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　日本と世界のさまざまな事柄に対する広い関心や強い好奇心は，基礎学力を身に付けるための動機と
なるものです。自ら疑問点や問題点を見つけ，それらを解決し，他の人に説得的に説明しようとする態
度を身に付けておくことが必要です。また，日本語と外国語は，文法や語彙の勉強だけでなく， 実際に
使われていることばの観察によって言語感覚を磨くことが大切です。
　なお，文学部では専門性を深めていくために，入学後は専門性に対応した４つのコースのうちのいず
れかに所属して学修していきます。それぞれのコースで学ぶに当たっては，特に以下のような能力や姿
勢を身につけておくことが望まれます。
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令和5年度（2023年度）

令和5年

令和5年

令和5年

令和5年

令和5

令和5年

令和5年

令和４年１０月３日 （月） から令和４年１０月５日 （水）

人社系学務課学部学務室 （文学部担当） 窓口に持参してく ださい。

千葉大学人社系学務課学部学務室

令和5年
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令和元年度以前に卒業した者は, 旧様式で作成した調査書でも差し支えありません。

収納

令和5年度（2023年度）
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令和5年

令和5年

令和5年

令和5

令和5年

令和5年

令和４年１０月３日 （月） から令和４年１０月５日 （水）

人社系学務課学部学務室 （文学部担当） 窓口に持参してく ださい。

千葉大学人社系学務課学部学務室

令和5年
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674円分

下記により，必ず出願前に，検定料を払い込んでください。

（1）検定料払込期間：

　　令和4年9月13日（火）から10月5日（水）まで

（2）払込方法：

　　「E-支払いサービス」を利用し，コンビニエンスストア，ペイジー，ネットバン

　キング，クレジットカードのいずれかにより払い込んでください。

※払込手順等は，別紙「千葉大学　検定料払込方法」やE-支払いサービス

　　Webサイトの「利用ガイド」を参照してください。ご不明な点は，同サイトの「よ

　　くある質問」を確認の上，E-支払いサービスサポートセンターに問い合わせ

　　てください。

※事務手数料は各自で負担してください。

（3）払込後の手続：

　　収納証明書を志願票に貼付し提出してください。収納証明書の取得は以

　下のとおりです。

　・ コンビニエンスストア決済の場合→店舗で受け取ってください。

　・ ペイジー，ネットバンキング，クレジットカード決済の場合

　　→E-支払いサービスWebサイトの「申込内容照会」から印刷してください。

■ E-支払いサービス（https://e-shiharai.net/）

　インターネット上から，コンビニエンスストア，ペイジー，

ネットバンキング，クレジットカードから希望の払込方法を

選択の上，検定料の払込等ができるサービスです。

※当サイトへの事前申込が必要です。

※利用できる払込方法は大学により異なります。

（注）

いったん納入した検定料は，原則として返還しません。

ただし，検定料を誤って振り込み，出願しなかった者が所定の返還手続を行っ

た場合は，検定料の全額を返還します。返還手続の詳細については，人社系

学務課学部学務室（文学部担当）に確認してください。なお，いずれの場合も

令和５年３月３１日までに所定の手続きを行ってください。
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令和４年

令和5年度大学入学共通テス トで指定する教科 ・ 科目の成績 （素点） の総得点が

概ね７０%に達した者を最終合格者と して決定します。

１１月１２日 （土）

令和４年

１１月１２日 （土）
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・指定教科・科目を受験するパターンは①②のいずれでも構いません。

・「簿記・会計」又は「情報関係基礎」を選択できる者は，高等学校の工業，商業等，職業に関す

る専門学科の卒業（見込）者に限ります。

・（注）理科②において，指定する科目数が1科目のところを2科目受験する場合，第1解答科目

（その教科の試験時間中の前半で解答する科目）で指定する科目を受験してください。（第1解

答科目の成績を合否判定に利用します。）

・複数の受験パターンを満たしている場合には，最も高得点となるパターンで判定を行います。
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令和４年
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　※大学入学共通テストの日程変更のため最終合格者発表日に変更が生じた場合は、千葉大学ホー
ムページでお知らせをします。

