
個人情報保護について

個人情報につきましては『学校法人目白学園 個人情報保護方針』を定め、適正な管理と保護に努めております。
出願に際しご記入いただきました個人情報は、以下の目的にのみ使用いたします。

1. 本学入学者選抜の実施、判定、結果通知、入学手続等の入学者選抜全般に関すること。
2. 入学者選抜に付随する統計処理に関すること。
3. 本学が実施する行事等の案内に関すること。
＊入学した場合、その後の学生指導に使用することがあります。

● 歯科衛生学科● 製 菓 学 科● ビジネス社会学科

［受験生応援サイト］https://www.mejiro.ac.jp/college/jyukensei/

総合型選抜
学生募集要項2023

エントリー
書類付き

本学の新型コロナウイルス等の対応については、受験生応援サイトでお知らせします。
また、新型コロナウイルスの影響により入学者選抜の内容に変更がある場合も、受験生応援サイトでお知らせします。
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conten t s

本学では、以下の観点を踏まえつつ、学科のアドミッション・ポリシーに沿って
多様な選抜方法による入学者選抜を実施し、受験生の能力や適性を評価します。

目白大学短期大学部 アドミッション・ポリシー

本学の入学者受入れ方針を理解し、各学科での学びに必要な知識や技能、
学習意欲を持ち合わせた人物であるかを多面的に評価します。

総合型選抜とは

各学科の専門分野を積極的に学ぶ意欲を有する人

各学科の学びに必要な基礎的な学力、技能を有する人

他者と協力し、コミュニケーションをとる能力を有する人

1

2

3
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入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー )

ビジネス社会学科
●社会やビジネス現場における課題発見・解決するために役立つ知識と技術を学ぶ意欲のある人
●社会や仕事を理解する上で必要な基礎学力を身につけている人
●ビジネス社会で活躍するための基本的知識と技能を身につけ、社会に貢献したいと思っている人

●製菓に関する知識の修得や、技能の鍛錬への意欲を持っている人
●社会や製菓、衛生を理解するために必要な基礎学力を身につけている人
●コミュニケーションを取りながら、グループでの共同作業ができる人

●口腔保健に関する専門知識と技術の習得に向けて、入学以降の学びで必要な読解力、理解力、思考力を有する人
●保健医療福祉の分野における実践的活動や課題解決に取り組む意欲のある人
●さまざまな人々とコミュニケーションをはかり、社会貢献に取り組む意欲のある人

製菓学科

歯科衛生学科

［高等学校で履修すべき科目や取得しておくことが望ましい資格］
コミュニケーション力や論理的思考力を培う「国語」、「英語」、「数学」などを履修することが望まれます。
また、総合的な学習の時間やボランティアなどを含む課外活動を通じて、豊かな人間性を身につけてください。
受験前に積極的にオープンキャンパスや相談会などを通じて、本学に対する理解を深めてください。

①本学の入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）を理解し、本学への入学を強く希望する者。

②次のいずれかに該当する者。
 1）高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2023年3月卒業見込みの者。
 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。具体的には、以下a～gのいずれかに該当する者。
  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（旧規程による大学入学資格検定を含む）に合格した者、
   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. 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる大学において、
   大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者。
  g. その他本学において、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。※

   ※個別の入学資格審査を必要とする場合は、必ず各日程のエントリー締切日の1か月前までに入学センターに相談してください。

エントリー資格 次の①②に該当する女子

実施日程

エントリー期間

選考日

出願許可発表日

出願期間

合格発表日

第1次入学手続期間

第2次入学手続期間

1期

9月5日（月）～12日（月）

9月18日（日）

9月22日（木）

9月22日（木）～10月4日（火）

2期

9月14日（水）～21日（水）

10月2日（日）

10月7日（金）

10月7日（金）～18日（火）

11月1日（火）

11月8日（火）

3期

10月5日（水）～12日（水）

10月30日（日）

11月4日（金）

11月14日（月）

4期

12月１日（木）～6日（火）

12月10日（土）

12月15日（木）

12月22日（木）

2023年2月1日（水）～24日（金）

※1

※1

※2

※2

※1 期間内に郵送必着のこと。入学センターへの持参は認めません。
※2 第1次入学手続時納付金(入学金)の延納はできません。
期日＊までに第1次入学手続（入学金納入）、第2次入学手続（春学期学納金納入）を完了した方に対して入学が許可されます。
＊期間内に銀行において振り込みの手続きを行うことを意味するもので、銀行の翌営業日に本学で手続きの確認ができればよいものとします。

