


駒沢女子大学のアドミッション・ポリシー
駒沢女子大学は、建学の精神、教育の理念を理解し、卒業の認定に
関する方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程の編成および実施に
関する方針(カリキュラム・ポリシー)が定める教育を受けるために
求められる基礎的な知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体
性・協働性を身につけている人を求めます。そのために多様な受験
生に対応する入学者選抜を用意し、多面的かつ総合的な選抜を適正
に実施します。

人間総合学群のアドミッション・ポリシー
人間総合学群では、次のような学生を求めます。
１． 高等学校等の教育課程を通じて、本学群での教育を修めるため
に必要となる基礎的な知識・技能等を身につけている人

２． 高等学校等の教育課程を通じて、各学類・専攻が教育目的とし
て掲げる幅広い教養と専門的な知識・技能等を修得するための
学習習慣を身につけている人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 多様な人々と協働して主体的に学ぼうとする姿勢と社会に貢献
したいという意欲をもつ人

■ 人間文化学類
人間文化学類では、次のような学生を求めます。
１． 人間の文化、歴史、社会に関する基礎的な知識(たとえば高等学
校等までの国語、外国語、地理歴史、公民などの学習内容)を身
につけている人

２． 自らが関心を持つ分野(日本文化、人間関係、英語コミュニケー
ション)に関する知識・技能等を修得しようという意欲を持ち、
学習する習慣を身につけている人

３． 自らが関心を持つ分野を学ぶ上で必要となる基礎的な日本語力
とコミュニケーション力を身につけている人

４． 多様な他者と共生する社会の中で主体的に学び続け、人間文化
に関する学修を生かして社会に貢献しようという意欲をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
日本文化専攻
日本文化専攻を志望するみなさんには、｢国語｣｢地理歴史(日本史)｣
などの内容にふだんから親しみ、日本文化にかかわるさまざまな
ジャンルの文章に触れておくことをお勧めします。また、多種多様
な日本の文化を学ぶために、書物から得る知識ばかりでなく、各自
の暮らす地域の伝統文化に接し、各種の博物館・美術館などに足を
運ぶなど、実社会の文化に興味関心を持つことも有意義です。

人間関係専攻
人間関係専攻を志望するみなさんには、広く｢人間｣について興味を
持ち、自分自身の視野を拡げることに関心と意欲をもっていること
が求められます。そのために、｢国語｣｢地理歴史(世界史、日本史、
地理のいずれか)｣｢公民(現代社会、倫理、政治・経済のいずれか)｣
｢情報｣などの内容に親しみ、大学での学びの土台となる、読む・書
く・聴く・話すなどの基礎的学力を身につけるように心がけましょ
う。

英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻を志望するみなさんには、｢英語｣を中
心に｢国語｣｢地理歴史(世界史、日本史、地理のいずれか)｣など、さ
まざまな科目や分野への関心を広げておくことをお勧めします。ま
た、世界の多様な価値観を理解するためには、自分の価値観がどの
ようなものに根差しているのか、自分自身への問いかけも重要で
す。ふだんから英語の本、映像、音楽などに親しみ、英語とその文
化に広く関心を持ってほしいと考えています。

■ 観光文化学類
観光文化学類では、次のような学生を求めます。
１． 高等学校等の国語・外国語・地理歴史・公民などの教科に関心
があり、日本と世界の文化・歴史・社会に関する基礎的な知識
を身につけている人

２． 観光・文化に関心があり、幅広い知識・教養・実践力を身につ
ける意欲をもつ人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 多様な価値観を受け入れ、他者と協働して社会に貢献する意欲
をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
観光文化学類を志望するみなさんには、｢地理歴史(日本史、世界
史、地理)｣｢国語｣｢外国語｣などの内容に親しみ、｢芸術(美術・音
楽)｣｢公民(現代社会)(政治・経済)｣などにも広く関心を持つこと
をお勧めします。読書に親しむと同時に、身近な地域社会から、日
本、さらに世界の動向にまで目を向け、グローバルな視野をもつよ
うに心がけると良いでしょう。

■ 心理学類
心理学類では、次のような学生を求めます。
１． 人の心理に興味があり、社会と人間について基本的な知識(高等
学校等の国語、外国語(英語)、公民(現代社会)、保健体育、芸
術(美術・音楽)などの教科に関連する知識)を身につけている人

２． 心理学の専門的知識と方法論を学ぼうとする意欲をもつ人
３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 他者と交流し、多くの人とともに協働的に活動する姿勢を備え
ている人

[ 高等学校等での学習について ]
心理学は人間の｢こころ｣を対象にした学問領域です。私たちの周囲
にあるものはすべてその｢こころ｣の働きが何らかの形でかかわって
いるといってもよいでしょう。ですから何に対しても探究する気持
ちを持ち、想像力を豊かにしてものごとに接することを心掛けま
しょう。具体的な教科(科目)としては、人間のさまざまな感情の動
きが表現された文学や芸術作品に触れる｢国語｣や｢芸術(美術、音
楽)｣、外国の人々の精神文化を理解するための｢外国語(英語)｣、社
会や組織の問題を対象にした｢公民(現代社会)｣、そして心身の健康
を促進する｢保健体育｣などに積極的に取り組んでみると良いでしょ
う。

■ 住空間デザイン学類
住空間デザイン学類では、次のような学生を求めます。
１． 建築、インテリアのデザインやものづくりなどに関心があり、
高等学校等の国語・情報などの教科を学習する意欲がある人

２． 幅広い興味を持って物事に取り組み、目標に向かって努力する
姿勢を備えている人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身に付けている人

４． 住まいや暮らしなどを通して社会人として活躍したいという意
識・意欲をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
住空間デザイン学類を志望するみなさんには、｢国語｣｢情報｣などの
内容にふだんから親しみ、読む、書く、発表などに必要な基礎力を
身につけておくこと、問題や課題を整理し表現するために情報機器
等を積極的に活用することをお勧めします。また、少子高齢化から
地球環境など私たちを取り巻く問題や、住まいや暮らしなどのデザ
インに興味を持ってほしいと考えています。

アドミッション・ポリシー（人間総合学群）
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稲城駅
京王相模原線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約7分）
　  駅前バスターミナル2番乗り場
　  駒沢学園行き・新百合ヶ丘駅行き・
　  柿生駅北口行き

▶ 駒沢学園下車
※駒沢学園入口で下車されないようご注意
ください。

稲城長沼駅
JR南武線 ご利用の場合
▶ スクールバス（有料）に乗車（約14分）
▶ 駒沢学園下車
　  ※スクールバスの乗降場所や時刻表はHPをご確認
　ください。
※試験当日にスクールバスを利用される方は、出願
　登録の際に利用申込をしてください。
※在学生も乗車いたしますのでご了承ください。

新百合ヶ丘駅
小田急線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約20分）
　  南口バスターミナル5番乗り場
　  駒沢学園行き・稲城駅行き・
　  稲城市立病院行き

▶ 駒沢学園下車
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※下記の所要時間は、時間帯などにより異なります。乗り換え時間は含みません。
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人間健康学部のアドミッション・ポリシー
人間健康学部では、次のような学生を求めます。
１． 栄養、食品、健康、福祉、医療、保健についての幅広い関心を
もつ人

２． 人々の健康の維持増進に貢献したいという意欲をもつ人
３． 本学部での学びに必要となる基礎的な知識・技能および学習習
慣を身につけている人

４． 協調性をもち、他者と円滑なコミュニケーションをとることが
できる人

■ 健康栄養学科
健康栄養学科では、次のような学生を求めます。
１． 栄養士・管理栄養士の業務を理解し、社会貢献の意欲をもつ人
２． 栄養士・管理栄養士に求められる専門的な知識や技術を積極的
に修得しようとする、強い学習意欲をもつ人

３． 協調性をもって、実験・実習等のグループワークに主体的かつ
積極的に取り組むことができる人

４． 管理栄養士免許の取得を目指して、地道な努力が続けられる人

[ 高等学校等での学習について ]
健康栄養学科を志望する皆さんには、｢生物基礎｣や｢化学基礎｣の基
礎的な内容を習得していることを期待します。これらの知識は、大
学で専門基礎科目や専門科目を学ぶための土台となります。また、
｢国語｣において語彙力や読解力、文章作成力を身につけておくこと
も大切です。これは大学で学ぶすべての科目の基礎になるととも
に、円滑なコミュニケーションをはかるためにも重要です。

看護学部・看護学科のアドミッション・ポリシー
看護学部では、次のような学生を求めます。
１． 建学の精神に共感できる人
２． 看護に強い関心をもち、看護職として貢献する意思をもってい
る人

３． 人間と社会に関心がある人
４． 何事にもチャレンジする探究心をもっている人
５． 他者とコミュニケーションのとれる人
６． 他者と協力し、責任をもって行動できる人
７． 主体的に学習を継続できる人
８． 看護学を学ぶために必要な基礎学力のある人

[ 高等学校等での学習について ]
看護学部を志望する皆さんには、是非とも｢国語｣の語彙力や読解
力、文章作成力をしっかりと身につけておくことを期待していま
す。また｢生物基礎｣｢化学基礎｣｢物理基礎｣｢数学1A ｣に関する基礎学
力も同様に身につけておいてください。これらの知識は大学1年次よ
り看護学の基礎となる医学や専門基礎科目を学ぶための土台となる
大切な科目です。一方、｢英語｣は看護学を学ぶことで卒業後の進路
の一つとして、海外での看護活動に活かす力となります。これらの
科目は得意でなくとも好きな科目として高等学校等でしっかり取り
組み、身につけておくと、入学後の学習理解につながり、学ぶこと
が楽しくなることでしょう。

駒沢女子短期大学のアドミッション・ポリシー
駒沢女子短期大学では、教育の目的を達成するために、建学の精神
を理解し、本学の教育を受けるだけの基礎学力を有し、知的好奇心
をもった勉学意欲に富む学生に入学を認める。

■ 保育科
保育科は、保育・教育、福祉に携わる保育者の養成を通して社会に
貢献し、教えの一つである｢行学一如｣を文字通り、たゆまず実践し
ている。2年間という短い期間であるが、｢心(の在り方)｣が問われる
現代社会において、専門知識・技術を習得するのみにとどまらず、
心身のバランスのとれた、遊び力・表現力豊かな保育者の養成を目
指している。本学に入学を希望し、｢資格を取得したい｣｢資格を生か
して保育職に就きたい｣という夢と熱意を全力で応援し、サポートし
たいと願っている。そこで次のような学生の入学を認める。

[ 教育の目的 ]
● 〈人間力〉〈遊び力〉〈表現力〉〈思考力〉を柱とした保育・教育、福祉
の専門性を身につけること
● とくに、‶子どもの遊び"の本質を理解することや、子どもをはじ
めとした人々の表現を支える感受性や表現力を持った保育者を養
成する
● そのうえで、未来を切り開く力を持った総合的人間力の高い人材
を育成する

[ 求める学生像 ]
●入学後の学修に必要な基礎学力(とくに国語力)を有している者
●基本的な生活習慣が身についている者
● 自分の長所や短所に気づき、それらを生かしていきたいという思
いを有している者(自己覚知・メタ認知的思考)
● 自分の考えや気持ちを自分らしい方法で伝えようとする意欲を有
している者(表現力)
● 子どもや人、自然と触れ合うことに興味・関心があり、専門的知
識をもって理解を深めたいと思っている者
●何かに打ち込んだことがある、もしくは、打ち込みたいと思う者
●子どもとかかわる仕事に就く意欲のある者

[ 高等学校等での学習について ]
保育者になると、保護者へのお知らせやお便り、連絡帳、日案、週
案、仕事の申し送りなど、書く仕事がたくさんあります。また、保
護者と敬語で話し、社会的マナーが身についていることも大事で
す。保育科を志望するみなさんには、普段から本、童話や絵本に
親しみ、文章表現力や基本的な漢字を書く力を身につけておくこと
をお勧めします。また、入学後実施される5回の実習に向けて、入
学前に幼稚園や保育園でボランティア活動を行い、子どもたちとた
くさんかかわる経験をもち、積極的に保育者の手伝いをすることを
通して保育者の仕事を理解しておくことも有意義です。さらに、現
場で必要とされる、音楽の基礎を身につける努力や、造形などを通
して創造性を豊かにする表現力にも興味をもって欲しいと考えてい
ます。具体的な教科としては、｢国語(国語総合)｣、｢芸術(音楽、美
術)｣などに親しみ、短期大学での学びの土台となる基礎学力を身に
つけていることが期待されます。

アドミッション・ポリシー（人間健康学部・看護学部・短期大学）
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2023年度入学者選抜 募集人員
◆ 募集人員に関しましては、本学の基準に達しない場合、この限りではありません。 

学群・学部
大学

短期大学
人間総合学群 人間健康学部 看護学部

学類・学科・専攻・科

人間文化学類
・日本文化専攻
・人間関係専攻
・ 英 語 コ ミ ュ ニ
ケーション専攻

観光文化学類 心理学類 住空間デザイン
学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

学校推薦型選抜
(公募制)※

Ⅰ期
43 15 21 15 30

30
55

Ⅱ期 ―

一般選抜
Ａ日程 63 20 27 20 33 35 7

Ｂ日程 6 3 4 3 4 5 3

大学入学共通 
テスト利用選抜

Ⅰ期

16 7 9 7 10 10 5Ⅱ期

Ⅲ期

学群枠 22 ― ― ―

総合型選抜 
(専願型) Ⅰ期

25 13 18 13

3

― 60
総合型選抜 
(併願型)

Ⅱ期

―Ⅲ期

Ⅳ期

入学定員 170名 60名 80名 60名 80名 80名 130名

※学校推薦型選抜（公募制）には、学校推薦型選抜（指定校制）の募集枠が含まれています。

■  人間総合学群には、上記の他に帰国生徒入学者選抜・外国人留学生入学者選抜があります。(各学類若干名募集。学校推薦型選抜(公募制)・ 
一般選抜B日程の募集枠に含みます。)

■  短期大学 保育科には、上記の他に社会人特別入学者選抜があります。(若干名募集。学校推薦型選抜(公募制)・一般選抜B日程の募集枠に含み
ます。)

人間総合学群の入学者選抜について
人間総合学群は、学類単位、および学群単位で入学者選抜を行います。

人間総合学群の入学者選抜 受験方法、および2年進級時の学類選択方法

学類単位

学校推薦型選抜(指定校制) 
学校推薦型選抜(公募制)Ⅰ期・Ⅱ期 
総合型選抜(専願型)Ⅰ期 
総合型選抜(併願型)Ⅱ期・Ⅲ期・Ⅳ期 
一般選抜Ａ日程・Ｂ日程 
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期 
外国人留学生入学者選抜Ⅰ期・Ⅱ期 
帰国生徒入学者選抜Ⅰ期・Ⅱ期

志望する学類を選択して受験します。
2年進級時には、下記の①または②のように学類へ進みます。

　　　①2年進級時に、入学の際に志望した学類にそのまま進むことができます。
　　　② 2年進級時に、入学の際に志望した学類とは異なる学類を希望する場合、所定

の条件(※)のもとで、学類を変更し、希望の学類に進むこともできます。
 
※②は、希望する学類人数が収容定員に余裕のある場合に限ります。
　 また、希望する学類人数が収容定員に余裕のある場合でも、希望者が多く収容定員を
超える場合は、1年次前期のＧＰＡ(成績平均値)より選抜します。

学群単位 大学入学共通テスト利用選抜(学群枠) 人間総合学群枠で受験します。
2年進級時に、人間総合学群の4つの学類の中から、希望の学類を選び、進みます。

◎ 身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センター
に問い合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わ
せてください。

◎ 本学では、学内における学生個人情報の利用・管理方法の再確認を行うとともに、個人情報の保護に最善の注意を払って取り組んでいま
す。提出していただく個人情報につきましては、入学者選抜の実施、入学手続に関わる業務および入学者選抜に関する統計処理に使用しま
す。なお、これらについては、本学と業務委託契約を結んだ業者が、全部または一部を使用することがありますことをあらかじめご了承く
ださい。また、入学者選抜の結果および成績については、出身学校の進路指導部に開示することがありますので、併せてご了承ください。

2023年度入学者選抜 募集人員/人間総合学群の入学者選抜について
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学群・学部・学類・学科・科 入学者選抜名称 試験日

