
総合型選抜
学生募集要項 2022

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。

保健医療学部 看 護 学 部

メディア学部人 間 学 部心 理 学 部 社 会 学 部 経 営 学 部 外国語学部

エントリー
書類付き［受験生応援サイト］https://www.mejiro.ac.jp/univ/jyukensei/



入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー )
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本学では、以下の観点を踏まえつつ、各学部・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 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。
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大学での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、
なおかつ学びに対する積極的な姿勢を保持している人

志望する学部・学科で、専門に関わる知識や技能を習得し、将来、それらを活用して
自ら社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人

多様な背景を持つ他者と協働しながら、直面する諸課題の解決に
主体的に取り組んでいこうとする、前向きの姿勢を持つ人
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心理学部

メディア学部

経営学部

社会学部

人間学部

心理カウンセリング
学科

人間福祉学科

子ども学科

児童教育学科

社会情報学科

地域社会学科

メディア学科

経営学科

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

読解力、思考力、知識を培うための「国語」と「英語」を履修していることが求められます。
心理学の基礎的な方法論として使用される「数学」についても，学んでおくことが望まれます。
また、総合的な学習の時間やボランティアを含む課外活動を通じて、対人関係能力やコミュニケーションスキルを身につけてください。

アドミッション・ポリシー
●心理学に対する関心をもち、社会の中での心理学の役割を学びたい意欲のある人
●複雑で多様な社会を理解し、社会に貢献したいと考えている人
●人間の行動や心理について理解するために必要な基礎学力を備え、ものごとを柔軟に考えることができる人

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

授業やボランティア活動などを通じて、社会の様々な問題やそこに生きる人々に対して、
興味・関心を持ってください。そして、思考力や日本語力を身につけてください。
また、学校行事やクラブ活動などを通じて、自分や人との関わりに関心を持ち、対人関係力を培ってください。

アドミッション・ポリシー

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力と学びに対する積極的な姿勢を保持している人
●本学科で専門的な知識や技能を修得し、将来それらを活用して人にかかわることを通して
　社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景をもつ他者と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組んで行こうとする前向きな姿勢を持つ人

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

本学入学後の学修に必要な基礎学力を身につけてください。また、子どもの福祉・教育に関心を持つことが望まれます。
そして、総合的な学習の時間やボランティアを含む課外活動などを通じて、他者と協働して問題解決に主体的に取り組む力を培ってください。

アドミッション・ポリシー
●大学での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ子どもの発達及び環境に関心を持ち、福祉・教育について学ぶ意欲がある人
●子ども学に関する専門基礎力を習得し、将来、それらを活用して自ら社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景を持つ他者と協働しながら、直面する諸課題の解決に主体的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

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

本学入学後の専門知識に必要な基礎学力だけでなく、児童の発達や教育問題に興味や関心を持つ力、
教育者の資質として重要な教育愛、向上心、豊かな人間性を、総合的な学習の時間やボランティアを含む課外活動を通じて身につけてください。
小学校教育で必要となる国語、算数、外国語を教えられるよう「国語」、「数学」、「英語」を確実に学んでおくことが望まれます。

アドミッション・ポリシー

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力と学びに対する積極的な姿勢を保持している人
●本学科で専門的な知識や技能を修得し、将来それらを活用して人にかかわることを通して
　社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景をもつ他者と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組んで行こうとする前向きな姿勢を持つ人

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

本学入学後の専門知識の学びに必要な基礎学力だけでなく、さまざまな社会現象・社会問題に対して、興味や関心を持ち、
生活者の視点で課題を発見できる力を、高等学校での学習を通じて身につけてください。

アドミッション・ポリシー

●社会を理解するための基本的な知識を身に付けている人
●さまざまな社会的課題に関心をもち、生活者の視点で課題を認識し、適切に解決する力を身に付けたいを思っている人
●社会及び生活の質的向上に向けて、豊かな価値を創造できる力を身に付けたいと思っている人
●広い視野を持ち、的確な判断力と柔軟な思考力、実践的な社会デザイン力を身に付け、社会に貢献したいと思っている人

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

本学入学後の学修に必要な基礎学力だけでなく、総合学習の時間やボランティアを含む課外活動などを通じて、
地域社会をめぐる諸問題や地域社会を共に生きる他者に興味や関心を持つようにしてください。
また、論理的な読解力や思考力、コミュニケーション力を培う「国語」や「英語」、
特定の分野や問題に関心をもつための「社会（地歴・公民など）」の教科を積極的に履修することが望まれます。

アドミッション・ポリシー
●人々の営みや日々の出来事に関心を持ち、問題発見とその解決方法を学ぶ意欲のある人
●現場での体験を通して社会に積極的に関わり、社会に奉仕・貢献したいと思っている人
●地域社会や現代社会を理解するために必要な基礎知識を身につけている人

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

本学入学後の学修に必要な基礎学力だけでなく、豊かな想像力、社会の出来事に興味を持つ感受性を大事にしてください。
高等学校での学習では、想像力、論理的思考力、語彙力、コミュニケーション能力、を培う「国語」と「外国語(英語など)」、
社会の出来事に関心をもつための「地理歴史・公民」、「芸術系教科(美術・音楽など)」の履修が望まれます。
メディア系の資格やコンピュータ関係の学習も望ましいでしょう。
また、受験前にオープンキャンパスや相談会などを通じて、本学科への理解を深めてください。

アドミッション・ポリシー
●メディアに対する関心を持ち、社会の中でのメディアの役割を学びたいと思っている人
●メディアを活用した高度で実践的な表現力・コミュニケーション力を身につけ、社会に貢献したいと思っている人
●「読む・聞く・書く・話す」をはじめとする、メディア活用に必要な基礎的能力を身につけている人

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

高等学校での学習や課外活動を通じて社会常識、知識をベースとした論理的思考力、それらを正しく表現する力、
主体性を持ち多様な人々と協働して学ぶ態度を培ってください。

アドミッション・ポリシー
●高等学校での教育課程を幅広く習得し、高等学校卒業程度の知識・教養・技能を身につけている人
●社会・経済が直面する課題や企業をはじめとする各種事業体の経営課題に高い興味・関心を持ち、自ら問題解決に取り組む意欲のある人
●社会・経済で起こるさまざまな出来事に問題意識を持ち、物事を多面的かつ論理的に考え、伝えることができる人

con ten t s



募集人員（総合型選抜全日程合計）

実施日程
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入学者受入れ方針(アドミッション・ポリシー )

看護学部

保健医療学部

外国語学部

英米語学科

中国語学科

韓国語学科

日本語・日本語教育
学科

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

看護学科

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

論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を培う「国語」や「英語」、
英米文化に関心をもつための「社会(地歴公民など)」を履修することが望まれます。
また、英検やTOEICなどの外部英語検定試験を受験することも望ましいでしょう。

アドミッション・ポリシー

●英語の学習、及びその運用能力の獲得・向上に強い意欲を持つ人
●日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●外国に留学して現地の人々と直に交流し、ことばだけではなく、彼らの日々の生活やものの考え方を体験的に学んでみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

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

中国語の学習に必要な日本語の基礎力を培うための「国語」と国際社会における日本について常に関心を持ち、
自分で事実に基づき考え、判断ができるように「社会」も履修していることが望まれます。
また、受験前にオープンキャンパスや相談会を通じて、本学科への理解を深めてください。

アドミッション・ポリシー

●中国語の学習、及びその運用能力の獲得・向上に強い意欲を持つ人
●日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●外国に留学して現地の人々と直に交流し、ことばだけではなく、彼らの日々の生活やものの考え方を体験的に学んでみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

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

韓国語と韓国文化を学ぶ上で必要とされる力は論理的な読解力、思考力、コミュニケーション能力です。
また国際的な視点に立って物事を把握する力も求められますので、
高校では「国語」、「英語」、「社会」、「歴史」等の科目を積極的に履修することをお勧めします。

アドミッション・ポリシー

●韓国語や韓国文化に対して興味を持ち、韓国語や韓国文化の専門的学習を通して、①韓国語の運用能力を獲得・向上すること、
　そして、②韓国文化の知識を獲得・理解すること、に主体的な強い意欲を持つ人
●①韓国語を中心に、日本語や他言語など「ことば」への旺盛な好奇心を持ち、また、②韓国語の背景にある韓国の言語文化への旺盛な好奇心を持ち、
　自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人
●世界で起こる問題とその解決に、国際的視点に立って前向きに取り組もうとする強い希望を抱き、韓国語圏に留学して人々と直に交流し、
　ことばだけではなく、日々の生活やものの考え方を体験的に学んで、日韓両国の言語文化を学び理解しようと考えている人

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

本学科は、日本語教育、日本語学、異文化理解、日本文学、日本文化といった分野を研究し、日本語教師や国語教員の育成に努めています。
そのため高等学校の学習では、「国語」「外国語（異文化コミュニケーションなど）」「歴史・公民」に関連する科目を
積極的に履修して基礎的な知識を身につけ、国際情勢に目を向ける姿勢を養っておくことが望まれます。

アドミッション・ポリシー

●日本語・日本文化、日本語教育、または異文化理解に強い関心を持つ人
●母語の日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●将来、国内・国外で日本語を教えてみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

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

論理的な読解力、思考力、コミュニケーション力を培うため「国語」や「英語」や、
基礎的な理学療法を理解するために必要な「数学（Ⅰ・A、Ⅱ・B）」、「理科（物理基礎、化学基礎、生物基礎）」を履修していることが望まれます。
また、豊かな社会性を育むために、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行うことも大切にしてください。