1・2期と3・4期とでは選考の流れが異なります。
詳細はP7～P12「各学科総合型選抜選考内容」を確認してください。



日本学生支援機構給付奨学金の予約採用(入学金・授業料減免の権利をお持ちの方)の決定通知を受け取られた方についても、ひと
まず、第1次入学手続時納付金(入学金)、第2次入学手続時納付金(春学期学納金)を、期日までに全額納入する必要があります。申込
を検討している場合は、申込手続のスケジュール等をあらかじめ確認してください。
入学金・授業料減免に関する手続きは、入学後に行います。

入学センター  TEL：03-3952-5115
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証明書類について 目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）について

1・2期は出願する時点で発行されるもの、3・4期はエントリーする時点で発行されるもの（既卒者は卒業後に発行されたもの）を提出してください。 この制度は、本学のオープンキャンパスで所定のプログラムに参加した者に対し、検定料（30,000円）を免除する制度です。
所定のプログラムに参加した学科と受験する学科が同一の場合において、適用されます。なお、免除は1回限りです。
実施日程や対象となるプログラムなどの詳細は受験生応援サイトを確認してください。

※提出書類は日本語または英語で記載された原本を提出してください。
　それ以外の言語で記載されている場合は、翻訳文を用意し、大使館や自国公証処等が発行した、その翻訳が正しいことを証明する「公証書」を添付してください。
　なお、日本語学校の翻訳証明は認めません。
※一度提出された証明書類は、エントリー資格および学習成績の状況（評定平均値）に影響がない限り、原則として差し替え・返却を認めません。
※大学在学中の方または卒業された方も、出身高等学校の発行する証明書類が必要となります。
※被災等の理由により上記の証明書類を提出することができない方は、入学センターに相談してください。

エントリー資格 証明書類 注意事項

高等学校または中等教育学校卒業者（見込み者）
高等専門学校3年修了者（見込み者）
在外教育施設卒業者（見込み者）

出身学校長が作成する調査書
（開封されたものは無効とします）

①卒業証明書
②調査書が発行されないことに
　関する理由書

①②を両方提出してください。

①修了（見込）証明書
②成績証明書

高等学校または中等教育学校卒業者で、
保存年限（5年）が経過しているため調査書が
発行されない者

転入学・編入学・海外留学により単位認定を受けた場合は、単位を修得し
た学校の記録（成績・科目履修・出欠席など）を明記した調査書を出身学
校に依頼してください。出身学校の発行する調査書に明記することが難し
い場合は、単位を修得した学校が発行する証明書またはその写し（単位を
修得した学校長が原本と相違がないことを証明したもの）を調査書に同封
してもらうよう、出身学校に依頼してください。

合格証明書は不可。免除科目や免除見込科目がある場合でも、当該科目
の単位修得証明書等を提出する必要はありません。

①②を両方提出してください。また、日本の高等学校または中等教育学校に
も在学していた場合は、「日本の学校在学中の調査書」も提出してください。
入学資格の確認に時間を要するため、締切日間際のエントリーとならない
よう注意してください。本学の指定する日時までに入学資格確認ができな
かった場合は、エントリーを認めない場合があります。また、国により教育
制度が異なるため、エントリーを認めない場合があります。

合格（見込）成績証明書
（開封されたものは無効とします）

高等学校卒業程度認定試験合格者（見込み者）
大学入学資格検定合格者

①②を両方提出してください。
また、出身学校長が発行する調査書がある場合は、①②に代えて調査書を
提出してください。

①修了（見込）証明書
②成績証明書

その他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

外国における12年の学校教育の課程を
修了した者（見込み者）

受験上の注意事項

・以下に該当する方は原則としてエントリーする1か月前までに、入学センターに相談してください。
・身体等に障がいのある方で、受験上の配慮および入学後の学習や学生生活においての配慮を必要とする場合。
・製菓学科にエントリーをする方で、食物アレルギー（小麦・卵・乳等）のある場合。

・締切日を過ぎてのエントリーはいっさい受け付けません。また、入学センターへの持参は認めません。

・人身事故等による公共交通機関（バス・タクシーを除く）の遅れや自然災害などの不測の事態による遅刻の場合は、速やかに総合窓口
（P16参照）に連絡し、状況を説明してください。所定の時程通りに入学者選抜等を実施することが困難であると本学が判断した場合、試
験時間の繰り下げ等の対応措置をとることがあります。ただし、このことに伴う受験者の個人的損害について本学は責任を負いません。
これらの対応措置を講じる場合は受験生応援サイトに掲載しますので、確認してください。