人間総合学群

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

総合型選抜(専願型) Ⅰ期 2022年9/17（土）

総合型選抜(併願型)

Ⅱ期 2022年12/17（土）
Ⅲ期 2023年2/15（水）
Ⅳ期 2023年3/1（水）

学校推薦型選抜(指定校制) 2022年11/12（土）

学校推薦型選抜(公募制)
Ⅰ期 2022年11/19（土）
Ⅱ期 2022年12/10（土）

一般選抜
Ａ日程 2023年1/23（月）
Ｂ日程 2023年2/20（月）

大学入学共通テスト利用選抜(学群枠) 本学での個別入学者選抜は行いません。

大学入学共通テスト利用選抜 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 本学での個別入学者選抜は行いません。

人間健康学部 健康栄養学科

総合型選抜(専願型) Ⅰ期 2022年9/17（土）
学校推薦型選抜(指定校制) 2022年11/12（土）

学校推薦型選抜(公募制)
Ⅰ期 2022年11/19（土）
Ⅱ期 2022年12/10（土）

一般選抜
Ａ日程 2023年1/24（火）
Ｂ日程 2023年2/20（月）

大学入学共通テスト利用選抜 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 本学での個別入学者選抜は行いません。

看護学部 看護学科

学校推薦型選抜(指定校制) 2022年11/12（土）
学校推薦型選抜(公募制) Ⅰ期 2022年11/19（土）

一般選抜
Ａ日程 2023年1/24（火）
Ｂ日程 2023年2/20（月）

大学入学共通テスト利用選抜 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 本学での個別入学者選抜は行いません。

短期大学 保育科

総合型選抜(専願型) Ⅰ期

【選考日選択制】 
選考日は下記の①～④から1日

①2022年9/10（土）　②2022年9/11（日）
③2022年9/17（土）　④2022年9/18（日）

総合型選抜(併願型)

Ⅱ期 2022年12/17（土）
Ⅲ期 2023年2/15（水）
Ⅳ期 2023年3/1（水）

学校推薦型選抜(指定校制) 2022年11/12（土）

学校推薦型選抜(公募制)
Ⅰ期 2022年11/19（土）
Ⅱ期 2022年12/10（土）

一般選抜
Ａ日程 2023年1/23（月）
Ｂ日程 2023年2/20（月）

大学入学共通テスト利用選抜 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期 本学での個別入学者選抜は行いません。

※ 上記の他に、帰国生徒入学者選抜・外国人留学生入学者選抜（大学人間総合学群）、社会人特別入学者選抜（短期大学保育科）、編入学者選抜（大学人間
総合学群）があります。

2023年度入学者選抜日程一覧
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趣旨・特典

適用対象入学者選抜（2023年4月新入生の場合）　

特典 ： 年間授業料の免除（全額または半額）

学校推薦型選抜（指定校制・公募制）や総合型選抜で合格、入学手続が完了している方のスカラシップ生へのチャレンジについて

本学の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選抜（公募制）、総合型選抜（専願型）Ⅰ期で合格し、入学手続を完了した方も、入学手続が完了してい
る学類・学科・科であれば、一般選抜A日程に出願し、スカラシップ制度（新入生）にチャレンジすることができます。この場合は入学検定料が減額さ
れ、10,000円となります。
＊本学看護学部の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選抜（公募制）で合格し、入学手続きを完了した方がスカラシップ制度（新入生）にチャレン
ジする場合は、一般選抜Ａ日程の面接は行わず、筆記試験2教科の成績によりスカラシップ生を選考します。

学業に優れ、勉学意欲旺盛な学生に広く門戸を開くという趣旨のもと、一般選抜Ａ日程の合格者の中から成績優秀者には授業料免除の特典が
与えられます。なお、スカラシップ生として選抜された入学者には、学業・生活態度において他の学生の模範となることを期待しています。

選考・免除内容・採用人数

一般選抜A日程の合格者の中から、成績優秀者（筆記試験2教科の得点率が原則7割以上で、各学類・学科・科入学定員の5％を上限とする）を対象
に年間授業料の半額を免除（1年次）します。上記のうち、各学類・学科・科成績最上位者には年間授業料の全額を免除（1年次）します。ただし、スカ
ラシップ採用者が入学を辞退しても繰上げは行いません。
＊看護学部のスカラシップ生の選考は、一般選抜A日程の合格者の中から、一般選抜A日程選考時の面接点（100点満点）を除いた、筆記試験
2教科の成績（200点満点）により行います。

その他

●スカラシップ制度（新入生）は専願ではありません。
●2年次以降は毎年度「在学生スカラシップ制度」により選考し、成績・生活態度などによっては、入学時も含め大学は最長4年間、短期大学は最長
2年間、授業料の減免を受けることができます。
●「スカラシップ制度（新入生）」においてスカラシップ生として選抜された場合、「卒業生子女入学特典制度」「大学・短期大学 姉妹入学特典制度」
「寺院関係者入学特典制度」等の特典を受けることはできません（特典の併用はできません）。

対象入学者選抜 学群・学部 試験日 備考

2023 年1/23 （月）

2023 年1/24 （火）

2023 年1/23 （月）

一般選抜Ａ日程

人間総合学群

人間健康学部

看護学部

短期大学

　出願時に特別な申込み手続は不要です。

※採用人数に関しましては、採用基準に達していない場合はこの限りではありません。

学群・学部・学類・学科・科

スカラシップ制度 採用人数 8名 3名 4名 3名 4名 4名 6名

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学

住空間
デザイン学類人間文化学類 観光文化学類 心理学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

スカラシップ制度（新入生）について
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駒沢女子大学・駒沢女子短期大学には、下記のような入学特典制度があります。

制度名称 内容

卒業生子女入学特典制度 本学園の卒業生(中学・高校・短期大学・大学・大学院)の子女等を広く受け入れ、学生の本学への帰属意識を高めるため
の一環として行う入学特典制度です。対象者には、入学金のうち100,000円を減免する特典を与えます。

大学・短期大学
姉妹入学特典制度

経済的な負担の軽減を図るため、申請時に本学(短期大学・大学・大学院)に在籍している者の姉妹が本学(短期大学・
大学)に入学する場合、または姉妹が同時(2023年4月)に本学(短期大学・大学)に入学する※場合に、入学金のうち
100,000円を減免する特典を与えます。
※同時(2023年4月)入学者については、対象となる入学者選抜に合格し、2023年4月に入学する姉妹のうち1名が対象と
なります。

寺院関係者入学特典制度 僧籍を持っている者の親族(3親等内)を対象とした入学特典制度です。
対象者には、入学金のうち100,000円を減免する特典を与えます。

次の『対象となる入学者選抜』のアからキのいずれかの入学者選抜に合格し、2023年4月に入学をした者のうち、『申請資格』に該当する者。

【本制度の『対象となる入学者選抜』】
対象となる入学者選抜 特典内容 【卒業生子女入学・姉妹入学・寺院関係者入学】

ア， 学校推薦型選抜(指定校制)

入学金(300,000円)のうち、100,000円を減免

イ， 学校推薦型選抜(公募制)Ⅰ・Ⅱ期
ウ， 総合型選抜(専願型)Ⅰ期
エ， 総合型選抜(併願型)Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期
オ， 一般選抜Ａ・Ｂ日程
カ， 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期
キ， 大学入学共通テスト利用選抜(学群枠)

【申請資格】

制度名称 申請資格

卒業生子女入学特典制度

上記の『対象となる入学者選抜』のアからキのいずれかの入学者選抜に合格し、2023年4月に入学をした者のうち、次の
(1)から(5)のいずれかに該当する者。
(1)本学園(中学・高校・短期大学・大学・大学院)を卒業した者の子女
(2)本学園(中学・高校・短期大学・大学・大学院)を卒業した者の孫
(3)本学園(中学・高校・短期大学・大学・大学院)を卒業した者のひ孫
(4)本学園(中学・高校・短期大学・大学・大学院)を卒業した者の姪
(5)本学園(中学・高校・短期大学・大学・大学院)を卒業した者の姉妹

大学・短期大学
姉妹入学特典制度

上記の『対象となる入学者選抜』のアからキのいずれかの入学者選抜に合格し、2023年4月に入学をした者のうち、次の
(1)または(2)に該当する者。
(1)申請時に本学(短期大学・大学・大学院)に在籍している者の姉妹
(2)本学(短期大学・大学)に姉妹が同時(2023年4月)に入学した※場合
※ 同時(2023年4月)入学者については、『対象となる入学者選抜』アからキのいずれかの入学者選抜に合格し、2023年4
月に入学した姉妹のうち1名が対象となります。

寺院関係者入学特典制度 上記の『対象となる入学者選抜』のアからキのいずれかの入学者選抜に合格し、2023年4月に入学をした者のうち、僧籍
を持っている者の親族(3親等内)である者。

※ ｢スカラシップ制度 (新入生 )｣ においてスカラシップ生として選抜された場合、｢卒業生子女入学特典制度｣ ｢大学・短期大学姉妹入学特典制度｣
｢寺院関係者入学特典制度｣ の特典を受けることはできません。
　 また、｢卒業生子女入学特典制度｣｢大学・短期大学姉妹入学特典制度｣｢寺院関係者入学特典制度｣は、2つ以上の制度の申請資格対象になる場合で
も、重複して特典を受けることはできません。いずれか1つの制度を選択し、申請してください。

上記の申請資格に該当する場合は、入学後に申請を行ってください。
申請に必要な書類、申請期間等、詳細に関しましては、入学後に入試センターよりお知らせします。

■ 申請書類提出先・問い合わせ先　　　駒沢女子大学・駒沢女子短期大学　入試センター　　　　ＴＥＬ：042-350-7110 

制度について（2023年4月入学者）

申請資格【卒業生子女入学特典制度】【大学・短期大学姉妹入学特典制度】【寺院関係者入学特典制度】

申請方法について

趣旨・特典

適用対象入学者選抜（2023年4月新入生の場合）　

特典 ： 年間授業料の免除（全額または半額）

学校推薦型選抜（指定校制・公募制）や総合型選抜で合格、入学手続が完了している方のスカラシップ生へのチャレンジについて

本学の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選抜（公募制）、総合型選抜（専願型）Ⅰ期で合格し、入学手続を完了した方も、入学手続が完了してい
る学類・学科・科であれば、一般選抜A日程に出願し、スカラシップ制度（新入生）にチャレンジすることができます。この場合は入学検定料が減額さ
れ、10,000円となります。
＊本学看護学部の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選抜（公募制）で合格し、入学手続きを完了した方がスカラシップ制度（新入生）にチャレン
ジする場合は、一般選抜Ａ日程の面接は行わず、筆記試験2教科の成績によりスカラシップ生を選考します。

学業に優れ、勉学意欲旺盛な学生に広く門戸を開くという趣旨のもと、一般選抜Ａ日程の合格者の中から成績優秀者には授業料免除の特典が
与えられます。なお、スカラシップ生として選抜された入学者には、学業・生活態度において他の学生の模範となることを期待しています。

選考・免除内容・採用人数

一般選抜A日程の合格者の中から、成績優秀者（筆記試験2教科の得点率が原則7割以上で、各学類・学科・科入学定員の5％を上限とする）を対象
に年間授業料の半額を免除（1年次）します。上記のうち、各学類・学科・科成績最上位者には年間授業料の全額を免除（1年次）します。ただし、スカ
ラシップ採用者が入学を辞退しても繰上げは行いません。
＊看護学部のスカラシップ生の選考は、一般選抜A日程の合格者の中から、一般選抜A日程選考時の面接点（100点満点）を除いた、筆記試験
2教科の成績（200点満点）により行います。

その他

●スカラシップ制度（新入生）は専願ではありません。
●2年次以降は毎年度「在学生スカラシップ制度」により選考し、成績・生活態度などによっては、入学時も含め大学は最長4年間、短期大学は最長
2年間、授業料の減免を受けることができます。
●「スカラシップ制度（新入生）」においてスカラシップ生として選抜された場合、「卒業生子女入学特典制度」「大学・短期大学 姉妹入学特典制度」
「寺院関係者入学特典制度」等の特典を受けることはできません（特典の併用はできません）。

対象入学者選抜 学群・学部 試験日 備考

2023 年1/23 （月）

2023 年1/24 （火）

2023 年1/23 （月）

一般選抜Ａ日程

人間総合学群

人間健康学部

看護学部

短期大学

　出願時に特別な申込み手続は不要です。

※採用人数に関しましては、採用基準に達していない場合はこの限りではありません。

学群・学部・学類・学科・科

スカラシップ制度 採用人数 8名 3名 4名 3名 4名 4名 6名

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学

住空間
デザイン学類人間文化学類 観光文化学類 心理学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

卒業生子女入学特典制度/大学・短期大学姉妹入学特典制度/
寺院関係者入学特典制度（2023年4月入学者）
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＊看護学部は、出願時に「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

区分

大学

短期大学

人間総合学群

人間健康学部

看護学部

保育科

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
試験日 合格発表日＊3 入学手続

締切日

11/1（火）
10：00

～11/5 （土）
15：00

11/1（火）～
〈郵送・消印有効〉

11/5 （土） 12/1 （木）11/12 （土） 12/14 （水）

試験日程

出願資格・推薦要件

指
定
校
制

本学は、「学校推薦型選抜における指定校制度」を設け、本学の教育理念を理解し、学業成績・人物ともに優秀な生徒を積極的に受け入れていま
す。「学校推薦型選抜（指定校制）」は、本学が指定校として指定をした高等学校もしくは中等教育学校の学校長より推薦された生徒を対象とし
た、専願制の入学者選抜です（他大学との併願はできません）。「学校推薦型選抜（指定校制）」の出願資格等に関しましては、本学が指定をした
高等学校もしくは中等教育学校へ通知しますので、詳細は高等学校もしくは中等教育学校の進路指導ご担当の先生にお問い合わせください。
※本学の学校推薦型選抜(指定校制)は、インターネットを利用した「インターネット出願(Web出願)」のみとなります。インターネット出願の際に求められる
パスワードに関しましては、本学が指定をした高等学校もしくは中等教育学校へ通知する文書にて確認してください。

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法 配点等 試験時間

選抜方法・配点・試験時間

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10分程度

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類
人間総合学群 指定校制

①化学・生物の基礎テスト（筆記により
　化学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書

①15分
②10分程度健康栄養学科人間健康学部 指定校制

①化学・生物の基礎テスト（筆記により
　化学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書
＊看護学部志望理由書

①15分
②10分程度看護学科看護学部 指定校制

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10分程度保育科短期大学 指定校制

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15：00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

本学が指定する高等学校もしくは中等教育学校に通知する「2023年度 学校推薦型選抜（指定校制）要項」にて確認してください。

試験時間割

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

健康栄養学科人間健康学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

看護学科看護学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　　

保育科短期大学

学校推薦型選抜（指定校制）※専願とする
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＊看護学部は、出願時に「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

区分

大学

短期大学

人間総合学群

人間健康学部

看護学部

保育科

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
試験日 合格発表日＊3 入学手続

締切日

11/1（火）
10：00

～11/5 （土）
15：00

11/1（火）～
〈郵送・消印有効〉

11/5 （土） 12/1 （木）11/12 （土） 12/14 （水）

試験日程

出願資格・推薦要件

指
定
校
制

本学は、「学校推薦型選抜における指定校制度」を設け、本学の教育理念を理解し、学業成績・人物ともに優秀な生徒を積極的に受け入れていま
す。「学校推薦型選抜（指定校制）」は、本学が指定校として指定をした高等学校もしくは中等教育学校の学校長より推薦された生徒を対象とし
た、専願制の入学者選抜です（他大学との併願はできません）。「学校推薦型選抜（指定校制）」の出願資格等に関しましては、本学が指定をした
高等学校もしくは中等教育学校へ通知しますので、詳細は高等学校もしくは中等教育学校の進路指導ご担当の先生にお問い合わせください。
※本学の学校推薦型選抜(指定校制)は、インターネットを利用した「インターネット出願(Web出願)」のみとなります。インターネット出願の際に求められる
パスワードに関しましては、本学が指定をした高等学校もしくは中等教育学校へ通知する文書にて確認してください。

