持参ください。