アドミッション・ポリシー

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に
　自己研鑽する姿勢を保持している人
●医療倫理の4原則（自立尊重、無危害、善行、正義）を理解し、対象となる者を全人的にとらえ、向き合おうと思う人
●多様な背景をもつ他の専門職と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組む、多職種連携協働の理念を理解し、実践しようとする姿勢を持つ人
●身体運動に興味・関心を持って、それを意欲的に学ぼうとする態度を持つ人

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

本学入学後、専門知識に必要な基礎学力を身につけるだけでなく、人への興味や関心、日々の生活や日常活動に興味を持ち、理解を深めてください。
また、高校時代にボランティア体験や病院見学も積極的に体験してください。

アドミッション・ポリシー

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に
　自己研鑽する姿勢を保持している人
●作業療法士として人々の健康と幸福を守るために知識と良心を捧げ、対象となるものと真摯に向き合おうとする人
●多様な背景をもつ他の医療専門職と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組み、後輩の育成と教育水準の高揚に努める人
●人々の生活・活動に興味関心を持ち、それを意欲的に学ぼうとする人

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

言語聴覚士について、書籍や言語聴覚士協会のホームページを確認し、可能であれば病院見学に参加するなどしてよく理解してください。
地域の活動・ボランティア活動を通じて、さまざまな年齢層の人とのコミュニケーションを取ることも望まれます。
また、普段から新聞やニュースを見て社会の出来事に関心を持ったり、読解力や文章力を高めるために読書をする習慣をつけたりしてください。

アドミッション・ポリシー

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に
　自己研鑽する姿勢を保持している人
●医療倫理の4原則（自立尊重、無危害、善行、正義）を理解し、対象となる者を全人的にとらえ、向き合おうと思う人
●多様な背景をもつ他の専門職と協働して直面する諸課題に主体的に取り組む、多職種連携協働の理念を理解し、実践しようとする姿勢を持つ人
●コミュニケーション、言語に興味・関心を持って、それを意欲的に学ぼうとする態度を持つ人

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

多様な価値観を持つ人々と対人関係を築くための表現力，読解力，思考力を培う「国語」と「英語」、
人々の生活の営みを理解する「公民」、人間の体の正常な仕組みを理解するための「生物」を履修していることが望まれます。

アドミッション・ポリシー
●本学部・学科の学修に必要となる基礎学力と、人間の健康と生活への関心を持ち、看護について真摯に学ぶ意欲のある人
●看護学の専門的知識と技能を修得し、将来、保健医療福祉の分野で関係者と協働し、貢献することに強い意志と展望をもつ人
●人々の多様な価値観を受け入れ、柔軟に思考できる人

日　程
学　部 学　科 募集人員（名）
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S日程 A日程 I日程 B日程 C日程

P 7- 8

P 9-10

P11-14

P15-16

P17-18

P19-20

P21-22

P23-24

P25-26

P27-28

P29-30

P31-32

P33-34

P35-36

P37-38

P39-40

エントリー期間

選考日 ＊S日程のみ

出願期間

二次選考日

合格発表日

第1次入学手続期間

第2次入学手続期間

9月13日（月）～17日（金）

9月26日（日）

10月1日（金）

10月1日（金）～15日（金）

9月1日（水）～6日（月）

9月13日（月）

9月13日（月）～17日（金）

9月26日（日）

11月1日（月）

11月1日（月）～8日（月）

9月10日（金）～22日（水）

10月8日（金）

10月8日（金）～18日（月）

10月24日（日）

2022年2月1日（火）～25日（金）

10月15日（金）

10月15日（金）～22日（金）

10月31日（日）

11月8日（月）

11月8日（月）～15日（月）

11月10日（水）～15日（月）

11月26日（金）

12月11日（土）

12月16日（木）

12月16日（木）～23日（木）

心理カウンセリング学科

人間福祉学科

子ども学科

児童教育学科

社会情報学科

地域社会学科

メディア学科

経営学科

英米語学科

中国語学科

韓国語学科

日本語・日本語教育学科

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

看護学科

心理学部

人間学部

社会学部

メディア学部

経営学部

外国語学部

保健医療学部

看護学部

一次選考結果発表
＊S日程選考結果発表

※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。 

11月26日（金）～
　　　　 12月3日（金）

9月27日（月）～
　　　　 10月5日（火）



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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022年3月31日までに合格見込みの者で、2022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、
   2022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。

S日程は出願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。
A・I・B・C日程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。

※証明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 次の①②に該当する者 受験上の注意事項

入学検定料の返還について

証明書類について

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）

出身学校長が発行する調査書
（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の確認ができ
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）

・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、入学センターに必ず相談してください。

・締切日を過ぎてのエントリー・出願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、速やかに学部別窓口
（P46参照）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

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。
●出願（提出）書類が、不備なく、出願（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「入学者選抜ナビ」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2022年3月31日（木）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

出願・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、出願（提出）書類を期間内に提出しなかった。

出願（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。

目白大学入学センター  TEL：03-3952-5115

1

2

3

4

5

5 6

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

・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、2022年3月31日（木）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。
　在留資格「留学」の新規取得、在留資格変更、在留期間更新が必要な場合は、すみやかに入学センターに連絡してください。

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)を原則、期日までに全額納入する必要があります。
申し込み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。



●レポート課題について
○A4サイズ、横書きで40字×36行の形式とします。また、必ず適切なタイトルと氏名を記してください。手書きかパソコン使用かの指定はありません。
○文末には参考にした文献や資料の出典を掲載してください（著者名、資料名、年号、出版社等／当該部分はレポートの文字数に含まない）。
○選択した新聞記事の切り抜きまたはコピーを添付してください。新聞記事は、インターネット上に配信されたものでも構いません。ただし、インター
ネット上の記事は、新聞社独自のWebサイトに掲載されているものに限ります。いずれの場合も、使用した新聞記事の出典、掲載日は必ず明記してく
ださい。

○3部コピーして当日持参し、担当教員に配付してください。
○インターネット上で公表している官公庁の資料（各種白書や報告書）は文献や資料として認めますが、原則的にWebサイト上の情報は参考文献とし
ては認めません。

●プレゼンテーションについて
○自分の意見を効果的に説明できるような方法を工夫しながら発表してください。プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブル
などを含めすべて持参してください。なお、パソコンや音の出るものを使用する場合は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連
絡してください。出願期間を過ぎての受付はできません。

注 意

心理学部

7 8

募集人員 10名

二次選考当日までに①を準備してください。当日は受験生１名に対して2名の学科教員で②③を行います。
①レポート課題
2021年1月から総合型選抜エントリー時までの「心理学」に関する新聞記事の中から、あなたが関心を持った記事（論説、特集、事件報道などの種類は
問わない）を1つ選択してください。そして、その記事に関連する資料や文献を収集し、自分の意見を1,200字程度でレポートとしてまとめてください。

②プレゼンテーション（約5分間）
①のレポートをもとにプレゼンテーションをしてください。

③個別面接（約25分間）
レポート、プレゼンテーション、エントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

■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（活動申告書も記入）
2. 課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（総合型選抜エントリー係）

■課題
下記Ａ～Ｃの経験のいずれかについて、①②の両方を提出してください。
Ａ.リーダー経験（生徒会役員や部活動の部長など）
Ｂ.ボランティア経験（学校行事や授業で実施されるもの、単位認定されるものは含まない）
Ｃ.過去6年間のうち3年間以上継続した活動経験（部活動や習い事など。高校入学と同時期に開始し、エントリー
時まで継続している活動も含む）

①活動内容についての作文
字数は2,000字以上とします。タイトル、書式、用紙の大きさや種類、手書きかパソコン使用かなどの指定はあり
ません。各自工夫して作成してください。
②活動内容を証明する資料
賞状、免状、新聞雑誌記事、活動の様子を知っている人による書面、写真、作品など1点以上。
資料には必ず説明を添えてください（書式は自由）。
資料は返却できませんので、大事なものはコピーを提出してください。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、12月中に学科よりお知らせします。
□実施時期： 2月下旬に1回（今年度は2022年2月25日（金）を予定）
□実施内容： ①学習指導（入学前にしておくこと）の講義

②親睦を深めるためのグループワーク、エクササイズの実施
③課題図書についてのレポート執筆とその内容についてのプレゼンテーション（口頭発表）を実施

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL：03-5996-3136（心理カウンセリング学科事務室）
  MAIL： univshinri@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）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

5 二次選考

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

留意事項

●心理学に対する関心をもち、社会の中での心理学の役割を学びたい意欲のある人
●複雑で多様な社会を理解し、社会に貢献したいと考えている人
●人間の行動や心理について理解するために必要な基礎学力を備え、ものごとを柔軟に考えることができる人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｂ日程 9/27（月）～10/ 5（火）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ｂ日程 10/15（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ｂ日程 11/ 8（月）

二次選考

Ｂ日程 10/31（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ｂ日程 10/15（金）～10/22（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ｂ日程 11/15（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｂ日程 2022年 2/25（金）

選考会場 新宿キャンパス

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。

心理カウンセリング学科
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募集人員 15名
入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

注 意

■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（活動申告書も記入）
2. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
3. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、12月下旬以降に郵送にて学科よりお知らせします。
□実施時期・内容
第1回：テーマ「最近関心がある福祉問題」（1月下旬）

〈事前課題〉 社会福祉に関する新聞記事の中から関心を持った記事を選び、その内容の要約や自分の考えをレポート用紙に記入する。
〈セミナー当日の内容〉 その新聞記事とレポート用紙をもとにグループワークを行い、発表する。