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法 配点等 試験時間

選抜方法・配点・試験時間

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10分程度

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類
人間総合学群 指定校制

①化学・生物の基礎テスト（筆記により
　化学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書

①15分
②10分程度健康栄養学科人間健康学部 指定校制

①化学・生物の基礎テスト（筆記により
　化学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書
＊看護学部志望理由書

①15分
②10分程度看護学科看護学部 指定校制

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10分程度保育科短期大学 指定校制

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15：00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

本学が指定する高等学校もしくは中等教育学校に通知する「2023年度 学校推薦型選抜（指定校制）要項」にて確認してください。

試験時間割

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

健康栄養学科人間健康学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

看護学科看護学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　　

保育科短期大学
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選抜方法・配点・試験時間

大学 人間総合学群
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

大学 人間健康学部
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

大学 看護学部
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.5以上の者。

短期大学 保育科
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

次の項目に該当する女子
〈全体の学習成績の状況は3年1学期または前期までのもの。〉

Ⅱ期
大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
保育科

12/10 （土） 12/16（金） 1/5 （木）

Ⅰ期 大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部

保育科

11/8（火）
10：00

～11/14 （月）
15：00

11/8（火） 11/14 （月）～
〈郵送・消印有効〉

12/1（木）
10：00

～ 12/5（月）
15：00

12/1（木） 12/5 （月）～
〈郵送・消印有効〉

11/19 （土） 12/1 （木） 12/14 （水）

※看護学部は、学校推薦型選抜（公募制）Ⅰ期は実施し、学校推薦型選抜（公募制）Ⅱ期は実施しません。

区分 学群・学部・科 試験日 合格発表日＊3 入学手続
締切日

出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間

出身学校長の推薦する者について、下記の選考を行い、人物・能力ともに本学の教育に適性のある者を選び、入学を許可します。
※本学の学校推薦型選抜（公募制）は、インターネットを利用した「インターネット出願（Web出願）」のみとなります。

＊看護学部は、出願時に「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法 試験時間配点等

①面接記述書
②面接
③調査書

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

①15分
②10～15分程度

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群
Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅰ期
Ⅱ期

①15分
②10～15分程度健康栄養学科人間健康学部

①15分
②10～15分程度看護学科看護学部 Ⅰ期

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10～15分程度保育科短期大学

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化
学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化
学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書
＊看護学部志望理由書

試験時間割

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

健康栄養学科人間健康学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

看護学科看護学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　　

保育科短期大学

学校推薦型選抜（公募制）※専願とする
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選抜方法・配点・試験時間

大学 人間総合学群
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

大学 人間健康学部
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

大学 看護学部
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.5以上の者。

短期大学 保育科
①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者で、人間性に富み、高等教育を受けるのに適した素質と必要な学力を
持ち、出身学校長が推薦する者。

②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③学業成績が次の条件に該当する者：全体の学習成績の状況が原則として3.2以上の者。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

次の項目に該当する女子
〈全体の学習成績の状況は3年1学期または前期までのもの。〉

Ⅱ期
大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
保育科

12/10 （土） 12/16（金） 1/5 （木）

Ⅰ期 大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部

保育科

11/8（火）
10：00

～11/14 （月）
15：00

11/8（火） 11/14 （月）～
〈郵送・消印有効〉

12/1（木）
10：00

～ 12/5（月）
15：00

12/1（木） 12/5 （月）～
〈郵送・消印有効〉

11/19 （土） 12/1 （木） 12/14 （水）

※看護学部は、学校推薦型選抜（公募制）Ⅰ期は実施し、学校推薦型選抜（公募制）Ⅱ期は実施しません。

区分 学群・学部・科 試験日 合格発表日＊3 入学手続
締切日

出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間

出身学校長の推薦する者について、下記の選考を行い、人物・能力ともに本学の教育に適性のある者を選び、入学を許可します。
※本学の学校推薦型選抜（公募制）は、インターネットを利用した「インターネット出願（Web出願）」のみとなります。

＊看護学部は、出願時に「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法 試験時間配点等

①面接記述書
②面接
③調査書

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

100点満点
　①30点
　②50点
　③20点

①15分
②10～15分程度

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群
Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅰ期
Ⅱ期

Ⅰ期
Ⅱ期

①15分
②10～15分程度健康栄養学科人間健康学部

①15分
②10～15分程度看護学科看護学部 Ⅰ期

①面接記述書
②面接
③調査書

①15分
②10～15分程度保育科短期大学

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化
学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化
学・生物の基本的な内容を問います。）
②面接
③調査書
＊看護学部志望理由書

試験時間割

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人間総合学群

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

健康栄養学科人間健康学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

化学・生物の基礎テスト

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　

看護学科看護学部

集合時間（入室・着席のこと） 午前 9：00

諸注意

面接記述書

受験生再集合

面接諸注意

面接

9：05　～　9：15

9：15　～　9：30

9：50

9：50　～　9：55

10：00　～　　

保育科短期大学
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オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや大学の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

エントリー・受験方法について

エントリーから入学手続までのフロー

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、大学での学びなどを深く理解する

「志望理由書及び活動報告書」は、ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

大学　人間総合学群

エントリー・受験方法区分

専願型

併願型

Ⅰ期

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【大学 人間総合学群】 総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期　【大学 人間総合学群】

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」を郵送する（消印有効）

◆記入済の大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間内
に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには
投函しないでください）。

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

選考日の集合時間を通知

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　※郵送のみによる

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出
願登録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片
面印刷してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズ
の書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送
（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズ
の書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
◆記入済の大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送
（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

入学手続

インターネット出願サイトにアクセスし、受験票を印刷する

選考

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

専
願
型
Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/6 （火）～
〈郵送・消印有効〉

9/8（木） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：009/17 （土） 11/1 （火） 11/25 （金）

12/6（火）
10：00 ～12/12 （月）

15：00 12/22（木） 1/5 （木）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

9/20 （火）

①課題作文：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

人
間
総
合
学
群

学群・学類 選抜方法 配点等区分

併
願
型

大
学 

人
間
総
合
学
群

上記日に
通知を発送します
（郵送のみによる）

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

試験日程

12/6（火）～
〈郵送・消印有効〉

12/12（月）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/2（木）
10：00  ～

2/7（火）
15：00 2/20 （月） 2/28 （火）

2/2（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/7（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/16（木）
10：00 ～2/21 （火）

15：00 3/6 （月） 3/14 （火）
2/16（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/21（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

12/17（土）

2/15 （水）

3/1 （水）

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

＊3

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

専願型

併願型

①課題作文：テーマは学類により異なる（30分、400字程度）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（15分程度）
③志望理由書及び活動報告書（大学 人間総合学群用）

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

専願型の総合型選抜です。第一志望入学（専願）が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

併願型の総合型選抜です。本学が実施する他の入学者選抜や他大学の入学者選抜との併願受験が可能です。

大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、「志望理由書及び活動報告書」に必要事項を記入する

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子大学 入試センター 行

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年3月に修了見込みの者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日まで
に修了見込みの者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。
⑤高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および 
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの方は、担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

エントリー・出願資格 次の項目のいずれかに該当する女子にエントリー・出願資格があります。

大学 人間総合学群

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期（既卒者は卒業時）までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教
育学校）卒業見込み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載され
た調査書を提出してください。

総合型選抜（大学 人間総合学群）
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オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや大学の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

エントリー・受験方法について

エントリーから入学手続までのフロー

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、大学での学びなどを深く理解する

「志望理由書及び活動報告書」は、ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

大学　人間総合学群

エントリー・受験方法区分

専願型

併願型

Ⅰ期

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【大学 人間総合学群】 総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期　【大学 人間総合学群】

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」を郵送する（消印有効）

◆記入済の大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間内
に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには
投函しないでください）。

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

選考日の集合時間を通知

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　※郵送のみによる

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出
願登録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片
面印刷してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズ
の書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送
（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズ
の書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
◆記入済の大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送
（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

入学手続

インターネット出願サイトにアクセスし、受験票を印刷する

選考

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

専
願
型
Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/6 （火）～
〈郵送・消印有効〉

9/8（木） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：009/17 （土） 11/1 （火） 11/25 （金）

12/6（火）
10：00 ～12/12 （月）

15：00 12/22（木） 1/5 （木）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

9/20 （火）

①課題作文：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

人
間
総
合
学
群

学群・学類 選抜方法 配点等区分

併
願
型

大
学 

人
間
総
合
学
群

上記日に
通知を発送します
（郵送のみによる）

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

試験日程

12/6（火）～
〈郵送・消印有効〉

12/12（月）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/2（木）
10：00  ～

2/7（火）
15：00 2/20 （月） 2/28 （火）

2/2（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/7（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/16（木）
10：00 ～2/21 （火）

15：00 3/6 （月） 3/14 （火）
2/16（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/21（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

12/17（土）

2/15 （水）

3/1 （水）

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

＊3

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

専願型

併願型

①課題作文：テーマは学類により異なる（30分、400字程度）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（15分程度）
③志望理由書及び活動報告書（大学 人間総合学群用）

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

専願型の総合型選抜です。第一志望入学（専願）が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

併願型の総合型選抜です。本学が実施する他の入学者選抜や他大学の入学者選抜との併願受験が可能です。

大学 人間総合学群用の「志望理由書及び活動報告書」を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、「志望理由書及び活動報告書」に必要事項を記入する

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子大学 入試センター 行

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および 2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および 2023年3月に修了見込みの者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日まで
に修了見込みの者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。
⑤高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および 
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの方は、担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

エントリー・出願資格 次の項目のいずれかに該当する女子にエントリー・出願資格があります。

大学 人間総合学群

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期（既卒者は卒業時）までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教
育学校）卒業見込み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載され
た調査書を提出してください。
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オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや大学の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

エントリー・受験方法について

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、大学での学びなどを深く理解する

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【大学 人間健康学部】

選考日の集合時間を通知

「志望理由書及び活動報告書」は、ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

大学　人間健康学部

エントリー・受験方法区分

専願型 Ⅰ期

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　　※郵送のみによる

専
願
型
Ⅰ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/6 （火）～
〈郵送・消印有効〉

9/8 （木） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：009/17 （土） 11/1 （火） 11/25 （金）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

9/20 （火）

①化学・生物の基礎テスト：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

人
間
健
康
学
部

学部・学科 選抜方法 配点等区分

大
学 

人
間
健
康
学
部

上記日に
通知を発送します
（郵送のみによる）

①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者。
②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③栄養及び健康に関する分野について強い関心を持ち、積極的に学ぼうとする学習意欲が高く、将来は栄養士・管理栄養士として社会貢献をする
目的意識の高い者。

※担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

エントリー・出願資格 次の項目に該当する女子にエントリー・出願資格があります。

大学 人間健康学部

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

試験日程

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

＊3

Ⅰ期専願型

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化学・生物の基本的な内容を問い
ます。）（30分）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（20分程度）
③志望理由書及び活動報告書（大学 人間健康学部用）

健康栄養学科

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教育学校）卒業見込
み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載された調査書を提出し
てください。

専願型の総合型選抜です。第一志望入学(専願)が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

大学 人間健康学部用の「志望理由書及び活動報告書」を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、「志望理由書及び活動報告書」に必要事項を記入する

エントリーから入学手続までのフロー

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」を郵送する（消印有効）

◆記入済の大学 人間健康学部用の「志望理由書及び活動報告書」
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間内に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには
投函しないでください）。

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子大学 入試センター 行

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認いただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

総合型選抜（大学 人間健康学部）
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オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや大学の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

エントリー・受験方法について

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、大学での学びなどを深く理解する

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【大学 人間健康学部】

選考日の集合時間を通知

「志望理由書及び活動報告書」は、ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

大学　人間健康学部

エントリー・受験方法区分

専願型 Ⅰ期

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　　※郵送のみによる

専
願
型
Ⅰ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/6 （火）～
〈郵送・消印有効〉

9/8 （木） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：009/17 （土） 11/1 （火） 11/25 （金）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

9/20 （火）

①化学・生物の基礎テスト：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

人
間
健
康
学
部

学部・学科 選抜方法 配点等区分

大
学 

人
間
健
康
学
部

上記日に
通知を発送します
（郵送のみによる）

①2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者。
②本学への入学を第一希望とし、合格した場合は必ず入学する者（専願）。
③栄養及び健康に関する分野について強い関心を持ち、積極的に学ぼうとする学習意欲が高く、将来は栄養士・管理栄養士として社会貢献をする
目的意識の高い者。

※担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

エントリー・出願資格 次の項目に該当する女子にエントリー・出願資格があります。

大学 人間健康学部

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

試験日程

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

＊3

Ⅰ期専願型

①化学・生物の基礎テスト（筆記により化学・生物の基本的な内容を問い
ます。）（30分）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（20分程度）
③志望理由書及び活動報告書（大学 人間健康学部用）

健康栄養学科

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教育学校）卒業見込
み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載された調査書を提出し
てください。

専願型の総合型選抜です。第一志望入学(専願)が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

大学 人間健康学部用の「志望理由書及び活動報告書」を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、「志望理由書及び活動報告書」に必要事項を記入する

エントリーから入学手続までのフロー

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」を郵送する（消印有効）

◆記入済の大学 人間健康学部用の「志望理由書及び活動報告書」
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間内に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには
投函しないでください）。

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子大学 入試センター 行

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認いただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。
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エントリー・受験方法について

短期大学　保育科

エントリー・受験方法区分

専願型

併願型

Ⅰ期

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期

エントリー・出願資格 次の項目のいずれかに該当する女子にエントリー・出願資格があります。

試験日程

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期（既卒者は卒業時）までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教
育学校）卒業見込み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載され
た調査書を提出してください。

専願型の総合型選抜です。第一志望入学(専願)が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

併願型の総合型選抜です。本学が実施する他の入学者選抜や他大学の入学者選抜との併願受験が可能です。

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/1 （木）～
〈郵送・消印有効〉

9/3（土） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：00 11/1 （火） 11/25 （金）

12/6（火）
10：00 ～12/12 （月）

15：00 12/22（木） 1/5 （木）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

専
願
型

併
願
型

短
期
大
学 

保
育
科

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

12/6（火）～
〈郵送・消印有効〉

12/12（月）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/2（木）
10：00 ～ 2/7（火）

15：00 2/20 （月） 2/28 （火）
2/2（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/7（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/16（木）
10：00 ～2/21 （火）

15：00 3/6 （月） 3/14 （火）
2/16（木）～

〈郵送・消印有効〉
2/21（火）

※志望理由書及び活動報告書を同封

12/17（土）

2/15 （水）

3/1 （水）

＊3

① 9/10 （土）

② 9/11 （日）

③ 9/17 （土）

④ 9/18 （日）
上記日に通知を発送します
（郵送のみによる）

【選考日選択制】
※選考日は下記の
①～④から1日

9/20 （火）

9/12 （月）

選考日①②選択者

選考日③④選択者

①自己PRの発表内容：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

①自己PR：自己PRの発表（5分程度）
　【プレゼンテーション（口頭発表）、または実技・実演発表】＊
　（B、自己PRコースを選択する場合は、自己PRの発表内容について、志望
理由書及び活動報告書に具体的に記入してください。）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（10分程度）
③志望理由書及び活動報告書（短期大学 保育科用）

短
期
大
学 

保
育
科

区分 選抜方法 配点等

①事前提出作文課題：志望理由書及び活動報告書とともに提出
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（15分程度）
③志望理由書及び活動報告書（短期大学 保育科用）

高校での課題研究についての発表／作品・成果物についての発表／
ボランティア等の社会貢献活動についての発表／部活動、スポーツ、文化芸術活動についての発表　など

絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び、折り紙、パネルシアター、素話／楽器演奏、歌、ダンス、運動、武道　など

併願型

専願型

併願型

専願型

①事前提出作文課題：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

科

A、保育者適性型コース

B、自己PRコース

＊自己PRの発表の
　具体例

プレゼンテーション
（口頭発表）の場合

実技・実演発表の
場合

◆A、保育者適性型コース選択者は、「志望理由書及び活動報告書」と「事前提出作文課題」をダウンロード・印刷し、記入してください。
◆B、自己PRコース選択者は、「志望理由書及び活動報告書」をダウンロード・印刷し、記入してください。
※ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや短期大学 保育科の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、短期大学 保育科での学びなどを深く理解する