入学手続時の注意事項

・手続締切日を過ぎての入学手続は、理由のいかんにかかわらずいっさい認めません。

高等教育の修学支援新制度(入学金・授業料減免）に関わる注意

・一度納入された第1次入学手続時納付金（入学金）は、理由のいかんにかかわらず返還しません。

・外国人留学生の方は、2023年3月31日（金）までに在留資格「留学」を取得できるように、第1・2次入学手続を行ってください。在留資格
「留学」への変更・更新または変更中・更新中であることを証明する書類が確認できない場合、退学もしくは入学取消になることがあります。
※過去に出入国在留管理庁が、在留資格変更・在留期間更新を認めないケースがありました。
　合格した場合には、早めに出入国在留管理庁に在留資格変更、在留期間更新について確認してください。
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合否結果の確認方法について

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

コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について

※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。

入力した受験番号（整理番号）の
内容を確認してください。

入力した受験番号（整理番号）の内容を
確認してください。

インターネット（スマートフォン・パソコン）から合否の確認ができます。
（合格発表日の午前10時から案内します）

1・2期の選考結果発表（出願許可）は郵送でお知らせします。

スマートフォン・携帯電話による合否確認方法

・合格者には合格通知書を郵送いたします。
・このサービスの「誤操作」「見間違い」などに対して、本学はいっさい責任を負いません。
・利用時間は合格発表日の午前10時から3日間です。 ※時間外は見ることができません。
・サービス開始直後はアクセスが多く、つながりにくい場合があります。その場合はしばらく経ってから再操作をしてください。
・使用機器の性能や接続方法、ブラウザ設定などにより表示に時間がかかったり、文字化けが発生したりする場合があります。

【合否案内サービス利用上の注意】

下記アドレス（URL）または右のQRコードからアクセスしてください。
間違えないようアドレスを確認の上、アクセスしてください。

このQRコードからも
アクセスできます。https://www.gouhi.com/mejiro/

■受験番号を入力

パソコンによる合否確認方法（画面操作手順）

■受験番号を入力 ■誕生月日4桁を入力

■誕生月日4桁を入力

合
否
案
内
が
画
面
に
表
示
さ
れ
ま
す

合
否
案
内
が
画
面
に
表
示
さ
れ
ま
す
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■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
　A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。
②締切日を過ぎてのエントリー（出願）はいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2. 課題
3.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。
4.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
　　　　　　　目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー（出願）

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類4『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

留意事項

STEP

1 エントリー
（出願）

3期 10/ 5（水）～10/12（水）
4期 12/ 1（木）～12/ 6（火）

エントリー期間

STEP

5
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2
3期 10/30（日）
4期 12/10（土）

3期 11/ 4（金）
4期 12/15（木）

STEP

3 合格発表

入　学
STEP

6

入学手続締切

STEP

4 入学手続

3期 11/14（月）
4期 12/22（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
2023年2/24（金）

STEP

1
1期 9/ 5（月）～ 9/12（月）
2期 9/14（水）～ 9/21（水）

エントリー期間

STEP

4 出　願
（最終書類選考）

1期 10/ 4（火）
2期 10/18（火）

出願締切日

STEP

7
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2
1期 9/18（日）
2期 10/ 2（日）

1期 9/22（木）
2期 10/ 7（金）

STEP

3 選考結果発表
（出願許可）

1期・2期 11/ 1（火）

STEP

5 合格発表
（最終書類選考結果）

入　学
STEP

8

入学手続締切

STEP

6 入学手続

1期・2期 11/ 8（火）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
2023年2/24（金）

ビジネス社会学科 受験者 合格者 倍率

63 50 1.3

2020年度
受験者 合格者 倍率

30 30 1.0

2022年度

40 35 1.1

2021年度
受験者 合格者 倍率

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

受験生１名に対し、2名の学科教員で個別面接を約15分間行います。エントリーシートと課題の内容を中心とした質疑応答です。

合格発表・入学手続3 4
エントリー（出願）時の提出書類と選考を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

合格発表（最終書類選考結果）・入学手続5 6
エントリー時および出願時の提出書類を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