第2回：テーマ「大学生の学びとは何か！　―先輩との交流―」（3月中旬）
〈事前課題〉 大学での学びなどに関する疑問や不安について、レポート用紙に記入する。
〈セミナー当日の内容〉 その疑問や不安について、先輩学生からの体験談を交えてグループワークを行う。

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（20,000～30,000円程度の見込み）
は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。
なお、セミナー当日に、DVD教材での自宅学習の進行状況について確認します。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3164（人間福祉学科事務室）
  MAIL： univfukushi@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）

入学予定の方には、2022年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。
■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

人間福祉学科
※A・C日程合計

①基礎テスト（30分間）
二次選考当日に提示する文章を読み、日本語の基礎力を確認する問いに答えてもらいます。

②グループディスカッション（約40分間）
二次選考当日に発表されるテーマについて、受験生5名程度によるグループディスカッションを実施します。各グ
ループに学科教員2～3名が参加し、グループディスカッションへの参加態度、意欲、他者とのコミュニケーション
能力などを評価します。

③自己アピールおよび個別面接（約15分間）
受験生１名に対して2名の学科教員による個別面接を行います。最初の3分間は自己アピールをしてください。
その後、グループディスカッションやエントリー時に提出した書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

自己アピールでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。なお、パソコン
や音の出るものを使用する場合は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。

留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力と学びに対する積極的な姿勢を保持している人
●本学科で専門的な知識や技能を修得し、将来それらを活用して人にかかわることを通して社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景をもつ他者と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組んで行こうとする前向きな姿勢を持つ人

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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募集人員 40名

1. 小論文（60分間）
ボランティアや職業体験など、子どもと関わった実体験を挙げ、子どもとはどのような存在と考えるか、保育者に
なるために必要な力は何と考えるか、あなたの考えを記述してください。文字数は800～1,200字の範囲とします。

試験中、参考資料の持ち込みはできません。

2. 個別面接（約15分間）
受験生1名に対して、2名の学科教員でエントリーシートの内容を中心とした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（活動申告書も記入）
2. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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（書類提出）

選考結果については、全員に郵送にて通知します。
出願を許可された方は、以下の出願書類を出願締切日までに提出してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期・内容
（1）集合研修（2回）

①学科特別行事「まみむめめじろ　かきくけこども」を鑑賞及び鑑賞後の感想文を書きます。（今年度は2021年12月を予定）
②学科から提示されたテーマに沿って、講義・演習を行います。
（今年度は2022年2月を予定）

（2）自宅での課題研修（1回）
課題図書について感想文を書く（今年度は2022年2月の集合研修時に提出）

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（20,000 ～ 30,000円程度の見
込み）は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。なお、集合研修時にDVD教材での自宅学習の進行状況について確認
します。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3152（子ども学科事務室）
  MAIL： univkodomo@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）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 証明書類（調査書など）
＊P5「証明書類について」を確認してください

3. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

3 4 選考結果発表（出願許可）・出願（最終書類選考）

5 6 合格発表（最終書類選考結果）・入学手続

7 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

8 入学

留意事項

●大学での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ子どもの発達及び環境に関心を持ち、福祉・教育について学ぶ意欲がある人
●子ども学に関する専門基礎力を習得し、将来、それらを活用して自ら社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景を持つ他者と協働しながら、直面する諸課題の解決に主体的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｓ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
エントリー期間

STEP

7
入学予定者
フォローアップ

選　考
STEP

2
Ｓ日程 9/26（日）

入　学
STEP

8

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

6 入学手続

Ｓ日程 11/ 8（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｓ日程 2022年 2/25（金）

エントリーした方全員に選考を行います。

2 選考
選考会場 新宿キャンパス

子ども学科
※S・B・C日程合計

Ｓ日程 10/ 1（金）

STEP

3 選考結果発表
（出願許可）

STEP

5
Ｓ日程 11/ 1（月）

合格発表
（最終書類選考結果）

STEP

4
出願締切日

Ｓ日程 10/15（金）

出　願
（最終書類選考）

S日程

エントリー時および出願時の書類を総合評価し、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、選考結果発表（出願許
可）時にお知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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注 意

■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（活動申告書も記入）
2. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
3. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
［B日程］
□実施時期・内容
（1）集合研修（2回）

①学科特別行事「まみむめめじろ　かきくけこども」を鑑賞及び鑑賞後の感想文を書きます。（今年度は2021年12月を予定）
②学科から提示されたテーマに沿って、講義・演習を行います。
（今年度は2022年2月を予定）

（2）自宅での課題研修（1回）
課題図書について感想文を書く（今年度は2022年2月の集合研修時に提出）

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（20,000～30,000円程度の見込
み）は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。なお、集合研修時にDVD教材での自宅学習の進行状況について確認し
ます。

［C日程］
□実施時期・内容
（1）集合研修（1回：今年度は2022年2月を予定）

・ 学科特別行事「まみむめめじろ　かきくけこども」のビデオ鑑賞及び鑑賞後の感想文を書きます。
・ 学科から提示されたテーマに沿って、講義・演習を行います。

（2）自宅での課題研修（1回）
課題図書について感想文を書く（今年度は2022年2月の集合研修時に提出）

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（20,000～30,000円程度の見込
み）は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。なお、集合研修時にDVD教材での自宅学習の進行状況について確認し
ます。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3152（子ども学科事務室）
  MAIL： univkodomo@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）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｂ日程 9/27（月）～10/ 5（火）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ｂ日程 10/15（金）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ｂ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ｂ日程 10/31（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ｂ日程 10/15（金）～10/22（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ｂ日程 11/15（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｂ・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

1. 小論文（60分間）
選考日までに、子ども向けの本（絵本や児童書など）を１冊選び、その本を選んだ理由と、本の内容に関するあな
たの意見を記述してください。文字数は800～1,200字の範囲とします。

2. 個別面接（約15分間）
受験生1名に対して、2名の学科教員でエントリーシートの内容を中心とした個別面接を行います。

文章の中で、選んだ本の「タイトル」「作者名」の2点を明記すること。なお、試験中、選んだ本を含め参考資料の持
ち込みはできません。

留意事項

出願した方全員に選考を行います。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 40名
入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

子ども学科 B・C日程
※S・B・C日程合計

●大学での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ子どもの発達及び環境に関心を持ち、福祉・教育について学ぶ意欲がある人
●子ども学に関する専門基礎力を習得し、将来、それらを活用して自ら社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景を持つ他者と協働しながら、直面する諸課題の解決に主体的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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募集人員 5名 ●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力と学びに対する積極的な姿勢を保持している人
●本学科で専門的な知識や技能を修得し、将来それらを活用して人にかかわることを通して社会の発展に貢献していこうとする強い意欲と明確な目的意識を持つ人
●多様な背景を持つ他者と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組んで行こうとする前向きな姿勢を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

児童教育学科

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｂ日程 9/27（月）～10/ 5（火）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ｂ日程 10/15（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ｂ日程 11/ 8（月）

二次選考

Ｂ日程 10/31（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ｂ日程 10/15（金）～10/22（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ｂ日程 11/15（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｂ日程 2022年 2/25（金） 注 意

■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（活動申告書も記入）
2. 課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期： 2月に1回
□実施内容：児童教育学科の学びの特色の紹介、大学生活の説明、入学前学習の支援等

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】 TEL： 03-5996-3193（児童教育学科事務室）
  MAIL： univce@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）

入学予定の方には、2022年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。■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

一斉に①を実施した後、受験生１名に対して2名の学科教員で②③を行います。
①小論文（45分間）
二次選考当日、児童教育学科の入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）に関連したテーマを提示します。それについて、600～800字で小論文を書
いてください。
②プレゼンテーション（約15分間）
エントリー時の提出課題について、プレゼンテーションをしてください。
③個別面接（約20分間）
当日、提示した短い文章を音読してもらいます。その後、その文章に関連したことやエントリー時の提出書類の内容、志望動機などさまざまな角度から質
疑応答を行います。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。
なお、パソコンや音の出るものを使用する場合は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受付
はできません。

留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

下記①②のいずれか1つを選択して、提出してください。
①あなたの得意とすること、誇れることについて、また、あなたが小学校の教員になったとき、そのことをどう生か
そうと思うか、あなたの考えを400字詰め原稿用紙5～6枚の範囲で書いてください。
②あなたが、友人や子どもを持つ保護者に薦めたいと思う児童文学作品、あるいは絵本を１つ取り上げ、作品の
あらすじ、作者の紹介、なぜ薦めたいのか、その理由を含めた紹介文を400字詰め原稿用紙5～6枚の範囲で書
いてください。

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）
②縦書き・A4サイズの原稿用紙を使用すること

■課題

留意事項

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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注 意

■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
2. 課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、12月下旬以降に学科よりお知らせいたします。
□実施時期・内容
（1）自宅での課題研修（12月～2月）

①「時事問題」について考える。社会現象や社会問題を認識、考察、記述するためのスキルを高める。
②「時事英語」に触れる。社会で起きたニュースを英文で読み、問題を解く。

（2）集合研修（2月）
集合研修を実施します。大学での学びとは何か、大学での授業の受け方や勉学への取り組み方などを学習します。また、自宅研修で学んだ成果を持ち寄り、
グループワークを実施します。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3139（社会情報学科事務室）
  MAIL： univsyajo@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）

