
選抜主旨 募集⼈員 ⽇程 試験会場 出願資格 出願書類 選抜⽅法 選抜試験時間割 ⼊学検定料・納付⾦

選抜主旨

国⺠のスポーツに対する多様なニーズに対応できる、体育学に関する⾼度な知識や実践⼒を備えた⼈材を養成するために、体育学分野
の最新の研究法を学び、スポーツの指導に努めたいとする意欲ある⼈物を選抜する。

募集⼈員

⽇程
＜第１期＞ 推薦・社会⼈

＜第２期＞ 推薦・⼀般・社会⼈

＜第３期＞ 推薦・⼀般・社会⼈

試験会場

本学会場

体育学研究科 体育学専攻
⼊試情報サイトトップ ＞ 天理⼤学の学び ＞ ⼤学院 ＞ 体育学研究科 体育学専攻

研究科・専攻・課程 推薦⼊試・⼀般選抜
（社会⼈特別選抜若⼲名を含む）

体育学研究科 体育学専攻 修⼠課程 12名
（第1期・第2期・第3期をあわせて）

出願期間 郵送出願 2020年9⽉4⽇(⾦) 〜 9⽉11⽇(⾦)［必着］

試験⽇ 2020年9⽉19⽇(⼟) 

合格発表 2020年9⽉24⽇(⽊)

⼊学⼿続 第１次 2020年10⽉30⽇(⾦)［⼊学⾦］
第２次 2021年1⽉27⽇(⽔)［春学期分納付⾦と⼊学⼿続書類］［消印有効］

出願期間 郵送出願 2020年10⽉27⽇(⽕)〜11⽉6⽇(⾦)［必着］

試験⽇ 2020年11⽉20⽇(⾦) 

合格発表 2020年12⽉1⽇(⽕)

⼊学⼿続 第１次 2020年12⽉16⽇(⽔)［⼊学⾦］
第２次 2021年1⽉27⽇(⽔)［春学期分納付⾦と⼊学⼿続書類］［消印有効］

出願期間 郵送出願 2021年1⽉7⽇(⽊) 〜 1⽉25⽇(⽉)［必着］

試験⽇ 2021年2⽉9⽇(⽕)

合格発表 2021年2⽉18⽇(⽊)

⼊学⼿続 第１次 2021年2⽉25⽇(⽊)［⼊学⾦］
第２次 2021年3⽉15⽇(⽉)［春学期分納付⾦と⼊学⼿続書類］［消印有効］



出願資格

つぎの各号の⼀に該当する者。

なお、上記（５）により出願を希望する者は、個別の⼊学資格審査の申請を⾏うものとする。→詳しくはこちら
ただし、社会⼈特別選抜においては、上記（１）および（２）に該当する者で、社会⼈としての経験を有する者。
また、推薦⼊試においては、上記（１）から（５）に加えて、以下のいずれかに該当する者。

〔⼤学院研究指導担当教員〕《変更の可能性あり》

※問い合わせ：研究科⻑ 中⾕敏昭（toshiaki@sta.tenri-u.ac.jp）

出願書類

※⻑期履修学⽣制度とは、働きながらの学習を⽀援する制度で、2年の学費で3年間の履修ができます。出願時に本申請書で認定申請を⾏い、認定された場
合に適応されます。希望する場合は所属⻑の承諾書等も必要としますので、必ず⼊学課へ申し出てください。

学校教育法第８３条に定める⼤学を卒業した者および2021年3⽉までに卒業⾒込みの者（1）
学校教育法第１０４条第４項の規定により、⼤学評価・学位授与機構から学⼠の学位を授与された者および2021年3⽉までに授与
される⾒込みの者

（2）

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（3）
⽂部科学⼤⾂の指定した者（4）
⼤学を卒業した者と同等以上の学⼒があると本⼤学院が認めた者（5）

