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2022年度 文科入試一覧

30 6月13日（日）～9月12日（日）

11月21日（日）

12月12日（日）

11月14日（日）

1月24日（月）

2月5日（土）

3月10日（木）

1月15日（土）・16日（日）
共通テスト試験日

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

一次面接・二次面接、体験授業感想文、調査書

17

21

10

4

全日程：5/23（日）、6/13（日）、7/18（日）、8/9（月）、8/10（火）、8/21（土）、9/11（土）、12/5（日）、3/19（土）
上記日程で、日本文学・表現コース、英語コース、心理学コースの体験授業を行います。

 体験授業タイトル
日本文学・表現コース： 『楢山節考』の世界像
 『源氏物語』を読む　～純愛ってなんだろう？～
英語コース： 英語の助動詞の感覚を学ぼう
 英語音声学：ネイティヴ・スピーカーの発音に近づこう
心理学コース： カウンセリングの現場を知ろう　～心理テストもあるよ～
 公認心理師の教員とアートセラピーを体験しよう　～授業「アートと心理」の入門～
 発達心理学―心を研究するとは？

日程により開催するコースや体験授業の内容が異なる場合がありますので、詳細はホームページをご覧ください。

日本文学・表現コース　英語コース　心理学コース　

文科 AtoZ 
2022

※英語コースを受ける者は英語を選択すること。 ※一般入試（全学統一方式・2月日程）と共通テストは日本史Bと世界史Bの組み合わせは選択できない。

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋2-2-1
TEL： 03-3237-2573

文科

総合型選抜コミュニケーション方式

指定校推薦

若干名卒業生子女推薦

若干名海外帰国子女特別選抜試験

若干名社会人特別選抜試験

6公募制Ⅰ期

調査書・面接・小論文

※現代文、古文、英語、日本史B、世界史Bから2科目選択

※現代文、英語、日本史B、世界史Bから2科目選択

※国語（現代文）、国語（現代文・古文）、英語のうちから1科目選択

国語、英語、地理歴史・公民、数学、理科のうちから2科目選択

4公募制Ⅱ期

一般入試

全学統一方式

2月日程

3月日程

52月日程

23月日程

大学入学
共通テスト
利用選抜

6/13（日） 6/7（月）
7/18（日） 7/12（月）
8/9（月） 8/3（火）
8/10（火） 8/3（火）
8/21（土） 8/3（火）
9/11（土） 8/27（金）

7/18（日）
8/9（月）
8/10（火）
8/21（土）
9/12（日）

出願可否通知送付

9月17日（金）発送

2022年度 総合型選抜コミュニケーション方式

5/23（日）～8/27（金）必着

※一次面接と二次面接を同日に受けることはできません。
※英語コースは体験授業感想文の提出は不要です。

※オープンキャンパスの延期により、体験授業や面接日等を変更する場合がありますので、
　最新の情報をホームページで確認して下さい。

※エントリーシートを郵送（必着）
または持参（オープンキャンパス
当日は文科会場担当者に提出
できます）

※エントリーシートを提出した後、
　面接となります。

募集人員 選考あるいは試験日 試験の概要



（コミュニケーション論と伝える技術は、選択必修です。）

文科カリキュラム 日本文学・表現コース紹介

自律と努力コア

創造とキャリアコア

全学共通教育 年次 単位 卒業要件

基礎ゼミナール

文章表現法 2

環境文化論/東京学

四大に負けない！熱心なセミナー指導

日文コースの人気授業！

書くこと・読むことを極める！

渡邉 百花
（共立女子大学 文芸学部 
日本語・日本文学専修）

2年生
飯村 莉帆さん

伝える技術
コミュニケーション論

1 2 1
論理的思考・文章表現 1 2 1
ライフプランと自己実現 1 2
英語A 1 2

TOEIC®演習Ⅱ
1 2
2 2

なんといっても現役作家による卒業創作指導のセミナーがあること（2021年
度は那須田淳先生です！）。この授業で受講していた沙藤菫さんは、現在ラ
イトノベル作家として活躍中です。『朔月京　物の怪語り』三部作（写真）
は物の怪の跋扈する仮想都市・朔月京の話、読みごたえあります！
キュートな黄色い表紙は「アニメの物語学」の教科書。日文コースだけでな
く文科はもちろん生活科学科にも評判の授業です。

