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総合型選抜ガイド



学長あいさつ

　２０２１年度入試から新たに導入した「総合型選抜」は、受験生の高校時
代の学習や活動、大学生活への意欲や学修計画をさらに細かく多面的に捉え
る入試制度となっています。この選抜で入学した多様な能力を有する学生が、
相互に刺激し合いながら切磋琢磨し化学反応を起こすことが、本学の建学の
精神である女性の自立の精神を養い、女性の品性を高めることに繋がるもの
と考えています。
　受験生のみなさまは、これまでに自身が学んできたことや行ってきた活動
内容を振り返り、総合型選抜に取り組んでください。和洋女子大学の総合型
選抜は、受験生の本学で学ぶ意欲と豊かな個性を受けとめる選抜です。
　和洋女子大学で学び、その力をもって社会で活躍したい受験生の出願を期
待しています。

学　長　　岸　田　宏　司
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総合型選抜
対策セミナー
日にち

8/2㈫・8/3㈬・8/4㈭

自己PR書や志望理由書が書けないあなたへ
・気づいていないあなたの魅力や力を探るお手伝いをします
・詳細は後日、大学ホームページにアップします

オープンキャンパス OPEN CAMPUS 2022

全学部5/8㈰ 人文学部・看護学部6/12㈰ 国際学部・家政学部6/19㈰

人文学部・看護学部7/17㈰ 国際学部・家政学部7/18㈪ 1、2年生向け8/7㈰

人文学部・看護学部8/20㈯ 国際学部・家政学部8/21㈰ 全学部9/25㈰

個人情報の保護について

　和洋女子大学では、出願書類に記入していただいた志願者の氏名・住所等の個人情報は、出願の受付、実施、
合否発表、さらには入学に至る一連の手続きと、和洋女子大学で学生生活を始めるにあたって必要となる書類・
お知らせ等の送付および入学者データの統計処理のために使用いたします。
　和洋女子大学は上記の利用目的以外、必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはありません。
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和洋女子大学の総合型選抜について

　和洋女子大学では、本学で学びたいという意思を持ち、学力試験だけでは評価できない多様な能力や大きな可
能性を持った、意欲ある学生を求めています。
　総合型選抜は、提出書類の審査や面接により「学力の３要素」及び受験生の意欲・能力・適性・目的意識や将
来性等を多面的・総合的に評価し選考します。
＊本学の総合型選抜は専願制です。
　出願後の取りやめはできません。ただし、本学の学校推薦型選抜（指定校）に出願する場合に限り、取りやめ
ることができます（検定料の返還はありません）。	

＊オープンキャンパスや学校見学、高校生体験プログラムなどに参加することを勧めます。
＊出願にあたっては、必ず「学生募集要項 2023年度（令和5年度）総合型選抜」をご覧ください。

※１）	総合型選抜の募集人員は、Ⅰ期・Ⅱ期の合計です。
※２）入学定員110名（家政福祉コース・児童福祉コース）のうち、児童福祉コースの履修人数は40名を上限とします。

募集人員
学部 学科 専攻・コース 入学定員 総合型選抜

募集人員※１

人　文
日本文学文化

日本文学専攻
書道専攻　
文化芸術専攻

110 名 10 名

心理 60 名 10 名
こども発達 70 名 15 名

国　際
英語コミュニケーション 60 名 10 名
国際 60 名 10 名

家　政

服飾造形 60 名 15 名
健康栄養 120 名 20 名

家政福祉 家政福祉コース
児童福祉コース 　110 名※２ 25 名

看　護 看護 100 名 20 名

出願資格

次の各項のいずれかに該当する女子で、本学を第一志望として入学する意思のある者
⑴　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
⑵　特別支援学校の高等部または高等専門学校の３年次を修了した者および２０２３年 3 月修了見込みの者
⑶　指定された専修学校の高等課程を修了した者および２０２３年 3 月修了見込みの者　
⑷　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入試資格検定）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４月１日までに１８歳に達する者
⑸　学校教育法施行規則の規定により、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者
⑹　健康栄養学科
　　主要３教科（国語・数学・外国語）の基礎学力を有し、理科の科目として「化学基礎」「生物基礎」を履修・修