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

一斉に①を実施した後、受験生1名に対して2名の学科教員で②③を行います。
①適性問題（30分間）
社会を理解するための基本的な知識を身につけているかを問う問題を解いてもらいます。
②プレゼンテーション（約10分間）
エントリー時の提出課題について口頭発表をしてください。なお、口頭発表では分かりやすく説明するためのツールを積極的に活用してください。たとえ
ば、模造紙に要旨をまとめて提示したり、印刷した物を担当教員に配付して視覚的に説明したりするなどです。創意工夫を凝らしたプレゼンテーションを
期待しています。
③個別面接（約20分間）
プレゼンテーションやエントリー時の提出書類の内容、志望動機や入学への熱意などについて、質疑応答を行います。面接の途中で学科教員より社会に
おける時事問題についての短文を提示し、その内容についての感想・考えや意見を、自身の言葉で伝えてもらいます。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。
なお、パソコンや音の出るものを使用する場合は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受付
はできません。

留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 20名
●社会を理解するための基本的な知識を身に付けている人
●さまざまな社会的課題に関心をもち、生活者の視点で課題を認識し、適切に解決する力を身に付けたいと思っている人
●社会及び生活の質的向上に向けて、豊かな価値を創造できる力を身に付けたいと思っている人
●広い視野を持ち、的確な判断力と柔軟な思考力、実践的な社会デザイン力を身に付け、社会に貢献したいと思っている人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

社会情報学科

以下の課題について、400字詰め原稿用紙4～6枚の範囲でまとめてください。
現代の社会・経済は不確かで先が見えにくいといわれます。社会情報学科では直面する社会的課題を的確に把握
し、将来を見通す力を身につけることで、リスクに対処し、未来や進路を自ら切り拓いていく実力を獲得します。そこ
で、現在または今後にわたってあなたの生活や進路に影響を及ぼすと思われる社会的課題を1つ取り上げて解説
し、自分なりの解決に向けた視点やアイデアを記述してください。

①縦書き、A4サイズの原稿用紙を使用すること（手書きかパソコン使用かなどの指定はありません）
②表紙を作成し、タイトル、学校名、氏名を記載すること

■課題

留意事項

※A・C日程合計



社会学部

19 20

注 意

■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
2. 課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期： 1～3月に2回（各1日）
□実施内容： 大学生活への不安解消を目的とした集合研修や自宅での課題研修を実施します。

第1回：大学での学び応援セミナーⅠ
入学後、大学生活をスムーズにスタートできるように、大学で学ぶ意義、大学生としての心得、授業の受け方、ノートのとり方、資料の読
み方等を学びます。また、座学型授業や受講シートの作成等を体験してもらいます。

第2回：大学での学び応援セミナーⅡ
「高校までの学び」を卒業し、自分で考え、自分なりに答えを見つける「大学での学び」にいち早く慣れるために、学内外を〈歩く〉ことを
通じて、社会を「見る」「読む」「探る」ための方法を学びます。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3158（地域社会学科事務室）
  MAIL： univchiksyakai@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）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

一斉に①を実施した後、受験生1名に対して学科教員2名で②③を行います。
①振り返りシートの作成（約15分間）
これまでのあなた自身を振り返ってもらいます。
②プレゼンテーション（約5分間）
エントリー時の提出課題について口頭発表をしてください。この際、あなたの「考え」や「熱意」が分かりやすく伝えられるよう、資料等を積極的に活用
してください（例：資料を印刷して面接担当教員に配付する等）。
③個別面接（約25分間）
プレゼンテーションやエントリー時の提出書類および①の内容等を中心とした質疑応答を行います。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。
なお、パソコンや音の出るものを使用する場合には、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受
付はできません。

留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 15名 ●人々の営みや日々の出来事に関心を持ち、問題発見とその解決方法を学ぶ意欲のある人
●現場での体験を通して社会に積極的に関わり、社会に奉仕・貢献したいと思っている人
●地域社会や現代社会を理解するために必要な基礎知識を身につけている人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

地域社会学科

下記の課題1、2のいずれか1つを選択してください。
課題1：本学科では、「社会で生き抜く力」を身につけ、卒業後に実社会で活躍できる人材を育てることを目指してい

ます。具体的には、「さまざまな人とコミュニケーションをとる力」「興味関心のある事柄について自ら調べる
力」「フィールドワークやグループワークを企画する力」を高めることを目標としています。以上のような本学
科で、あなたはどんなことに取り組みたいですか。あなたの考えをまとめてください。

課題2：あなたの住んでいる地域にある、他の人に伝えたい「自慢のスポット」を１つ選び、その場所を紹介するPR
文を作成してください。その際、写真や地図、イラスト等を自由に使って、その場所の魅力が伝わるように工
夫してください。なお、取り上げる「自慢のスポット」は、有名な観光スポット等でなくても構いません。

①A4サイズの400字詰め原稿用紙を使用してください（自筆〔ただし鉛筆・消せるボールペンは不可〕かパソコン
使用かは自由に選択）。

②字数は1,000字程度としてください（下記③④⑤を含めず、文章のみ）。
③表紙を作成し、選択した課題（１か２）を明記の上、タイトル、学校名、氏名を明記してください。
④課題2の「写真、地図、イラスト等」（コピーも可）は、A4サイズの用紙（各自用意）に貼り付けた上で、出典を明記
してください（写真は自分で撮影したものでも、資料等から切り抜いたものでも可）。
⑤参考文献・参考資料がある場合は、文末に記してください。

■課題

留意事項

※A・C日程合計

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。



メディア学部
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募集人員 25名 ●メディアに対する関心を持ち、社会の中でのメディアの役割を学びたいと思っている人
●メディアを活用した高度で実践的な表現力・コミュニケーション力を身につけ、社会に貢献したいと思っている人
●「読む・聞く・書く・話す」をはじめとする、メディア活用に必要な基礎的能力を身につけている人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

メディア学科

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｂ日程 9/27（月）～10/ 5（火）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ｂ日程 10/15（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ｂ日程 11/ 8（月）

二次選考

Ｂ日程 10/31（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ｂ日程 10/15（金）～10/22（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ｂ日程 11/15（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｂ日程 2022年 2/25（金）

注 意

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）
一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、2022年1月中に学科よりお知らせします。 
□実施時期：2月に1回
□実施内容： メディアを活用したワークショップを実施 　　　　　

※フォローアップ前後に自宅で取り組む課題を提示します。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  MAIL： univmedia@mejirom.jp（メディア学科事務室） 
 受付時間： 9：00～17：00（土日祝および本学休業期間を除く）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

受験生１名に対して2名の教員で①②を行います。
①プレゼンテーション（7～10分間）
エントリー時に提出した小論文または作品についてプレゼンテーションしてください。 
・小論文を提出した場合は、1.新聞記事の内容  2.記事の内容に対するあなたの考え  3.そう考えた理由 の3点について説明してください。可能であ
れば参考文献などを用いてください。 
・作品を提出した場合は、 1.作品の内容  2.題材として選んだ場所や組織についてどのような魅力を伝えようとしたか  3.制作にあたって工夫した点
の3点について説明してください。 

②個別面接（約20分間） 
プレゼンテーションやエントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。なお、パソコンや音の出るものを使用する場合
は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受付はできません。

留意事項
留意事項 留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

■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
2. 課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（総合型選抜エントリー係）

注 意

①文字数は1,200～1,600字の範囲とします。
②A4サイズの400字詰め原稿用紙を使用してくだ
さい（自筆で記入すること）。
③新聞記事は一般紙から探してください（スポーツ
紙は不可）。インターネット上に配信された記事
（電子版を含む）の使用は認めません。
④選択した新聞記事の切り抜きまたはコピーを添
付してください。使用した新聞記事の出典、掲載
日を明記してください。

①すべての作品形態において、指定した作品紹介シート
（A4サイズ）に記入し、添付してください。作品紹介シー
トは、Webサイト（http://www.mejirom.jp/DL）よりダ
ウンロード可能です。
②ポスターは図像と文字で構成された作品とします。用紙
はA3サイズあるいは画用紙の四つ切サイズを使用して
ください。
③映像は1～5分で制作し、SDカードあるいはUSBメモリ
に保存してください。ただし、全編静止画のみで作られ
た作品（スライドショー）は認めません。
④Webページは5ページで制作してください。さらにイン
ターネットに接続しなくても閲覧できるよう、すべての
データをSDカードあるいはUSBメモリに保存してくだ
さい。
⑤作品には、裏面あるいはラベル等に氏名を明記してくだ
さい。
⑥作品に使用する素材（写真やイラスト等）は、原則として
自作のものに限ります。やむを得ず自分以外の人物によ
る作品を使用する場合も、その割合は全体の2割以内に
収め、さらに、すべての著作情報を作品紹介シートに必
ず明記してください。

課題A：小論文
2021年1月から総合型選抜エントリー時までの新
聞記事の中から、入学後、学びたい分野に関する記
事を1つ選択し、 その記事の内容に対するあなたの
考えを根拠とともにまとめてください。

課題B：作品制作
「自分の住む場所（国、都道府県、市区町村など）」または
「自分が所属する組織（学校、クラブ、ボランティアなど）」
の魅力をアピールするポスター、映像、Webページのい
ずれか1点を制作してください。

■課題
下記の課題AまたはBのいずれかを選択してください。

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。



1. エントリーシート（活動申告書も記入）
2. 資格検定の合格証明書の原本、または合格証書のコピー
以下の資格検定の合格証明書の原本または合格証書のコ
ピーを提出してください。
・簿記検定（日本商工会議所）3級以上
・簿記能力検定（全国経理教育協会）2級以上
・簿記実務検定（全国商業高等学校協会）2級以上
3. 証明書類（調査書など）
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

経営学部
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募集人員 10名 ●高等学校での教育課程を幅広く習得し、高等学校卒業程度の知識・教養・技能を身につけている人
●社会・経済が直面する課題や企業をはじめとする各種事業体の経営課題に高い興味・関心を持ち、自ら問題解決に取り組む意欲のある人
●社会・経済で起こるさまざまな出来事に問題意識を持ち、物事を多面的かつ論理的に考え、伝えることができる人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