千字エッセイコンテストは年2回。お題にこたえてリテラシーの力
（文章力）を鍛えます。

文科だけの小さな図書室である読書室には、今読みたい本がずら
り。何気なく手に取った本が生涯の友になることも。

読書室委員会もあります。ブックパーティーは「一押し！」の本
を持ち寄って、いかにすてきかプレゼンテーション。お茶とケー
キもでて楽しいイベントタイムです。

本コースのみ１年生からセミナーがあり、履修が必須で
す。２年生のセミナーでは「卒業論文」「卒業制作」から
好きな方を選択します。

私はセミナーで宮沢賢治につい
て学びました。そこでは『銀河
鉄道の夜』などの宮沢賢治の
様々な作品を読み、それについ
ての討論をとおして賢治の世界
の理解を深めることができまし
た。この授業を受けたことが
きっかけで将来やりたいことを
見つけられ、それを実現するた
めに編入をすることを決めまし
た。編入後は授業数も短大の時
よりも増え、大変になるとは思
いますが将来のために、たくさ
んのことを学んでいきたいと考
えています。

『三四郎』講読中！

対面とオンラインでの授業で不安
もありましたが、セミナーの温かい
雰囲気と先生の親身なご指導で、
安心して授業に励むことができま
した。学んだ夏目漱石の『三四郎』
は、初めて読む作品でしたが、発
表や意見交換を通して多方面から
深く読み解くことができ、明治時代
にタイムスリップしたような感覚に
なれる味わい深い授業でした。

●●●

リテラシーの成長・全学1位

文科学生は全学で最もリテラシー（「表現すべき内容の文
章を書く力」「学術的な文献の読解力」）と「教養」の成長
を実感しています。（2020年度ALCS学習行動調査）

（コミュニケーション論と伝える技術は、選択必修です。）

上記専門科目より14単位（他学科・他コース開放科目8単位を含む）

上記専門科目より11単位（他学科・他コース開放科目６単位を含む）

上記専門科目より18単位（他学科・他コース開放科目 8単位を含む）

6

6

1
1
1
1



心理学コース紹介英語コース紹介

英語コースの上位クラスでは4スキル（Reading, Listening, Speaking, Writing）の授業すべてを
ネイティブスピーカーの教員が指導します。

年度
2016
2017
2018
2019
2020

735（全学2位）
860（全学1位）
665（全学3位）
865（全学2位）
750（全学3位）

650
820
640
765
685

615
675
615
745
650

585
625
610
715
645

英語コースの高得点例

「卒業セミナー（異文化理解）」では、定期的に留学生と交流
し、相互インタビュー、プレゼンテーション、国際交流パーティー
などを通して異文化間コミュニケーションを実践します。2020
年度はコロナ禍で留学生の来日が遅れましたが、国境を越えて
オンラインで活発に交流し、親交を深めました。

「TOEIC演習Ⅰ」ではレベル別クラスでスコアアップのコツを習
得。英語コースでは毎年全学1～3位に入る高得点を記録し、
CASECテストのスコアの伸びも毎年全学1位です。IP受験料補
助や高得点者への褒賞も行っています。

