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〒135-8181  東京都江東区有明三丁目3番3号
・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩７分
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩6分

有明キャンパス 武蔵野キャンパス
〒202-8585  東京都西東京市新町一丁目1番20号 
・JR中央・総武線「三鷹駅」よりバス約10分「武蔵野大学」下車
・JR中央・総武線、京王井の頭線「吉祥寺駅」よりバス約15分
　「武蔵野大学」下車
・JR中央線「武蔵境駅」よりバス約7分「武蔵野大学」下車
・西武新宿線「田無駅」よりバス約5分「至誠学舎東京前」下車  
徒歩5分
・西武池袋線「ひばりヶ丘駅」よりバス約20分
　「至誠学舎東京前」下車  徒歩5分



いつでもどこでも学べる。 
学びやすさを追求した本学独自の学習システム　『WBT』。
WBT とは、インターネットを活用した本学独自の学習システム（Web Based Training）です。
WBT なら、『レポートを提出する』　『エクササイズ（小テスト）を受験する』　『教員に質問する』　『単位認定試験を受験する』
などを、インターネット接続が可能であれば、いつでもどこでもオンラインで行えます。
働いている方も、子育てをされている方も、WBT なら、世界中のどこにいても自分のペースで効率よく学習を進めることができ
ます。
 

カリキュラムが充実。
本学通信教育部では、
・心理学、仏教学、社会福祉学、教育学、看護学の学びを深めたいと考える方
・専門科目を学ぶことを目的として編入学される方
・資格取得を目的にした方
・仕事と学修を両立させたい方
・場所や時間の制約から自由に学びたい方
など、それぞれの状況や目的、環境にあわせて、さまざまな方が学びを進め、深めています。
これまでに 15,288 名の方が卒業・修了し、4,302 名の方が学んでいます（2022 年 5 月 1 日時点）。

通信教育部では、武蔵野大学（本学）ブランド「世界の幸せをカタチにする。」を実現するため、
2021 年度よりカリキュラム変更を行い、通信教育部で学ぶ皆さんに、より良い教育・学修の機会を提供しています。

皆さんの学びを、しっかりとサポート。
本学通信教育部では、オンラインによるサポートだけではなく、学習への動機づけを高めるための新入生懇談会や、 
教員による学習相談会、学生同士の交流を考えた地域懇談会など、直接相談できる機会を多数設けています。また、日々の学習
を確実に身につけるために、履修科目の学習内容を質問できるチューター（学習指導員）や、学習計画の立て方、履修の仕方な
どを相談できるメンター（学習相談員）を配置するなど、あらゆるカタチで皆さんの学びをサポートします。 

学びたい、と考えるすべての人をサポートするために。
本学通信教育部では、多様な入学区分を設けています。４年次編入学なら、最短１年で卒業が可能です。

学部・学科 専攻・専修・コース 正 科 生 科目等履修生
1 年次入学 2 年次編入学 3 年次編入学 4 年次編入学

人間科学部
人間科学科

心理学専攻 ● － ● ● ●
仏教学専攻 ● － ● － ●
社会福祉専攻 ● － ● ● ●
看護学コース － － － － ●
本願寺派教師資格コース － － － － ●

教育学部
教育学科

小学校専修 ● ● － － ●
国語科専修 ● ● － － ●
英語科専修 ● ● － － ●



CHECK

人間科学部
人間科学科 心理学専攻 詳しくは HP へ▶ 

正科生 １年次入学  正科生 3 年次編入学  正科生 4 年次編入学  科目等履修生
取得できる資格：●認定心理士（申請資格） ●アメニティスペシャリスト／アメニティコーディネーター（受験資格） ●社会福祉主事（任用資格） 
●児童指導員（任用資格）●児童福祉司（任用資格：要実務経験１年以上）　　　取得できる学位：学士（人間学）

基礎から専門まで、幅広く心理学 を学ぶ。
心理学は、本学通信教育部で最も人気のある分野です。基礎から専門まで科目が豊富で、生活や仕事に役立つ知識を得られるだけではなく、資格取得を目指すことも
可能です。また、本専攻では、目的や興味に合わせて選べる 5 つのコースを設け、心理学の複数の領域からそれぞれの専門的知識や技術を学ぶとともに、総合的な
視野で深く人間を理解し、社会の実践の場で活躍し得る人材を育成します。