得していることが望ましい。
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日　程

Ⅰ　　期 Ⅱ　　期

学　部 学　科 出願期間 ➡︎ 試験日 ➡︎ 合否発表 出願 ➡︎ 試験日 ➡︎ 合否発表

人文学部
日本文学文化学科

9/29㈭
〜

10/5㈬

10/23㈰

11/1㈫

11/24㈭〜
12/5㈪ 12/11㈰ 12/15㈭

心理学科  実施しない
こども発達学科

11/24㈭
〜

12/5㈪
12/11㈰ 12/15㈭国際学部

英語コミュニケーション学科
国際学科

家政学部

服飾造形学科

10/16㈰健康栄養学科
（二段階方式）

9/8㈭〜
9/15㈭

一次選考結果発表
9/29㈭  実施しない

家政福祉学科 9/29㈭
〜

10/5㈬
11/24㈭〜

12/5㈪ 12/11㈰ 12/15㈭
看護学部 看護学科 10/23㈰

健康栄養学科

Ⅰ期のみ
二段階方式

心理学科

Ⅰ期のみ

日本文学文化学科
こども発達学科
英語コミュニケーション学科

国際学科
服飾造形学科
家政福祉学科

看護学科

Ⅰ期・Ⅱ期

出願期間
2022
9/8 ㈭

▼
9/15 ㈭

出願期間
2022

9/29 ㈭
▼

10/5 ㈬

出願期間
2022

11/24 ㈭
▼

12/5 ㈪

出願期間

2022
9/29 ㈭

▼

10/5 ㈬

日本文学文化学科
こども発達学科
英語コミュニケーション学科
国際学科
看護学科

服飾造形学科

家政福祉学科

一次選考結果発表

2022
9/29 ㈭

試 験 日

2022
10/23 ㈰

試 験 日

2022
12/11 ㈰

試 験 日

2022
10/16 ㈰

合否発表

2022
11/1 ㈫

合否発表

2022
12/15 ㈭

合否発表

2022
11/1 ㈫

合否発表

2022
11/1 ㈫

Ⅰ　期

Ⅱ　期

※二段階方式とは、一次選考（書類審査）通過者のみ大学で実施する試験が受けられる方式です。

※Ⅰ期で不合格だった場合、Ⅱ期でも同じ学科を受験できます。

試 験 日

2022
10/23 ㈰

試 験 日

2022
10/16 ㈰
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出願準備から合格までの流れ

出願書類（４点）の作成
　大学ホームページにアクセスします。
　　①　「自己PR書」		 	 	 ②　「大学志望理由書」	 	 	 	 	
　　③　「実績・資格等の報告書」	 	 ④　「実績・資格等の報告書資料　貼り付け台紙」	
　　①〜④をダウンロードします。この４つを作成方法 (P12 〜 ) にしたがって作成します。

出願に必要な書類
　出願に必要な書類は次の６つです。
　　①　「自己PR書」		 	 	 ②　「大学志望理由書」	 	
　　③　「実績・資格等の報告書」	 	 ④　「実績・資格等の報告書資料　貼り付け台紙」	 	
　　⑤　「Web入学志願票」	 	 	 ⑥　「調査書」

出　願
　　出願に必要な書類①〜⑥を「封筒貼付用宛名シート」を貼った封筒に入れ出願書類を送付します。

合格通知・入学手続き
　合格者には通知書と入学手続き書類を送ります。
　締切日までに入学手続きを完了してください。

選　考
出願の際に提出された書類および、試験日当日のプレゼ
ンテーションまたは小論文・面接で選考します。 

一次選考（書類審査）
出願の際に提出された書類をもとに選考します。
一次選考通過者には二次選考手続きの案内を郵送します。

二次選考出願（一次選考通過者のみ）
入学検定料（25,000 円 二次選考）を振り込みます。

二次選考
小論文と面接で選考します。

出願準備その１ → インターネット出願です
　大学ホームページからインターネット出願サイトにアクセスし、アカウントの作成と出願登録をおこないます。
　入学検定料（35,000円）を振り込みます。
　ただし、健康栄養学科は、入学検定料（10,000円	一次選考）を振り込みます。
　※詳しくは、大学ホームページに掲載されるインターネット出願ガイドをご覧ください。

出願準備その２ 
　入学検定料を支払うと２つの書類がダウンロード可能になります。
　　⑤　「Web入学志願票」	 	 	 ・　「封筒貼付用宛名シート」
　これらの書類をダウンロードし印刷します。 

＊Ⅱ期を実施する学科は同様の流れとなります。

健康栄養学科

日本文学文化学科	 心理学科	

こども発達学科	 	 英語コミュニケーション学科	

国際学科	 	 服飾造形学科	

家政福祉学科	 	 看護学科
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プレゼンテーション・小論文・面接について

学部・学科・専攻・コース等
プレゼン
テーション

プレゼンテーション　課題テーマについて 原稿の提出 PC使用 大学PC 持込PC 面接 面接内容 合計時間

人
　
文
　
学
　
部

日本文学文化学科
日本文学専攻

書道専攻
文化芸術専攻

約10分 「私が和洋女子大学で学びたいこと」 なし 可 可 可 20分

・志望動機
・自分の個性や資質・方向性など
・高校生活など
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