「Wr i t i n g」「O r a l 
Eng l i sh」「ESP-A 
（Pop Songs）」
「Business English」
をご担当のマリア
ム・アララシ先生
は、英語教育のみな
らず、ダンスやパ
フォーミング・アート
にも造詣が深く、国際経験豊かな先生です。
マリアム先生も担当している「English for Special 
Purposes」には、英米アーティストのヒットソン
グ の 英 語 を 楽 し み な がら 学 ぶ 授 業
（ESP-A）、話題のハリウッド映画の英語を学
ぶ授業（ESP-B）、「ビジネスレター（ESP-C）」
航空業界・ホテル業界などで必要な英語表
現を学ぶ授業（ESP-D）があります。「通訳法」
「翻訳法」「観光英語を学ぶ」の授業では、国
際社会における即戦力の修得を目指します。

「英語学概論」では、国際語としての英語を実践する機会とし
て、世界各国から海外ゲストをお招きしています。欧米のみなら
ず、アジア、アフリカ、中東、オセアニア、中南米など、これまで49
もの国と地域のゲストと英語で交流しました。

心理学コース卒業生
緒方 理沙 さん

心理学コース卒業生
島田 彩花 さん

1年生の英語関連科目

【教養教育】
英語B 英語音声学

月 火 水 木 金 土

Writing Reading

Listening

News English

英文法

英語学概論

1限

2限

3限

4限

5限

観光英語を
学ぶ

通訳法

TOEIC演習Ⅰ

【教養教育】
英語A

Oral English

2年生の英語関連科目

は必修科目（卒業セミナーのみ） はネイティブ教員が担当

は必修科目
プレイスメントテスト下位クラスは　　　 をネイティブ教員が担当
プレイスメントテスト上位クラスは　　　 　　　 をネイティブ教員が担当

1限

2限

3限

4限

5限

英米文学演習
英米文学研究

English for Special
Purposes B
（Movies）

【教養教育】
アドバンスト英語C
（TOEIC）

TOEIC演習Ⅱ
English for Special
Purposes C

（Business Writing）

英米文学概論

翻訳法

月 火 水 木 金 土

英語学演習
英語学研究

卒業セミナー
（異文化理解）

Business
English

English for Special
Purposes A
（Pop Songs）

English for Special
Purposes D
（Hospitality）

【教養教育】
アドバンスト英語A
（ビジネス口語表現）

【教養教育】
アドバンスト英語B
（ビジネス文章表現）

様々な角度から見て、心理学を学ぶということは、新しい自己に
出会うことであり、今後の人生を歩むうえで極めて重要な役割
を果たすことだと考えました。
そこで、長い夏休みは、学んだことを整理し基礎を固めるために
は絶好の機会だと考え、また、自分の知識はどの程度なのかを知
ることが重要だと考え、心理学検定を受けることに決めました。
今回最も苦労した点は、ひとつの事柄についていくつもの関連
する知識を覚える必要があったことです。特に、人名が多く出て
きたので、人物と理論などを一致させることに時間がかかりまし
た。しかし、一単元ずつキーワード集を何度も音読し、一問一答
集で確認し、間違えたところはまた繰り返し、最後に問題集に取
り掛かるという丁寧な作業を繰り返しました。
学校のテスト対策やレポート作成と両立するためには、1日のなか
でそれぞれ時間とページ数を決め少しの時間でも確実に知識を
ものにする努力をしました。心理学検定2級を取得したことにより
後期の授業は復習となり、さらに知識を深めることができました。
全体の約3割である2級合格者に入れたことは、前期の授業と自
主学習の成果であると感じています。

専門分野は、発達心理学・教育心理学
です。研究テーマは、幼児期から児童
期への移行です。
「発達心理学」では、幼児期から老年
期までの人間の各時期の発達に関わ
る認知的・情動的・社会的要因を学び
ます。
2年次の「心理学卒業演習」では、心理
学研究の方法や心理学論文の表現方
法について学び、論文を作成します。

公認心理師・精神保健福祉士・
臨床心理士の資格を持っていま
す。「アートと心理」では自由な自
己表現を音楽のなかでおこないま
す。リラックス満点です。「カウンセ
リング論」ではコミュニケーション
能力が上がるので就活や今後の
人生に役立ちます。「こころと行
動」では多彩な心理技法を体得
します。