いま注目の 『認定心理士』 を目指す
心理学の基礎学力と技能を修得した証明ともいえる『認定心理士』は、医療・心理・教育分野から一般企業に至るまで、幅広い舞台に生かせる資格のひとつ。より高
度な資格取得へのファーストステップとして、今高い注目を集めています。

将来的に、専門資格である『臨床心理士』を目指す方にもオススメです。
認定心理士は専門職に直結する資格ではないものの、取得の過程で得た基礎知識は
専門職を目指す大切なステップとなります。さらに、大卒資格を取得すれば大学院へ
の進学も可能となり、臨床心理士への道が大きく拓かれます。
臨床心理士の資格を得ることで、スクールカウンセラーや医療・福祉分野・民間
企業でのカウンセラーなど、より専門的な領域での活躍が可能です。

授業もレポート提出も試験もオンライン。２４時間いつでもどこでも学べます。
時間に不規則な仕事や残業の多い方でも、本学通信教育部なら２４時間対応のオンラインシステムで、いつでもどこでも自分のペースで効率よく学べます。

「指定会場での単位認定試験」もありませんので、普段の授業から試験まで、すべてがオンラインのみ（※）で完結することができます。
※受講される科目や取得希望資格によってはスクーリングが必要です。認定心理士の資格取得には「心理学実験実習２」のスクーリング（４日間）が必要です。

スタンダード心理学
コース

カウンセリング
コース

産業カウンセリング/
キャリア・コンサルティング

コース

臨床発達心理
コース

看護・医療心理
コース

心理学の基礎を学びたい

発達をめぐる
問題について学びたい

人間理解に必要不可欠な心理学的知識の
基礎を、その研究方法とともに学び、日
本心理学会の認定資格である「認定心理
士」資格取得を目指します。 

心理に関する理論や方法を学び、
子育て支援や発達支援に役立つ
知識を身につけます。
発達心理学／臨床発達心理学／
教育心理学／家族関係論／教育相談／
学校カウンセリング／
児童・家庭福祉　など

カウンセリング論／臨床心理学／パーソナリ
ティ心理学／心理アセスメント法／精神医学
／犯罪心理学　など

学習心理学／生理心理学／教育心理学／
発達心理学／臨床心理学／社会心理学／
環境心理学／心理学実験実習　など

産業・組織心理学／キャリア概論／産業カウ
ンセリング／労働法／行動療法／キャリア・
デザイン学　など

医療心理学／臨床心理学／精神医学／
グリーフケア・トラウマケア／
エンド・オブ・ライフケア／生命倫理／
死生学／保健医療制度／老年学　など

医療従事者の
キャリアアップのために
看護師やコメディカルが、患者さん
の心理やストレスマネジメントなどの
医療に役立つ心理学を学びます。

カウンセリングの
基礎を学びたい
成人を対象としたカウンセリングに関する
基本的な理論や知識を学び、方法につい
ても学習します。

職場環境の改善に
役立つために
産業領域におけるカウンセリングやキャリ
アに関する相談援助の理論、方法につい
て学び、産業カウンセリングやキャリア・
コンサルティングに関連する資格取得に必
要な基礎力を身につけます。

医療や福祉・教育をはじめ、 
多分野での活躍が目指せます。
心理を専門的に学んだ人だけが取得できる認定心理士の資格は、心理学の専門職
を目指す基礎となるもの。児童相談所、放課後デイサービス、医療施設、企業
や団体の相談所、企業や団体の中での人事・労務セクションなど、その知識も
多彩な舞台で生かせます。

最短１年で 
「大卒資格 ＋ 認定心理士」の取得が可能です。
認定心理士に必要な科目が全てそろっているスタンダード心理学コースへの４年
次編入学なら、最短１年で「大卒資格＋認定心理士」の取得が可能です。なお、
本専攻はどのコースに入学しても２年目以降は全コースの科目が履修可能ですの
で、３年次編入学なら２年間で「大卒資格＋認定心理士」の取得が可能です。