入学予定者フォローアップ・入学7
学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。

入学予定者フォローアップ・入学5 6
学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。8

■課題
以下Ａ～Ｃのいずれか1つを選択してください。
Ａ 少子高齢化社会が進むことによる問題点を挙げ、どのように解決するか考えを述べなさい。
Ｂ AIが導入され、今後なくなる仕事が多いと言われています。ビジネス社会におけるメリットとデメリットを挙げ、
それぞれについて意見を述べなさい。

Ｃ 高校時代の課外活動・ボランティアについて、経験を踏まえて述べなさい。

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）。
②A4サイズ・横書きの原稿用紙を使用すること。
③文字数は、800字程度とすること。
④氏名・受験学科・選んだテーマを原稿用紙の欄外上中央に記入すること。

■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
　A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。
②締切日を過ぎてのエントリーはいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2. 課題
3.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
　　　　　　　目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類3『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

留意事項

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

受験生１名に対し、2名の学科教員で個別面接を約15分間行います。エントリーシートと課題の内容を中心とした質疑応答です。

選考結果発表（出願許可）・出願（最終書類選考）3 4

■出願書類
1.志願票
2.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。

選考結果については、エントリーした方全員に郵送にて通知します。出願を許可された方は、以下の書類を出願締切日ま
でに提出してください（郵送・出願期間内必着）。出願しない場合は、入学センターまで連絡してください。

■課題
以下Ａ～Ｃのいずれか1つを選択してください。
Ａ 少子高齢化社会が進むことによる問題点を挙げ、どのように解決するか考えを述べなさい。
Ｂ AIが導入され、今後なくなる仕事が多いと言われています。ビジネス社会におけるメリットとデメリットを挙げ、
それぞれについて意見を述べなさい。

Ｃ 高校時代の課外活動・ボランティアについて、経験を踏まえて述べなさい。

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）。
②A4サイズ・横書きの原稿用紙を使用すること。
③文字数は、800字程度とすること。
④氏名・受験学科・選んだテーマを原稿用紙の欄外上中央に記入すること。

1期・2期 3期・4期

エントリー

募集人員 40名
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選考結果発表（出願許可）・出願（最終書類選考）3 4

■出願書類
1.志願票
2.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。

選考結果については、エントリーした方全員に郵送にて通知します。出願を許可された方は、以下の書類を出願締切日ま
でに提出してください（郵送・出願期間内必着）。出願しない場合は、入学センターまで連絡してください。

1期・2期 3期・4期

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
　A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。
②締切日を過ぎてのエントリー（出願）はいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2. 課題
3.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。
4.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
　　　　　　　目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類4『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー（出願）

留意事項

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

受験生１名に対し、2名の学科教員で個別面接を約15分間行います。エントリーシートと課題の内容を中心とした質疑応答です。
エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

受験生１名に対し、2名の学科教員で個別面接を約15分間行います。エントリーシートと課題の内容を中心とした質疑応答です。

■課題
以下Ａ～Ｃのいずれか1つを選択してください。
Ａ 製菓実習にあたり必要だと考える衛生管理について、具体例を挙げて述べなさい。
Ｂ 菓子・パンにおける食物アレルギーについて、具体例を挙げて述べなさい。
Ｃ 高校生活で取り組んだグループ活動について、経験を踏まえて述べなさい。

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）。
②A4サイズ・横書きの原稿用紙を使用すること。
③文字数は、800字程度とすること。
④氏名・受験学科・選んだテーマを原稿用紙の欄外上中央に記入すること。

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
　A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。
②締切日を過ぎてのエントリーはいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2. 課題
3.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
　　　　　　　目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類3『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー

留意事項

■課題
以下Ａ～Ｃのいずれか1つを選択してください。
Ａ 製菓実習にあたり必要だと考える衛生管理について、具体例を挙げて述べなさい。
Ｂ 菓子・パンにおける食物アレルギーについて、具体例を挙げて述べなさい。
Ｃ 高校生活で取り組んだグループ活動について、経験を踏まえて述べなさい。

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）。
②A4サイズ・横書きの原稿用紙を使用すること。
③文字数は、800字程度とすること。
④氏名・受験学科・選んだテーマを原稿用紙の欄外上中央に記入すること。

STEP

1 エントリー
（出願）

エントリー期間

STEP

5
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2

STEP

3 合格発表

入　学
STEP

6

入学手続締切

STEP

4 入学手続

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限

受験者 合格者 倍率

44 39 1.1

2020年度
受験者 合格者 倍率

26 21 1.2

2022年度

26 26 1.0

2021年度
受験者 合格者 倍率製菓学科 募集人員 25名

合格発表（最終書類選考結果）・入学手続5 6
エントリー時および出願時の提出書類を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

