部局名

Graduate School

プログラム Program
出願期間 Application Period

人間社会科学研究科 / Graduate School of Humanities and Social Sciences

人文学 / Humanities
2022年10月3日～2022年10月31日 / from October 3, 2022 to October 31, 2022
※この出願期間を過ぎても定員に達していない場合、追加募集の可能性があります。/ Additional recruitment can be
announced after above mentioned period in case the number of applicants does not reach the fixed number.
①申請書（「研究計画」を含む。） / Application form (including the research plan)
②学業成績証明書 / Academic transcript

出願書類 Required Documents

③修士課程（博士課程前期）修了（見込）証明書 / Certificate of Master's degree or prospective Master's degree
④推薦書 / Letters of recommendation
⑤研究業績（修士論文（作成中のものを含む）の要旨（日本語2,000字又は英語700ワード程度，書式は任意）/ Summary of
Master's Thesis or interim report
⑥公表された論文がある場合は，提出してください。 / Published papers (if any)

選考方法 Selection Method

出願書類及び面接の結果を総合して判定します。 / Selection for admission is based on the applicant's submitted
documents and the results of the interview.

試験実施日 Examination Day

面接はオンラインで行います。詳細は申請者に対して個別に連絡します。 /

入学時期 Admission Semester

The interview would be conducted online.

Details of the interview would be informed to applicants individually.
2023年度後期（2023年10月） / The 2nd semester of the Academic Year 2023 (at the beginning of October 2023)
（日本に私費留学中の者については， 4月入学も可 / Applicants who are currently studying in Japan can be enroled at
the beginning of April 2023.）

部署名 Section

人文社会科学系支援室（文学事務室） / Support Office for the fields of Humanities and Social Sciences (Letters)

電子メール E-mail

bun-gaku-sien@office.hiroshima-u.ac.jp

研究科担当係
住所 Postal Address
Contact Details

〒739-8522東広島市鏡山1-2-3

電話番号 Phone

+81-82-424-6615 / 6616

FAX番号 FAX

+81-82-424-0315

/ 1-2-3 Kagamiyama Higashi-Hiroshima City 739-8522, JAPAN

研究科概要 Gradudate School
Outline
研究キーワード Research Key Words

1. 人間文化学 / 1. Human Studies
2. 思想文化学 / 2. Philosophy
3. 歴史文化学 / 3. History
4. 日本・中国文学語学 / 4. Japanese and Chinese Languages and Literatures
5. 欧米文学語学・言語学 / 5. British, American, and European Languages and Literatures, and Linguistics
6. 地表圏システム学 / 6. Geography, Archaeology, and Cultural Heritage
※詳細は，人文学プログラムのホームページをご覧ください。 / For details, please refer to the Humanities program's
homepage.

研究科HPアドレス Website

https://www.hiroshima-u.ac.jp/en/gshs

詳細は人間社会科学研究科ホームページのメニュー「入試情報」→「博士課程後期」→「人文学プログラム」→「中国政府「国家
建設高水平研究生項目」（学位取得博士研究生）」の「出願案内」をご覧ください。/ For details, please refer to the
following homepage: https://www.hiroshima-u.ac.jp/gshs/d-jinbungakunyuushi

その他特記事項 Others

今後出願期間等の内容を変更する場合があります。 / The details of the application and selection can be changed.
共同養成博士研究生の出願については、文学研究科ホームページのメニュー「入試情報」→「外国人研究生出願案内」
（https://www.hiroshima-u.ac.jp/bungaku/admission/kenkyuintl）をご覧ください。/ For details regarding application
for Foreign Research Student, please refer to the following homepage:
https://www.hiroshima-u.ac.jp/bungaku/admission/kenkyuintl