臨床心理士第一種指定大学院 
武蔵野大学大学院 臨床心理学コース（通学制）

本学大学院（通学制）には臨床心理士を目指すコースがあります。
臨床心理学コースは「臨床心理士第一種指定大学院」に認定されており、修
了とともに臨床心理士受験資格を得ることができます。



仏教思想 科目群
仏教がもっている哲学・思想的な面を学びます。
● 入門シリーズ：仏教思想入門
● 読むシリーズ： 『法華経』を読む①② 

 『華厳経』を読む①② 
 『唯識三十頌』を読む①② 
 『禅語録』を読む①②

読むシリーズから、さらに語るへ
読むシリーズから、さらに各経典を自身が解釈する「語る」科目も開設しています。 

仏教文化 科目群
美術・建築・仏教史跡などにおける現象的な仏教を学びます。
仏教を体験的に理解できる科目が充実しています。
● 入門シリーズ：仏教文化入門

念仏研修
京都の西本願寺・聞法会館に宿泊して合宿。念
仏を中心とする儀礼を体験しながら、浄土真宗
の教えについて学びます。

坐禅研修
曹洞宗大本山總持寺に合宿。總持寺布教教化
部の指導の下、坐禅体験によりインド以来の仏
教の重要な流れの１つ「禅」を学びます。

仏跡研修［隔年開講］
実際にインドの仏跡を訪れ、その時間と空間の
中で、仏教を「感じる」ことを目的とします。
 写真はイメージです（インド：マハーボディ寺院）

人間科学部
人間科学科 仏教学専攻 詳しくは HP へ▶ 

正科生 １年次入学  正科生 3 年次編入学  科目等履修生
取得できる資格：浄土真宗本願寺派教師教修出願資格試験（受験資格）　　取得できる学位：学士（人間学）

武蔵野大学ならではの、魅力的な仏教学 を学ぶ。
本専攻では、「入門シリーズ」科目でそれぞれの科目群で学ぶ仏典の概要を捉え、「読むシリーズ」科目で本格的に各経典を読み解いていきます。

人間科学部
人間科学科 本願寺派教師資格コース 詳しくは HP へ▶ 

科目等履修生
取得できる資格：浄土真宗本願寺派教師教修出願資格試験（受験資格）

『浄土真宗本願寺派教師資格』の取得に必要な科目 30 単位をパッケージにしたコースです。すべての科目を修得した上で資格試験を受け合格することで、教師
資格審査会の浄土真宗本願寺派教師資格試験合格証（有効期限 5 年間）を取得することができます（教師は、得度習礼によって僧侶になった後、教師教修を経て
授かります）。なお得度習礼・教師教修には、浄土真宗本願寺派の所属寺が必要です。本コースを受講する前に所属寺を定めておいてください。

武蔵野大学
仏教による人格教育
1924 年、世界的な仏教学者で文化勲章受章者でもある高楠順次郎博士によって、
浄土真宗本願寺派の宗門関係学校として東京都中央区築地本願寺境内に設立。
仏教の根本精神である四弘誓願を基礎とする人格教育を建学の精神としています。

仏教基礎 科目群
初期仏教から大乗仏教の空・般若・菩薩道などを学びます。
● 入門シリーズ： 仏教基礎入門
● 読むシリーズ： 『阿含経典』を読む①② 
 『般若経典』を読む①②

浄土教 科目群
浄土、阿弥陀仏信仰、親鸞聖人の教えなど浄土教の思想を学びます。
● 入門シリーズ： 浄土教入門 
● 読むシリーズ：  『浄土三部経』を読む①② 
 『教行信証』を読む①②
 『歎異抄』を読む①②

CHECK

武蔵野大学大学院　通信教育部
仏教学研究科（修士課程）

首都圏で唯一、真宗学と仏教学を同時に学べます。
本専攻を卒業した後、大学院へ進学し、仏教の学識をさらに深めることができます。

取得できる学位：修士（仏教学）
浄土真宗本願寺派学階課程
特定の科目を履修することで、浄土真宗本願寺派（西本願寺）における学階を受け
るための得業予試・本試が免除され、直接、殿試受験が可能になります。