「からだと健康」では、からだの機能につ
いて理解するとともに、身の回りに起こり
うる健康問題について考えていきます。
「健康スポーツ実習A・B」では、色々なス
ポーツを実践します。自分で興味のある
種目を選ぶことも可能です。友人の有無
や運動の不得手は関係ありません。他
学部他学科の人たちとも交流できる良
い機会にもなると思います。その他「キャ
リアデザイン演習」等も担当しています。

共立女子短期大学文科心理学コース卒業
東洋英和女学院人間科学部人間科学科編入学
人間科学科臨床心理学領域修士課程（大学院）修了
現在 産業系カウンセラー、大学病院精神・神経科勤務
カウンセラーを目指した理由は?
上淵先生の臨床心理学の授業で、事例をお話ししてくださる
ときもクライエントの秘密は守りつつ教えてくださって、臨床
心理士ってすごいなと思ったことが大きいです。
印象に残っている短大の授業はありますか?
「アートと心理」です。中でも色彩分割法の技法がおもしろ
かったです。卒業論文は少年犯罪などについて取り上げまし
たが、それまで学んできた心理学の総まとめとして文章にでき
たのがすごい経験でした。また心理学コースの英語翻訳の授
業で論文を読む力がつき、大学院受験の時にもこの授業の
経験が支えとなりました。
短大のメリットは?
短大、編入した大学、大学院すべて2年間です。マンネリに
なる暇もないし、2年ごとに進路を選択出来る。リセットもし
やすい。学費の面でも2年間なのでメリットがありますね。

一前先生 上淵先生 中島先生

臨床心理士と
公認心理師に合格!
カウンセラーに

なりました

心理学検定に
合格!

受験料の約半分を
文科が補助

Ⓠ
Ⓐ

Ⓠ
Ⓐ

Ⓠ
Ⓐ

心理学コースの先生方と担当授業の紹介



文科では卒業生と在学
生が連絡を取れるよ
う、「OG名簿」を作成し
ています。この名簿は助
手室にあり、在学生が
連絡を取りたい卒業生
をいつでも気軽に調べ
てもらうことができます。

自分では気づかない癖をプロの視点からチェック。「気づかない
うちに習慣になっていたけど、言われてみるとすごく気になる！」と
学生の声。また、面接官役になれば、「面接官側」の視点を学ぶ
こともできます。採用したい人が、すぐわかる！

学生が苦手とするエントリーシート。全員のESを添削していただ
きました。どのような文章が良いのか・狙いはどこかなどについて
具体的なご指導がいただけます。

内定がなかなか決まらない学生や、最終面接で不採用となった学生に対して、どこでつまずいているのか、どのように改善すればよいのか、一
人ひとりが抱えている問題に親身になって向き合ってくださいます。

髙工 捺珠さん
（日本文学・
表現コース）

川島 愛結さん
（心理学コース）

私は文科に入学した頃から就職を希望していま
した。短大生は2年という短い学生生活の中で自
分の将来のことを考えなければなりません。時間
がない中での就活は大変で、そのための準備は
早い方がいいと入学後の進路ガイダンスでうか
がい、早めに準備を始めました。共立では、就活
について教えてもらえるような講座や、筆記試験
の対策、企業の説明会などが度々開かれていた
ので、そこになるべく参加をするようにしました。
また、文科の先輩に就活の話を聞く機会もあり、
入学当時は持っていなかった、自分のやりたいこ
とがだんだんと見えてきました。就活の疑問や不
安なことは、進路課のカウンセラーの方に話を聞
いてもらいました。共立の様々な就職サポートの
おかげで無事に内定もいただき、自分の道を決め
ることができました。私が就活を始めた時期はコ
ロナウイルスが広まり始めた時期で就活に不安
がありましたが、諦めずに就活を続けて良かった
と思っています。

