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社会学部 メディアコミュニケーション学部

人間心理学科

現代社会学科

経営社会学科

マス・コミュニケーション学科

こどもコミュニケーション学科

情報文化学科

入試ガイド2019
AO入試面談申込書付　特待生制度情報掲載
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修学の熱意あふれる学生を経済的に支援するために、さまざまな奨学金制度があります。平成29年
度現在、江戸川大学で利用できる主な奨学金は以下のとおりです。より一層の支援制度の拡充を計
画しておりますので、最新の情報については入学課までお気軽にお問い合わせください。

オープンキャンパス

キャンパス見学会

こどもコミュニケーション学科
ミニオープンキャンパス

● キャンパス案内　● 学科別展示・説明　● 教授に聞こう
● 個別入試相談　  ● 入試概要説明　● 模擬講義
● 在学生と語ろう　● 学食体験　
　

● 学科説明　● 隣接保育園の体験・見学　● 施設紹介
● 教授に聞こう　● 在学生と語ろう　 ● 個別入試相談

● キャンパス案内　● AO入試概要説明　
● 入試担当者による個別相談　● 進学相談

※ 開催日により若干内容が異なります。
　 詳細は入学課までお問い合わせください
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各日９：３０～１4：００
［入退場自由］

各日９：３０～１4：００
［入退場自由］

各日９：３０～12：００
［9:30集合］

0120-440-661まで電話連絡の上、お気軽にご来校ください

個別学校見学・相談
随時受付中

東武アーバンパークライン

９：００～１３：００土

お問い合わせ先　入学課
〒270‐0198　千葉県流山市駒木474　TEL：0120‐440‐661　FAX：04－7153－4596
E-mail:nyushi@edogawa-u.ac.jp 　URL:http://edodai.jp

学費について

江戸川大学で利用できる主な奨学金

■ 初年度納付金額
1,449,000円（入学手続時899,000円、後期550,000円）
■ ２年目以降納付金額
1,123,000円（前期573,000円、後期550,000円）

（平成30年度入学生）

江戸川大学
経済支援制度

原則10月

募集期間 主な条件 貸与期間 貸与金額 返還方法 相談窓口 備　考利　子

・基準以上の成績を修めていること
・家計基準を満たしていること

当該年度の未納学費全額を免除
（在学中１回限り）

江戸川大学　入学課
0120‐440‐661

江戸川大学奨学金
（一般奨学金）

日本学生支援機構奨学金
（一種･二種予約採用）

在籍している高等学校に
お問い合わせください｡

申し込みは現在在籍している
高等学校で行います｡

原則10月

一種:春
二種:年3回 在学採用と同じ 在学採用と同じ 在学採用と同じ 在学採用と同じ 在学採用と

同じ 

日本学生支援機構奨学金
（第一種）

江戸川大学　入学課
0120‐440‐661

入学時特別増額貸与
（10～50万円）申請可能

･高校での評定平均3.5以上
･機構の定める家計基準を満たしていること
･書類選考と面接による審査

春
入学後4年間
(ただし､毎年の
適格認定があります)

54,000円/月(自宅通学)
64,000円/月(自宅外通学)

貸与終了後
6ヶ月目以降月賦

・他の奨学金を受けていないこと
・基準以上の成績を修めていること 600,000円（在学中2回まで） 無利子

無利子

日本学生支援機構奨学金
（第二種）

江戸川大学　入学課
0120‐440‐661

入学時特別増額貸与
（10～50万円）申請可能

･学習意欲があること
･機構の定める家計基準を満たしていること
･書類選考と面接による審査

春
入学後4年間
(ただし､毎年の
適格認定があります)

30,000円～120,000円/月
希望金額を選択

貸与終了後
6ヶ月目以降月賦

年3.0%を
上限

卒業後4年間の半年賦
江戸川大学　入学課
0120‐440‐661

ご

■ 資格取得支援制度

■ 子女割

■ きょうだい割 

•••••••••

•••••••••••••••••••

••••••••••••••

東武アーバンパークライン

東武アーバンパークライン

大宮

東武アーバンパークライン

東武アーバンパークライン

東武アーバンパークライン

東武アーバンパークライン

各種資格試験の合格者・語学試験受験者に対し、成績・難易度に応じて定められた報奨金を支給。

本学または江戸川短期大学（江戸川女子短期大学含む）卒業生子女を対象とした学費減免。入学金全額（32万円）免除。授業料の半額と施設設備費等の半額（年間計55万円）を入学後4年間免除。