人間科学部
人間科学科 社会福祉専攻 詳しくは HP へ▶ 

正科生 １年次入学  正科生 3 年次編入学  正科生 4 年次編入学  科目等履修生
取得できる資格：●社会福祉士（受験資格）●社会福祉主事（任用資格）●児童指導員（任用資格）　　　　取得できる学位：学士（人間学）

人間科学部
人間科学科 看護学コース 詳しくは HP へ▶ 

科目等履修生
目指せる学位：学士（看護学）

本コースは、3年制の看護系短期大学または専門学校を卒業した方を対象に、大学改革支援・学位授
与機構の学位授与制度を利用して 『学士（看護学）』を取得するためのコースです。

働きながら 最短１年 で学位申請に必要な単位を修得可能
本コースの受講期間は１年間です。テストやレポート提出、単位認定試験もオンラ
インで行えますので、働きながら自分のペースで学習することができます。 
※必要な単位を積み上げ、1 年間本学に在籍した後に、大学改革支援・学位授与
　機構へ学位申請を行ってください。

オンライン学習で 通学不要
学習方法を「スクーリング　or　レポート」から選択できる科目もあり、スクーリ
ングを受講せずにオンライン学習のみで、学位申請に必要な単位を修得すること
が可能です。

リーズナブル な学費
入学時納入金（学費）は、テキスト代、添削指導料、単位認定試験料を含め
年額１９万円です。スクーリングを受講する場合は入学後に別途受講料の納入

（15,000 円／科目）が必要ですが、それでも通信制大学の中ではトップクラス
のリーズナブルな学費です。
また、３年制の看護系短期大学または専門学校を卒業後に大学等で１５単位以上
を修得（見込含む）している場合は一般科目（１５単位）の単位修得は不要です
ので、看護専門科目（１６単位）のみの学費、年額１２万円となります。
さらに、正科生との同時出願なら、本コースの学費は年額８万円となります。
※２年目以降も受講を延長する場合は、年額６万円（履修継続料＋補助教材費）
　が必要です。

学位取得を サポート
学位を取得するためには、大学改革支援・学位授与機構が審査する「学修成果」
と呼ばれるレポートの作成が必要です。本コースでは２０２１年度より、学修成果レ
ポートを作成するための力を養う科目『文献研究法１・２』を開講しています。ま
た、遠方から学修する方にも学びやすいように複数の学習方法をご用意しています。
さらに、新入生懇談会では、大学改革支援・学位授与機構への申請方法や学修
成果レポートの概要を分かりやすく説明するほか、修了生を含めた学生同士の
懇談もあり、情報交換や困りごとの解決につながっています。さらに学位申請に
向けた動画コンテンツを配信しています。

学生と教員、学生同士のつながり。人と人がつながる環境で学ぶ。
本専攻は通信制ですが、教員のサポートがきめ細やかで、実習の事前指導から実習中の指導、事後指導など手厚い指導が特長です。また、在学生と卒業生たちが自主的に
開催している勉強会では、国家試験の勉強だけではなく、学習の進め方やレポートの書き方などについてみんなで話し合うなど、学生同士の交流も盛んです。

高水準の社会福祉士国家試験合格率
第 34 回社会福祉士国家試験（2022 年 2 月 6 日実施）において、合格率（新卒
+ 既卒）42.9%（全国平均：31.1%）という成績を収めました。

オンラインだから、 効率的な国家試験対策が可能
レポート提出も単位認定試験もオンラインで行います。また、テスト科目なら
24 時間いつでもどこでも学習が可能です。本専攻のカリキュラムは国家試験を
意識したテスト科目がメインで、一度得た専門的知識を理解できるまで何度も繰
り返し学習することで、さらなる定着と理解を深めることができるため、単位を
修得することが国家試験対策に直結しています。

最短1年で国家試験の受験資格を取得
社会福祉士国家試験は、在学中の卒業年度に「卒業見込」で受験することがで
きます。本専攻は 4 年次編入学も可能ですので、最短 1 年で国家試験の受験資
格に必要な科目を修得することができます。

入学時特典（出願時のみ）
入学前に厚生労働省が定める種別の指定施設で相談援助業務の実務経験が1年
以上あれば、実習科目の履修免除が可能です。また、社会福祉施設に勤務し、勤
務先の施設長の推薦を受けた方は、初年度の授業料から 2 万円を減免します。