経営学科

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ｂ日程 9/27（月）～10/ 5（火）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ｂ日程 10/15（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ｂ日程 11/ 8（月）

二次選考

Ｂ日程 10/31（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ｂ日程 10/15（金）～10/22（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ｂ日程 11/15（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
Ｂ日程 2022年 2/25（金）

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、2022年1月中旬～下旬に学科よりお知らせします。
□実施時期：1～3月
□実施内容： 自宅での課題研修

学科から出される課題に自宅にて取り組む。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3241（経営学科事務室）
  MAIL： univkeiei@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）

入学予定の方には、2022年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。

2 3 一次選考・一次結果発表

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

一斉に①を実施した後、受験生1名に対して2～3名の学科教員で②を実施します。
①小論文（45分間）
　二次選考当日に提示するテーマについて小論文を作成してください。文字数は800字程度です。
②個別面接（約25分間）
　エントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

留意事項

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

■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（活動申告書も記入）
2. 課題
3. 証明書類（調査書など）
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（総合型選抜エントリー係）

注 意

課題提出方式 資格検定方式〈課題免除〉

■課題 （資格検定方式のエントリー者は不要）
企業に関する新聞記事をいくつか取り上げて、その記事に関心を持った理由を述べてください。また、それらの記
事に対する自分自身の考えも述べてください。

①文章については、A4サイズの400字詰め原稿用紙3枚、自筆であること。
②取り上げた新聞記事の切り抜きまたはコピーを課題と併せて提出すること。いずれの記事も、使用した新聞記
事の出典と掲載日は必ず明記すること。

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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注 意

■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（活動申告書も記入）
※実用英語検定技能試験（英検　）準2級以上合格者は、合格証明書のコピーを添付してください。

2. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
3. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、1月上旬までに入学予定者に学科よりお知らせします。
□実施時期：1月末～3月に2回実施予定
□実施内容：「大学での英語学習の準備と基礎固め」（英語基礎力判定テスト、学習指導、面接試験、ワークショップなど）

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3165（英米語学科事務室）
  MAIL： univeibei@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）

入学予定の方には、2022年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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

①要約および小論文（60分間）
当日配布される日本語で書かれた資料を読み、日本語で要約してもらいます。さらに、資料の内容について600
字程度で小論文を書いてもらいます。要約能力を問い、さらに自己の主張を一定字数にまとめ上げる技能を測り
ます。
②英文音読＋個別面接（約30分間）
50単語前後の英語の文章（当日配付）を音読してもらい、その文章の内容についての簡単な質疑応答を英語で行
います。その後、教員2名によるエントリーシートについての質疑応答を日本語で行います。英語力を測るととも
に、今までに学んできたことや興味関心、将来の方向性を問います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 5名
●英語の学習、及びその運用能力の獲得・向上に強い意欲を持つ人
●日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●外国に留学して現地の人々と直に交流し、ことばだけではなく、彼らの日々の生活やものの考え方を体験的に学んでみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

英米語学科

R

※A・C日程合計

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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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
2. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
3. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、12月下旬以降に学科よりお知らせします。
□実施時期：1月中旬以降に1回
□実施内容： ①課題図書に関してのディスカッション
 ②課題の提出

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3161（中国語学科事務室）
  MAIL： univchina@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）

入学予定の方には、2022年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。

注 意

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

2 3 一次選考・一次結果発表

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

A日程
①当日配布する資料を読み、日本語の基礎力を確認するために日本語で400字程度に要約してもらいます（30分
間）。

②個別面接（約20分間）
中国語学習への意欲をみるため、大学に入ってからどのように学習に取り組むのか、また高校で何を学んできた
のか、エントリー時の提出書類等も含め、質疑応答を行います。その他、①で作成した要約の内容についても聞
かれることがあります。2～3名の学科教員が面接をします。

C日程
①当日配布する資料を読み、日本語の基礎力を確認するために日本語で400字程度に要約してもらいます（30分
間）。その後、配布する資料の内容に基づき、受験生5名程度による日本語でのグループディスカッションを実施
します（約40分間）。各グループのディスカッションは、2 ～ 3名の学科教員が評価します。
②個別面談（約15分間）
中国語学習への意欲をみるため、大学に入ってからどのように学習に取り組むのか、また高校で何を学んできた
のか、エントリー時の提出書類等も含め、質疑応答を行います。その他、①で作成した要約の内容についても聞
かれることがあります。2～3名の学科教員が面接をします。

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 10名
●中国語の学習、及びその運用能力の獲得・向上に強い意欲を持つ人
●日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●外国に留学して現地の人々と直に交流し、ことばだけではなく、彼らの日々の生活やものの考え方を体験的に学んでみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

中国語学科
※A・C日程合計

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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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
2.課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、12月下旬以降に学科よりお知らせします。
□実施時期：1月中に1回
□実施内容： ①「韓国語学科で学ぶ意義」説明
 ②入学から卒業までの流れ
 ③自己紹介
 ④入学までの学習内容（課題提示）
 ※①～④を実施するセミナーに参加できない場合は課題を郵送する

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL：03-5996-3162（韓国語学科事務室）
  MAIL： kankokugo@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）

入学予定の方には、2022年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。

注 意

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

2 3 一次選考・一次結果発表

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
　出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

一斉に①を実施します。また、受験生１名に対して2～3名の学科教員で②③を行います（受験者数により、順番が変更になる場合があります）。
①作文（40分間）
二次選考当日に提示したテーマ（新聞社説やエッセイなど）について作文を書いてもらいます。文字数は600字以内です。

②プレゼンテーション（約10分間）
エントリー時の提出課題について、プレゼンテーションをしてください。
③個別面接（約20分間）
プレゼンテーションやエントリー時の提出書類を中心とした質疑応答を行います。あなたの理解力、分析力、表現力、意欲的態度などを総合的に評価します。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。なお、パソコンや音の出るものを使用する場合
は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受付はできません。

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 10名
●韓国語や韓国文化に対して興味を持ち、韓国語や韓国文化の専門的学習を通して、①韓国語の運用能力を獲得・向上すること、
　そして、②韓国文化の知識を獲得・理解すること、に主体的な強い意欲を持つ人
●①韓国語を中心に、日本語や他言語など「ことば」への旺盛な好奇心を持ち、また、②韓国語の背景にある韓国の言語文化への旺盛な好奇心を持ち、
　自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人
●世界で起こる問題とその解決に、国際的視点に立って前向きに取り組もうとする強い希望を抱き、韓国語圏に留学して人々と直に交流し、
　ことばだけではなく、日々の生活やものの考え方を体験的に学んで、日韓両国の言語文化を学び理解しようと考えている人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

韓国語学科

留意事項

留意事項

■課題
2020年9月1日から2021年8月31日までの期間における、韓国に関連した新聞やWebサイトの記事を1つ取り上
げて、その記事に関心を持った理由を述べてください。また、その記事に対する自分の意見（同意・反論・補足など）
を、根拠となる資料を用いて述べてください。

課題文作成及び二次選考のプレゼンテーションでは、韓国語学科のアドミッション・ポリシーの内容である「韓国語や
韓国文化等の専門的学習に旺盛な好奇心を持ち、課題に対して国際的視点に立って積極的に取り組もうとするか」を
判断します。

①文字数は1,200～1,600字の範囲とします。
②タイトル、書式、用紙の大きさや種類、手書きかパソコン使用か、などの指定はありません。各自工夫して作成し
てください。

③取り上げた記事の切り抜き・コピーまたはWebサイトを印刷したものを課題に添付してください。新聞記事は、
インターネット上に配信されたものでも構いません。ただし、インターネット上の記事は、配信元が特定できる
Webサイトに掲載されているものに限ります。いずれの場合も、使用した記事の出典、掲載日、閲覧日を必ず明
記してください。

④使用した資料の出典を明記し、切り抜き・コピーまたはWebサイトを印刷したものを課題に添付してください。
⑤③④で使用した記事や資料の出典は①の文字数には含みません。

※A・C日程合計

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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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
2.課題
3. 証明書類（調査書など） ＊P5「証明書類について」を確認してください。
4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊同一学科に再エントリーする場合は、エントリー料が免除されます。詳細はP44「Q&A」を確認してください。
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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（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。

1 エントリー（書類提出）

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、1月中旬までに学科よりお知らせします。
□実施時期： 2月に1回
□実施内容： 新聞の中から関心のある記事を選び、その概要と自分の考えを原稿用紙2枚にまとめて当日発表し、ディスカッションをする。

【入学予定者フォローアップ問い合わせ先】  TEL： 03-5996-3166（日本語・日本語教育学科事務室）
  MAIL：gaikoku-nihongo@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）

入学予定の方には、2022年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。

注 意

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

2 3 一次選考・一次結果発表

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
出願書類に同封する必要はありません。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

受験生１名に対して2名の学科教員で①②を行います。
①プレゼンテーション（約10分間）
エントリー時の提出課題について、プレゼンテーションをしてください。
②個別面接（約20分間）
プレゼンテーションやエントリー時の提出書類を中心とした質疑応答を行います。あなたの理解力、分析力、表現力、意欲的態度などを総合的に評価します。

プレゼンテーションでパソコンなどを使用する場合は、接続ケーブルなどを含めすべて持参してください。なお、パソコンや音の出るものを使用する場合
は、出願期間内に必ず入学センター（TEL：03-3952-5115）に連絡してください。出願期間を過ぎての受付はできません。