合格発表・入学手続3 4

入学予定者フォローアップ・入学7 8
学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。

入学予定者フォローアップ・入学5 6
学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。

エントリー（出願）時の提出書類と選考を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

2023年2/24（金）

3期 10/ 5（水）～10/12（水）
4期 12/ 1（木）～12/ 6（火）

3期 10/30（日）
4期 12/10（土）

3期 11/ 4（金）
4期 12/15（木）

3期 11/14（月）
4期 12/22（木）

STEP

1
1期 9/ 5（月）～ 9/12（月）
2期 9/14（水）～ 9/21（水）

エントリー期間

STEP

4 出　願
（最終書類選考）

1期 10/ 4（火）
2期 10/18（火）

出願締切日

STEP

7
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2
1期 9/18（日）
2期 10/ 2（日）

1期 9/22（木）
2期 10/ 7（金）

STEP

3 選考結果発表
（出願許可）

1期・2期 11/ 1（火）

STEP

5 合格発表
（最終書類選考結果）

入　学
STEP

8

入学手続締切

STEP

6 入学手続

1期・2期 11/ 8（火）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
2023年2/24（金）

エントリー
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選考結果発表（出願許可）・出願（最終書類選考）3 4

■出願書類
1.志願票
2.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。

選考結果については、エントリーした方全員に郵送にて通知します。出願を許可された方は、以下の書類を出願締切日ま
でに提出してください（郵送・出願期間内必着）。出願しない場合は、入学センターまで連絡してください。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー（出願）

入学予定者フォローアップ・入学5 6

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

「思考力やコミュニケーション力、実践的活動や課題解決および社会貢献に取り組む意欲を有するか」を判断するた
めに小論文および個別面接を行います。
①小論文(60分間)
選考日当日に示す複数のテーマから1つを選択して、自分の考えを述べてください。
600～800字程度の小論文を作成してください。

②個別面接(約15分)
受験生1名に対し、複数の学科教員で個別面接を行います。

合格発表・入学手続3 4

入学予定者フォローアップ・入学7 8

合格発表（最終書類選考結果）・入学手続5 6
エントリー時および出願時の提出書類を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

エントリー（出願）時の提出書類と選考を総合評価し、判定します。合格発表については、インターネット上で行います。
合否の確認方法は、P6「合否結果の確認方法について」を参照してください。合格者には「合格通知書」と「入学手続書類」
を郵送しますので、本学へ入学を希望する方は、第1次入学手続時納付金（入学金）、第2次入学手続時納付金（春学期
学納金）をそれぞれの手続期限までに本学指定の銀行口座に振り込んでください（P13「2023年度学納金一覧」参照）。
合否確認時の「誤操作」「見間違い」などを理由とした入学手続の遅れは認めません。なお、入学手続を行わない場合は、
入学センターに連絡してください。また、第1次入学手続後の辞退はできません。

■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。

②締切日を過ぎてのエントリー（出願）はいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2.証明書類（調査書など） ＊P3「証明書類について」を確認してください。
3.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類3『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。エントリー締切後、全員に「受験票」を郵送します。

1 エントリー

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考

「思考力やコミュニケーション力、実践的活動や課題解決および社会貢献に取り組む意欲を有するか」を判断するた
めに小論文および個別面接を行います。
①小論文(60分間)
選考日当日に示す複数のテーマから1つを選択して、自分の考えを述べてください。
600～800字程度の小論文を作成してください。

②個別面接(約15分)
受験生1名に対し、複数の学科教員で個別面接を行います。

■提出書類

①提出方法は、郵送（エントリー期間内必着）のみです。
A4サイズ以上の市販の封筒に入れ、必ず簡易書留にて郵送してください。

②締切日を過ぎてのエントリーはいっさい認めません。
③提出書類は返却できませんので、必要な場合はあらかじめコピーをとっておいてください。

1. エントリーシート（両面すべてに記入）
2.検定料（30,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P5「コンビニエンスストアでの入学検定料払込方法について」の手順にしたがってください。

■書類送付先　〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1
目白大学入学センター（短期大学部総合型選抜エントリー係）

注 意

目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）の対象者は、提出書類2『検定料（30,000円）振込証明書』の代わりに、
『目短チャレンジ証明書』を提出してください。制度の詳細はP4「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）につい
て」および受験生応援サイトを確認してください。

