経済学部
法学部
教育学部
教育学部
文学部

経済学科
法律学科
教育学科
児童教育学科
人間学科
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出願に必要な手続書類
経済学コース
法律学コース
教育学コース・日本語教員養成コース（3年次編入学のみ）
児童教育教養コース
人間学コース
（1年次入学のみ）

正科課程

1. 出願確認票
・WEB出願サイトから印刷し、その他の必要書類とあわせてご提出ください。
・選考料の領収書（明細書）のコピーを貼付してください。

科目等履修

2. 入学資格を証明する書類
・該当する入学資格によって、提出する証明書が異なります。以下の表を参照の上、証明書類をご
提出ください。
・証明書は、発行日より6 ヶ月以内のもの（コピー不可）を提出してください。
1年次入学［経済学部・法学部・教育学部教育学科（教育学コース）
・児童教育学科（児童教育教養コース）
・文学部］
提出が必要な方
高等学校または中等教育学校を
卒業または卒業見込みの方

専修学校高等課程を修了及び修了見込みの者
大学・短期大学を退学・除籍した方で
修得単位が62単位未満の方

「卒業証明書」※1もしくは「調査書（見込証明書可）」※2
「高等学校卒業程度認定試験」または
「文部科学省大学入学資格検定試験」の合格証明書
「修了証明書」（見込証明書可）
大学または短期大学発行の「退学・除籍（在籍期間）証
明書」および「成績証明書」※3
※見込証明書は不可
大学または短期大学発行の「卒業証明書」
（見込証明書可）

高等専門学校（5年制）
を3年次で修了の方

高等専門学校の「在籍期間証明書」
（修了見込み可）

出願にあたって

大学・短期大学を卒業及び卒業見込みの方で
1年次入学を希望する方

本学 科目等履修「正科課程入学資格取得コー
ス」を修了し、 入学希望する方

個人情報の
取り扱い

「高等学校卒業程度認定試験」合格資格または
文部科学省の「大学入学資格検定試験」
合格資格で入学希望の方

入学資格を証明する書類等

正科課程入学資格認定書
※お持ちでない方は事前に教務係までご相談ください。

※1 出
 身学校が廃校等で現在存在しない場合は、所管教育委員会に確認してください。

大学・短大を卒業、退学している場合は不要です。
※2 2
 019年3月卒業見込の方は卒業後ただちに
「卒業証明書」
を入学係に送付してください。
※3 成績証明書は単位認定のために使用します。

入学時以外に前学籍での修得単位をもとにした単位認定は行いませんので、ご注意ください。
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3年次編入学［経済学部・法学部・教育学部教育学科（教育学コース・日本語教員養成コース）
・教育学部児童教育学科（児童教育教養コース）］
提出が必要な方

入学資格を証明する書類等

正科課程

大学・短期大学を卒業及び卒業見込みの方

大学または短期大学発行の「卒業証明書」
（見込証明書可）

大学に2年以上在学し、 62単位以上修得した方

大学発行の「退学・除籍（在籍期間）証明書」および
「成績証明書」※1
※見込証明書は不可

科目等履修

高等専門学校（5年制）
を卒業した方

高等専門学校の「卒業証明書」

専修学校専門課程を1976年（昭和51）4月以降に
入学し卒業した方

② 専修学校卒業者編入学資格証明書
※創価大学通信教育部ウェブサイト
（https://www.
soka.ac.jp/tukyo/admission/）
よりダウンロー
ドして、 印刷の上、ご記入ください。
※所定用紙以外の証明書は無効

高等学校等の専攻科修了者または修了見込みの方

「修了証明書」もしくは「修了見込証明書」

※1 成
 績証明書は単位認定のために使用します。

入学時以外に単位認定は行いませんので、ご注意ください。
注意 飛
 び級で大学院を修了されている方は、「大学院修了証明書」
が別途必要となります
（審査に時間を要する場合があります）
。

個人情報の
取り扱い

3. その他（対象者のみ）
・下記の対象者のみ、該当する証明書類をご提出ください。

出願にあたって

対象者のみ提出

3. 転籍・再入学希望の方

⑪ 確認票
※創価大学通信教育部ウェブサイト
（https://www.soka.ac.jp/
tukyo/admission/）
よりダウンロードして、 印刷の上、ご記入く
ださい。

4. 証明書氏名と現在の氏名が異なる方

戸籍抄本（改姓・改名を証明できる住民票）
コピー不可

5. 外国籍の方

住民票（コピー不可）

6. 海外在住者

7. 海外の大学・短大卒の方
8. 身体等に障がいのある方

（P.18を確認してください）
有効期限内のパスポートのコピー（写真掲載面の見開き）
通教ホームページ「入学案内」─「出願・WEB出願について」─「海
外在住の入学について」をご確認ください。
成績証明書、 卒業証明書（学位取得証明書）※1、 ⑪ 確認票
（P.19を確認してください）
学習上の配慮が必要な場合は、「身体等の障がい連絡票」をP.19の
④提出期限の各期しめ切り日までに提出してください。