本学在学生または卒業生の兄弟姉妹を対象とした学費減免。入学金全額（32万円）免除。授業料の年額の半額（34万円）を入学後4年間免除。

※ 日曜・祝日・大学休業日を除く
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江戸川大学のAO入試は、あなたの学びたいという意欲を生かし、将来の目標を実現するために、

本学での大学生活が本当に有意義なものになるかどうか、

じっくりと面談を行い、お互いに納得したうえで入学を決定する入試です。

みなさんの『大学でこんなことを学びたい』という意欲や『将来はこんなふうになりたい』という夢をぜひ聞かせてください。

そんな人のために、よくある質問例をあげてみました。
この他にも聞いてみたいことがあれば、お気軽に入学課までお問い合わせください。

面談では、どんなことを聞かれるのですか？

江戸川大学への入学を
強く希望するあなたへ。

AO入試って何だろう？

申 込STEP1

AO入試
INFORMATION

　入学した後、意欲的に学習するような人物かどうかを知るために高校生活

全般や志望動機、興味のあること、将来の夢などについて、AO担当教員とざっく

ばらんに会話をします。自ら歩んだ自分史を整理すること、志望する学びの分野

や学科についての理解を深めることが対策になります。また、適性や基礎学力

などの素養を測る小テストを課す場合もあります。なお、皆が知っているような

ニュースについては、自分なりの考えを表現できるようにしておきましょう。

AO入試の面談申込から合格までの流れ

AO入試

Q A&

Q
A

合格内定はどうのように判断されるのですか？Q
A

面談のあとの課題とは、どんなものですか？

書類に必要事項を記入して提出、
インターネットでも面談申込OK！

　１回目の面談のときに、英語による課題、読書課題などそれぞれ個々に

課題が出されます。志望学科や面談の内容により、課題は変わってきます。

自分自身の力で精一杯取り組んでください。

AO入試面談申込書に必要事項を記入して、入学課あて

に郵送してください。インターネットからも面談申込ができ

ます。申込受付後、面談日時は個別に連絡します。

Q
A

１回目と２回目の面談の間隔はどのくらいですか？

　原則１週間程度ですが、遠隔地にお住まいの場合など、状況により１日２回

の面談も可能ですのでご相談ください。なお、２回目の面談は、８月以降に

実施します。

Q
A

AO入試では、評定平均値の基準がありますか？

　AO入試では、現在の学力よりも、今後伸びるであろう将来の能力を重視

します。例えば、やる気や熱意といった、直接面談したうえで、その人を通して

伝わってくるものや、その人の将来性を感じさせる部分を積極的に評価します。

ですから、成績基準にかかわらず受験できます。もちろん既卒者も面談申込

できます。

Q
A

AO入試で合格内定しなかった場合、
どうしたらよいでしょうか？

　同一学科をAO入試で再チャレンジすることはできませんが、推薦入試や

一般入試を受験することが可能です。AO入試での結果がその後の試験に

悪い影響を与えることはありませんので、安心して面談申込してください。

Q

A

面 談STEP2
志望学科の先生と１対１の面談を２回行います。

（2回目は、1回目と別の先生になります。）

大学の教育の特色やカリキュラム内容を理解してもらうとともに、大学での生活や将来の進路などについての面談を行います。

不明な点は積極的に質問してください。なお、必要に応じて、課題レポート・資格取得証明書などの提出を求めます。なお、２回の面談

は、原則１週間程度の期間をあけますが、遠隔地にお住まいの場合など、状況により１日で行うこともできますのでご相談ください。

合格内定STEP3
面談の記録、面談申込書記載内容、
学習課題により総合的に判断します。

出願手続STEP4

内定者には出願書類を郵送します。

合 格STEP5

内定後は出願手続を正確に行っていただければ

原則合格となり、郵送にて通知します。

合格発表後、出身学校と連携のうえ、学習課題・

近況報告などの提出を求めます。

江戸川大学入試ガイド 2019

合格内定者には、内定通知とともに出願書類を郵送します

ので、決められた期間内に入学検定料の納入と出願手続

を行ってください。

面談の記録、面談申込書記載内容、学習課題を総合的に

評価し、本学と受験生の相互理解が出来た場合、合格内定

を通知し、出願を許可します。

　面談結果を中心にAO入試面談申込書の内容、学習課題などによって

総合的に判断されます。合格内定は２回目面談の終了後、本人あてに随時

通知されます。
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江戸川大学入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