出願した方全員に二次選考を実施します。

5 二次選考
選考会場 新宿キャンパス

募集人員 7名
●日本語・日本文化、日本語教育、または異文化理解に強い関心を持つ人
●母語の日本語も含め、「ことば」に対する旺盛な好奇心と、言語文化への強い関心を有する人
●将来、国内・国外で日本語を教えてみようと考えている人
●世界で今何が起こっているのか、何が問題となっているのかを知りたい、という強い希望を抱いている人
●自分の当面する課題に対して積極的に取り組んでいこうとする、前向きな姿勢を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

日本語・日本語教育学科

留意事項

①自筆であること（鉛筆・消せるボールペンは不可）。
②縦書き、400字詰めの原稿用紙を使用すること。

留意事項

■課題
日本語・日本語教育学科のアドミッション・ポリシーのいくつかをふまえて、本学科を志望する理由と4年間を通し
て何を学びたいか、また将来何をしたいかについて、1,600～2,000字でまとめてください。

※A・C日程合計

STEP

1 エントリー
（書類提出）

Ａ日程 9/ 1（水）～ 9/ 6（月）
Ｃ日程 11/10（水）～11/15（月）

エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

Ａ日程 9/13（月）
Ｃ日程 11/26（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
Ａ日程 11/ 1（月）
Ｃ日程 12/16（木）

二次選考

Ａ日程 9/26（日）
Ｃ日程 12/11（土）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

Ａ日程 9/13（月）～ 9/17（金）
Ｃ日程 11/26（金）～12/ 3（金）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

Ａ日程 11/ 8（月）
Ｃ日程 12/23（木）

第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
A・Ｃ日程 2022年 2/25（金）

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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①基礎学力試験（4教科で45分間）　
国語、英語、数学、理科の4教科から出題します。すべてマークシート方式です。
出題範囲は、高等学校の「国語総合（古文・漢文を除く）」「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「生物基礎」を超えないものとします。

②プレゼンテーションおよび個別面接（約30分間）
受験生1名に対して2名の学科教員による個別面接を行います。最初の5～7分間は、以下の内容に関するプレゼンテーションを行ってください。
・プレゼンテーションのテーマは「理学療法士を目指す理由と目標達成に向けた対策（努力）について」です。目標達成に向けてこれまで行ってきたこ
と及び入学後の計画を口頭で発表してください。理学療法士を目指す理由については、エントリーシートに記載した内容と重複してもかまいません。
・自己アピールを含んだ内容としてください。
・あなたの考えや熱意を伝えるために、紙媒体の資料を積極的に活用してください。資料は、試験当日、面接担当教員に配布してください。なお、紙媒
体以外の資料は使用できません。
・個別面接では、プレゼンテーションやエントリー時に提出した書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

■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。
④提出書類に貼付する顔写真はすべて同じものを使用してください（エントリー時に1枚、出願時に2枚必要です）。

1. エントリーシート
2. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

3. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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　〒339-8501 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320　目白大学入試課（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。

1 エントリー（書類提出）

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は、全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期：2～3月に2回。各3時間程度実施
□実施内容：【第1回】
 ①オリエンテーション 
 ②理学療法学科の紹介およびアドミッション・ポリシーについて 
 ③入学後に必要とされる高校履修科目と入学前教育（学習）に関する説明
 ④次回の連絡、質疑応答
 【第2回】
 ①入学前教育の進行状況の確認と指導
 ②入学前の準備と入学後の学生生活について
 ③在学生からのアドバイス
 ④総括および質疑応答
このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（昨年度は2講座46,200円）は、受
講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。

入学予定の方には、2022年2月中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。

■出願書類

注 意

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
出願書類に同封する必要はありません。

④エントリー時と同じ顔写真を使用してください。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

2 3 一次選考・一次結果発表

4 出願

5 二次選考

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に自己研鑽する姿勢を保持している人
●医療倫理の4原則（自立尊重、無危害、善行、正義）を理解し、対象となる者を全人的にとらえ、向き合おうと思う人
●多様な背景をもつ他の専門職と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組む、多職種連携協働の理念を理解し、実践しようとする姿勢を持つ人
●身体運動に興味・関心を持って、それを意欲的に学ぼうとする態度を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

STEP

1 エントリー
（書類提出）

I日程 9/10（金）～ 9/22（水）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

I日程 10/ 8（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
I日程 11/ 1（月）

二次選考

I日程 10/24（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

I日程 10/ 8（金）～10/18（月）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

I日程 11/ 8（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
I日程 2022年 2/25（金）

選考会場 さいたま岩槻キャンパス

理学療法学科

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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個別面接（約20分間）
エントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は全員に郵送にて通知します。
なお、「大手予備校模擬試験方式」を選択した場合、一次選考は通過となります。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期：2月中旬～下旬に1回。3時間程度実施
□実施内容：・模擬授業（作業療法士になるためにどのようなことを学ぶのか、大学でより深く学ぶためにはどのような知識が必要かを知り、学習意欲を高める）

・課題図書の発表及びグループ討論
・学生や教員との交流
・質疑応答

目的①「先取り！大学の授業・演習・実習」に参加し、大学での授業イメージを高める。
②在学生や教員、新入生との交流を通じて入学前の不安を解消する。
③目白大学保健医療学部作業療法学科について知り、帰属意識を高める。

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環として①課題図書の感想文提出、②DVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（昨年
度は23,100円）は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。

入学予定の方には、2022年2月中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。

2 3 一次選考・一次結果発表

留意事項

■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。
④提出書類に貼付する顔写真はすべて同じものを使用してください（エントリー時に1枚、出願時に2枚必要です）。
⑤提出書類はクリップやホチキスで留めないでください。

1. エントリーシート
2. 課題
3. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書 
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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　〒339-8501 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320　目白大学入試課（総合型選抜エントリー係）

注 意

課題提出方式
1. エントリーシート
2. 大手予備校が実施した模擬試験の成績表
（目白大学保健医療学部作業療法学科の判定がC判定以上のもの、
コピー不可）
＊模擬試験が実施されない等の理由で、成績表が提出できない場合は、二次選考
にて学力試験を課します。

河合塾、東進、ベネッセ（進研模試、ベネッセ・駿台模試を含む）、
新宿セミナー（看護医療模試）で2021年4月以降に高校3年生、
高等学校卒業生対象に実施されたもの。ただし在宅受験を除く。
3科目でC判定とは、3科目の合計で判定される合格の可能性が
50％以上（河合塾、東進）または40％以上（ベネッセ、新宿セミ
ナー）のこと。
※判定テストなどの実力テストは不可とする。

3. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

大手予備校模擬試験方式

大手予備校模擬試験方式で成績表を提出できなかった方

■課題 （大手予備校模擬試験方式のエントリー者は不要）
「医療・福祉」に関する内容で、あなたが興味のある事柄を１つ取り上げ、それについて調べ、意見を含めレポート
にまとめてください。テーマの限定はしませんので、新聞や雑誌で取り上げられた記事や写真、また医療・福祉器具
など自由な題材でレポートに取り組んでください。

課題提出に関する留意事項を最低条件とし、これをクリアしていないと採点対象にならない場合があります。
①A4サイズの原稿用紙・横書き（20字×20行）を使用すること。
②字数は1,600字以内に収めること。
③自筆であること。黒のペンまたはボールペンを使用すること（消せるボールペンは不可）。
　訂正する場合は、修正液・修正テープを使用すること。
④最初にタイトルをつけ、次の行に氏名を記すこと（ただし当該部分は文字数に含めない）。
⑤参考文献・参考資料がある場合には、文末にそれを記すこと（ただし当該部分は文字数に含めない）。
⑥各ページにはページ番号を記すこと。
⑦クリップやホチキスで留めないこと。

5 二次選考

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に自己研鑽する姿勢を保持している人
●作業療法士として人々の健康と幸福を守るために知識と良心を捧げ、対象となるものと真摯に向き合おうとする人
●多様な背景をもつ他の医療専門職と協働しながら直面する諸課題に主体的に取り組み、後輩の育成と教育水準の高揚に努める人
●人々の生活・活動に興味関心を持ち、それを意欲的に学ぼうとする人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

選考会場 さいたま岩槻キャンパス

作業療法学科

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。出願書類に同封する必要はありません。
④エントリー時と同じ顔写真を使用してください。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願STEP

1 エントリー
（書類提出）

I日程 9/10（金）～ 9/22（水）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

I日程 10/ 8（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
I日程 11/ 1（月）

二次選考

I日程 10/24（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

I日程 10/ 8（金）～10/18（月）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

I日程 11/ 8（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
I日程 2022年 2/25（金）

基礎学力試験（4教科で45分間）
国語、英語、数学、理科の4教科から出題します。すべてマークシート方式です。
出題範囲は、高等学校の「国語総合（古文・漢文を除く）」「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「生物基礎」を超えないものとします。

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。



大手予備校模擬試験方式

保健医療学部
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募集人員 10名

個別面接(約30分間)
エントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は全員に郵送にて通知します。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、対面とオンラインの選択制で実施しました。今年度の実施方法・実施内
容の詳細については、学科よりお知らせします。
□実施時期：12月中と2月中旬～下旬の2回。3時間程度実施
□実施内容：模擬授業

予習：学科から送付される案内に従って授業映像を視聴し、内容を理解する。
研修：ディスカッションを交えた対面式の講義を受け、レポートを作成する。
目的：・大学で学ぶことの意味を知り、学習意欲を高める。

・目白大学保健医療学部言語聴覚学科について知り、在学生と交流することで帰属意識を高める。
このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（1講座23,100円、2講座46,200円）
は、受講者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。