令和4年9月9日（金）必着

令和5年大学入学共通テス ト成績請求票（国公立総合型選抜用）」を人社系学務

令和4年12月９日 （金） 14時　 ～　 12月12日 （月） 17時

令和4年12月９日 （金） 15時　 ～　 12月12日 （月） 17時

令和5年２月９日 （木） 　14時　 ～　 ２月14日 （火） 　17時

令和5年2月又は3月

令和5年２月９日 （木） 　15時　 ～　 ２月14日 （火） 　17時

人社系学務課学部学務室 （文学部担当） に請求して く ださい。 ）

発送 （直接交付はしません。） しますので確実に受け取れるようにしてください。 不合格者への通知は

に同日付で「合格内定通知書」等の関係書類を宛名シールに記載された宛先にレターパックプラスで

レターパックプラスで発送（直接交付はしません。）しますので確実に受け取れるようにしてください。

は行いません。

千葉大学人社系学務課学部学務室 （文学部担当）

課学部学務室 （文学部担当） へ送付していただき ます。

定者
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　合格者には令和５年２月上旬頃，入学手続に必要な書類を送付しますので，次の期間に所定の手続

きを行ってください。入学手続を行わないと入学を辞退したものと見なしますので，十分注意してく

ださい。

（1）入学手続日時・場所

　　 日　時：令和５年２月15日（水）

　　 場　所：千葉大学文学部

（2）入学手続の際に納入する経費

　　① 入学料　　　　　　　　　　　282,000円

　　② 学生教育研究災害傷害保険料　　4,660円

　　　 （学研災付帯賠償責任保険含む）

（注）１．入学料の納入については，入学手続時に納入願います。

　　　２．授業料の納入については，入学年度の前期授業料は５月（２年目以降は４月となります。）

　　　　　に，後期授業料は10月に，それぞれ口座振替により納入願います。口座振替手続等の詳細

　　　　　は，合格通知書に同封の関係書類により（又は入学手続の際に）改めてお知らせします。

　　　　　なお，前期分・後期分授業料は，それぞれ321,480円（年額642,960円）です。

　　　３．入学料及び授業料の改定が行われた場合には，改定時から新入学料及び新授業料が適用され

　　　　　ます。

　　　４．納入した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。

　　　５．入学料及び授業料が免除される制度があります。詳細は，千葉大学ホームページ

　　　　　（https://www.chiba-u.jp/campus-life/payment/exemption.html）をご覧いただくか，

　　　　　学務部学生支援課 生活支援係（電話043-290-2178）へ問い合わせてください。

　　　６．学生教育研究災害傷害保険・学研災付帯賠償責任保険料は，令和５年３月31日（金）までに

　　　　　郵便局又はゆうちょ銀行で払い込んでください。

　　　　　 ※当該保険について

　　　　　 　　正課中，学校行事中，課外活動中，通学中における傷害事故に対して補償するもので

　　　　　 　す。又，他人にケガをさせたり，他人の財物を損壊したりした場合の補償も含まれます。

　　　　　 　なお，保険料の改定が行われた場合には，改定時から新保険料が適用されます。詳細は，

　　　　　 　学務部学生支援課 課外活動支援係（電話043-290-2162）へ問い合わせてください。

　　　７．入学手続完了者が３月31日（金）17時までに入学を辞退した場合には，申し出により既に納

　　　　　入済の学生教育研究災害傷害保険料を返還します。

７　 入学手続

　※大学入学共通テストの日程変更のため最終合格者発表日に変更が生じた場合は、千葉大学ホー
ムページでお知らせをします。

令和4年9月9日（金）必着

令和5年大学入学共通テス ト成績請求票（国公立総合型選抜用）」を人社系学務
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令和5年2月又は3月

令和5年２月９日 （木） 　15時　 ～　 ２月14日 （火） 　17時

人社系学務課学部学務室 （文学部担当） に請求して く ださい。 ）

発送 （直接交付はしません。） しますので確実に受け取れるようにしてください。 不合格者への通知は

に同日付で「合格内定通知書」等の関係書類を宛名シールに記載された宛先にレターパックプラスで

レターパックプラスで発送（直接交付はしません。）しますので確実に受け取れるようにしてください。
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千葉大学人社系学務課学部学務室 （文学部担当）