学内型
つぎの要件のうち、２つ以上を満たし、本⼤学専任教員の推薦を受け、かつ出願までに〔⼤学院研究指導担当教員〕の⾯談を受け
た者。（対象は全学部の４年⽣）

 1）

４年⽣春学期終了時点で、累積ＧＰＡが２．８以上の者1

⼤学院において、専修免許を取得し、将来、教職に就く意志のある者2

上記以外で、学業および課外活動において秀でた能⼒を有し、かつ⼊学後は学修に熱⼼に取り組む意欲があると認められる者3

スポーツ競技型
つぎのいずれかの要件を満たし、かつ出願までに〔⼤学院研究指導担当教員〕の⾯談を受けた者。

 2）

スポーツの競技成績が優秀で、⼤学院⼊学後も学修に努めながらスポーツ競技を継続する意志がある者（⾃⼰推薦・学内外）1

スポーツの競技指導者として、顕著な指導実績を有し、⼤学院⼊学後にスポーツ教育やスポーツ科学の学修に努め、修了後は
科学的根拠に基づいた指導を⽬指す者（⾃⼰推薦・学内外）

2

学校法⼈天理⼤学および学校法⼈天理よろづ相談所学園が所管する教育機関等で体育・スポーツや運動の指導や研究に携わ
り、⼤学院⼊学後にスポーツ教育やスポーツ科学の学修に努め、修了後は科学的根拠に基づいた指導を⽬指す者で、所属⻑の
承諾を受けた者。（⾃⼰推薦）
※ 「競技成績が優秀」とは、⾼校までの競技成績を除き、団体・個⼈種⽬にかかわらずレギュラー・メンバーとして、地区⼤

会（関⻄選⼿権や東⽇本インカレなどの⼤会に相当）でベスト４以上、全国⼤会（全⽇本⼤学選⼿権などの⼤会に相当）で
ベスト８以上の競技成績を⽰す。

※ 「顕著な指導実績」とは、学校教育における部活動や各年代の競技種⽬で、地区⼤会あるいは全国⼤会での競技成績を有す
る選⼿の指導実績を⽰す。

3

分 野 ⽒ 名 体育学特別研究に結びつく特論 備 考

スポーツ教育分野 細川伸⼆ 武道指導特論 shinji@sta.tenri-u.ac.jp

歌川好夫 体育科指導特論 utagawa@sta.tenri-u.ac.jp

⽥⾥千代 スポーツ⽐較⽂化特論 ctasato@sta.tenri-u.ac.jp

塚本順⼦ ⾝体表現学特論 junko-t@sta.tenri-u.ac.jp

⽩⽯ 晃 体育科教育特論 wa-akira@sta.tenri-u.ac.jp

軽⽶克尊 武道学特論 karukome@sta.tenri-u.ac.jp

稲葉慎太郎 スポーツマネジメント特論 sinaba@sta.tenri-u.ac.jp

スポーツ科学分野 ⾼橋裕⼦ 学校保健学特論 ykotakah@sta.tenri-u.ac.jp

中⾕敏昭 体⼒科学特論 toshiaki@sta.tenri-u.ac.jp

神⾕宣広 スポーツ医学特論 nkamiya1@sta.tenri-u.ac.jp

寺⽥和史 トレーニング科学特論 terada@sta.tenri-u.ac.jp

岩⼭海渡 スポーツ栄養学特論 k-iwayama@sta.tenri-u.ac.jp

⼊学志願書・写真票（本⼤学院所定）1.
志願理由書（本⼤学院所定）2.
学業成績証明書
（開封無効。⼤学卒業(⾒込)以外の資格での志願者は、その成績(単位取得状況を含む)を確認できるもの)

3.

出願資格を証明する書類（卒業(⾒込)証明書、学位授与(⾒込)証明書等)4.
研究計画書（本⼤学院所定）
希望分野名、指導教員名は、〔⼤学院研究指導担当教員〕を参照

5.