※1 P
 .18「海外コミュニティカレッジ・短大・大学卒業者について」
をご確認ください。
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教育学部 児童教育学科 児童教育免許コース
1. 出願確認票
・出願サイトから印刷し、その他の必要書類とあわせてご提出ください。
・選考料の領収書（明細書）のコピーを貼付してください。

正科課程

2. ⑤正科生教職課程 調査書 本学所定の用紙
・創価大学通信教育部ウェブサイト
（https://www.soka.ac.jp/tukyo/admission/）
よりダウンロー
ド・印刷した上で、ご記入ください。
3. ⑦小論文用紙 本学所定の用紙
・創価大学通信教育部ウェブサイト
（https://www.soka.ac.jp/tukyo/admission/）
よりダウンロー
ド・印刷した上で、ご記入ください。

科目等履修

4. 入学資格を証明する書類
・該当する入学資格によって、提出する証明書が異なります。以下の表を参照の上、証明書類をご
提出ください。
・証明書は、発行日より6 ヶ月以内のもの（コピー不可）を提出してください。
1年次入学[教育学部児童教育学科（児童教育免許コース）]
提出が必要な方
高等学校または中等教育学校を
卒業または卒業見込みの方

専修学校高等課程を修了及び修了見込みの者
大学・短期大学を退学・除籍した方で
修得単位が62単位未満の方

「卒業証明書」※1もしくは「調査書（見込証明書可）」※2
「高等学校卒業程度認定試験」または
「文部科学省大学入学資格検定試験」の合格証明書
「修了証明書」（見込証明書可）

大学または短期大学発行の「卒業証明書」
（見込証明書可）

高等専門学校（5年制）
を3年次で修了の方

高等専門学校の「在籍期間証明書」
（修了見込み可）

出願にあたって

大学または短期大学発行の「退学・除籍（在籍期間）
証明書」および「成績証明書」※3および「学力に関す
る証明書」（P.73の※を参照してください）
※見込証明書は不可

大学・短期大学を卒業及び卒業見込みの方で
1年次入学を希望する方

本学 科目等履修「正科課程入学資格取得コー
ス」を修了し、 入学希望する方

個人情報の
取り扱い

「高等学校卒業程度認定試験」合格資格または
文部科学省の「大学入学資格検定試験」
合格資格で入学希望の方

入学資格を証明する書類等

正科課程入学資格認定書
※お持ちでない方は事前に教務係までご相談ください。

※1 出
 身学校が廃校等で現在存在しない場合は、所管教育委員会に確認してください。

大学・短大を卒業、退学している場合は不要です。
※2 2
 019年3月卒業見込の方は卒業後ただちに
「卒業証明書」
を入学係に送付してください。
※3 成績証明書は単位認定のために使用します。

入学時以外に前学籍での修得単位をもとにした単位認定は行いませんので、ご注意ください。
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3年次編入学[教育学部児童教育学科（児童教育免許コース）］
提出が必要な方

入学資格を証明する書類等
大学または短期大学発行の「卒業証明書」および
「学力に関する証明書」※2 ※見込証明書は不可

大学・短期大学を卒業の方

正科課程

大学に2年以上在学し、
62単位以上修得した方

大学発行の「退学・除籍（在籍期間）証明書」およ
び「成績証明書」※1および「学力に関する証明書」※2
※見込証明書は不可

高等専門学校（5年制）
を卒業した方

高等専門学校の「卒業証明書」

専修学校専門課程を1976（昭和51）年4月以降に
入学し卒業した方

② 専修学校卒業者編入学資格証明書
※創価大学通信教育部ウェブサイト
（https://www.
soka.ac.jp/tukyo/admission/）
よりダウンロー
ドして、 印刷の上、ご記入ください。
※所定用紙以外の証明書は無効

科目等履修

高等学校等の専攻科修了者または修了見込みの方

「修了証明書」もしくは「修了見込証明書」

5. その他（対象者のみ）
・下記の対象者のみ、該当する証明書類をご提出ください。

個人情報の
取り扱い

対象者のみ提出

5. 再入学希望の方

⑪ 確認票、「学力に関する証明書」※2
※確認票は、創価大学通信教育部ウェブサイトよりダウンロードしてくだ
さい。

6. 証明書氏名と現在の氏名が異なる方

戸籍抄本（改姓・改名を証明できる住民票） コピー不可

7. 外国籍の方
8. 海外在住者
9. 海外の大学・短大卒の方
10. 身体等に障がいのある方

出願にあたって

右記の介護等体験が免除となる
いずれかの条件を充足されている方

住民票（コピー不可）
（P.18を確認してください）
有効期限内のパスポートのコピー（写真掲載面の見開き）
通教ホームページ「入学案内」─「出願・WEB出願について」─「海外
在住の入学について」をご確認ください。
成績証明書、 卒業証明書（学位取得証明書）※3、 ⑪ 確認票
（P.19を確認してください）
学習上の配慮が必要な場合は、「身体等の障がい連絡票」をP.19の④
提出期限の各期しめ切り日までに提出してください。
・ すでに介護等体験を完了し、 介護等体験証明書を所有の方…『介護
等体験証明書（写し）』
・ 小学校または中学校教諭の普通免許状を所有の方…『小学校または
中学校の教員免許状（写し）』
・『小学校および中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許