「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」対象者の方

受験者 合格者 倍率

25 23 1.1

2020年度
受験者 合格者 倍率

26 23 1.1

2022年度

16 16 1.0

2021年度
受験者 合格者 倍率歯科衛生学科 募集人員 20名

1期・2期 3期・4期

STEP

1 エントリー
（出願）

エントリー期間

STEP

5
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2

STEP

3 合格発表

入　学
STEP

6

入学手続締切

STEP

4 入学手続

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限

学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。

学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
各学科の実施内容等詳細はP14「フォローアップセミナーについて」を確認してください。

また、入学予定の方には、2月上旬に入学関係書類を郵送します。確認の上、必要な手続きを行ってください。

2023年2/24（金）

3期 10/ 5（水）～10/12（水）
4期 12/ 1（木）～12/ 6（火）

3期 10/30（日）
4期 12/10（土）

3期 11/ 4（金）
4期 12/15（木）

3期 11/14（月）
4期 12/22（木）

STEP

1
1期 9/ 5（月）～ 9/12（月）
2期 9/14（水）～ 9/21（水）

エントリー期間

STEP

4 出　願
（最終書類選考）

1期 10/ 4（火）
2期 10/18（火）

出願締切日

STEP

7
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2
1期 9/18（日）
2期 10/ 2（日）

1期 9/22（木）
2期 10/ 7（金）

STEP

3 選考結果発表
（出願許可）

1期・2期 11/ 1（火）

STEP

5 合格発表
（最終書類選考結果）

入　学
STEP

8

入学手続締切

STEP

6 入学手続

1期・2期 11/ 8（火）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
2023年2/24（金）

エントリー

※2020～2022年度の募集人員は5名
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2023年度学納金一覧（初年度／予定）
最新の学納金情報は、受験生応援サイトで確認してください。

第1次入学手続時
納付金

第2次入学手続時
納付金

（春学期学納金）

初年度合計

費目

（単位：円）

秋学期学納金

入学金

授業料

施設設備費

実験実習費

委託徴収費

合　　　計

授業料

委託徴収費

合　　　計

250,000

402,000
280,000

16,930
698,930
402,000
5,000

407,000

1,355,930

ビジネス社会学科

ビジネス社会学科
250,000

420,000
280,000
90,000
16,930
806,930
420,000
5,000

425,000

1,481,930

製菓学科

250,000

420,000
200,000
40,000
19,000
679,000
420,000
5,000

425,000

1,354,000

歯科衛生学科

①学納金は年度ごとに若干改定される場合があります。
②1年次秋学期学納金（10月納付）以降は、口座振替（ご指定の預金口座からの自動引き落とし）により納入していただきます。
③ビジネス社会学科、製菓学科の委託徴収費の内訳は、学生会費、学生教育研究災害傷害保険料･学研災付帯賠償責任保険料（各2か年分）、教育後援「桐光会」会費です。
④歯科衛生学科の委託徴収費の内訳は、 学生会費、 保険料（総合補償制度）、 教育後援 「桐光会」会費です。
⑤委託徴収費は保険料の変動等により若干変更になる場合があります。
⑥施設設備費は2年次以降も徴収します。
⑦研修、演習旅行、見学等の行事費用は別途徴収します。
⑧製菓学科においては、製菓衛生師コースを選択した場合、7万円を課程費として別途徴収します。
⑨ビジネス社会学科においては、科目によって履修登録後に別途、実験実習費を徴収する場合があります。
⑩歯科衛生学科において、学外実習で使用する消耗品や交通費等については、自己負担となります。
⑪教材・実習器材費等を別途徴収します。

入学検定料の返還について

1.入学検定料の返還対象者
以下のいずれかに該当し、「入学検定料返還依頼書」が受理された場合は返還手数料（500円）を除く金額を返還します。
なお、入学検定料の振り込み・支払いに係る手数料については返還しません。

2.入学検定料の返還対象とならない者
以下のいずれかに該当する場合、入学検定料を返還しません。
●提出書類が、不備なく、エントリー期間内に到着した場合。
●本来であれば返還対象者だが、期日までに「入学検定料返還依頼書」を提出しなかった場合。

3.入学検定料の返還請求方法
所定の「入学検定料返還依頼書」に必要事項を記入し、目白大学入学センターへ簡易書留で提出してください。
「入学検定料返還依頼書」は受験生応援サイトの「入学者選抜関連書類」からダウンロードできます。
なお、書類未提出の場合は、検定料を振り込んだ際の受領書を添付してください。
提出期限は2023年3月31日（金）必着とします。
検定料の返還には、書類が本学に到着後1～2か月を要しますのでご了承ください。