1 国語を適切に表現し的確に理解するとともに、言語感覚を磨き伝えあう力を修得している人

2 英語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションをはかろうとする態度を修得している人

3 コミュニケーションや学術研究などに情報通信技術を活用できる能力を高め、人類社会の発展に生かしたいと考えている人

4 大学の内外で自らの興味や関心を生かして幅広く学んだり、それらで生じた様々な問題を自分なりに取り上げ追求し解決したりしようとする意欲を持っている人

5 その他一般的基礎知識、理解力、協働性、判断力、主体性と行動力、コミュニケーション能力、スポーツなどで秀でた力や特色を備えている人

　江戸川大学は、「人間としての優しさに満ち、普遍的な教養と時代が求める専門性により社会貢献できる人材の育成（人間陶冶）」を教育理念とし、人としての

基礎・教養を身につけた豊かな人間性と、専門の社会学、心理学、教育学等の思想と理念を究め、現代社会のニーズに応えられる人材の育成を教育目標として

います。

　ゆえに江戸川大学では、大学教育の基礎及び人として社会人として必要な知識・教養・体力を身につけるための科目群（１群）と、専門知識を学び追及するた

めの科目群（２群・３群）を設け、国際化と情報化に対応しつつ広く深い教養と専門知識を修得し、総合的な判断能力を身につけ、優しさと温かみに満ち克己心

に富んだ人材へと学生を育てていきます。

　そのために江戸川大学では、次のいずれかの能力・資質・意欲を有する人を求めています。

筆記試験「英語」「国語」に加え、調査書を合否判定の際に参考にします。

それぞれの得意、一般的基礎知識を評価するため、大学入試センター試験における高得点の2 科目成績を採用します。また、調査書を合否判定の際に参考
にします。

調査書、推薦書、その他資格や特技を証明するもの等の提出書類と面接により学力を把握するとともに入学希望者の意欲、熱意、協働性、判断力、
主体性、行動力、コミュニケーション能力などを評価します。

複数回の個別面談と学習課題、調査書、その他資格や特技を証明するもの等の提出書類により学力を把握するとともに入学希望者の意欲、熱意、
協働性、判断力、主体性、行動力、コミュニケーション能力などを評価します。

これまでの学習履歴とその成績、日本語能力、経費支弁能力等を証明する書類の提出を求め、その審査を実施します。日本語能力テストと面接により、
留学の目的、意欲、熱意、協働性、判断力、主体性、行動力、コミュニケーション能力などを評価します。

複数回の個別面談と学習課題により、学力を把握するとともに入学希望者の意欲、熱意、協働性、判断力、主体性、行動力、コミュニケーション能力などを
評価します。

複数回の個別面談と学習課題、これまでの学習履歴とその成績により編入学後の大学での学習に支障のない能力を有するかを判断するとともに入学
希望者の意欲、熱意、協働性、判断力、主体性、行動力、コミュニケーション能力などを評価します。  

これまでの学習履歴とその成績、日本語能力、経費支弁能力等を証明する書類の提出を求め、その審査を行います。小論文と面接により、編入学後の大学での
学習に支障のない能力を有するかを判断するとともに、留学の目的、意欲、熱意、協働性、判断力、主体性、行動力、コミュニケーション能力などを評価します。  