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【短期大学 保育科】 総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期　【短期大学 保育科】

◆記入済の短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」
（A、保育者適性型コース選択者は「事前提出作文課題」も同封すること)
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間
内に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポスト
には投函しないでください）。

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

選考日の集合時間を通知

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　　※郵送のみによる

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの
書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消
印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの書
類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
◆記入済の短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」
(A、保育者適性型コース選択者は「事前提出作文課題」も同封すること)
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印
有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

インターネット出願サイトにアクセスし、受験票を印刷する

選考

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」等を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、必要事項を記入する

エントリーから入学手続までのフロー

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」等を郵送する（消印有効）

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子短期大学 入試センター 行

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。
⑤高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの方は、担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

短期大学 保育科

総合型選抜（短期大学 保育科）
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エントリー・受験方法について

短期大学　保育科

エントリー・受験方法区分

専願型

併願型

Ⅰ期

Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期

エントリー・出願資格 次の項目のいずれかに該当する女子にエントリー・出願資格があります。

試験日程

選抜方法

＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

総合型選抜（専願型）の選考の流れについて

選考後、出願許可者には出願手続きに関する書類を送付します。
入学検定料、および出身学校調査書等は、出願が許可された後、出願時に必要になります。出願後、出身学校調査書による書類審査を行います。
出身学校調査書は、3年1学期または前期（既卒者は卒業時）までの成績等の記載があるものを提出してください。ただし、高等学校（もしくは中等教
育学校）卒業見込み者で、出願期間に3年次1学期または前期の成績が記載された調査書が発行されない場合は、2年次後期までの成績が記載され
た調査書を提出してください。

専願型の総合型選抜です。第一志望入学(専願)が条件となりますので、選考後に出願が許可され、出願をして
合格した場合は、原則として必ず入学していただくことになります。

併願型の総合型選抜です。本学が実施する他の入学者選抜や他大学の入学者選抜との併願受験が可能です。

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

出願期間＊2 入学手続
締切日

9/1 （木）～
〈郵送・消印有効〉

9/3（土） 10/3（月）～
〈郵送・消印有効〉

10/7（金）10/3 （月）

10：00 ～10/7 （金）

15：00 11/1 （火） 11/25 （金）

12/6（火）
10：00 ～12/12 （月）

15：00 12/22（木） 1/5 （木）

必要書類郵送期間Web入力期間＊1
出願許可通知
発送日

専
願
型

併
願
型

短
期
大
学 

保
育
科

区分 合格
発表日試験日選考日エントリー期間

12/6（火）～
〈郵送・消印有効〉

12/12（月）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/2（木）
10：00 ～ 2/7（火）

15：00 2/20 （月） 2/28 （火）
2/2（木）～
〈郵送・消印有効〉

2/7（火）
※志望理由書及び活動報告書を同封

2/16（木）
10：00 ～2/21 （火）

15：00 3/6 （月） 3/14 （火）
2/16（木）～

〈郵送・消印有効〉
2/21（火）

※志望理由書及び活動報告書を同封

12/17（土）

2/15 （水）

3/1 （水）

＊3

① 9/10 （土）

② 9/11 （日）

③ 9/17 （土）

④ 9/18 （日）
上記日に通知を発送します
（郵送のみによる）

【選考日選択制】
※選考日は下記の
①～④から1日

9/20 （火）

9/12 （月）

選考日①②選択者

選考日③④選択者

①自己PRの発表内容：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

①自己PR：自己PRの発表（5分程度）
　【プレゼンテーション（口頭発表）、または実技・実演発表】＊
　（B、自己PRコースを選択する場合は、自己PRの発表内容について、志望
理由書及び活動報告書に具体的に記入してください。）
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（10分程度）
③志望理由書及び活動報告書（短期大学 保育科用）

短
期
大
学 

保
育
科

区分 選抜方法 配点等

①事前提出作文課題：志望理由書及び活動報告書とともに提出
②個別面談：志望理由書及び活動報告書の内容に基づく面談（15分程度）
③志望理由書及び活動報告書（短期大学 保育科用）

高校での課題研究についての発表／作品・成果物についての発表／
ボランティア等の社会貢献活動についての発表／部活動、スポーツ、文化芸術活動についての発表　など

絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び、折り紙、パネルシアター、素話／楽器演奏、歌、ダンス、運動、武道　など

併願型

専願型

併願型

専願型

①事前提出作文課題：30点
②個別面談：50点
③志望理由書及び活動報告書：20点

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
Ⅳ期

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

科

A、保育者適性型コース

B、自己PRコース

＊自己PRの発表の
　具体例

プレゼンテーション
（口頭発表）の場合

実技・実演発表の
場合

◆A、保育者適性型コース選択者は、「志望理由書及び活動報告書」と「事前提出作文課題」をダウンロード・印刷し、記入してください。
◆B、自己PRコース選択者は、「志望理由書及び活動報告書」をダウンロード・印刷し、記入してください。
※ページの拡大や縮小はせずに、A4サイズの用紙に片面印刷してください。

オープンキャンパスや学校見学への参加をご希望の方は、本学ホームページで開催日時や参加方法などをご確認ください。
※総合型選抜の流れや短期大学 保育科の学びなどをより深く理解していただくため、オープンキャンパスに参加していただくことをおすすめします。

オープンキャンパスや大学案内（パンフレット）等の資料などで、短期大学 保育科での学びなどを深く理解する

総合型選抜（専願型）Ⅰ期　【短期大学 保育科】 総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期　【短期大学 保育科】

◆記入済の短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」
（A、保育者適性型コース選択者は「事前提出作文課題」も同封すること)
を市販の封筒（角形2号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に入れ、エントリー期間
内に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印有効）してください（郵便ポスト
には投函しないでください）。

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

選考日の集合時間を通知

選考

選考結果（出願許可/出願不許可）を通知　　※郵送のみによる

出願期間内に「インターネット出願(Web出願)」により出願手続きを行う

出願期間(Web入力期間)内に、インターネット出願サイトにアクセスし、出願登
録及び入学検定料の納入後、
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「封筒貼付用宛名シート」
を印刷してください(ページの拡大や縮小はせずに、A４サイズの用紙に片面印刷
してください)。

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの
書類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消
印有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

出願期間内に必要書類を郵送する（消印有効）

「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒(角形2号サイズ、A４サイズの書
類が入る封筒)に
◆「Web入学志願票」
◆「Web写真票」
◆「出身学校調査書等」
◆記入済の短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」
(A、保育者適性型コース選択者は「事前提出作文課題」も同封すること)
を入れて、必要書類郵送期間に郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送（消印
有効）してください（郵便ポストには投函しないでください）。

インターネット出願サイトにアクセスし、受験票を印刷する

選考

合否発表

合格発表日に合格者へ通知を発送します。インターネットで合否をご確認い
ただけます。合否案内サービスについては、本要項P.32をご確認ください。

入学手続

短期大学 保育科用の「志望理由書及び活動報告書」等を本学ホームページよりダウンロード・印刷し、必要事項を記入する

エントリーから入学手続までのフロー

エントリー期間内に「志望理由書及び活動報告書」等を郵送する（消印有効）

送付先
         〒206-8511　東京都稲城市坂浜238

                                      駒沢女子短期大学 入試センター 行

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者。
④専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定する
ものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。
⑤高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※2023年3月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの方は、担任の先生または進路指導の先生のエントリー承認印が必要です。

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

短期大学 保育科
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選抜方法・配点・試験時間

大学 ／ 短期大学

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2023年3月31日までにこれに
該当する見込みの者。
 ａ. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。

 ｂ. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに
修了見込みの者。

 ｃ. 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも
のを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。

 ｄ. 文部科学大臣の指定した者。
 ｅ. 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

 ｆ. 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※本学の一般選抜は、全日程インターネットを利用した「インターネット出願（Web出願）」のみとなります。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

※一般選抜A日程において「スカラシップ制度」を実施いたします。スカラシップ生の選考についての詳細は、5ページを参照してください。
〈注意〉出願後の変更は認められません。【試験日、学類・学科・科、選択科目 等】

区分

A日程
（スカラシップ
制度実施※）

大学

短期大学

大学

短期大学

人間総合学群

人間健康学部
看護学部

保育科

人間総合学群
人間健康学部
看護学部

保育科

B日程

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
試験日 合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00 

～1/17 （火）
15：00  

2/3 （金）
10：00 

～ 2/14 （火）
15：00 

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉    

1/17 （火）

2/3 （金）～
〈郵送・消印有効〉

2/14 （火）

1/24 （火） 2/3 （金）

3/1 （水）

2/14 （火）

3/7 （火）

1/23 （月）

1/23（月）

2/20 （月）

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

次の項目のいずれかに該当する女子 ・国語総合
 （古文・漢文を除く）国
・数学Ⅰ
・数学A数 ・理科／化学基礎化

理 ・理科／生物基礎生
理

面 ・面接（個人面接） 出願時に「看護学部志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
・英語表現Ⅰ（リスニングを除く）英

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

A日程
B日程

100点（60分）

100点（60分）

100点（60分）100点（60分）

100点（60分） 100点（60分）

100点

100点（60分）

100点（60分）

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

A日程
B日程

A日程
B日程

A日程
B日程

健康栄養学科

看護学科

保育科

人
間
総
合
学
群

人
間
健
康
学
部

看
護
学
部

短
期
大
学

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法

国 英+

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

国 英+

◇国・英の2教科から1教科選択
◇数・理／化・理／生の2教科3科目より1教科1科目を出願時に選択。
※選択科目によって合否結果に有利・不利が生じると大学が判断した場合、得点調整を行うことがあります。

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

国 英or + 数 化
理

生
理or or

◇国・英の2教科から1教科選択
◇数・理／化・理／生の2教科3科目より1教科1科目を出願時に選択。
※選択科目によって合否結果に有利・不利が生じると大学が判断した場合、得点調整を行うことがあります。

■試験科目　筆記試験2教科・面接【300点満点】
筆記試験と面接の総合評価で合否を判定します。

国 英or + 数 化
理

生
理or or + 面

本学が同一試験日に実施する一般選抜は、複数の学類・学科・科の併願はできません。
試験日が異なる一般選抜への併願は可能です。（同一試験日に受験できるのは、一つの学群・学部・学類・学科・科のみです。）

※一般選抜は、試験日が異なる①と②を併願することが可能です。A日程のスカラシップ生の選考は、試験日ごとに行います。
※合否判定は、試験日ごとに行います。

区分 試験日 対象 出願方法

①

②

③

■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科

■人間総合学群（人間文化学類/ 観光文化学類/ 心理学類/ 住空間デザイン学類）
■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科
■短期大学 保育科

一つの学科を
選択して出願

一つの学類・学科・科を
選択して出願

1/24 （火）

■人間総合学群（人間文化学類／観光文化学類／心理学類／住空間デザイン学類）
■短期大学 保育科

一つの学類・科を
選択して出願1/23（月）

2/20 （月）

一般選抜の併願について

＊【国語】の解答方式は、A日程はマーク式、B日程はマーク式に加え、思考力・判断力・表現力を評価するための記述式（記述問題）を取り入れています。

TOPIC

A日程

A日程

B日程

一般選抜
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選抜方法・配点・試験時間

大学 ／ 短期大学

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2023年3月31日までにこれに
該当する見込みの者。
 ａ. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。

 ｂ. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに
修了見込みの者。

 ｃ. 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも
のを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。

 ｄ. 文部科学大臣の指定した者。
 ｅ. 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

 ｆ. 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

※本学の一般選抜は、全日程インターネットを利用した「インターネット出願（Web出願）」のみとなります。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

※一般選抜A日程において「スカラシップ制度」を実施いたします。スカラシップ生の選考についての詳細は、5ページを参照してください。
〈注意〉出願後の変更は認められません。【試験日、学類・学科・科、選択科目 等】

区分

A日程
（スカラシップ
制度実施※）

大学

短期大学

大学

短期大学

人間総合学群

人間健康学部
看護学部

保育科

人間総合学群
人間健康学部
看護学部

保育科

B日程

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
試験日 合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00 

～1/17 （火）
15：00  

2/3 （金）
10：00 

～ 2/14 （火）
15：00 

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉    

1/17 （火）

2/3 （金）～
〈郵送・消印有効〉

2/14 （火）

1/24 （火） 2/3 （金）

3/1 （水）

2/14 （火）

3/7 （火）

1/23 （月）

1/23（月）

2/20 （月）

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願（Web出願）
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します（インターネットで合否をご確認いただけます）

次の項目のいずれかに該当する女子 ・国語総合
 （古文・漢文を除く）国
・数学Ⅰ
・数学A数 ・理科／化学基礎化

理 ・理科／生物基礎生
理

面 ・面接（個人面接） 出願時に「看護学部志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】の提出が必要です。

・コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ
・英語表現Ⅰ（リスニングを除く）英

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

A日程
B日程

100点（60分）

100点（60分）

100点（60分）100点（60分）

100点（60分） 100点（60分）

100点

100点（60分）

100点（60分）

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

A日程
B日程

A日程
B日程

A日程
B日程

健康栄養学科

看護学科

保育科

人
間
総
合
学
群

人
間
健
康
学
部

看
護
学
部

短
期
大
学

区分学群・学部・学類・学科・科 選抜方法

国 英+

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

国 英+

◇国・英の2教科から1教科選択
◇数・理／化・理／生の2教科3科目より1教科1科目を出願時に選択。
※選択科目によって合否結果に有利・不利が生じると大学が判断した場合、得点調整を行うことがあります。

■筆記試験教科・科目【2教科／200点満点】

国 英or + 数 化
理

生
理or or

◇国・英の2教科から1教科選択
◇数・理／化・理／生の2教科3科目より1教科1科目を出願時に選択。
※選択科目によって合否結果に有利・不利が生じると大学が判断した場合、得点調整を行うことがあります。

■試験科目　筆記試験2教科・面接【300点満点】
筆記試験と面接の総合評価で合否を判定します。

国 英or + 数 化
理

生
理or or + 面

本学が同一試験日に実施する一般選抜は、複数の学類・学科・科の併願はできません。
試験日が異なる一般選抜への併願は可能です。（同一試験日に受験できるのは、一つの学群・学部・学類・学科・科のみです。）

※一般選抜は、試験日が異なる①と②を併願することが可能です。A日程のスカラシップ生の選考は、試験日ごとに行います。
※合否判定は、試験日ごとに行います。

区分 試験日 対象 出願方法

①

②

③

■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科

■人間総合学群（人間文化学類/ 観光文化学類/ 心理学類/ 住空間デザイン学類）
■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科
■短期大学 保育科

一つの学科を
選択して出願

一つの学類・学科・科を
選択して出願

1/24 （火）

■人間総合学群（人間文化学類／観光文化学類／心理学類／住空間デザイン学類）
■短期大学 保育科

一つの学類・科を
選択して出願1/23（月）

2/20 （月）

一般選抜の併願について

＊【国語】の解答方式は、A日程はマーク式、B日程はマーク式に加え、思考力・判断力・表現力を評価するための記述式（記述問題）を取り入れています。

TOPIC

A日程

A日程

B日程
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人間総合学群

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

一般選抜A日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

国語 9：30～10：30

受験生再集合 11：10

英語 11：30～12：30

一般選抜B日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

(1科目目)国語
(2科目目)英語

9：30～11：40

(国語 9：30～10：30)
(英語10：40～11：40)

※科目の間の10分間は休憩時間ではありません。

人間健康学部 健康栄養学科

一般選抜A日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

国語・英語＊ 9：30～10：30

受験生再集合 11：10

数学・理科＊ 11：30～12：30

一般選抜B日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

(1科目目)国語・英語＊
(2科目目)数学・理科＊

9：30～11：40

 (国語・英語 9：30～10：30)
 (数学・理科10：40～11：40)

※科目の間の10分間は休憩時間ではありません。

＊科目は出願時に選択

看護学部 看護学科

一般選抜A日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

国語・英語＊ 9：30～10：30

受験生再集合 11：10

数学・理科＊ 11：30～12：30

受験生再集合 13：10

面接諸注意 13：10～13：15

面接 13：20～

一般選抜B日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

(1科目目)国語・英語＊
(2科目目)数学・理科＊

9：30～11：40

 (国語・英語 9：30～10：30)
 (数学・理科10：40～11：40)