入学予定の方には、2022年2月中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。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）

■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。
④提出書類に貼付する顔写真はすべて同じものを使用してください（エントリー時に1枚、出願時に2枚必要です）。
⑤提出書類はクリップやホチキスで留めないでください。

注 意

1. エントリーシート
2. 大手予備校が実施した模擬試験の成績表
（目白大学保健医療学部言語聴覚学科の判定がC判定以上のもの、
コピー不可）
＊模擬試験が実施されない等の理由で、成績表が提出できない場合は、二次選考にて学力試験を課します。

河合塾、東進、ベネッセ（進研模試、ベネッセ・駿台模試を含む）、新宿セミナー（看護医療模試）で2021年4月以降
に高校3年生、高等学校卒業生対象に実施されたもの。ただし在宅受験を除く。3科目でC判定とは、3科目の合計
で判定される合格の可能性が50％以上（河合塾、東進）または40％以上（ベネッセ、新宿セミナー）のこと。
※判定テストなどの実力テストは不可とする。

3. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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　〒339-8501 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320　目白大学入試課（総合型選抜エントリー係）

2 3 一次選考・一次結果発表

5 二次選考

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

●本学科での学修に必要となる確かな基礎学力を有し、なおかつ学びに対して、主体的に取り組み、生涯にわたって継続的に自己研鑽する姿勢を保持している人
●医療倫理の4原則（自立尊重、無危害、善行、正義）を理解し、対象となる者を全人的にとらえ、向き合おうと思う人
●多様な背景をもつ他の専門職と協働して直面する諸課題に主体的に取り組む、多職種連携協働の理念を理解し、実践しようとする姿勢を持つ人
●コミュニケーション、言語に興味・関心を持って、それを意欲的に学ぼうとする態度を持つ人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

選考会場 さいたま岩槻キャンパス

言語聴覚学科

STEP

1 エントリー
（書類提出）

I日程 9/10（金）～ 9/22（水）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

I日程 10/ 8（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
I日程 11/ 1（月）

二次選考

I日程 10/24（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

I日程 10/ 8（金）～10/18（月）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

I日程 11/ 8（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
I日程 2022年 2/25（金）

大手予備校模擬試験方式で成績表を提出できなかった方
基礎学力試験（4教科で45分間）
国語、英語、数学、理科の4教科から出題します。すべてマークシート方式です。
出題範囲は、高等学校の「国語総合（古文・漢文を除く）」「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「生物基礎」を超えないものとします。

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。
出願書類に同封する必要はありません。

④エントリー時と同じ顔写真を使用してください。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。
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看護学部
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募集人員 5名

①基礎学力試験（4教科で45分間）
国語、英語、数学、理科の4教科から出題します。すべてマークシート方式です。
出題範囲は、高等学校の「国語総合（古文・漢文を除く）」「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現Ⅰ」「数学Ⅰ・A」「生物基礎」を超えないものとします。

②個別面接（約25分間）
エントリー時の提出書類の内容を中心とした質疑応答を行います。

出願した方全員に二次選考を実施します。

以下の書類をエントリー期間内に提出してください。

1 エントリー（書類提出）

提出書類をもとに一次選考を行います。一次選考の結果は全員に郵送にて通知します。
なお、「大手予備校模擬試験方式」を選択した場合、一次選考は通過となります。
一次選考通過者には「出願書類」を同封します。

以下は昨年度の内容です。昨年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴い、オンラインで実施しました。今年度の実施方法・実施内容の詳細につい
ては、学科よりお知らせします。
□実施時期：1月下旬に1回。90分程度実施
□実施内容：①4年間の学科での取り組み方と学習内容

②講義「看護の基礎となる身体や病気の理解」
③グループワーク「学習への抱負と課題について」

このほか本学科では、総合型選抜合格者へ入学前教育の一環としてDVD教材による自宅学習をお願いしています。受講料（昨年度は2講座46,200円）は受講
者の実費負担となります。受講手続きについては別途お知らせします。

入学予定の方には、2022年2月中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。

2 3 一次選考・一次結果発表

留意事項

■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。
④提出書類に貼付する顔写真はすべて同じものを使用してください（エントリー時に1枚、出願時に2枚必要です）。
⑤提出書類はクリップやホチキスで留めないでください。

1. エントリーシート
2. 課題
3. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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　〒339-8501 埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320　目白大学入試課（総合型選抜エントリー係）

注 意

課題提出方式
1. エントリーシート
2. 大手予備校が実施した模擬試験の成績表
（目白大学看護学部看護学科の判定が C判定以上のもの、
 試験種別は3科目のものを選択。コピー不可）
河合塾、東進、ベネッセ（進研模試、ベネッセ・駿台模試を含む）、
新宿セミナー（看護医療模試）で2021年4月以降に高校3年生、
高等学校卒業生対象に実施されたもの。3科目でC判定とは、3
科目の合計で判定される合格の可能性が50％以上（河合塾、東
進）または40％以上（ベネッセ、新宿セミナー）のこと。
※判定テストなどの実力テストは不可とする。

3. 証明書類（調査書など）
＊調査書を提出できない場合は成績証明書を提出
＊P5「証明書類について」を確認してください。

4. エントリー料（10,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

大手予備校模擬試験方式

■課題 （大手予備校模擬試験方式のエントリー者は不要）
2021年1月以降の新聞から「健康と生活」に関する記事（種類は問わない）を１つ選択し、その記事が扱っている
テーマについて調べ、その概要と自己の考え（問題提起や解決策の提案など）についてレポートにまとめてください。

課題提出に関する留意事項を最低条件とし、これをクリアしていないと採点対象にならない場合があります。
①Ａ4サイズの原稿用紙・横書き（20字×20行）を使用すること。
②字数は1,600字程度に収めること。
③自筆であること。黒のペンまたはボールペンを使用すること（消せるボールペンは不可）。
　訂正する場合は、修正液・修正テープを使用すること。
④最初にタイトルをつけ、次の行に氏名を記すこと（ただし当該部分は文字数に含めない）。
⑤参考文献・参考資料がある場合は、文末にそれを記すこと（ただし当該部分は文字数に含めない）。
⑥新聞記事はA4サイズの用紙（原稿用紙と同じサイズ）にコピーして添付すること。その際、記事の掲載年月日と
出典が分かるようにコピーするか、もしくは記事の欄外に手書きで明記すること。

⑦各ページにはページ番号を記すこと。
⑧クリップやホチキスで留めないこと。

5 二次選考

6 7 合格発表・入学手続

8 入学予定者フォローアップ（学科独自のスタイルで行う入学前教育：入学予定者は参加必須）

9 入学

●本学部・学科の学修に必要となる基礎学力と、人間の健康と生活への関心を持ち、看護について真摯に学ぶ意欲のある人
●看護学の専門的知識と技能を修得し、将来、保健医療福祉の分野で関係者と協働し、貢献することに強い意志と展望をもつ人
●人々の多様な価値観を受け入れ、柔軟に思考できる人

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）

STEP

1 エントリー
（書類提出）

I日程 9/10（金）～ 9/22（水）
エントリー期間

STEP

8
入学予定者
フォローアップ

一次選考
STEP

2

一次結果発表

I日程 10/ 8（金）

STEP

3

合格発表
STEP

6
I日程 11/ 1（月）

二次選考

I日程 10/24（日）

STEP

5

入　学
STEP

9

STEP

4
出願期間

出　願

I日程 10/ 8（金）～10/18（月）

期日までに第1次・第2次入学手続を完了
した方に対して入学が許可されます。

入学手続締切

STEP

7 入学手続

I日程 11/ 8（月）
第1次入学手続期限

第2次入学手続期限
I日程 2022年 2/25（金）

選考会場 さいたま岩槻キャンパス

看護学科

注 意

一次選考を通過した方は、以下の出願書類を出願期間内に提出してください。
出願締切日以降、出願した方全員に「受験票」を発送しますので、二次選考日に持参してください。
出願しない場合は、入学センターに連絡してください。

■出願書類

①提出方法は、郵送（出願期間内必着）のみです。
②締切日を過ぎての出願はいっさい認めません。
③振込金受領証（志願者保管）は、大切に保管してください。出願書類に同封する必要はありません。
④エントリー時と同じ顔写真を使用してください。

1. 志願票
2. 検定料（25,000円）振込証明書
＊コンビニエンスストアで支払う場合は、P41「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。

4 出願

エントリー時の提出書類と二次選考を総合評価し、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、一次結果発表時にお
知らせします。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（P42「2022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。
総合型選抜の入学予定者は「入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）」の対象になります。詳しくはP42「入学者選抜優秀者特別奨学金」を確認してください。