社会福祉士の新カリキュラムについて
2021 年度からの「社会福祉士養成課程のカリキュラム変更（教育内容等の見直し）」に伴い、本専攻でも、ソーシャルワーカーとしての実践能力
を養い高めるために、実習科目や演習科目の充実、ソーシャルワーク実践に直結する内容の選択科目の追加といった、全体のカリキュラムを変更し
ております。詳しくは本学ホームページの「社会福祉士の新カリキュラムについて」をご確認ください。



3 年次編入学から 2 年次編入学へ
現在、変化と多様性に満ちた新しい時代を見据えた学校教育が求められております。本学では、多くの経験を持たれる方に現
場の即戦力として教職への道を進んでいただきたく、そのためにも 4 年次の「教育実習」が非常に重要な位置づけであると
考えております。
従来の 3 年次編入学では、教育実習までの学習期間が 1 年間でしたが、2 年次編入学に変更し、教育実習までの学習期間を
2 年間へと充実させることで、より質の高い、また、社会のニーズに合った教師養成を目指します。
また、2 年次編入学への変更に伴い、入学者選考時にオンライン面接（10 分程度）を行います。詳しくは本学ホームページ
掲載の『学生募集要項』をご確認ください。

教育実習や介護等体験について（正科生）
教育実習は 4 年次に行いますが、教育実習に参加するためには、「教育実習参加基準」を満たす必要があります。教育実習
参加に必要な単位の修得は実習の前年度末までに、資格の届け出は実習の前年度 1 月末までとなります。また、教育実習や
介護等体験を行うにあたり、入学後に行う「教職ガイダンス」、教育実習や介護等体験の前年度末に行う「教育実習事前ガイ
ダンス」や「介護等体験ガイダンス」等の説明会を行いますので、必ず出席してください。「教育実習参加基準」や「ガイ
ダンス」のスケジュール等については、本学ホームページ掲載の『通信教育部ガイド : 教員免許状』をご確認ください。

科目等履修による教員免許状の取得について（科目等履修生）
教員免許状取得に不足している科目（単位）や、隣接校種、同校種他教科、上級免許状取得に必要な科目（単位）の確認方法
教員免許状の取得において、自身が対象となるのか、また、どの科目（単位）の修得が必要となるのかについては、事前に所轄

（現職の方は学校の所在地、現職でない方は居住地）の都道府県教育委員会で指導を受けてください。本学では科目（単位）
の指導・確認は行えません。なお、教育委員会で指導を受ける際には、事前に出身大学・短期大学が発行する「学力に関す
る証明書」等の必要書類を確認のうえ、本学ホームページ掲載の『通信教育部ガイド : 教員免許状』に記載している「教育職
員免許法施行規則に定める科目と本学通信教育部の開講科目の対照表」を印刷し、ご持参ください。

（注） 「教育実習指導」、「教育実習」、「教職実践演習」、「介護等体験」は、科目等履修生として受講することはできません。
当該科目の履修が必要な場合は、正科生としてご入学ください。

『通信教育部ガイド：教員免許状』について
「教員免許状取得の基本事項」、「教育実習や介護等体験の主なスケジュール」、「教育実習参加基準」、
「教育職員免許法施行規則に定める科目と本学通信教育部の開講科目の対照表」など、教員免許状取得
に必要な事項は『通信教育部ガイド：教員免許状』に記載しております。『通信教育部ガイド：教員免許状』
は、本学ホームページの「通信教育部ガイド」に掲載しておりますので、以下 URL または下記の二次元
コードよりご確認ください。

総合トップ　＞　武蔵野大学通信教育部トップ　＞　大学概要　＞　通信教育部ガイド

http://www.mu-tsushin.jp/university/outline/guide_u
通信教育部ガイド

武蔵野大学大学院
教育学研究科 教育学専攻（通学制）

本学大学院（通学制）には専修免許状を取得で
きる専攻（修士課程）があります。
初等および中等教育における高度な専門的学識
と教育力を有し、学校教育現場において現代的
課題に応えうる実践力を身に付けた高度専門職
業人の養成を目指します。