※科目の間の10分間は休憩時間ではありません。

受験生再集合 12：20

面接諸注意 12：20～12：25

面接 12：30～

＊科目は出願時に選択

短期大学 保育科

一般選抜A日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

国語 9：30～10：30

受験生再集合 11：10

英語 11：30～12：30

一般選抜B日程

集合時間(入室・着席のこと) 9：00

(1科目目)国語
(2科目目)英語

9：30～11：40

 (国語 9：30～10：30)
 (英語10：40～11：40)

※科目の間の10分間は休憩時間ではありません。

試験時間割

大学 ／ 短期大学

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2023年3月31日までにこれに
該当する見込みの者。
 ａ. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。

 ｂ. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに
修了見込みの者。

 ｃ. 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも
のを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。

 ｄ. 文部科学大臣の指定した者。
 ｅ. 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

 ｆ. 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

大学入学共通テスト利用選抜の併願について

次の項目のいずれかに該当する女子で、「2023年度大学入学共通テスト」において本学が利用する科目を解答
した者。

「大学入学共通テスト」の成績を利用する入学者選抜です。
先ず2023年度大学入学共通テストに出願し、2023年1月14日（土）・15日（日）に実施する大学入学共通テストを受験してください。
※本学の大学入学共通テスト利用選抜は、全日程インターネットを利用した「インターネット出願（Web 出願）」のみとなります。

大学入学共通テスト利用選抜は、同時に複数の学類・学科・科の併願が可能です。
また、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期と、大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を併願することも可能です。ただし、希望する学類・学科・科の必須科
目や選択科目を大学入学共通テストで受験することが必要です。

区分 対象

■人間総合学群
　※人間総合学群枠で受験する学群単位の入学者選抜です。

■人間総合学群(人間文化学類/観光文化学類/心理学類/住空間デザイン学類)
■人間健康学部 健康栄養学科
■看護学部 看護学科
■短期大学 保育科

■人間総合学群(人間文化学類/観光文化学類/心理学類/住空間デザイン学類)
■人間健康学部 健康栄養学科
■看護学部 看護学科
■短期大学 保育科

複数の学類・学科・科の併願が可能です。

大学入学共通テスト利用選抜
学群枠

大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期

大学入学共通テスト利用選抜
Ⅱ期・Ⅲ期

複数の学類・学科・科の併願が可能です。
【学群枠】と【Ⅰ期の各学類・学科・科】との
併願も可能です。

出願方法

一般選抜
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大学 ／ 短期大学

①高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、および2023年3月に卒業見込みの者。
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者、および2023年3月に修了見込みの者。
③学校教育法施行規則第150条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および2023年3月31日までにこれに
該当する見込みの者。
 ａ. 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、および2023年3月31日までに修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者。

 ｂ. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者、および2023年3月31日までに
修了見込みの者。

 ｃ. 専修学校の高等課程（修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するも
のを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および2023年3月31日までに修了見込みの者。

 ｄ. 文部科学大臣の指定した者。
 ｅ. 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む）、および
2023年3月31日までに合格見込みの者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

 ｆ. 本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。

出願資格

◎身体の機能の障がいにより、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする方は、出願書類提出前のできるだけ早い時期に必ず入試センターに問い
合わせてください。また個別に入学資格審査を必要とする方は、出願に先立ち、11月18日（金）までに必ず入試センターに問い合わせてください。

大学入学共通テスト利用選抜の併願について

次の項目のいずれかに該当する女子で、「2023年度大学入学共通テスト」において本学が利用する科目を解答
した者。

「大学入学共通テスト」の成績を利用する入学者選抜です。
先ず2023年度大学入学共通テストに出願し、2023年1月14日（土）・15日（日）に実施する大学入学共通テストを受験してください。
※本学の大学入学共通テスト利用選抜は、全日程インターネットを利用した「インターネット出願（Web 出願）」のみとなります。

大学入学共通テスト利用選抜は、同時に複数の学類・学科・科の併願が可能です。
また、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期と、大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を併願することも可能です。ただし、希望する学類・学科・科の必須科
目や選択科目を大学入学共通テストで受験することが必要です。

区分 対象

■人間総合学群
　※人間総合学群枠で受験する学群単位の入学者選抜です。

■人間総合学群(人間文化学類/観光文化学類/心理学類/住空間デザイン学類)
■人間健康学部 健康栄養学科
■看護学部 看護学科
■短期大学 保育科

■人間総合学群(人間文化学類/観光文化学類/心理学類/住空間デザイン学類)
■人間健康学部 健康栄養学科
■看護学部 看護学科
■短期大学 保育科

複数の学類・学科・科の併願が可能です。

大学入学共通テスト利用選抜
学群枠

大学入学共通テスト利用選抜
Ⅰ期

大学入学共通テスト利用選抜
Ⅱ期・Ⅲ期

複数の学類・学科・科の併願が可能です。
【学群枠】と【Ⅰ期の各学類・学科・科】との
併願も可能です。

出願方法

大学入学共通テスト利用選抜
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試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願(Web出願)
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します(インターネットで合否をご確認いただけます)

人間総合学群の学群制とは

教科学群 区分 教科・科目 選抜方法配点

『英語』【リーディング】【リスニング】

『国語』近代以降の文章および古典(古文、漢文)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理、政治・経済』

学群枠

人
間
総
合
学
群

外国語

国語

数学

①

②

③

理科

地理歴史

公民

④

⑤

200

200

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

［必須科目］

［選択科目1］

［選択科目2］

【３科目】

計600点

②③から1教科1科目
（200点）を選択
＊②③の選択教科・科目
中、2教科2科目以上を
受験した場合は、高得
点の1科目を合否判定
に使用。

④⑤から1教科1科目
（200点）を選択
＊④⑤の選択教科・科目
中、2教科2科目以上を
受験した場合は、高得
点の1科目を合否判定
に使用。

200点

◆2年進級時に希望の学類を再確認し、自分にあった専門領域を学ぶ。
人間総合学群には、4つの学類（人間文化学類・観光文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）を設置しています。1年次に全員が各学類
の専門教育の内容を確認するための入門科目や教養知・実践知・技法知などの教養教育科目を学修し、この1年次の「学修体験」に基づき
2年進級時に所属する学類を決定し、専門教育へと進みます。教養教育科目を修得したあとの学びとなる学類の専門教育課程には、各学
類の教育上の目的や学問領域を考慮したうえで、実用性、実践性の高い科目を配置し、それらの学修を通して、現代社会で生きていくため
の判断力と実践力を備えた人間性豊かな人材を育成していきます。

◆「学群単位」および「学類単位」で入学者選抜を行う。
人間総合学群の入学者選抜は、「学群単位」と「学類単位」の2形態を用意しています。2023年度入学者選抜では、「大学入学共通テスト利
用選抜（学群枠）」において「学群単位」の入学者選抜を行います。「学群単位」の入学者選抜を受験し、人間総合学群枠で入学した場合は、2
年進級時に人間総合学群の4つの学類（人間文化学類・観光文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）の中から希望の学類を選ぶことがで
きます。学類を選択した上で受験する「学類単位」については、2年進級時に希望学類を再確認し、受験時に選択した学類、または所定の条
件のもとで受験時に選択した学類とは異なる学類に進むこともできます。

※本学での個別入学者選抜は行いません。また、前年度の成績を利用する選抜は行いません。
〈注意〉大学入学共通テストについての注意事項は、大学入学共通テストの受験票に明記してあります。十分に読み、まちがいのないように受験してください。

区分

Ⅰ期 大学

短期大学

大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

Ⅱ期

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00

～1/30 （月）
15：00

2/3（金）
10：00

～ 2/14 （火）
15：00

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉

1/30 （月）

2/3 （金）～
〈郵送・消印有効〉

2/14 （火）

2/16 （木）

3/1 （水）

2/22 （水）

3/7 （火）

大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

Ⅲ期 3/1 （水）
10：00

～3/4 （土）
15：00

3/1 （水）～
〈郵送・消印有効〉

3/4 （土） 3/14 （火） 3/20 （月）

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願(Web出願)
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します(インターネットで合否をご確認いただけます)

選抜方法・配点

教科区分学群・学部・学類・
学科・科 教科・科目 選抜方法配点

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理，政治・経済』

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「化学基礎／生物基礎」※2科目選択すること

「化学」「生物」

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「化学基礎／生物基礎」※2科目選択すること

「化学」「生物」

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理，政治・経済』

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人
間
総
合
学
群

国語

外国語

数学

理科

地理歴史

公民

①国語

②外国語

③数学

④理科

①国語

②外国語

③数学

④理科

国語

外国語

数学

理科

地理歴史

公民

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

健康栄養学科

人
間
健
康
学
部

看護学科
看
護
学
部

保育科
短
期
大
学

【2科目】 計400点
左記の教科・科目のうち、受験した科
目の中で高得点の上位2科目を合否
判定に使用。

【2科目】 計400点
左記の教科・科目のうち、受験した科
目の中で高得点の上位2科目を合否
判定に使用。

【2科目】 計400点
①②から1科目、③④から1科目を合
否判定に採用。
※理科は第1・第2解答科目とも受験
した場合は高得点を採用。
※選択教科・科目中、2教科・2科目
以上を受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用。

【2科目】 計400点
①②から1科目、③④から1科目を合
否判定に採用。
※理科は第1・第2解答科目とも受験
した場合は高得点を採用。
※選択教科・科目中、2教科・2科目
以上を受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用。

※本学での個別入学者選抜は行いません。また、前年度の成績を利用する選抜は行いません。
〈注意〉大学入学共通テストについての注意事項は、大学入学共通テストの受験票に明記してあります。十分に読み、まちがいのないように受験してください。

＊人間総合学群の大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）について

大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）は、人間総合学群枠で受験する学群単位の入学者選抜です。
大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を受験し、人間総合学群枠で入学した場合は、2年進級時に人間総合学群の4つの学類（人間文化学類・観光
文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）の中から希望の学類を選び、進みます。

区分

学群枠 大学 人間総合学群

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00

～1/30 （月）
15：00

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉

1/30 （月） 2/16 （木） 2/22 （水）

選抜方法・配点

TOPIC

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
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試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願(Web出願)
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します(インターネットで合否をご確認いただけます)

人間総合学群の学群制とは

教科学群 区分 教科・科目 選抜方法配点

『英語』【リーディング】【リスニング】

『国語』近代以降の文章および古典(古文、漢文)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理、政治・経済』

学群枠

人
間
総
合
学
群

外国語

国語

数学

①

②

③

理科

地理歴史

公民

④

⑤

200

200

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

［必須科目］

［選択科目1］

［選択科目2］

【３科目】

計600点

②③から1教科1科目
（200点）を選択
＊②③の選択教科・科目
中、2教科2科目以上を
受験した場合は、高得
点の1科目を合否判定
に使用。

④⑤から1教科1科目
（200点）を選択
＊④⑤の選択教科・科目
中、2教科2科目以上を
受験した場合は、高得
点の1科目を合否判定
に使用。

200点

◆2年進級時に希望の学類を再確認し、自分にあった専門領域を学ぶ。
人間総合学群には、4つの学類（人間文化学類・観光文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）を設置しています。1年次に全員が各学類
の専門教育の内容を確認するための入門科目や教養知・実践知・技法知などの教養教育科目を学修し、この1年次の「学修体験」に基づき
2年進級時に所属する学類を決定し、専門教育へと進みます。教養教育科目を修得したあとの学びとなる学類の専門教育課程には、各学
類の教育上の目的や学問領域を考慮したうえで、実用性、実践性の高い科目を配置し、それらの学修を通して、現代社会で生きていくため
の判断力と実践力を備えた人間性豊かな人材を育成していきます。

◆「学群単位」および「学類単位」で入学者選抜を行う。
人間総合学群の入学者選抜は、「学群単位」と「学類単位」の2形態を用意しています。2023年度入学者選抜では、「大学入学共通テスト利
用選抜（学群枠）」において「学群単位」の入学者選抜を行います。「学群単位」の入学者選抜を受験し、人間総合学群枠で入学した場合は、2
年進級時に人間総合学群の4つの学類（人間文化学類・観光文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）の中から希望の学類を選ぶことがで
きます。学類を選択した上で受験する「学類単位」については、2年進級時に希望学類を再確認し、受験時に選択した学類、または所定の条
件のもとで受験時に選択した学類とは異なる学類に進むこともできます。

※本学での個別入学者選抜は行いません。また、前年度の成績を利用する選抜は行いません。
〈注意〉大学入学共通テストについての注意事項は、大学入学共通テストの受験票に明記してあります。十分に読み、まちがいのないように受験してください。

区分

Ⅰ期 大学

短期大学

大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

Ⅱ期

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00

～1/30 （月）
15：00

2/3（金）
10：00

～ 2/14 （火）
15：00

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉

1/30 （月）

2/3 （金）～
〈郵送・消印有効〉

2/14 （火）

2/16 （木）

3/1 （水）

2/22 （水）

3/7 （火）

大学

短期大学

人間総合学群
人間健康学部
看護学部
保育科

Ⅲ期 3/1 （水）
10：00

～3/4 （土）
15：00

3/1 （水）～
〈郵送・消印有効〉

3/4 （土） 3/14 （火） 3/20 （月）

試験日程
＊1 入学検定料の支払い期限は、出願期間最終日の15:00までとなります。
＊2 インターネット出願(Web出願)
＊3 合格発表日に合格者へ通知を発送します(インターネットで合否をご確認いただけます)

選抜方法・配点

教科区分学群・学部・学類・
学科・科 教科・科目 選抜方法配点

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理，政治・経済』

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「化学基礎／生物基礎」※2科目選択すること

「化学」「生物」

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「化学基礎／生物基礎」※2科目選択すること

「化学」「生物」

『国語』(近代以降の文章)

『英語』【リーディング】(【リスニング】は除く)

「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学A』

「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数学B』

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」※２科目選択すること

「物理」「化学」「生物」「地学」

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」

「現代社会」「倫理」「政治・経済」『倫理，政治・経済』

人間文化学類
観光文化学類
心理学類

住空間デザイン学類

人
間
総
合
学
群

国語

外国語

数学

理科

地理歴史

公民

①国語

②外国語

③数学

④理科

①国語

②外国語

③数学

④理科

国語

外国語

数学

理科

地理歴史

公民

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

100×2

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期

健康栄養学科

人
間
健
康
学
部

看護学科
看
護
学
部

保育科
短
期
大
学

【2科目】 計400点
左記の教科・科目のうち、受験した科
目の中で高得点の上位2科目を合否
判定に使用。

【2科目】 計400点
左記の教科・科目のうち、受験した科
目の中で高得点の上位2科目を合否
判定に使用。

【2科目】 計400点
①②から1科目、③④から1科目を合
否判定に採用。
※理科は第1・第2解答科目とも受験
した場合は高得点を採用。
※選択教科・科目中、2教科・2科目
以上を受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用。

【2科目】 計400点
①②から1科目、③④から1科目を合
否判定に採用。
※理科は第1・第2解答科目とも受験
した場合は高得点を採用。
※選択教科・科目中、2教科・2科目
以上を受験した場合は、高得点の
科目を合否判定に使用。

※本学での個別入学者選抜は行いません。また、前年度の成績を利用する選抜は行いません。
〈注意〉大学入学共通テストについての注意事項は、大学入学共通テストの受験票に明記してあります。十分に読み、まちがいのないように受験してください。

＊人間総合学群の大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）について

大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）は、人間総合学群枠で受験する学群単位の入学者選抜です。
大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を受験し、人間総合学群枠で入学した場合は、2年進級時に人間総合学群の4つの学類（人間文化学類・観光
文化学類・心理学類・住空間デザイン学類）の中から希望の学類を選び、進みます。