心理学部

2022年度学納金一覧（初年度／予定）
学納金は改定される場合がありますので、受験生応援サイトを参照してください。

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
人間福祉 子ども 児童教育 社会情報 地域社会 経営

人間学部 社会学部 経営学部

（単位：円）

秋学期学納金

秋学期学納金

250,000

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

250,000

402,900
280,000

19,160
702,060
402,900
5,000

407,900

1,359,960

250,000

397,800
280,000

19,160
696,960
397,800
5,000

402,800

1,349,760

250,000

399,000
280,000

19,160
698,160
399,000
5,000

404,000

1,352,160

メディア

メディア学部

250,000

432,000
280,000

19,160
731,160
432,000
5,000

437,000

1,418,160

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

408,000
280,000

19,160
707,160
408,000
5,000

413,000

1,370,160

250,000

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

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
中国語英米語 韓国語 日本語・

日本語教育 理学療法 作業療法 言語聴覚 看護

外国語学部 保健医療学部 看護学部

250,000

510,000
390,000
110,000
19,500

1,029,500
510,000
5,000

515,000

1,794,500

250,000

510,000
390,000
110,000
19,500

1,029,500
510,000
5,000

515,000

1,794,500

250,000

510,000
390,000
110,000
19,500

1,029,500
510,000
5,000

515,000

1,794,500

250,000

624,000
300,000
110,000
19,500

1,053,500
624,000
5,000

629,000

1,932,500

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

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

250,000

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

250,000

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

250,000

414,000
280,000

19,160
713,160
414,000
5,000

419,000

1,382,160

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
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① 第1次入学手続時納付金は入学金、第2次入学手続時納付金は春学期学納金です。
② 学納金は年度ごとに若干改定される場合があります。
③ 1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。
④ 委託徴収費の内訳は、学生会費・学友会費、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4か年分）、教育後援「桐光会」会費です。なお、保健医療学部および看
護学部は保険料（総合補償制度）を含みます。

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、見学等の行事や、スキー実習など学外で行うものについては、内容により別途費用を徴収します。
⑧ 教職教育課程を履修する場合は、10万円（1年次秋学期、3年次春学期に分割）を別途徴収します。
⑨ 心理学部心理カウンセリング学科において、公認心理師課程を履修する場合は、別途費用を徴収します。
⑩ 人間学部人間福祉学科において、各福祉士課程を履修する場合は別途費用がかかります。介護福祉士課程・社会福祉士課程は2年次より、精神保健福祉士課程は3年次より費用
が発生します。

⑪ 外国語学部英米語学科は海外語学研修費用として約80万円から120万円、中国語学科は中国留学費用として約25万円から30万円、韓国語学科は臨地研修費用として約10万円か
ら25万円を別途徴収します（期間と場所により異なります。また、金額は2019年度の例です）。

⑫ 保健医療学部理学療法学科3 年次以降および作業療法学科2年次以降、言語聴覚学科4年次については、学外実習の交通費と宿泊費の一定額を分担金として預かり、遠隔地実習
費用の一部を補填します。

⑬ 看護学部看護学科で保健師課程を選択した場合は、3年次に5万円、4年次に4万5千円の保健師課程費を別途徴収します。他に、学外実習の交通費、宿泊費は学生の自己負担とな
ります。

心理
カウンセリング

入学者選抜優秀者特別奨学金（給付型）

総合型選抜の入学予定者で、入学者選抜優秀者特別奨学金を希望する者は、一般選抜A日程を受験して上位100名(全学科合計)に入った場
合、納入済の入学金(25万円)が返還されます。
なお、合否判定は行わないため、検定料は不要です。詳細は、合格通知書類で確認してください。

250,000

408,000
280,000

19,160
707,160
408,000
5,000

413,000

1,370,160



入試結果
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2020年度
学　部 学　科

2019年度

25

22

123

6

36

18

48

13

31

12

128

8

8

19

14

20

5

17

73

5

22

8

27

4

3

8

12

5

8

18

10

9

40

32

157

12

55

31

78

13

27

15

132

9

18

21

23

37

7

17

72

4

21

11

32

5

6

9

12

7

13

16

19

9

2021年度

29

19

62

5

47

16

61

33

21

19

75

8

33

12

20

26

6

12

56

3

24

7

31

4

10

10

14

6

20

10

17

13

受験者 合格者 受験者 合格者 受験者 合格者

心理カウンセリング学科

人間福祉学科

子ども学科

児童教育学科

社会情報学科

地域社会学科

メディア学科

経営学科

英米語学科

中国語学科

韓国語学科

日本語・日本語教育学科

理学療法学科

作業療法学科

言語聴覚学科

看護学科

心理学部

人間学部

社会学部

メディア学部

経営学部

外国語学部

保健医療学部

看護学部

入学予定者フォローアップの参加は必須ですか。

社会人および高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合
格（見込み）者でも、エントリーできますか。

Q A&
Q

Q

できます。
P5のエントリー資格①②に該当する方であればどなたでもエント
リーすることができます。

A
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

Q
A

Q

A 一度エントリーした方が、別日程で再エントリーすることは可能です
（ただし、複数日程実施する学科のみ）。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できます。

一度エントリーした学科に、別日程で再エントリーすることは可能で
すか。その場合、新たにエントリーシート・課題・調査書などの提出
が必要ですか。

検定料の免除について教えてください。

一度エントリーした方が、別日程で同一学科に再エントリーする場
合、エントリー料（10,000円）が免除されます。再エントリーする場
合は、エントリーシートの該当項目を必ず記入してください。

必須です。入学予定者フォローアップとは、入学手続後から入学ま
でに、本学への理解をさらに深めてもらうと同時に、目白大学の学
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、回数は学科によって異
なりますので、各学科ページを参考にしてください。今年度の実施
内容の詳細は、各学科から連絡しますので、それに従ってください。

Q
A

他校と併願できますか。

「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
選抜にエントリー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。

＊2019年度の入試結果は、人間学部心理カウンセリング学科の時のものです。

＊
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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

●心理学部 ●人間学部 ●社会学部 ●メディア学部 ●経営学部 ●外国語学部

新宿キャンパス（入試広報部）
〒161-8539　東京都新宿区中落合4-31-1
Tel:03-5996-3117
Mail:colkoho@mejiro.ac.jp

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

新宿キャンパス

Access

●東武野田線（東武アーバンパークライン）「岩槻」駅よりバス12分
●埼玉高速鉄道・東京メトロ南北線直通「浦和美園」駅よりバス15分
●JR武蔵野線・埼玉高速鉄道「東川口」駅よりバス23分
※バスの時刻は、本学サイトの「交通アクセス」にて確認してください。
※バス停は「目白大学入口」ではなく「目白大学」を利用してください。

さいたま岩槻キャンパス

●保健医療学部 ●看護学部

さいたま岩槻キャンパス（入試課）
〒339-8501　埼玉県さいたま市岩槻区浮谷320
Tel:048-797-2222
Mail:univnyushi@mejiro.ac.jp

■学部別窓口

■総 合 窓 口

タイル店

城北信金

ローソン 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

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

ローソン

JR 武蔵野線・埼玉高速鉄道
東川口駅  北口

東武野田線 岩槻駅 東口

埼玉高速鉄道
浦和美園駅  
出口2

埼玉
スタジアム
2002

イオン

和土郵便局

GS

ゴルフ練習場
埼玉トヨタ

セブン-イレブン

トイザらス

岩槻区役所

岩槻郵便局

岩槻消防署

岩槻城址公園

岩槻文化公園

 

至南浦和

至駒込・目黒

至西船橋

至大宮 至春日部

浦和I.C.

岩槻I.C.
東
北
自
動
車
道

122

463

463

214

324

48

至越谷

元
荒
川

五才川橋五才川橋大門坂下大門坂下

東川口四東川口四

大門北大門北

笹久保笹久保

岩槻農協前岩槻農協前

目白大学入口目白大学入口

東町二丁目東町二丁目
仲町仲町

岩槻駅入口岩槻駅入口

16

324

2



地域・ひとづくりコース　　・　　観光・まちづくりコース

2022年度 目白大学　総合型選抜エントリーシート

性別

西暦 年 月 日（ 歳）

漢　　字 姓 名
男
・
女

セイカタカナ メイ

氏 名

生 年 月 日

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日程の

受験番号を記入してください。※1

証明書類の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

資格取得年月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

資格認定機関級、段位など資格などの名称

資格、検定などの
取得実績

（主要なものを5つまで）

＊証明書類がある場合は、エントリーシート提出の際にコピーを添付してください。
　ただし、経営学科に資格検定方式でエントリーする場合は、必ず証明書の原本または合格証書のコピーを添付してください。（裏面に続く）

以下の学科志望者のみ記入してください。 その他の学科志望者は記入しないでください。

目白大学　総合型選抜　活動申告書

志望学科
（○をしてください）

心理カウンセリング学科

人間福祉学科

子ども学科

児童教育学科

経営学科

英米語学科

証明書類の有無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

成績・結果

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

年　　月

主催機関実施年月競技・コンクールなどの名称

各種競技会
コンクール

展示会などへの
参加・実績

（主要なものを5つまで）

担当した役名など

年　　月～　　年　　月

年　　月～　　年　　月

年　　月～　　年　　月

年　　月～　　年　　月

年　　月～　　年　　月

活動期間団体などの名称

学校やその他
団体における
主たる活動歴

（主要なものを5つまで）

＊

＊

学科

学部

※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。同一学科に再エントリーする場合のみ、エントリー料が免除されます。
※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/univ/jyukensei/

〈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。

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

電 話 番 号
（本人・保護者は
異なる電話番号を記入）

志望するコース
（地域社会学科のみ
該当を○で囲む）

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

S日程　・　A日程　・　I日程　・　B日程　・　C日程

課題提出方式　・　大手予備校模擬試験方式

課題提出方式　・　資格検定方式

作業療法学科
看護学科

経営学科

志 望 す る
学 部・学 科

日 程
（該当を○で囲む）

（該当を○で囲む）
エントリー方式

本
人

保
護
者

エントリー後の
コース変更はできません。



医療専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師）を目指す理由について記入してください。G
＊保健医療学部、看護学部志望者のみ記入してください。

この学科を志望した理由について記入してください。A

これまでの学校内外における活動や資格取得などについて記入してください。B
自己アピールをしてください。F

将来の生き方や職業について記入してください。E

学生生活をどのように過ごしたいですか。箇条書きにして記入してください。D

いま一番関心を持っていることを具体的に記入してください。C