就職活動では就職進路科のカウンセラーの方に
大変お世話になりました。エントリーシート（ES）に
何を書いたら良いのかわからなくても、会話から必
要な情報を引き出してくださいます。面接対策では、
ESの内容を深く掘り下げ、予想した質問に対して
回答を作成し、何度も読み込みました。その結果、
コロナ禍にもかかわらず、早くも4月初旬に第一志
望の株式会社・京王プラザホテルから内定（総合
職）を頂きました。キャリア相談の利用率が高いほ
ど内定率も高まる傾向があるので、ぜひ早い時期
から積極的に活用してみてください。京王プラザホ
テルは海外のお客様が多いので、ネイティブの先
生の授業で積極的に発言するよう心がけました。ま
た、TOEICを2年間で10回受験し、回数を重ねるこ
とでテスト形式に慣れました。「TOEIC演習」での単
語テストのおかげで650点までスコアを伸ばし（＋
140点）、計3回の学内IP試験では、文科より受験料
補助と高得点者褒賞を受けました。皆さんが楽し
みながら就職活動ができますよう応援しています。

就活が怖くて手も足も出なかった私は、一年生の冬
から就職進路課に通い始めました。相談に乗ってもら
いながら、自分はどんな仕事がしたいのかを少しずつ
明らかにしていきました。
コロナ禍での就職活動で、行きたかった会社説明会
はほとんど中止になり、選考も多くが延期になりまし
た。思わぬ事態に戸惑いましたが、進路課の方 は々オ
ンラインで対応してくださいました。就活後半では毎日
のように模擬面接をしていただき、外出自粛の中でも
孤独を感じずに頑張れました。最終面接の直前に、
「初めの頃とは全然違う。成長したね。」と言われたこと
は一生忘れないくらい嬉しかったです。
進路課以外の方にも様 な々助言をいただき、最終的
に第一志望の会社から内定をいただきました。就職
活動は、自分を見つめ直して分析し、今後の人生につ
いて深く悩み考えた、短大生活の中で私が最も成長
できた日 だ々と言えます。多くの方 に々助けていただい
た恩を忘れずに、私もいつかは人を助けることができ
る社会人になりたいと強く思います。

岡橋 瞳さん
（英語コース）

文科の就職・編入進路支援

満足度・全学1位 2020年度ALCS学習行動調査において文科学生は、授業・教員・就活支援・奨学金等に関わる
18項目中14項目について、全学で最も満足しています。

短大での勉強が
大学編入の道を開く！

2020 主な就職先・編入先 就職率
97.3%

就職先（2020）
●（株）フードコスメ
●ケアサポート（株）
●ホクレン農業
　協同組合連合会
●生活協同組合コープみらい
●東京都 教育庁
●第一倉庫冷蔵（株）
●（株）ヤマダ
　ホールディングス
●（株）エイジェック
●（株）京王プラザホテル

●ネッツトヨタ東都（株）
●NOVAホールディングス（株）
●（株）ジェイアール
　東海パッセンジャーズ
●（株）シモジマ
●（株）北日本銀行
●医療法人社団誠馨会 新東京病院
●（株）オービーシステム
●（株）エム・シー
　ネットワークスジャパン
●（株）島田電機製作所

●中井エンジニアリング（株）
●（株）RIO
●青山商事（株）
●東京ガスライフバル千葉（株）
●羽生市役所
●（株）リログループ
●佐川急便（株）
●医療法人明陽会　
　高崎佐藤眼科
●（株）ニチイ学館

編入学先（2017～2020）
●北海道教育大学 1名
●共立女子大学（家政学部） 1名
●共立女子大学（文芸学部） 46名
●共立女子大学（国際学部） 24名
●清泉女子大学 1名
●専修大学 1名
●東京女子大学 1名
●日本大学 1名
●東京福祉大学 1名
●杏林大学 1名
●二松学舎大学 1名