区分

学群枠 大学 人間総合学群

学群・学部・科
出願期間＊2

Web入力期間＊1 必要書類郵送期間
合格発表日＊3 入学手続

締切日

1/5 （木）
10：00

～1/30 （月）
15：00

1/5 （木）～
〈郵送・消印有効〉

1/30 （月） 2/16 （木） 2/22 （水）

選抜方法・配点

TOPIC

大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）

22



インターネット（Web）出願の流れ
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インターネット（Web）出願の流れ
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●書類不備のものは受付できませんので、必要な書類がすべて整っているか必ずご確認ください。
●提出書類については、出願前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
●氏名変更により調査書・証明書等と入学志願票の氏名が同一とならない場合は、同一人物であることを公的に証明できる書類（戸籍記載事項証明
書）をあわせて提出してください。
●一旦受理した書類ならびに既納の入学検定料等は理由の如何を問わず、返還いたしません。
　〈注意〉指示する書類は原則として和文または英文とします。それ以外の場合は訳文を必ず添付してください。

①

②

④

Web写真票

出身学校長推薦書
(本学所定用紙・本要項P.36)

出身学校調査書等
（文部科学省規格様式）
※要厳封・開封無効

本学が同一試験日に実施する一般選抜は、複数の学類・学科・科の併願はできません。
試験日が異なる一般選抜への併願は可能です。（同一試験日に受験できるのは、一つの学群・学部・学類・学科・科のみです。）

併願について

出願方法と出願書類（必要書類）について

※一般選抜は、試験日が異なる①と②を併願することが可能です。A日程のスカラシップ生の選考は、試験日ごとに行います。
※合否判定は、試験日ごとに行います。

※総合型選抜（併願型）に出願する者は、本学ホームページより志望理由書及び活動報告書等をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、記入済の「志望理
　由書及び活動報告書」（短期大学 保育科のA、保育者適性型コースの場合は「事前提出作文課題」も同封すること）も同時に提出してください。

入学者選抜名称 出願方法

学校推薦型選抜（指定校制）
学校推薦型選抜（公募制）
総合型選抜（専願型）
総合型選抜（併願型）
一般選抜A日程
一般選抜B日程
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期
大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期
大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）

インターネットを利用した｢インターネット出願｣となります。
本要項（P.23～29）に記載されている事項を確認してください。
インターネット出願サイトで出願登録をしただけでは、正式な出願となりません。
また、入学検定料の納入が完了していても、出願書類一式が送付されない場合は、受験することができません。
出願サイトで出願登録後、入学検定料の納入を完了し、各入学者選抜の必要書類郵送期間（消印有効）に必要書類
一式を郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送してください（郵便ポストには投函しないでください）。

インターネット出願サイトでの出願登録及び入学検定料の納入後、「Ｗｅｂ入学志願票」「Ｗｅｂ写真票」「封筒貼付用宛名シート」の印刷が可能になりま
す。出願の際は、「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒（角形2号サイズ）に下記の出願書類（必要書類）を入れて、各入学者選抜の必要書類郵
送期間（消印有効）に提出してください。
※「Ｗｅｂ入学志願票」「Ｗｅｂ写真票」「封筒貼付用宛名シート」の記載内容を必ず確認し、不明点などがあれば本学入試センターまでお問い合わせください。

出願書類（必要書類）について

〒 206-8511　東京都稲城市坂浜238
                     駒沢女子大学 駒沢女子短期大学 入試センター　行送付先

看護学部
志望理由書

本学の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選
抜（公募制）、総合型選抜(専願型)Ⅰ期で合格し、入
学手続を完了した者が、一般選抜A日程で実施する
スカラシップ制度にチャレンジする場合

⑤
出身学校
調査書等

③

Web写真票

②

●
看護学部のみ●●

●●

一般選抜

●●総合型選抜(併願型) ※

●●総合型選抜(専願型)

●
看護学部のみ●

出身学校長
推薦書

④

●

〈総合型選抜〉
志望理由書及び活動報告書

⑥

● ※

（●）
エントリ―時

●学校推薦型選抜(指定校制・公募制)

大学入学共通テスト利用選抜

●

Web
入学志願票

●

●

●

●

●

●

①
出願書類（必要書類）

出願区分

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「Web写真票」を出力してください（ページの拡大、縮小
はせず、A4サイズの用紙に片面印刷すること）。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、①と②の写真は同じものを用意し、裏面に
出願学類・学科・科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。裏面がシールの場合には出
願学類・学科・科名、氏名の記入は必要ありません。）

③

看護学部の学校推薦型選抜および一般選抜出願者は、「看護学部 志望理由書」を志願者本人がすべて記入
し、提出してください。
記入には、黒インクの万年筆またはボールペン（消せるボールペンは使用不可）を使用してください。
〈本要項がお手元にある場合〉
「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】を切り取り線に沿ってハサミ等で丁寧に切り取り、記入
してください。
〈本要項がお手元にない場合〉
本学ホームページより「看護学部 志望理由書」をダウンロード、A4サイズの用紙に印刷して、記入してください。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、入学志願票および写真票の写真
と同じものを用意し、裏面に出願学科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。
裏面がシールの場合には出願学科名、氏名の記入は必要ありません。）

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「封筒貼付用宛名シート」を出力し、市販の封筒（角形2
号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に貼り付けてください。
出願書類一式を⑦の封筒に入れ、各入学者選抜の必要書類郵送期間（消印有効）に郵便局窓口から「簡易書
留速達郵便」で郵送してください（郵便ポストには投函しないでください）。

学校推薦型選抜への出願者は、本学所定用紙（P.36）により、出身学校長発行のものを厳封の上、提出してく
ださい。

⑥ 〈総合型選抜〉
志望理由書及び活動報告書

総合型選抜へのエントリー・出願者は、本学ホームページより「志望理由書及び活動報告書」等をダウンロー
ド・印刷し、必要事項を記入の上、記入済の「志望理由書及び活動報告書」(短期大学 保育科のA、保育者適性
型コースの場合は「事前提出作文課題」も同封すること)を提出してください。なお、総合型選抜（専願型）Ⅰ期
はエントリー時、総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期は出願時に提出してください。

出身学校調査書等の必要通数は、1度の出願手続き（必要書類郵送）につき1通です。

●高等学校または中等教育学校を卒業見込の者および卒業した者
出身学校長発行の「調査書」を厳封の上、提出してください。
●高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）試験合格者
「合格成績証明書」を提出してください。
なお、免除科目のある者は、免除科目の単位を修得した学校長発行の「調査書」または「成績証明書」を厳封の上、
提出してください。
●高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）試験合格見込み者
「高等学校卒業程度認定試験の合格見込みについての証明書」を提出してください。
なお、免除科目のある者は、免除科目の単位を修得した高等学校長発行の「調査書」または「成績証明書」を厳封の
上、提出してください。
●外国における高等学校を卒業した者
出身高等学校長発行の「卒業証明書」または「卒業証書の写し」と「成績証明書」を提出してください。
ただし、日本と外国の双方の高等学校に在籍した者は、日本の学校在学中の「調査書」も提出してください。
●文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程学科修了者および修了見込み者
「修了証明書」と「成績証明書」を提出してください。
修了見込み者は、「修了見込証明書」と「成績証明書」を提出してください。

一般選抜の併願について

※一旦受理した書類ならびに既納の入学検定料等は理由の如何を問わず、返還いたしませんのでご了承ください。

⑤

⑦

看護学部 志望理由書
（本学所定用紙・本要項P.38）

※看護学部の
学校推薦型選抜および
一般選抜出願者のみ

出願用封筒
（市販の角2封筒）

※封筒貼付用宛名シートを貼付

Web入学志願票

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「Web入学志願票」を出力してください（ページの拡大、
縮小はせず、A4 サイズの用紙に片面印刷すること）。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、①と②の写真は同じものを用意し、裏面に
出願学類・学科・科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。裏面がシールの場合には出
願学類・学科・科名、氏名の記入は必要ありません。）
●大学入学共通テスト「成績請求票」…大学入学共通テスト利用選抜の出願の際は、大学入学共通テスト受験票を受
領した際に交付を受けた「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を貼付してください。

区分 試験日 対象 出願方法

①

②

③

■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科

■人間総合学群（人間文化学類/ 観光文化学類/ 心理学類/ 住空間デザイン学類）
■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科
■短期大学 保育科

一つの学科を選択して出願

一つの学類・学科・科を選択して
出願

1/24 （火）

■人間総合学群（人間文化学類／観光文化学類／心理学類／住空間デザイン学類）
■短期大学 保育科 一つの学類・科を選択して出願1/23（月）

2/20 （月）

A日程

A日程

B日程

大学入学共通テスト利用選抜の併願について

大学入学共通テスト利用選抜は、同時に複数の学類・学科・科の併願が可能です。
また、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期と、大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を併願することも可能です。ただし、希望する学類・学科・科の必須
科目や選択科目を大学入学共通テストで受験することが必要です。

 

出願方法と出願書類（必要書類）について/併願について
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●書類不備のものは受付できませんので、必要な書類がすべて整っているか必ずご確認ください。
●提出書類については、出願前3ヶ月以内に発行されたものに限ります。
●氏名変更により調査書・証明書等と入学志願票の氏名が同一とならない場合は、同一人物であることを公的に証明できる書類（戸籍記載事項証明
書）をあわせて提出してください。
●一旦受理した書類ならびに既納の入学検定料等は理由の如何を問わず、返還いたしません。
　〈注意〉指示する書類は原則として和文または英文とします。それ以外の場合は訳文を必ず添付してください。

①

②

④

Web写真票

出身学校長推薦書
(本学所定用紙・本要項P.36)

出身学校調査書等
（文部科学省規格様式）
※要厳封・開封無効

本学が同一試験日に実施する一般選抜は、複数の学類・学科・科の併願はできません。
試験日が異なる一般選抜への併願は可能です。（同一試験日に受験できるのは、一つの学群・学部・学類・学科・科のみです。）

併願について

出願方法と出願書類（必要書類）について

※一般選抜は、試験日が異なる①と②を併願することが可能です。A日程のスカラシップ生の選考は、試験日ごとに行います。
※合否判定は、試験日ごとに行います。

※総合型選抜（併願型）に出願する者は、本学ホームページより志望理由書及び活動報告書等をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、記入済の「志望理
　由書及び活動報告書」（短期大学 保育科のA、保育者適性型コースの場合は「事前提出作文課題」も同封すること）も同時に提出してください。

入学者選抜名称 出願方法

学校推薦型選抜（指定校制）
学校推薦型選抜（公募制）
総合型選抜（専願型）
総合型選抜（併願型）
一般選抜A日程
一般選抜B日程
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期
大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期
大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）

インターネットを利用した｢インターネット出願｣となります。
本要項（P.23～29）に記載されている事項を確認してください。
インターネット出願サイトで出願登録をしただけでは、正式な出願となりません。
また、入学検定料の納入が完了していても、出願書類一式が送付されない場合は、受験することができません。
出願サイトで出願登録後、入学検定料の納入を完了し、各入学者選抜の必要書類郵送期間（消印有効）に必要書類
一式を郵便局窓口から「簡易書留速達郵便」で郵送してください（郵便ポストには投函しないでください）。

インターネット出願サイトでの出願登録及び入学検定料の納入後、「Ｗｅｂ入学志願票」「Ｗｅｂ写真票」「封筒貼付用宛名シート」の印刷が可能になりま
す。出願の際は、「封筒貼付用宛名シート」を貼付した市販の封筒（角形2号サイズ）に下記の出願書類（必要書類）を入れて、各入学者選抜の必要書類郵
送期間（消印有効）に提出してください。
※「Ｗｅｂ入学志願票」「Ｗｅｂ写真票」「封筒貼付用宛名シート」の記載内容を必ず確認し、不明点などがあれば本学入試センターまでお問い合わせください。

出願書類（必要書類）について

〒 206-8511　東京都稲城市坂浜238
                     駒沢女子大学 駒沢女子短期大学 入試センター　行送付先

看護学部
志望理由書

本学の学校推薦型選抜（指定校制）、学校推薦型選
抜（公募制）、総合型選抜(専願型)Ⅰ期で合格し、入
学手続を完了した者が、一般選抜A日程で実施する
スカラシップ制度にチャレンジする場合

⑤
出身学校
調査書等

③

Web写真票

②

●
看護学部のみ●●

●●

一般選抜

●●総合型選抜(併願型) ※

●●総合型選抜(専願型)

●
看護学部のみ●

出身学校長
推薦書

④

●

〈総合型選抜〉
志望理由書及び活動報告書

⑥

● ※

（●）
エントリ―時

●学校推薦型選抜(指定校制・公募制)

大学入学共通テスト利用選抜

●

Web
入学志願票

●

●

●

●

●

●

①
出願書類（必要書類）

出願区分

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「Web写真票」を出力してください（ページの拡大、縮小
はせず、A4サイズの用紙に片面印刷すること）。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、①と②の写真は同じものを用意し、裏面に
出願学類・学科・科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。裏面がシールの場合には出
願学類・学科・科名、氏名の記入は必要ありません。）

③

看護学部の学校推薦型選抜および一般選抜出願者は、「看護学部 志望理由書」を志願者本人がすべて記入
し、提出してください。
記入には、黒インクの万年筆またはボールペン（消せるボールペンは使用不可）を使用してください。
〈本要項がお手元にある場合〉
「看護学部 志望理由書」【本学所定用紙・本要項P.38】を切り取り線に沿ってハサミ等で丁寧に切り取り、記入
してください。
〈本要項がお手元にない場合〉
本学ホームページより「看護学部 志望理由書」をダウンロード、A4サイズの用紙に印刷して、記入してください。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、入学志願票および写真票の写真
と同じものを用意し、裏面に出願学科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。
裏面がシールの場合には出願学科名、氏名の記入は必要ありません。）

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「封筒貼付用宛名シート」を出力し、市販の封筒（角形2
号サイズ、A4サイズの書類が入る封筒）に貼り付けてください。
出願書類一式を⑦の封筒に入れ、各入学者選抜の必要書類郵送期間（消印有効）に郵便局窓口から「簡易書
留速達郵便」で郵送してください（郵便ポストには投函しないでください）。

学校推薦型選抜への出願者は、本学所定用紙（P.36）により、出身学校長発行のものを厳封の上、提出してく
ださい。

⑥ 〈総合型選抜〉
志望理由書及び活動報告書

総合型選抜へのエントリー・出願者は、本学ホームページより「志望理由書及び活動報告書」等をダウンロー
ド・印刷し、必要事項を記入の上、記入済の「志望理由書及び活動報告書」(短期大学 保育科のA、保育者適性
型コースの場合は「事前提出作文課題」も同封すること)を提出してください。なお、総合型選抜（専願型）Ⅰ期
はエントリー時、総合型選抜（併願型）Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期は出願時に提出してください。

出身学校調査書等の必要通数は、1度の出願手続き（必要書類郵送）につき1通です。

●高等学校または中等教育学校を卒業見込の者および卒業した者
出身学校長発行の「調査書」を厳封の上、提出してください。
●高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）試験合格者
「合格成績証明書」を提出してください。
なお、免除科目のある者は、免除科目の単位を修得した学校長発行の「調査書」または「成績証明書」を厳封の上、
提出してください。
●高等学校卒業程度認定（大学入学資格検定）試験合格見込み者
「高等学校卒業程度認定試験の合格見込みについての証明書」を提出してください。
なお、免除科目のある者は、免除科目の単位を修得した高等学校長発行の「調査書」または「成績証明書」を厳封の
上、提出してください。
●外国における高等学校を卒業した者
出身高等学校長発行の「卒業証明書」または「卒業証書の写し」と「成績証明書」を提出してください。
ただし、日本と外国の双方の高等学校に在籍した者は、日本の学校在学中の「調査書」も提出してください。
●文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程学科修了者および修了見込み者
「修了証明書」と「成績証明書」を提出してください。
修了見込み者は、「修了見込証明書」と「成績証明書」を提出してください。

一般選抜の併願について

※一旦受理した書類ならびに既納の入学検定料等は理由の如何を問わず、返還いたしませんのでご了承ください。

⑤

⑦

看護学部 志望理由書
（本学所定用紙・本要項P.38）

※看護学部の
学校推薦型選抜および
一般選抜出願者のみ

出願用封筒
（市販の角2封筒）

※封筒貼付用宛名シートを貼付

Web入学志願票

インターネット（Web）出願の流れ（P.23～26）を参照のうえ「Web入学志願票」を出力してください（ページの拡大、
縮小はせず、A4 サイズの用紙に片面印刷すること）。
●写真…出願前3ヶ月以内に撮影、上半身正面向、無背景、縦4cm・横3cm、①と②の写真は同じものを用意し、裏面に
出願学類・学科・科名、氏名を記入した上で貼付してください。（カラー・白黒いずれも可。裏面がシールの場合には出
願学類・学科・科名、氏名の記入は必要ありません。）
●大学入学共通テスト「成績請求票」…大学入学共通テスト利用選抜の出願の際は、大学入学共通テスト受験票を受
領した際に交付を受けた「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を貼付してください。