　江戸川大学の入学試験では、上記のような多様な特性を積極的に評価し、学生として受け入れるため、複数の選抜方法を用意するとともに、それぞれの選抜

方法において複数の評価尺度を用います。 

（1） 一般入試

（2） 大学入試センター試験利用入試

（3） 推薦入試

（4） AO 入試

（5） 私費外国人留学生入試

（6） 社会人入試

（7） 3 年次編入学入試

（8） 私費外国人留学生3 年次編入学入試

人間心理学科
　豊かで温かな人間性を持ちながら現代社会に貢献できる人になる

ために、他者に対して思いやりがあり、何事にも疑問を持ち、人間に

ついて興昧がある人。

現代社会学科
　専門知識を生かして自分の生き方を切り拓き、企業や社会の進む

べき道を示し、自然との関係をリードする人になるために、人と社会と

自然が、心豊かに共生できる社会を作り上げて行く意欲がある人。

経営社会学科
　企業社会や地域社会で、主体性を持って活躍できる人になるため

に、強い個性、積極的に人と話せる人柄、素直に学ぶ性格などを持

ち、スポーツやその他の特技や特徴が際立つ人。

マス・コミュニケーション学科
　国内外の政治、経済、文化に関するあらゆる情報や知識を吸収す

る貪欲さがあり、マスコミという方法で「人に伝える」ということを学び

たい情熱に溢れている人。

情報文化学科
　情報、国際コミュニケーションなどのスキル獲得の意思が強く、

それらの学習をとおして幅広く社会に貢献する意欲の高い人。　

こどもコミュニケーション学科
　コミュニケーションを大切にし、教育や保育を学ぶことに情熱を

持ち、子どもの最善の利益を考え実現するため、知識と技術の獲得

に意欲を持つ人。　

社会学部 メディアコミュニケーション学部
　人間と社会を深く理解する「コミュニケーション力」や専門的なスキル
を修得し、それらを駆使して社会貢献したいと考える人。

　広い教養に支えられた人間としての優しさや深さを大切にし、
専門的な知識にもとづいて社会貢献したいと考える人。
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AO入試（1期・2期）または推薦入試において合格し、平成31年1月9日（水）までに入学手続を完了した者。対象

入学決定学部学科を問わず、成績上位者29名。採用人数

平成31年2月4日に実施する特待生選考試験を受験していただきます（検定料は必要ありません）。
その結果とその時点では既に終了しているAO入試面談あるいは推薦入試面接の結果を併せて総合判定します。

選考方法

【A特待生（2名）】初年次学費と2年目学費のうち、合計で1,100,000円を免除します。
【B特待生（2名）】初年次学費のうち、550,000円を免除します。
【C特待生（25名）】初年次学費のうち、200,000円を免除します。

内容

平成31年1月9日（水）までに入学手続を完了した者には、別途「特待生試験のご案内」を送付しますので、希望者は所定の用紙にて申込をしてください。申込

特待生の採否結果は全受験者に郵送で通知します。採用通知

AO入試・推薦入試　特待生制度

３年次編入学入試　
試験方法 日程、方法等は、AO入試に準じて実施します。

※ 私費外国人留学生入試、私費外国人留学生3年次編入学入試、社会人入試も行います。詳細は入学課までお問い合わせください。

募集人員 全学部全学科とも若干名。

■ 募集学部・学科／全学部全学科

公募推薦入試

社会学部　■ 人間心理学科：20名　■ 現代社会学科：15名　■ 経営社会学科：20名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：20名　■ 情報文化学科：15名　■ こどもコミュニケーション学科：10名募集人数（1期・2期合計、指定校推薦を含む）

■ 全体の評定平均値は不問です。　■ 1期（試験日11/11）は仙台でも受験できます。

大学受験資格を有する者で、本学を第一志望とし、次のいずれか一つに該当する者。①所属学校等の代表者より推薦が得られる者。②スポーツ等一芸一能に秀で、部活顧問、監督等より推薦が得られる者。

11/11（日）
平成30年

【仙台会場同時実施】
10/22（月）～11/7（水）

平成30年

締切日郵送必着
面接、出願書類

１
期

選考方法 出願期間 試験日

11/15（木）
平成30年

合格発表日

11/15（木）～11/30（金）
平成30年

入学手続期間

出願資格

11/26（月）～12/5（水）
平成30年

締切日郵送必着 12/12（水）
平成30年

12/8（土）
平成30年 12/12（水）～1/9（水）

平成30年 平成31年

締切日郵送必着
面接、出願書類

２
期

選考方法 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期間

締切日郵送必着

■ 出願資格／大学受験資格を有する者。全体の評定平均値は不問です。
AO入試

社会学部　■ 人間心理学科：30名　■ 現代社会学科：20名　■ 経営社会学科：38名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：23名　■ 情報文化学科：20名　■ こどもコミュニケーション学科：14名