本学専任教員の推薦書（本⼤学院所定）＜推薦⼊試学内型出願者のみ＞（教員が確認し、厳封したもの）6.
競技実績申告書もしくは競技指導実績申告書（本⼤学院所定）
＜推薦⼊試スポーツ競技型出願者のみ＞
地区⼤会以上の実績を証明できる書類＜プログラム、賞状、新聞、雑紙等のコピー可＞を添付（〔⼤学院研究指導担当教員〕によ
る確認を⽰す署名・捺印をもらうこと）

7.

出願・就学承諾書（本⼤学院所定）＜現職を有する者のみ＞8.
⻑期履修申請書（本⼤学院所定）＜希望者のみ＞9.
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選抜⽅法

専願制 〈推薦⼊試〉「課題⼩論⽂」および「⾯接」を⾏い選抜する。

※ 上記試験の解答はすべて⽇本語によるものとする。

〈⼀般選抜〉「書類評価」、「科⽬試験」および「⾯接」を⾏い選抜する。

※ 総合科⽬I（英語）では、英和辞書２冊までの持ち込みを可とする。ただし、紙媒体の辞書で、電⼦辞書等は不可とする。
※ 上記試験の解答はすべて⽇本語によるものとする。ただし、総合科⽬I（英語）についてはその限りではない。

〈社会⼈特別選抜〉「書類評価」、「課題⼩論⽂」および「⾯接」を⾏い選抜する。

※ 上記試験の解答はすべて⽇本語によるものとする。

選抜試験時間割

＜推薦＞ 専願制

＜⼀般選抜＞

＜社会⼈特別選抜＞

※ 各⽇とも試験に関する注意事項・連絡等を⾏いますので、午前9時45分までに指定された試験室に⼊室してください。

⼊学検定料・納付⾦

納付⾦ ＜2021年度⼊学⽣＞

※ 本⼤学卒業⽣の場合、半額とします。
● 諸会費はふるさと会からの委託により徴収しています。

ふるさと会 本学卒業⽣の同窓会で、会員の互助交流を通じて、⺟校の隆盛と発展に資することを⽬的とし、正会員(卒業⽣）、特別会員（教職員）および名誉会員（本会に貢献
した者）により組織されています。また、在学⽣を会友とし、さまざまな援助活動も⾏っています。

● 併願制⼊試において⼊学⼿続完了後に⼊学を辞退する場合、2021年3⽉31⽇（⽔）午後5時までに所定の⼿続きをすれば、すでに納⼊済みの春学期分納付⾦は返還します。ただし
返還⼿続締切⽇以降の申し出には応じられません。

10:00 〜 11:00 課題⼩論⽂

11:30 〜 ⾯ 接

10:00 〜 11:00 総合科⽬I

11:30 〜 12:30 総合科⽬II

13:30 〜 ⾯ 接

10:00 〜 11:00 課題⼩論⽂

11:30 〜 ⾯ 接

⼊学検定料 35,000円

⼊学⼿続時納付⾦額
（⼊学⾦＋春学期分納付⾦）

体育学研究科 体育学研究科
（⻑期履修学⽣制度認定者）

615,000 円 510,500 円

⼊学⾦ 200,000 円

春学期分納付⾦
415,000 円 310,500 円

春学期分納付⾦ 内訳

納付⾦

授業料 275,000 円 183,500 円

教育設備充実費 40,000 円 27,000 円

実験・実習費 60,000 円 60,000 円

諸会費 ふるさと会費（同窓会） 40,000 円 40,000 円

※

※ ※

秋学期分納付⾦
375,000 円 270,500 円

秋学期分納付⾦ 内訳

納付⾦

授業料 275,000 円 183,500 円

教育設備充実費 40,000 円 27,000 円

実験・実習費 60,000 円 60,000 円

初年度 総計 990,000 円 781,000 円

2年次以降納付⾦（年額） 750,000 円 541,000 円