区分 試験日 対象 出願方法

①

②

③

■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科

■人間総合学群（人間文化学類/ 観光文化学類/ 心理学類/ 住空間デザイン学類）
■人間健康学部　健康栄養学科
■看護学部　看護学科
■短期大学 保育科

一つの学科を選択して出願

一つの学類・学科・科を選択して
出願

1/24 （火）

■人間総合学群（人間文化学類／観光文化学類／心理学類／住空間デザイン学類）
■短期大学 保育科 一つの学類・科を選択して出願1/23（月）

2/20 （月）

A日程

A日程

B日程

大学入学共通テスト利用選抜の併願について

大学入学共通テスト利用選抜は、同時に複数の学類・学科・科の併願が可能です。
また、大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期と、大学入学共通テスト利用選抜（学群枠）を併願することも可能です。ただし、希望する学類・学科・科の必須
科目や選択科目を大学入学共通テストで受験することが必要です。

 

出願書類（必要書類）に関する注意点
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納入された入学検定料は、理由の如何を問わず返還いたしません。
  本学の学校推薦型選抜(指定校制)、学校推薦型選抜(公募制)、総合型選抜

(専願型)Ⅰ期で合格し、入学手続を完了した者が、一般選抜A日程で実施
するスカラシップ制度にチャレンジする場合、入学検定料が減額され、
10,000円になります。

※総合型選抜（専願型）の入学検定料は、出願が許可された後、出願時に必要になります。

本学では、｢一般選抜｣と｢大学入学共通テスト利用選抜｣の全日程内において、大学の入学者選抜に複数回出願する場合、または短期大学の入学者
選抜に複数回出願する場合、2出願目以降の入学検定料をそれぞれ1出願あたり5,000円減額とする制度があります。
※ 本学が同一試験日に実施する一般選抜は、複数の学類・学科・科の併願はできません。 
試験日が異なる一般選抜への併願は可能です（同一試験日に受験できるのは、一つの学群・学部・学類・学科・科のみです）。
※大学入学共通テスト利用選抜は、同時に複数の学類・学科・科の併願が可能です。

大
　
学

1出願目の入学検定料

2出願目以降の入学検定料

一般選抜
A日程

（人間総合）
【試験日：1/23】

一般選抜
A日程

（人間健康・看護）
【試験日：1/24】

一般選抜
B日程

【試験日：2/20】

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅰ期＊

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅱ期＊

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅲ期＊

一般選抜A日程(人間総合)
【試験日：1/23】 30,000円 ― 25,000円 25,000円 10,000円＊ 10,000円＊ 10,000円＊

一般選抜A日程(人間健康・看護)
【試験日：1/24】 30,000円 25,000円 ― 25,000円 10,000円＊ 10,000円＊ 10,000円＊

一般選抜B日程【試験日：2/20】 30,000円 ― ― ― ― 10,000円＊ 10,000円＊

＊大学の大学入学共通テスト利用選抜については、1学類・学科あたりの入学検定料

大
　
学

1出願目の入学検定料

2出願目以降の入学検定料

一般選抜
A日程

（人間総合）
【試験日：1/23】

一般選抜
A日程

（人間健康・看護）
【試験日：1/24】

一般選抜
B日程

【試験日：2/20】

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅰ期＊

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅱ期＊

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅲ期＊

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 15,000円 25,000円 25,000円 25,000円 10,000円＊ 10,000円＊ 10,000円＊

大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 15,000円 ― ― 25,000円 ― 10,000円＊ 10,000円＊

大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 15,000円 ― ― ― ― ― 10,000円＊

＊大学の大学入学共通テスト利用選抜については、1学類・学科あたりの入学検定料

短
期
大
学

1出願目の入学検定料

2出願目以降の入学検定料

一般選抜
A日程

【試験日：1/23】

一般選抜
Ｂ日程

【試験日：2/20】

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅰ期

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅱ期

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅲ期

一般選抜A日程
【試験日：1/23】 30,000円 ― 25,000円 10,000円 10,000円 10,000円

一般選抜B日程
【試験日：2/20】 30,000円 ― ― ― 10,000円 10,000円

短
期
大
学

1出願目の入学検定料

2出願目以降の入学検定料

一般選抜
A日程

【試験日：1/23】

一般選抜
Ｂ日程

【試験日：2/20】

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅰ期

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅱ期

大学入学
共通テスト
利用選抜Ⅲ期

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 15,000円 25,000円 25,000円 ― 10,000円 10,000円

大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 15,000円 ― 25,000円 ― ― 10,000円

大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 15,000円 ― ― ― ― ―

入学検定料

出願区分 入学検定料

学校推薦型選抜
総合型選抜
一般選抜

30,000円

大学入学共通テスト利用選抜 15,000円

一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜内で複数回出願する場合の入学検定料減額制度について

入学検定料/入学検定料減額制度について
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受験票のダウンロード・印刷について
学校推薦型選抜・総合型選抜（併願型）・一般選抜の場合

(1) 本学で出願書類(必要書類)を受理した後、｢受験票｣のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへ｢受験票印刷可能の案
内メール｣を配信します(各入学者選抜の出願期間締切後)。
※ メールを受信制限している場合は、送信元（＠e-apply.jp）からのメール受信を許可してください。通知メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる
場合がありますので、注意してください。

(2) 試験当日までに、インターネット出願システムより｢受験票｣をダウンロードし、ページの拡大や縮小はせずにA4サイズの用紙に片面印刷して
ください。
※ 試験前日までにメールが届かない場合でも、インターネット出願システムでは｢受験票｣のダウンロードが可能になっている場合があります。その場合
は、インターネット出願システムにログインをし、｢受験票｣をダウンロードしてください。

(3) 印刷後、切り取り線に沿ってハサミ等で丁寧に切り取り、切り取った｢受験票｣を試験当日に必ず持参してください(受験票の郵送はいたしませ
ん)。

総合型選抜（専願型）・大学入学共通テスト利用選抜の場合

(1) 本学で出願書類(必要書類)を受理した後、｢受験票｣のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへ｢受験票印刷可能の案
内メール｣を配信します(各入学者選抜の出願期間締切後)。
※メールを受信制限している場合は、送信元（＠e-apply.jp）からのメール受信を許可してください。通知メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる
場合がありますので、注意してください。

(2) インターネット出願システムより｢受験票｣をダウンロードし、ページの拡大や縮小はせずにA4サイズの用紙に片面印刷し、合格発表日まで大
切に保管してください(受験票の郵送はいたしません)。
※合格発表日までにメールが届かない場合でも、インターネット出願システムでは｢受験票｣のダウンロードが可能になっている場合があります。その場
合は、インターネット出願システムにログインをし、｢受験票｣をダウンロードしてください。

受験上の諸注意
試験会場への入退場について

・ 新型コロナウイルス感染症等への感染拡大防止のため、発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、試験会場内では、昼食時を除き、マスクの着用
をお願いします。また、休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控えてください。
・ 試験会場入り口に、速乾性アルコール製剤を配置しますので、試験会場への入退出を行うごとに、速乾性アルコール製剤による手指消毒をお願
いします。
・ 新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止のため、本学ホームページに｢受験生の皆さまへのお願い｣を掲載しています。新型コロナウイルス
感染状況に応じて、随時変更する場合がありますので、受験をする際には最新の情報をご確認の上、ご来校ください。
・ ｢受験票｣は試験当日に必ず持参してください。
・ 試験当日の建物及び教室への入室は原則集合時間の1時間前からとなります。
・ 集合時間をよく確認し、遅刻しないように注意してください。
・ 試験開始30分以降は入室を認めません。試験当日の天候や交通機関の遅延などに考慮して早めに会場へ到着するようにしてください。万が一、
交通機関の事故または災害などにより遅れる場合は、速やかに本学まで連絡してください。
・ 集合時間には入室・着席をお願い致します。
・ 試験会場内の案内は、各会場入り口に掲示します。案内もしくは係員に従って入場してください。
・試験会場では受験番号と同じ番号の席に着き、受験票は机の上に置いてください。また、退室の際は必ず携帯してください。
・ 試験会場には時計を設置していませんので、各自持参してください。時刻表示以外の機能を持つ時計は使用できません。(スマートフォン、携帯
電話の時計としての利用も不可)
・ 解答はHB程度の濃さの鉛筆及びプラスティック製の消しゴムを使用してください。(和歌・格言などが印刷されている鉛筆などは使用できませ
ん。)なお、定規、コンパス、下敷きの使用はできません。
・ 英語の試験時間中は、英文などがプリントされている衣類等を着用しないでください。
・試験に関する事項はすべて試験監督者の指示に従ってください。
・試験時間が午後までかかる場合で昼食が必要な時は、各自ご持参ください。
・試験終了まではたとえ解答を終えたとしても退室はできません。

その他

・ 本学の所在地、交通機関、本学までの所要時間等については試験日前日までに確認しておいてください。
・上履きは不要です。
・ 受験生以外の方は、会場内への立ち入りはできません。ただし、受験に際して付添人を必要とする場合には、出願書類提出前のできるだけ早い
時期に必ず入試センターに問い合わせてください。
・合格通知等に印字される漢字については、JIS漢字コードの第1水準・第2水準の文字に置き換えることがありますのでご了承ください。
・JR南武線｢稲城長沼｣駅からのスクールバスを利用される方は、出願登録の際に利用申込をしてください。

受験票のダウンロード・印刷について/受験上の諸注意
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合否結果の発表は、｢インターネットによる合否確認(合否案内サービス)｣と｢速達郵便による通知発送｣の方法で行います。
※学内掲示は行いません。
※合否に関する電話・郵便での問い合わせには一切応じられません。

URL

https：//www.gouhi.com/komajo/　　　　　（スマートフォン・パソコン共通アドレス）

※詳細は、P.32の｢合否案内サービス利用方法｣を参照してください。

入学者選抜名称 試験日 合否発表期間（発表日当日10:00より3日間）

学校推薦型選抜(指定校制) 11/12(土) 12/1(木) 10:00 ～ 12/3(土) 23:59
学校推薦型選抜(公募制)Ⅰ期 11/19(土) 12/1(木) 10:00 ～ 12/3(土) 23:59
学校推薦型選抜(公募制)Ⅱ期 12/10(土) 12/16(金) 10:00 ～ 12/18(日) 23:59
総合型選抜(専願型)Ⅰ期 11/1(火) 10:00 ～ 11/3(木) 23:59
総合型選抜(併願型)Ⅱ期 12/17(土) 12/22(木) 10:00 ～ 12/24(土) 23:59
総合型選抜(併願型)Ⅲ期 2/15(水) 2/20(月) 10:00 ～ 2/22(水) 23:59
総合型選抜(併願型)Ⅳ期 3/1(水) 3/6(月) 10:00 ～ 3/8(水) 23:59

一般選抜A日程
※スカラシップ制度実施

大学 人間総合学群
短期大学 保育科 1/23(月) 2/3(金) 10:00 ～ 2/5(日) 23:59

※ 学校推薦型選抜(指定校制・公募制)や総合型選抜(専願型)で合格、入学
手続が完了し、スカラシップ生へチャレンジした受験生を対象とした｢イ
ンターネットによる合否確認｣は行っておりません。

大学 人間健康学部
大学 看護学部 1/24(火)

一般選抜B日程 2/20(月) 3/1(水) 10:00 ～ 3/3(金) 23:59
大学入学共通テスト利用選抜(学群枠)

本学での
個別試験はなし

2/16(木) 10:00 ～ 2/18(土) 23:59
大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期 2/16(木) 10:00 ～ 2/18(土) 23:59
大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期 3/1(水) 10:00 ～ 3/3(金) 23:59
大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期 3/14(火) 10:00 ～ 3/16(木) 23:59

合格者および補欠者に対して、合格発表日に速達郵便にて合否結果を発送します。

入学者選抜名称 速達郵便による通知発送に関する注意事項

学校推薦型選抜(指定校制)

合格者および補欠者に対して、合格発表日に速達郵便にて合否結果を発送します。
発表日に発送するため、到着は発表日以降になります(郵便事情により、配達が2日程度かかる場合もありま
す)。

不合格者への通知発送は行いませんので、｢インターネットによる合否確認(合否案内サービス)｣で合否結果の確
認を行ってください。

〈｢インターネットによる合否確認」において、合格者または補欠者となった受験生〉
・ 発表日から5日を経過しても合否結果が到着しない場合、または内容の異なったものが配達された場合には、
入試センター(042-350-7110)までお問い合わせください(土曜日・日曜日・祝日を除く午前9時～午後5時)。
・ 合格書類の不着、遅配および内容の異なったものが配達されたことなどを理由とした、入学手続締切日以降の
入学手続は認めません。

学校推薦型選抜(公募制)Ⅰ期

学校推薦型選抜(公募制)Ⅱ期

総合型選抜(専願型)Ⅰ期

総合型選抜(併願型)Ⅱ期

総合型選抜(併願型)Ⅲ期

総合型選抜(併願型)Ⅳ期

一般選抜Ａ日程

一般選抜Ｂ日程

大学入学共通テスト利用選抜(学群枠)

大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期

大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期

大学入学共通テスト利用選抜Ⅲ期

〈一般選抜Ａ日程の合格者〉
・スカラシップ制度の選考結果につきましては、スカラシップ採用者のみに、合否結果の発表とともにお知らせします。

〈学校推薦型選抜（指定校制・公募制）や総合型選抜（専願型）で合格、入学手続が完了し、スカラシップ生へチャレンジした受験生〉
・ スカラシップ制度の採用・不採用を問わず全受験生に対して、合格発表日に速達郵便にてスカラシップ制度の選考結果を発送します。発表日に
発送するため、到着は発表日以降になります(郵便事情により、配達が2日程度かかる場合もあります)。
・ スカラシップ生として不採用になった場合でも、学校推薦型選抜(指定校制・公募制)や総合型選抜(専願型)での合格が取り消されることはありません。

インターネット（スマートフォン・パソコン）による合否確認

速達郵便による通知発送

スカラシップ制度（新入生）の採用結果について（一般選抜A日程受験者）

合格発表
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URL

https：//www.gouhi.com/komajo/　　　　　（スマートフォン・パソコン共通アドレス）

①スマートフォン・パソコンをご利用ください。
②確認には｢受験番号｣と｢誕生月日｣を使用します。

◎利用上の注意事項
a.  操作方法や受験した学群・学部・学類・学科・科、受験番号等のお問い合わせには個人情報保護の観点からお答えできませんので、｢受験票｣
と、この｢入学者選抜要項｣は合格発表日まで保管してください。また、合否に関する本学への電話等でのお問い合わせにも一切お答えできませ
んのでご了承ください。

b. 本システムの｢誤操作｣、｢見間違え｣等を理由とした入学手続締切日以降の入学手続は認めません。

発表日当日10：00より3日間ご利用いただけます。

合格 ○○○選抜　□□□学部　△△△学科　受験番号0000000番の方は、合格されました。合格通知書を発送いたしました。

不合格 ○○○選抜　□□□学部　△△△学科　受験番号0000000番の方は、誠に遺憾ながら不合格となりました。

スカラシップ生 ○○○選抜　□□□学部　△△△学科　受験番号0000000番の方は、スカラシップ生として合格されました。合格通知書
および採用通知書を発送いたしました。