編入学を希望する学生を全面的にサポートします。「どうすれば共
立女子大学に編入できるの？」「短大１年ですべきことは？」「編入
後の勉強のコツは？」「他大学を受けたいのですが」など疑問に思
うことはすべて相談にのります。

文科での日々の学びそのままが評価され、
共立女子大学や他大学の3年生編入が実現します ●日本文学・表現コースなら……二松学舎大学・清泉女子大学ほか

●英語コースなら……実践女子大学・恵泉女学園大学　ほか
●心理学コースなら……東洋英和女学院大学・聖徳大学　ほか
文科にはこれ以外にも多くの推薦編入学枠があります。
短大での勉強を深めつつ、次のステップへつなぐことができます。

文科から他大学の推薦編入学

文科専任教員有志により、１年次に在籍している学生のうち、経済的
理由で学費納入が困難な学生を支援する目的で作られたものです。

助手室は本館15
階1 5 0 2にありま
す。授業の取り方
を始め、就職・編
入・学生生活すべ
て相談にのってく
れます。文科の2
年間助手さんの
お世話にならない
学生はいません！

文科修学奨励給付奨学金設立!

英語コースではほぼ毎日英語の授業があり、4スキルの授業は全てネイティブの先生だったので、英語を使う機会が格段に増えました。TOEIC 
IP試験で650点を取得のほか、CASEC試験で115点もスコアを伸ばし、英語力が上がったと胸を張って言えます。また、「卒業セミナー」の授業
では、テキストで各国の事情を学ぶだけでなく、実際に海外のゲストや留学生を招いて意見交換を行ったので、とても刺激を受けて異文化理
解が深まりました。「環境・科学の諸課題」の授業では様々な国際問題について学び、一層詳しく探究して理解を深めたいという思いから国際
学部への編入学を目指しました。編入推薦ではGPAが重要視されるので、全ての授業に全力で取り組むと同時に、
「英語スピーチコンテスト」や「千字エッセイコンテスト」など文科リテラシー活動にも積極的に参加しました。卒業後
は文科で培った英語力と異文化理解を活かし、環境問題や貧困問題について自分の考えを発信していきたいです。

吉永 優香 さん
（編入学特別推薦：英語コース→
共立女子大学　国際学部）

栗原 摩利 さん
（編入学特別推薦：
心理学コース→
共立女子大学
文芸学部）

私が編入のために準備して良かったと思う点は、自分の学びたい分野について調べたことです。3年次編入ということは、卒論を意識したゼミに
入ることになります。どの先生が何について研究しているのか、その先生の扱うどの分野で学びを深めたいのか、早めに調べておくと編入の志
望理由や卒論でとりあげたいテーマを面接で聞かれた時に役立つと思います。
反対に、準備不足だった点・やっておけばよかったと後悔している点は、大学の卒業に必要な授業を出来るだけ取っておくことです。私は語学

が短大のうちに終わらなかったため、3年生の時間割が忙しくなってしまいました。逆に、取れるものを全部取り切ったり、大短
単位互換制度にある授業をいくつか取っておくと、編入してからも十分余裕のある時間割で過ごせると思います。編入について
はたくさん悩み、苦労したことが多かったですが、助手さんや担任の先生は親身に相談にのってくださいました。悩んだら是非ア
ドバイスを貰ってみてください。

私は共立女子短期大学に入学する際、進路の選択に編入学と就職のどちらも視野に入れていました。読書や国語の授業が好きで、より深く文学に関
することを学び研究したいという思いが、入学後ますます強まりました。編入学に向けて興味のある文学やアニメの物語学のほか、資格に関する講義な
ども受講し、幅広く知識・経験を得るなかで、進みたい学部や研究内容、この人の元で学びたいと感じる教授を悩みながらも深く考えることが大切だと感