教育学部
教育学科 小学校専修／国語科専修／英語科専修 詳しくは HP へ▶ 

正科生 １年次入学  正科生 2 年次編入学  科目等履修生
取得できる学位：学士（教育学）

小学校専修 小学校教諭一種免許状

国語科専修 中学校教諭一種免許状（国語）／高等学校教諭一種免許状（国語・書道）

英語科専修 中学校教諭一種免許状（英語）／高等学校教諭一種免許状（英語）

取得できる免許状：

CHECK



武蔵野大学 通信教育事務課
〒202-8585  東京都西東京市新町一丁目1番20号
TEL. 042-468-3481
E-mail. mtsushin@musashino-u.ac.jp

〒135-8181  東京都江東区有明三丁目3番3号
・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩７分
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩6分

有明キャンパス 武蔵野キャンパス
〒202-8585  東京都西東京市新町一丁目1番20号 
・JR中央・総武線「三鷹駅」よりバス約10分「武蔵野大学」下車
・JR中央・総武線、京王井の頭線「吉祥寺駅」よりバス約15分
　「武蔵野大学」下車
・JR中央線「武蔵境駅」よりバス約7分「武蔵野大学」下車
・西武新宿線「田無駅」よりバス約5分「至誠学舎東京前」下車  
徒歩5分
・西武池袋線「ひばりヶ丘駅」よりバス約20分
　「至誠学舎東京前」下車  徒歩5分

学習方法 オンラインで授業や試験、レポート提出まで。 
自分のライフスタイルに合わせて学べる環境があります。

詳しくは HP へ▶ 

オンライン授業
単位認定試験のたびに何度も試験会場へ足を運ぶ必要がありませんので、時間・経済的負担が軽減されます。
受講にあたり、学習に必要なパソコンやソフトウェア、インターネット接続環境などが必要です。

テスト科目
科目によって指定された数のエクササイズ（小テスト）を受験→合格し、最終
試験の単位認定試験に合格することで単位を修得します。エクササイズを繰り
返し受験することで知識や理解度を確認し、学習効果の向上を図ります。

レポート科目
WBT に掲載している「スタディガイド（シラバス）」にしたがってレポートを作成
し、オンラインで提出します。面倒な郵送等はありません（一部科目を除く）。単
位認定試験は、課題に応じたレポート提出もしくはオンラインでの試験となります。

面接授業（スクーリング）
スクーリング科目  スクーリング会場：武蔵野キャンパス
教室などの場で直接、教員から指導を受けます。学友と共に学んだり、教員と
交流を深めたりできる貴重な機会です。単位認定試験はスクーリング中に実施
します。  
スクーリングの受講には、入学後に別途申し込み及び受講料の納入が必要
です。

メディア授業
実際に行われたスクーリング講義の収録を視聴し、課題に応じたレポートをオンラインで提出することで単位を修得します。正科生の方は卒業に必要な
スクーリング単位に代替できますので、スクーリングに通うことなく卒業することができます。通学が難しい方の学習をサポートするため、今後もメディ
ア授業を充実していく予定です。
メディア授業の受講には、入学後に別途申し込み及び受講料の納入が必要です。

入学時納入金（春入学）
通信制大学の中でもトップクラスのリーズナブルな学費です。
本学通信教育部（学部・院）へ過去に入学金を納入して入学された方
は入学金を免除します。