課学部学務室 （文学部担当） へ送付していただき ます。

定者
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８　受験に関する注意

（1）受験時に関する注意事項は，受験票送付時に同封するとともに，令和4年11月11日(金)9時に文学部

　　掲示板に掲示しますので試験当日の集合時間までに必ず確認してください。 

（2）試験当日，受験票は必ず持参してください。

（3）宿泊施設は各自で手配してください。

（4）車，自転車での来校はできません。

（5）試験当日には，最寄りの駅から試験場周辺にかけて合否電報等の勧誘や物品の販売等をしているこ

　　 とがありますが，これらの行為は千葉大学とは何ら関係がありません。不当な料金を請求される等

　　 のトラブルにまきこまれないよう注意してください。そのような事故が生じても，千葉大学は一切

　　 責任を負いません。

（6）その他の受験に関する照会は以下のとおりです。

千葉大学人社系学務課学部学務室（文学部担当） 電話 043-290-3631

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33

電話での間合せは，9時から17時までです。ただし，土・日曜日，祝日は除きます。 
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日本・ユーラシア文化コース コース案内 

日本・ユーラシア文化コースは，日本の言語・文学・思想・民俗・芸能などの諸文化を多面的な視野

から深く掘り下げて考察していくとともに，ユーラシア諸地域の，特に日本に近接する地域に居住する

諸民族の言語文化を考えることによって，世界における日本文化を相対的により深く研究し，把握する

ことを基本理念としています。 

本コースは，日本言語文化論，ユーラシア言語文化論の2 つの専修によって構成されていますが，学 

生は，いずれか1 つの専修に所属するのではなく，すべての分野の授業を横断的に履修することによっ 

て複眼的な視野を養い，日本およびユーラシア諸地域の文化を総体として把握する方法を学びます。 

　卒業論文は必修で，それぞれの学生がもっとも興味を持っている分野について，徹底的に調査し，考え 

ぬいて論文を作成します。そうした学生の研究をバックアップするために，3年次後期には日本・ユー 

ラシア文化論研究演習，4年次には卒業論文特別演習が設置されているほか，おもに2, 3年次の学生を対

象とした，さまざまな演習科目を受講することで，自ら調べ考えるという訓練を行っています。受け身で

勉強しようという学生には向かないコースだといえるかもしれません。もちろん，講義科目も充実してお

り，それぞれの教員の専門分野の講義を受けることで，最先端の知識を得ることもできます。

また，日本・ユーラシア文化コースの専門科目だけではなく，他コース（行動科学・歴史学・国際言 

語文化学）の講義や演習を履修することも奨励しています。学生に視野を広げてほしいと考えているか 

らです。 
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自己推薦書作成の注意事項 

1.自己推薦書①、同別紙１、自己推薦書②ともにパソコンやワープロを使用して作成し、印刷のこと。

書式は 1 行３０字、フォントサイズ 10.5 ポイント、余白を上下３センチ、左右２センチ前後取ること。

字数は問いません。1 枚で足りない時は、コピーして使用可。最下部に、何枚目／総枚数を記載する

こと。

例：１／３（全部で３枚あるうちの１枚目）

2.上記諸活動の内容を示す/証明する資料があれば、該当する推薦書に添付してください。

3.添付資料はコピーで構いません。（添付資料は返却しません）

4.添付資料は可能な限りＡ４判の紙媒体に統一してください。資料をＡ４の用紙に貼付しても構いませ

ん。

5.静止画、動画での提供を希望する場合は、ＣＤ/ＤＶＤ/ＵＳＢメモリー等の記録媒体を添付すること

は差し支えありません。記録媒体には必ず、氏名、フリガナを記入してください。

6.添付資料は該当する推薦書にクリップ留め又は透明ファイルフォルダー等に入れてまとめてください。

ホッチキス、テープや糊で綴じることは避けてください。

7.※印の受験番号欄は受付後に記載するので出願者は記載する必要はありません。 
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