じました。面接などの試験が心配で下調べも念入りに行いましたが、自分のしたいことについて明確に伝えられるように心がけました。
また、学業成績に気を付けつつ、読書室委員会など趣味から興味を持ったことには積極的に参加しました。ただ知識を得るだけで
なく、人とのコミュニケーション術や意見交換で得られる経験は編入後も役立つと思います。編入学後は勉強・研究とサークルや他
の趣味の両立、新しい環境でも好きだ・興味があると感じたことに積極的に取り組みたいと思います。

和泉 花奈 さん
（編入学特別推薦：
日本文学・表現コース→
共立女子大学　
文芸学部）

文科助手室



　入学式 千字エッセイ
表彰式

進路
イベント 卒業式

英語
スピーチ
コンテスト

2022年度 文科入試一覧

30 6月13日（日）～9月12日（日）

11月21日（日）

12月12日（日）

11月14日（日）

1月24日（月）

2月5日（土）

3月10日（木）

1月15日（土）・16日（日）
共通テスト試験日

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

調査書・面接・小論文

一次面接・二次面接、体験授業感想文、調査書

17

21

10

4

全日程：5/23（日）、6/13（日）、7/18（日）、8/9（月）、8/10（火）、8/21（土）、9/11（土）、12/5（日）、3/19（土）
上記日程で、日本文学・表現コース、英語コース、心理学コースの体験授業を行います。

 体験授業タイトル
日本文学・表現コース： 『楢山節考』の世界像
 『源氏物語』を読む　～純愛ってなんだろう？～
英語コース： 英語の助動詞の感覚を学ぼう
 英語音声学：ネイティヴ・スピーカーの発音に近づこう
心理学コース： カウンセリングの現場を知ろう　～心理テストもあるよ～
 公認心理師の教員とアートセラピーを体験しよう　～授業「アートと心理」の入門～
 発達心理学―心を研究するとは？

日程により開催するコースや体験授業の内容が異なる場合がありますので、詳細はホームページをご覧ください。

日本文学・表現コース　英語コース　心理学コース　

文科 AtoZ 
2022

※英語コースを受ける者は英語を選択すること。 ※一般入試（全学統一方式・2月日程）と共通テストは日本史Bと世界史Bの組み合わせは選択できない。

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋2-2-1
TEL： 03-3237-2573

文科

総合型選抜コミュニケーション方式

指定校推薦

若干名卒業生子女推薦

若干名海外帰国子女特別選抜試験

若干名社会人特別選抜試験

6公募制Ⅰ期

調査書・面接・小論文

※現代文、古文、英語、日本史B、世界史Bから2科目選択

※現代文、英語、日本史B、世界史Bから2科目選択

※国語（現代文）、国語（現代文・古文）、英語のうちから1科目選択

国語、英語、地理歴史・公民、数学、理科のうちから2科目選択

4公募制Ⅱ期

一般入試

全学統一方式

2月日程

3月日程

52月日程

23月日程

大学入学
共通テスト
利用選抜

6/13（日） 6/7（月）
7/18（日） 7/12（月）
8/9（月） 8/3（火）
8/10（火） 8/3（火）
8/21（土） 8/3（火）
9/11（土） 8/27（金）

7/18（日）
8/9（月）
8/10（火）
8/21（土）
9/12（日）

出願可否通知送付

9月17日（金）発送

2022年度 総合型選抜コミュニケーション方式

5/23（日）～8/27（金）必着

※一次面接と二次面接を同日に受けることはできません。
※英語コースは体験授業感想文の提出は不要です。

※オープンキャンパスの延期により、体験授業や面接日等を変更する場合がありますので、
　最新の情報をホームページで確認して下さい。

※エントリーシートを郵送（必着）
または持参（オープンキャンパス
当日は文科会場担当者に提出
できます）

※エントリーシートを提出した後、
　面接となります。

募集人員 選考あるいは試験日 試験の概要