詳しくは HP へ▶ 

以下は春入学の入学時納入金です。秋入学の入学時納入金については、2023 年 6 月掲載予定の学生募集要項（秋入学）をご確認ください。

  正科生
入学区分 入学金 編入料 授業料 補助教材費 合計（年額）

１年次入学 3 万円 － 16 万円 1 万円 20万円

２年次編入学 3 万円 1 万円 16 万円 1 万円 21万円

３年次編入学 3 万円 2 万円 16 万円 1 万円 22万円

４年次編入学 3 万円 3 万円 16 万円 1 万円 23万円

  科目等履修生
入学区分 入学金 履修料 補助教材費 合計（年額）

看護学コース

専門科目＋一般科目※ 1 3 万円 15 万円
（専門科目８万円＋一般科目７万円） 1 万円 19万円

専門科目のみ※ 2 3 万円 8 万円（専門科目のみ） 1 万円 12万円

正科生との同時出願 － 8 万円（専門科目のみ） － 8万円

本願寺派教師資格コース 3 万円 15 万円※ 3 1 万円 19万円

一般 3 万円 7 千円 × 単位数 1 万円 履修科目の単位数により異なります

※１ ３年制看護系短期大学または専門学校を卒業（見込含む）の場合　※２ ３年制看護系短期大学または専門学校を卒業後、大学等で１５単位以上を修得（見込含む）の場合  
※３ スクーリング受講料、メディア授業受講料を含む（1 年目のみ）  

テキスト代、添削指導料、単位認定試験料：授業料（履修料）に含みます。
スクーリング受講料、メディア授業受講料：受講には、入学後に別途申し込み及び受講料の納入が必要です（本願寺派教師資格コースを除く）。



武蔵野大学 通信教育事務課
〒202-8585  東京都西東京市新町一丁目1番20号
TEL. 042-468-3481
E-mail. mtsushin@musashino-u.ac.jp

〒135-8181  東京都江東区有明三丁目3番3号
・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩７分
・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩6分

有明キャンパス 武蔵野キャンパス
〒202-8585  東京都西東京市新町一丁目1番20号 
・JR中央・総武線「三鷹駅」よりバス約10分「武蔵野大学」下車
・JR中央・総武線、京王井の頭線「吉祥寺駅」よりバス約15分
　「武蔵野大学」下車
・JR中央線「武蔵境駅」よりバス約7分「武蔵野大学」下車
・西武新宿線「田無駅」よりバス約5分「至誠学舎東京前」下車  
徒歩5分
・西武池袋線「ひばりヶ丘駅」よりバス約20分
　「至誠学舎東京前」下車  徒歩5分

2023 年度 出願日程 詳しくは本学通信教育部ホームページ掲載の 
「学生募集要項」をご確認ください。 詳しくは HP へ▶ 

区　分 開催日 開催時間 会　場

第 1 回 9/24（土） 10 時〜 15 時 オンライン開催

第 2 回 10/30（日） 10 時〜 15 時 オンライン開催

第 3 回 12/18（日） 10 時〜 15 時 オンライン開催

第 4 回 2/12（日） 10 時〜 15 時 オンライン開催

入学相談会日程 各回の詳細は本学通信教育部ホームページをご確認ください。 詳しくは HP へ▶ 

 2023 年 4 月入学（春入学）
出願
区分 インターネット出願期間 出願書類受付期間

（郵送・消印有効）
試験日（面接試問）
教育学部：正科生のみ 合格発表日 入学手続期間

第 1 回 10/12（水） 
10 時 〜 11/4（金）

17 時 10/13（木）〜 11/ 7（月） 11/26（土） 12/1（木）
10 時 12/ 2（金）〜 12/14（水）

第 2 回 11/16（水）
10 時 〜 12/23（金）

17 時 11/17（木）〜 12/26（月） 1 /28（土） 2/2（木）
10 時 2 / 3（金）〜 2 /15（水）

第 3 回 12/26（月）
10 時 〜 2/3（金）

17 時 12/27（火）〜 2 / 6（月） 2 /26（日） 3/2（木）
10 時 3 / 3（金）〜 3 /15（水）

第 4 回 2/21（火）
10 時 〜 3/17（金）

17 時 2 /22（水）〜 3 /20（月） 4 / 9（日） 4/10（月）
19 時 4 /12（水）〜 4 /20（木）

人間科学部（正科生）および科目等履修生は書類選考のみ。試験はありません。

 2023 年 10 月入学（秋入学）
出願
区分 インターネット出願期間 出願書類受付期間

（郵送・消印有効）
試験日（面接試問）
教育学部：正科生のみ 合格発表日 入学手続期間

秋入学 6/21（水）
10 時 〜 8/18（金）

17 時 6/22（木）〜 8/19（土） 9/3（日） 9/4（月）
19 時 9/6（水）〜 9/14（木）

人間科学部（正科生）および科目等履修生は書類選考のみ。試験はありません。