補欠 ○○○選抜　□□□学部　△△△学科　受験番号0000000番の方は、補欠者となっています。通知書を発送いたしました。

インターネット（スマートフォン・パソコン）による合否確認方法

※図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

あなたの受験番号
7桁を入力してください。

よろしいですか？

はい いいえ

あなたの受験番号
7桁を入力してください。

よろしいですか？

はい いいえ

あなたの受験内容は
下記のとおりです。

○○○選抜
□□□学部 △△△学科
受験番号0000000番

よろしいですか？

はい いいえ

あなたの受験内容は
下記のとおりです。

○○○選抜
□□□学部 △△△学科
受験番号0000000番

よろしいですか？

はい いいえ

あなたの誕生月日を
4桁で入力してください。

よろしいですか？

はい いいえ

例 5月1日→0501

あなたの誕生月日を
4桁で入力してください。

よろしいですか？

はい いいえ

例 5月1日→0501

QRコード対応機種で利用できます。

URLを入力してください。   https://www.gouhi.com/komajo/

結 

果 

画 

面

結 

果 

画 

面

合否案内サービスの利用可能期間

合否案内サービス（例）

合否案内サービス利用方法
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手続方法

合格者には、合格通知書とともに入学手続書類を郵送します。手続締切日までに下記の書類を提出し、学納金を納入してください。

提出書類   ・在学誓書(本学が交付する用紙の所定事項を記入し押印したもの)
(手続締切日当日消印有効) ・学生証発行用写真台紙
   　提出先　駒沢女子大学・駒沢女子短期大学　経理部　宛

学納金納入方法   銀行振込みに限ります。また、入学手続期間内に手続を完了しない場合は入学の意志がないものとみなします。  
なお、一旦納入された学納金は一切返還しないことを原則としています。  
入学手続を完了した方には、各入学者選抜の手続締切日から2～3週間を目途に｢入学者の皆さまへのご案内等｣を送
付します。

2023年度入学手続金延納制度について
一般選抜A日程の合格者に関しては、入学手続締切時【入学手続締切日：一般選抜A日程2023年2月14日(火)】までに｢入学金｣のみを納入し、授業
料等残額については下記期限まで延納することが可能な制度があります。
・本制度利用にあたり事前申請は必要ありません。
・入学金のみ納入の者へは、後日経理部より授業料等残額納入用に振込依頼書をお送りいたします。
・本制度利用により延納する場合でも、本来の入学手続締切日(当日消印有効)までに、在学誓書および学生証発行用写真台紙を提出してください。
・ 延納期限　2023年2月22日(水)までに、
　　入学する場合は授業料等残額を納入してください。
　　入学辞退する場合は｢入学辞退届｣を提出してください。(詳細、下記｢入学辞退の届け出について｣参照)

入学者選抜名称 延納期限 備考

一般選抜A日程 2023年2月22日(水) 延納期限までに授業料等残額を納入してください。

入学辞退の届け出について

入学を辞退する場合は、必ず本学所定の書面により届け出てください。
〈注意〉入学辞退に関するお問い合わせは、駒沢女子大学・駒沢女子短期大学　経理部（TEL.042-350-7117）宛てにお願いいたします。

[ 入学手続を完了している者が入学辞退する場合 ]
・下記期限内に本学所定の書面により届け出た場合、入学金を除いた納入金を返還いたします。
　これによらない場合は、理由の如何を問わず返還いたしません。

使用する本学所定の書面 本要項P.40・様式Ⅰ「入学辞退届・入学手続時納入金返還願」

提出期限 郵送　　2023年3月31日(金)必着
窓口　　2023年3月31日(金)午後4時まで

提出先 駒沢女子大学・駒沢女子短期大学　経理部

[ 入学手続金延納制度利用中の者が入学辞退する場合 ]
・入学手続金延納制度…入学金のみを納入し、授業料等残額については延納する制度。
・理由の如何を問わず入学金の返還はいたしませんのでご承知おきください。

使用する本学所定の書面 本要項P.42・様式Ⅱ「入学辞退届」

提出期限 郵送　　2023年2月22日(水)当日消印有効

提出先 駒沢女子大学・駒沢女子短期大学　経理部

合格決定後の学群・学部・学類・学科・科変更について

本学では合格した学群・学部・学類・学科・科以外への入学はできません。

入学手続
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■ 学納金は、全納(入学手続時納入金・1年次後期納入金の合計)もしくは分納(2回)方法で、いずれかの金額を期日までに納入していただきます。
　 ※一般選抜Ａ日程で｢スカラシップ生｣として選抜された場合は、年間授業料(1年次)の全額または半額が免除されます。

入学手続時納入金〈入学手続期間内に納入、分納(1回目)〉 (円)

学群・学部 等

種別

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学
人間文化学類／観光文化学類／
心理学類／住空間デザイン学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

○ 入学金 300,000 300,000 300,000 300,000
授業料 400,000 400,000 525,000 408,000
維持費 100,000 125,000 150,000 100,000
実習費 18,000 50,000 112,500 33,000
小計 818,000 875,000 1,087,500 841,000

○ 学友会入会金 2,000 2,000 2,000 2,000
学友会費 5,000 5,000 5,000 5,000

○ 父母の会入会金 3,000 3,000 3,000 3,000
父母の会費 7,000 7,000 7,000 7,000

○ 同窓会費(終身会費) 5,000 5,000 5,000 5,000
○ 後援会費 5,000 5,000 5,000 5,000
○ 保険料 2,650 2,720 16,000 1,400
小計 29,650 29,720 43,000 28,400

【分納】 入学手続時 合計 847,650 904,720 1,130,500 869,400

○印は入学年度のみ

1年次後期納入金〈2023年9月20日までに納入、分納(2回目)〉 (円)

学群・学部 等

種別

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学
人間文化学類／観光文化学類／ 
心理学類／住空間デザイン学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

授業料 400,000 400,000 525,000 408,000
維持費 100,000 125,000 150,000 100,000
実習費 18,000 50,000 112,500 33,000
【分納】 2回目 合計 518,000 575,000 787,500 541,000

 
参考  2年次以降　　　※年額 (円)

学群・学部 等

種別

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学
人間文化学類／
観光文化学類

心理学類／
住空間デザイン学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

2・3・4年次 2・3・4年次 2・3・4年次 2年次 3・4年次 2年次
授業料 800,000 800,000 800,000 1,050,000 1,050,000 816,000
維持費 200,000 200,000 250,000 300,000 300,000 200,000
実習費 36,000 66,000 100,000 225,000 300,000 66,000
小計 1,036,000 1,066,000 1,150,000 1,575,000 1,650,000 1,082,000
学友会費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
父母の会費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
小計 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2年次以降 【年額】 合計 1,048,000 1,078,000 1,162,000 1,587,000 1,662,000 1,094,000

参考  大学1～4年次、短期大学1～2年次　※年額  (円)

学群・学部等

年次

人間総合学群 人間健康学部 看護学部 短期大学
人間文化学類／ 
観光文化学類

心理学類／ 
住空間デザイン学類 健康栄養学科 看護学科 保育科

1年次の納入金 1,365,650 1,365,650 1,479,720 1,918,000 1,410,400
2年次の納入金 1,048,000 1,078,000 1,162,000 1,587,000 1,094,000
3年次の納入金 1,048,000 1,078,000 1,162,000 1,662,000
4年次の納入金 1,048,000 1,078,000 1,162,000 1,662,000

● 上記納入金の他に、教科書代、実習用ユニフォーム一式費用等が必要になります。また、看護学部では、レンタル端末（iPad）および電子教科書を使用 
するため、費用が別途かかります。

大学 人間総合学群／大学 人間健康学部／大学 看護学部／短期大学 保育科

2023年度入学生 学納金
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力等

35



力等



3

に記述してください。



3

に記述してください。



くださいますようお願いします。

この欄に、振込金受取書などの

振込の明細が分かる書類のコピーを

貼付してください。

安 藤 嘉 則 殿



くださいますようお願いします。

この欄に、振込金受取書などの

振込の明細が分かる書類のコピーを

貼付してください。

安 藤 嘉 則 殿



安 藤 嘉 則 殿



安 藤 嘉 則 殿
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稲城駅
京王相模原線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約7分）
　  駅前バスターミナル2番乗り場
　  駒沢学園行き・新百合ヶ丘駅行き・
　  柿生駅北口行き

▶ 駒沢学園下車
※駒沢学園入口で下車されないようご注意
ください。

稲城長沼駅
JR南武線 ご利用の場合
▶ スクールバス（有料）に乗車（約14分）
▶ 駒沢学園下車
　  ※スクールバスの乗降場所や時刻表はHPをご確認
　ください。
※試験当日にスクールバスを利用される方は、出願
　登録の際に利用申込をしてください。
※在学生も乗車いたしますのでご了承ください。

新百合ヶ丘駅
小田急線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約20分）
　  南口バスターミナル5番乗り場
　  駒沢学園行き・稲城駅行き・
　  稲城市立病院行き

▶ 駒沢学園下車

バ
ス
停
「
駒
沢
学
園
」
で
下
車

20

20

22 11

新横浜

八王子

相模大野

川　崎 （武蔵小杉） （武蔵溝ノ口）

所　沢
西武新宿線

東村山 国分寺 西国分寺 府中本町

9

3238

20

19

36

3
JR中央線
2

西武国分寺線
11

※下記の所要時間は、時間帯などにより異なります。乗り換え時間は含みません。
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駒沢女子大学のアドミッション・ポリシー
駒沢女子大学は、建学の精神、教育の理念を理解し、卒業の認定に
関する方針(ディプロマ・ポリシー)、教育課程の編成および実施に
関する方針(カリキュラム・ポリシー)が定める教育を受けるために
求められる基礎的な知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体
性・協働性を身につけている人を求めます。そのために多様な受験
生に対応する入学者選抜を用意し、多面的かつ総合的な選抜を適正
に実施します。

人間総合学群のアドミッション・ポリシー
人間総合学群では、次のような学生を求めます。
１． 高等学校等の教育課程を通じて、本学群での教育を修めるため
に必要となる基礎的な知識・技能等を身につけている人

２． 高等学校等の教育課程を通じて、各学類・専攻が教育目的とし
て掲げる幅広い教養と専門的な知識・技能等を修得するための
学習習慣を身につけている人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 多様な人々と協働して主体的に学ぼうとする姿勢と社会に貢献
したいという意欲をもつ人

■ 人間文化学類
人間文化学類では、次のような学生を求めます。
１． 人間の文化、歴史、社会に関する基礎的な知識(たとえば高等学
校等までの国語、外国語、地理歴史、公民などの学習内容)を身
につけている人

２． 自らが関心を持つ分野(日本文化、人間関係、英語コミュニケー
ション)に関する知識・技能等を修得しようという意欲を持ち、
学習する習慣を身につけている人

３． 自らが関心を持つ分野を学ぶ上で必要となる基礎的な日本語力
とコミュニケーション力を身につけている人

４． 多様な他者と共生する社会の中で主体的に学び続け、人間文化
に関する学修を生かして社会に貢献しようという意欲をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
日本文化専攻
日本文化専攻を志望するみなさんには、｢国語｣｢地理歴史(日本史)｣
などの内容にふだんから親しみ、日本文化にかかわるさまざまな
ジャンルの文章に触れておくことをお勧めします。また、多種多様
な日本の文化を学ぶために、書物から得る知識ばかりでなく、各自
の暮らす地域の伝統文化に接し、各種の博物館・美術館などに足を
運ぶなど、実社会の文化に興味関心を持つことも有意義です。

人間関係専攻
人間関係専攻を志望するみなさんには、広く｢人間｣について興味を
持ち、自分自身の視野を拡げることに関心と意欲をもっていること
が求められます。そのために、｢国語｣｢地理歴史(世界史、日本史、
地理のいずれか)｣｢公民(現代社会、倫理、政治・経済のいずれか)｣
｢情報｣などの内容に親しみ、大学での学びの土台となる、読む・書
く・聴く・話すなどの基礎的学力を身につけるように心がけましょ
う。

英語コミュニケーション専攻
英語コミュニケーション専攻を志望するみなさんには、｢英語｣を中
心に｢国語｣｢地理歴史(世界史、日本史、地理のいずれか)｣など、さ
まざまな科目や分野への関心を広げておくことをお勧めします。ま
た、世界の多様な価値観を理解するためには、自分の価値観がどの
ようなものに根差しているのか、自分自身への問いかけも重要で
す。ふだんから英語の本、映像、音楽などに親しみ、英語とその文
化に広く関心を持ってほしいと考えています。

■ 観光文化学類
観光文化学類では、次のような学生を求めます。
１． 高等学校等の国語・外国語・地理歴史・公民などの教科に関心
があり、日本と世界の文化・歴史・社会に関する基礎的な知識
を身につけている人

２． 観光・文化に関心があり、幅広い知識・教養・実践力を身につ
ける意欲をもつ人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 多様な価値観を受け入れ、他者と協働して社会に貢献する意欲
をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
観光文化学類を志望するみなさんには、｢地理歴史(日本史、世界
史、地理)｣｢国語｣｢外国語｣などの内容に親しみ、｢芸術(美術・音
楽)｣｢公民(現代社会)(政治・経済)｣などにも広く関心を持つこと
をお勧めします。読書に親しむと同時に、身近な地域社会から、日
本、さらに世界の動向にまで目を向け、グローバルな視野をもつよ
うに心がけると良いでしょう。

■ 心理学類
心理学類では、次のような学生を求めます。
１． 人の心理に興味があり、社会と人間について基本的な知識(高等
学校等の国語、外国語(英語)、公民(現代社会)、保健体育、芸
術(美術・音楽)などの教科に関連する知識)を身につけている人

２． 心理学の専門的知識と方法論を学ぼうとする意欲をもつ人
３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身につけている人

４． 他者と交流し、多くの人とともに協働的に活動する姿勢を備え
ている人

[ 高等学校等での学習について ]
心理学は人間の｢こころ｣を対象にした学問領域です。私たちの周囲
にあるものはすべてその｢こころ｣の働きが何らかの形でかかわって
いるといってもよいでしょう。ですから何に対しても探究する気持
ちを持ち、想像力を豊かにしてものごとに接することを心掛けま
しょう。具体的な教科(科目)としては、人間のさまざまな感情の動
きが表現された文学や芸術作品に触れる｢国語｣や｢芸術(美術、音
楽)｣、外国の人々の精神文化を理解するための｢外国語(英語)｣、社
会や組織の問題を対象にした｢公民(現代社会)｣、そして心身の健康
を促進する｢保健体育｣などに積極的に取り組んでみると良いでしょ
う。

■ 住空間デザイン学類
住空間デザイン学類では、次のような学生を求めます。
１． 建築、インテリアのデザインやものづくりなどに関心があり、
高等学校等の国語・情報などの教科を学習する意欲がある人

２． 幅広い興味を持って物事に取り組み、目標に向かって努力する
姿勢を備えている人

３． 大学での学びに必要となる基礎的な日本語力とコミュニケー
ション力を身に付けている人

４． 住まいや暮らしなどを通して社会人として活躍したいという意
識・意欲をもつ人

[ 高等学校等での学習について ]
住空間デザイン学類を志望するみなさんには、｢国語｣｢情報｣などの
内容にふだんから親しみ、読む、書く、発表などに必要な基礎力を
身につけておくこと、問題や課題を整理し表現するために情報機器
等を積極的に活用することをお勧めします。また、少子高齢化から
地球環境など私たちを取り巻く問題や、住まいや暮らしなどのデザ
インに興味を持ってほしいと考えています。

アドミッション・ポリシー（人間総合学群）

1

稲城駅
京王相模原線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約7分）
　  駅前バスターミナル2番乗り場
　  駒沢学園行き・新百合ヶ丘駅行き・
　  柿生駅北口行き

▶ 駒沢学園下車
※駒沢学園入口で下車されないようご注意
ください。

稲城長沼駅
JR南武線 ご利用の場合
▶ スクールバス（有料）に乗車（約14分）
▶ 駒沢学園下車
　  ※スクールバスの乗降場所や時刻表はHPをご確認
　ください。
※試験当日にスクールバスを利用される方は、出願
　登録の際に利用申込をしてください。
※在学生も乗車いたしますのでご了承ください。

新百合ヶ丘駅
小田急線 ご利用の場合
▶ 小田急バスに乗車（約20分）
　  南口バスターミナル5番乗り場
　  駒沢学園行き・稲城駅行き・
　  稲城市立病院行き

▶ 駒沢学園下車

バ
ス
停
「
駒
沢
学
園
」
で
下
車

20

20

22 11

新横浜

八王子

相模大野

川　崎 （武蔵小杉） （武蔵溝ノ口）

所　沢
西武新宿線

東村山 国分寺 西国分寺 府中本町

9

3238

20

19

36

3
JR中央線
2

西武国分寺線
11

※下記の所要時間は、時間帯などにより異なります。乗り換え時間は含みません。
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