まで随時。
〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

7/7（土）～9/19（水）
平成30年

平成30年

までの毎週水曜日および土曜日
〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

２回目の面談は、8月1日（水）以降に実施

7/14（土）～10/6（土）
8/8（水）
平成30年

以降随時
9/1（土）～10/19（金）

平成30年
10/26（金）
平成30年

締切日郵送必着
10/29（月）～11/30（金）

平成30年

締切日郵送必着

１
期

面談申込期間 面談期間 合格内定通知 出願期間 合格発表日 入学手続期間

募集人数（1期・2期・3期・4期合計）

〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

平成30年

まで随時。
9/21（金）～11/21（水）

平成30年

までの毎週水曜日および土曜日
〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

10/3（水）～12/1（土） 随 時 10/15（月）～12/12（水）
平成30年

12/15（土）
平成30年

締切日郵送必着
12/17（月）～1/9（水）
平成30年 平成31年

締切日郵送必着

2
期

面談申込期間 面談期間 合格内定通知 出願期間 合格発表日 入学手続期間

〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

随 時
〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

平成31年

まで随時。
1/7（月）～1/23（水）

平成31年

までの毎週水曜日および土曜日
1/9（水）～2/9（土） 1/21（月）～2/19（火）

平成31年

2/22（金）
平成31年

締切日郵送必着
2/25（月）～3/6（水）

平成31年

締切日郵送必着

3
期

面談申込期間 面談期間 合格内定通知 出願期間 合格発表日 入学手続期間

〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

随 時
〈日曜・祝日・大学休業日を除く〉

平成31年

まで随時。
1/30（水）～2/25（月）

平成31年

までの毎週水曜日および土曜日
2/6（水）～3/2（土） 2/18（月）～3/7（木）

平成31年

3/9（土）
平成31年

締切日郵送必着
3/11（月）～3/15（金）

平成31年

締切日郵送必着

4
期

面談申込期間 面談期間 合格内定通知 出願期間 合格発表日 入学手続期間
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一般入試

平成31年

締切日郵送必着
1/7（月）～1/25（金）国語・英語の2科目と出願書類 2/4（月）・2/5（火）

平成31年

【2/4仙台会場同時実施】
2/9（土）
平成31年 2/12（火）～2/18（月）

平成31年

締切日郵送必着

１
期

選考方法 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期間

平成31年

締切日郵送必着
1/30（水）～2/12（火）国語・英語の2科目と出願書類 2/15（金）

平成31年
2/16（土）
平成31年 2/18（月）～2/27（水）

平成31年

締切日郵送必着

２
期

選考方法 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期間

平成31年

締切日郵送必着
2/20（水）～3/5（火） 3/7（木）

平成31年
3/9（土）
平成31年 3/11（月）～3/14（木）

平成31年

締切日郵送必着

３
期

選考方法 出願期間 試験日 合格発表日 入学手続期間

一般入試1期1日目（平成31年2月4日）を受験し、特に優れた成績を修めた合格者。対象

合格者のうち、志望学部学科問わず成績上位者13名。採用人数
【A特待生（５名）】 初年次学費のうち、1,100,000円を免除します。
【B特待生（８名）】 初年次学費のうち、550,000円を免除します。