書類未提出・期間外到着

期間外振込

過剰納入

エントリー不受理

その他

ケース 詳　　細

入学検定料を納入したが、提出書類を期間内に提出しなかった。

振込（エントリー）期間後に振り込んだ。

入学検定料を適正な額より多く入金した。

本学が認める特別な理由により入学検定料返還の対象となった。

1

2

3

4

5

入学検定料を支払い、エントリー書類を提出したが、エントリー書類の不備やエントリー資格を満たさない等の理
由によりエントリーが受理されなかった。

実施日程が１期から4期までありますが、
各日程ごとに募集人員を定めていますか。

Q A&
Q

実施日程ごとには定めておらず、均等に募集しているわけでもあり
ません。全日程の合計でビジネス社会学科は40名、製菓学科は25
名、歯科衛生学科は20名の募集です。毎年、本学を第一志望として
いる受験生は、早い時期にエントリーをしている傾向があります。

A

一度受験して不合格だったのですが、他の日程で再エントリーするこ
とは可能ですか。またその場合、新たにエントリーシートなどの提出
が必要でしょうか。

Q
一度総合型選抜を受験された方が、別日程で再エントリーすること
は可能です。その場合、改めて「総合型選抜学生募集要項（エントリー
書類付き）」を入手し、各日程のエントリー期間中にすべての提出書
類を再度そろえて提出してください。総合型選抜学生募集要項は、受
験生応援サイトから請求することができます。

A

Q
A

Q
A

一度受験して不合格だったのですが、他の日程で再エントリーする際、
「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」は適用されますか。

適用されません。「目短チャレンジ（入学検定料優遇制度）」が適用
されるのは1回のみです。再エントリーする場合は、検定料30,000
円を納入する必要があります。

フォローアップセミナーの参加は必須ですか。

必須です。フォローアップセミナーとは、入学手続後から入学まで
に、本学へのさらなる理解を深めてもらうと同時に、目白大学短期
大学部の学生としてのアイデンティティーを培うための入学前教育
となりますので、必ず参加してください。実施日程や内容は学科に
よって異なります。上段にある「フォローアップセミナーについて」
を参照してください。今年度の実施内容の詳細は各学科から連絡し
ますので、それにしたがってください。

Q
A

高等学校等コードは、どこで確認することができますか。

本学受験生応援サイトに高等学校等コード表を掲載していますの
で、そちらで確認後、エントリーシートの指定箇所に6桁の高等学校
等コードを記入してください。

Q
A

他校と併願できますか。

エントリーの際は、「本学への入学を強く希望している方」であれば
どなたでも総合型選抜を受験することができます。この時点ではま
だ志望校を本学のみに絞っていなくても差し支えありません。ただし、
第1次入学手続後の辞退はできません。

フォローアップセミナーについて

学科独自のスタイルで行う入学前教育を行います。入学予定者は参加必須です。
フォローアップセミナーの内容や日程等については以下を参照してください。なお、昨年度実施の内容です。
今年度の実施内容については、12月以降随時、学科よりお知らせします。

①自宅学習用の入学前教育ｅラーニング「メジプロ」に取り組む（12月以降）
②フォローアップセミナーに参加（1月下旬）：学科カリキュラムの説明、入学前教育、読書感想文課題の案内など

■問い合わせ先 TEL: 03-5996-3198（ビジネス社会学科）
 MAIL: business@mejiro.ac.jp
 受付時間: 9:00～17:00（土日祝および本学休業期間を除く）

製菓学科
①自宅学習用の入学前教育ｅラーニング「メジプロ」に取り組む（12月以降）
②フォローアップセミナーに参加: （2月上旬） 実習白衣採寸、コース説明会、入学前教育、読書感想文課題の案内など

■問い合わせ先 TEL：03-5996-3147（製菓学科）
 MAIL: colseika@mejiro.ac.jp
 受付時間: 9:00～17:00（土日祝および本学休業期間を除く）

歯科衛生学科
①自宅学習用の入学前教育ｅラーニング「メジプロ」に取り組む（12月以降）
②フォローアップセミナーに参加（2月中旬以降）：学科カリキュラムの説明、入学前教育、読書感想文課題の案内など

■問い合わせ先 TEL：03-5996-3128（歯科衛生学科）
 MAIL: shika@mejiro.ac.jp
 受付時間: 9:00～17:00（土日祝および本学休業期間を除く）
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オモテ
〈記入上の注意〉
①エントリーシートは、両面すべてに手書きで記入してください。
②黒のペンまたはボールペンを使用してください。消せるボールペンは、
熱に反応して消えることがありますので使用しないでください。