法の特例等に関する法律施行規則第3条』
の資格・免許を有する方…
当該資格・免許の
『授与証明書』
または
『原本の写し』※4

※1 成
 績証明書は単位認定のために使用します。

入学時以外に単位認定は行いませんので、ご注意ください。
※2 「学力に関する証明書」
について
・出身大学
（短大）
で証明書を申請してください。なお、記載内容が同様
（免許法上の単位証明）
であれば出身大学の書式でも
構いません。証明書の様式例は、創価大学通信教育部ホームページ
（https://www.soka.ac.jp/tukyo/admission/）
にて確
認してください。
・複数の大学
（短大）
に在籍していた方は、在籍したすべての大学
（短大）
より
「学力に関する証明書」
を取り寄せてください。
・P.73「学力に関する証明書について」
を必ず確認してください。
※3 P
 .18「海外のコミュニティカレッジ・短大・大学卒業者について」
をご確認ください。
※4 「有効期間延長証明書」「更新証明書」「履修証明書」
は、入学手続書類としては使用できませんので、ご注意ください。
注意 飛
 び級で大学院を修了されている方は、「大学院修了証明書」
が別途必要となります
（審査に時間を要する場合があります）
。
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出願に必要な手続書類
科目等履修（正科課程入学資格取得コース・自由選択コース
（SOKAセレクト・パック））
1. ①登録志願書 同封の本学所定の用紙
2. ④-1または④-2科目等履修 履修届 巻末（P.95 〜）の本学所定の用紙

正科課程

3. 住民票もしくは下記のいずれかのコピー
・運転免許証（両面）
・パスポート（顔写真のページ、所持人記入欄の両方）
4. その他（対象者のみ）
・下記の対象者のみ、該当する証明書類をご提出ください。
住民票（コピー不可）

5. 海外在住者

（P.18を確認してください）
有効期限内のパスポートのコピー（写真掲載面の見開き）
通教ホームページ「入学案内」─「出願・WEB出願について」─「海
外在住の入学について」をご確認ください。

6. 身体等に障がいのある方

（P.19を確認してください）
学習上の配慮が必要な場合は、「身体等の障がい連絡票」※をP.19の
④提出期限の各期しめ切り日までに提出してください。

科目等履修

対象者のみ提出

4. 外国籍の方

※「身体等の障がい連絡票」
は、通教ホームページよりダウンロードしてください。

個人情報の
取り扱い
出願にあたって
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はじめに

科目等履修
（教職コース）

正科課程

1. ①登録志願書 同封の本学所定の用紙
・「登録志願書類（出願に必要な手続書類及び記入例）
」に挟み込まれています。P81 〜 87を参
照の上、ご記入ください。
・必ず、銀行収納印が押印されたものを提出してください。
2. ⑥科目等履修（教職コース）履修届 巻末の本学所定の用紙
3. 登録資格を証明する書類等

提出が必要な方のみ

科目等履修

登録資格（P. 59）
① 第5条別表第1
④ 施行規則10条の6
を根拠に免許状の取得を希望する方

「学力に関する証明書」
出
 身大学・短大より証明された書類をご提出ください
（証明されていないものは無効）。 ※1

登録資格（P. 59）
② 第6条別表第3
③ 第6条別表第8
④ 施行規則10条の6
を根拠に免許状の取得を希望する方

所有するすべての「教員免許状の写し」（都道府県教
育委員会が発行したもの）
教員免許状を紛失した場合は「教員免許状授与証明書」
（都道府県教育委員会が発行したもの）※2

個人情報の
取り扱い

※1 「
 学力に関する証明書」
について
・出身大学
（短大）
で証明書を申請してください。なお、記載内容が同様
（免許法上の単位証明）
であれば出身大学の書式でも
構いません。証明書の様式例は、創価大学通信教育部ホームページ
（https://www.soka.ac.jp/tukyo/admission）
にて確
認してください。
・複数の大学
（短大）
に在籍していた方は、在籍したすべての大学
（短大）
より証明書を取り寄せてください。
・P.73「学力に関する証明書について」
を必ず確認してください。
※2 「有効期間延長証明書」「更新証明書」「履修証明書」
は、入学手続書類としては使用できませんので、ご注意ください。

4. その他（対象者のみ）
・下記の対象者のみ、該当する証明書類をご提出ください。
出願にあたって

4. 証明書氏名と現在の氏名が異なる方
対象者のみ提出
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5. 外国籍の方

戸籍抄本（改姓・改名を証明できる住民票） コピー不可
住民票（コピー不可）

6. 海外在住者

（P.18を確認してください）
有効期限内のパスポートのコピー（写真掲載面の見開き）
通教ホームページ「入学案内」─「出願・WEB出願について」─「海
外在住の入学について」をご確認ください。

7. 身体等に障がいのある方

（P.19を確認してください）
学習上の配慮が必要な場合は、「身体等の障がい連絡票」をP.19の
④提出期限の各期しめ切り日までに提出してください。