内容

特待生該当者には、一般入試の合格通知のほかに、特待生採用の通知を
併せて行います。

通知

『国語』（100点） … 国語総合（古文・漢文を除く）　　『英語』（100点） … 「コミュニケーション英語Ⅰ」「コミュニケーション英語Ⅱ」及び「英語表現Ⅰ」

一般入試の合格通知と併せて特待生用の入学手続書類を送付します。手続

【A特待生】 （成績上位者5名）　初年次学費のうち110万円免除

【B特待生】 （成績上位者8名）　初年次学費のうち55万円免除
一般入試（１期１日目：平成31年２月4日）を受験

平成31年

締切日郵送必着
1/31（木）～2/14（木） 1/19（土）・1/20（日）

平成31年
2/17（日）
平成31年 2/18（月）～2/27（水）

平成31年

締切日郵送必着

２
期

選考方法 出願期間 大学入試センター試験日 合格発表日 入学手続期間

平成31年

締切日郵送必着
1/7（月）～1/29（火） 1/19（土）・1/20（日）

平成31年
2/9（土）
平成31年 2/12（火）～2/18（月）

平成31年

締切日郵送必着

１
期

選考方法 出願期間 大学入試センター試験日 合格発表日 入学手続期間

高得点2科目の合計点、出願書類※
なお、外国語（英語）は「リスニング」除く
国語は「古典（古文・漢文）」除く

平成31年

締切日郵送必着
2/20（水）～3/5（火） 1/19（土）・1/20（日）

平成31年
3/9（土）
平成31年 3/11（月）～3/14（木）

平成31年

締切日郵送必着

３
期

選考方法 出願期間 大学入試センター試験日 合格発表日 入学手続期間

社会学部　■ 人間心理学科：25名　■ 現代社会学科：19名　■ 経営社会学科：25名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：24名　■ 情報文化学科：19名　■ こどもコミュニケーション学科：15名

募集人数

社会学部　■ 人間心理学科：10名　■ 現代社会学科：8名　■ 経営社会学科：11名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：10名　■ 情報文化学科：8名　■ こどもコミュニケーション学科：6名

募集人数（2期・3期合計）

社会学部　■ 人間心理学科：10名　■ 現代社会学科：8名　■ 経営社会学科：11名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：10名　■ 情報文化学科：8名　■ こどもコミュニケーション学科：6名

募集人数（2期・3期合計）

社会学部　■ 人間心理学科：18名　■ 現代社会学科：13名　■ 経営社会学科：18名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：16名　■ 情報文化学科：13名　■ こどもコミュニケーション学科：11名

募集人数

社会学部　■ 人間心理学科：7名　■ 現代社会学科：5名　■ 経営社会学科：8名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：7名　■ 情報文化学科：5名　■ こどもコミュニケーション学科：4名

募集人数（2期・3期合計）

社会学部　■ 人間心理学科：7名　■ 現代社会学科：5名　■ 経営社会学科：8名　
メディアコミュニケーション学部　■ マス・コミュニケーション学科：7名　■ 情報文化学科：5名　■ こどもコミュニケーション学科：4名

募集人数（2期・3期合計）

一般入試　特待生制度

大学入試センター試験利用入試１期を受験し、特に優れた成績を修めた合格者。対象

合格者のうち、志望学部学科問わず成績上位者13名。採用人数
【A特待生（５名）】 初年次学費のうち、1,100,000円を免除します。
【B特待生（８名）】 初年次学費のうち、550,000円を免除します。

内容

特待生該当者には、大学入試センター試験利用入試の合格通知の
ほかに、特待生採用の通知を併せて行います。

通知

大学入試センター試験利用入試の合格通知と併せて特待生用の入学
手続書類を送付します。

手続

【A特待生】 （成績上位者5名）　初年次学費のうち110万円免除

【B特待生】 （成績上位者8名）　初年次学費のうち55万円免除
大学入試センター試験利用入試（1期）を受験

大学入試センター試験利用入試　特待生制度

■ １期は試験日自由選択制、２日間両日受験でも検定料はかわりません。
■ 複数学科同時出願可能。検定料はかわりません。　■ １期１日目（試験日２月4日）は仙台でも受験できます。

■ 出願はWeb出願になります。詳しくは学生募集要項でご確認ください。

大学入試センター試験利用入試 ■ 入学検定料1学科1万円、2～6学科の同時出願一律1万5千円。
■ 外国語は筆記200点を100点に換算します。

■ 出願はWeb出願になります。詳しくは学生募集要項でご確認ください。

国語・英語の2科目と出願書類

高得点2科目の合計点、出願書類※
なお、外国語（英語）は「リスニング」除く
国語は「古典（古文・漢文）」除く

高得点2科目の合計点、出願書類※
なお、外国語（英語）は「リスニング」除く
国語は「古典（古文・漢文）」除く

※ ただし、「理科①」の基礎を付した科目は選択した2科目の合計点を1科目として扱います。

2期・3期は、実用英語技能検定2級以上等の資格・スコアを試験科目『英語』100点（満点）に換算します。詳細は学生募集要項でご確認ください。

出題範囲・配点

外部英語検定試験の利用