③写真貼付欄の注意事項を確認の上、写真を貼付してください。
④訂正する場合は、修正液・修正テープを使用してください。

2023年度 目白大学短期大学部　総合型選抜エントリーシート

西暦 年 月 日（ 歳）

漢　　字 姓 名

セイカタカナ メイ

氏 名

生 年 月 日

この学科を志望した理由について記入してください。A

同一学科に再エントリーする場合は
前にエントリーした際の

受験番号を記入してください。※1

・ 製菓実践コース製菓衛生師コース

※1 再エントリーの場合は、必ず該当項目を記入してください。
※2 高等学校等コード表は、受験生応援サイトに掲載していますので、参照してください。 https://www.mejiro.ac.jp/college/jyukensei/

全
日
制

定
時
制

通
信
制

認
定
試
験

外
国
学
校

そ
の
他

普
通
科

総
合
学
科

そ
の
他

都 道
府 県

西暦 年 月 卒業見込み ・ 既卒

課程
（該当を○で囲む）

学科
（該当を○で囲む）

卒業年月
（年月を記入し、該当を○で囲む）

出
身
高
校
等

現
住
所

（　　　　）　　　　-

（　　　　）　　　　-

※2

-

高 等 学 校 等
コード 学 校 名

携帯電話番号
（本人・保護者は
異なる電話番号を記入）

郵 便 番 号

住 所

試
　
験

志
願
者

写真貼付欄

1. 正面上半身脱帽
3か月以内のもの

2. 背景無地
3. 縦4cm×横3cm
4. 裏面に氏名記入
5. 全面糊付

エントリー番号
※本学記入欄

志望するコース
（製菓学科のみ
該当を○で囲む）

志望する学科
（該当を○で囲む）

本
人

保
護
者

1期　　・　　2期　　・　　3期　　・　　4期日 程
（該当を○で囲む）

ビジネス社会学科　・　製菓学科　・　歯科衛生学科

キ
リ
ト
リ
線
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●西武新宿線・都営地下鉄大江戸線「中井」駅より徒歩8分
●都営地下鉄大江戸線「落合南長崎」駅より徒歩10分
●東京メトロ東西線「落合」駅より徒歩12分

Access

岩槻

浦和美園
武蔵野線

川越線

高崎線

練馬

東長崎

埼京線

東武東上線

東武野田線

埼玉
高速鉄道線

つくば
エクスプレス

京浜
東北線

高田馬場 田端

上野

赤羽

駒込

目黒

渋谷

新宿

中井
落合南長崎

目白大学短期大学部

落合

品川
大崎 門前仲町

東京

秋葉原

横浜

武蔵浦和

柏
流山
おおたかの森

南浦和

南流山西武池袋線

西武新宿線

中央線

東急東横線

山手線

東京メトロ
東西線

都営地下鉄
大江戸線

飯
田
橋東

中
野

中
野

大宮高崎

所沢

川越

タイル店

城北信金

ローソン

池袋

都営地下鉄大江戸線
落合南長崎駅 A1出口

目白通り

早稲田通り

新青梅街道

新
目
白
通
り

正門

六
の
坂

五
の
坂

ローソン
みずほ銀行

妙正寺川

歯科

踏切 踏切 高架くぐる

マクドナルド

スーパー
みらべる

至鷺ノ宮 至高田馬場

西武新宿線 中井駅 北口

喫茶店

小学校 マツモトキヨシ

理髪店

東京メトロ東西線
落合駅 出口2a

都営地下鉄大江戸線
中井駅 A2出口

山
手
通
り

■総合窓口　目白大学入学センター　〒161-8539　東京都新宿区中落合4-31-1　Tel：03-3952-5115　Mail：colkoho@mejiro.ac.jp

個人情報につきましては『学校法人目白学園  個人情報保護方針』を定め、適正な管理と保護に努めております。

ウラ

自己アピールをしてください。B

将来の生き方や職業についてどのように考えていますか。C

どのような学生生活を過ごしたいですか。D

これまでの学校内外における課外活動や、取得した資格等をチェックをしてください（複数選択可）。
また、その内容についてアピールできるところを記入してください。E

□クラブ・サークル活動など □ボランティア活動 □職業体験
□生徒会・委員会活動 □資格取得（具体的な資格名を記入）　 □その他