心理学科
Ⅰ期のみ実施

約10分
「あなたの高校時代をふりかえって、印象的なことや打ち込んだ
ことを中心にして語り、心理学科に入学後、どんなことをやって
いきたいかについて述べなさい。」

提出
A4サイズ

可 可 不可 20分

・志望動機
・心理学科について
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

こども発達学科 約10分

Ⅰ期

「生き物との関わりについて、最近の子どもの現状やあなたの経
験を踏まえた上で、キーワードを３つあげて10分間でわかりやす
く説明してください。」
 

Ⅱ期

「安全・事故防止について、最近の子どもの現状やあなたの経験
を踏まえた上で、キーワードを３つあげて10分間でわかりやすく
説明してください。」

※原稿を提出する場合は、試験時間内に面接担当者に申し出ること。

任意 不可 不可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自分の個性や進路について
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

プレゼンテーション型
プレゼンテーションは、事前に用意した原稿や資料をもとに口頭で発表します。ただし、パネルやパソコン等（学科によっては
使用不可）を使ってもかまいません。

▷プレゼンテーションのテーマ、プレゼンテーションについての個々の問い合わせには応じられません。
▷プレゼンテーションに必要なものは各自で用意すること。
▷試験時間外の原稿や資料等の提出は、いずれの学科も受け付けません。
▷提出した原稿や資料等の返却はしません。
▷パソコン及び電子機器の使用について

▶パソコン等の機器の不具合を想定し、プレゼンテーションの原稿を必ず紙で印刷してお持ちください。（面接担当者用と
して２部用意すること）

▶インターネット環境にはつなげません。
▶パソコンを利用する場合のプレゼンテーションはスクリーンを利用して発表します。
▶自分のパソコンを持ち込む場合は、スクリーンに映し出すための接続ケーブルも必要となりますので、合わせて用意して

ください。パソコンは、VGA 端子又は HDMI 端子とつないでスクリーンへ出力します。（VGA − VGA 接続又は HDMI −
HDMI 接続のケーブルであれば、大学より貸し出しが可能です。）

▶大学の設備の利用はパソコンのみとし、試験当日に使用するデータのみを USB メモリに入れて持参してください。（他の
データが入った USB メモリは使用できないので注意してください）

▶パソコンの使用の有無については、出願登録の際に申請します。出願登録についての詳細は、インターネット出願サイト
をご覧ください。
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学部・学科・専攻・コース等
プレゼン
テーション

プレゼンテーション　課題テーマについて 原稿の提出 PC使用 大学PC 持込PC 面接 面接内容 合計時間

人
　
文
　
学
　
部

日本文学文化学科
日本文学専攻

書道専攻
文化芸術専攻

約10分 「私が和洋女子大学で学びたいこと」 なし 可 可 可 20分

・志望動機
・自分の個性や資質・方向性など
・高校生活など
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

心理学科
Ⅰ期のみ実施

約10分
「あなたの高校時代をふりかえって、印象的なことや打ち込んだ
ことを中心にして語り、心理学科に入学後、どんなことをやって
いきたいかについて述べなさい。」

提出
A4サイズ

可 可 不可 20分

・志望動機
・心理学科について
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

こども発達学科 約10分

Ⅰ期

「生き物との関わりについて、最近の子どもの現状やあなたの経
験を踏まえた上で、キーワードを３つあげて10分間でわかりやす
く説明してください。」
 

Ⅱ期

「安全・事故防止について、最近の子どもの現状やあなたの経験
を踏まえた上で、キーワードを３つあげて10分間でわかりやすく
説明してください。」

※原稿を提出する場合は、試験時間内に面接担当者に申し出ること。

任意 不可 不可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自分の個性や進路について
・プレゼンテーションの内容についての

質疑応答など

30分

自由形式

学部・学科・専攻・コース等 小論文 面接 面接内容

家
政
学
部

健康栄養学科
Ⅰ期のみ実施

（二段階方式）

60分
800字

二次選考時に提示される。
（試験時）

20分

・自己PR
・志望動機
・入学後に学びたいこと
・将来の希望、目標、夢
・高校生活など

看
護
学
部

看護学科
60分
800字

試験時に提示される。 15分

・志望動機
・高校生活での学習・高校生活（部活・

ボランティア活動・学校行事への取り
組みなど）

・将来の仕事・夢など
・自己洞察など

小論文型
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学部・学科・専攻・コース等
プレゼン
テーション

プレゼンテーション　課題テーマについて 原稿の提出 PC使用 大学PC 持込PC 面接 面接内容 合計時間

国
　
際
　
学
　
部

英語コミュニケーション学科 約５分 「英語を学ぶ目的と意義について、あなたの意見を述べてください。」 なし 可 可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自己アピール
・興味のあること
・高校生活など
・プレゼンテーションの内容について

25分

国際学科
５分

〜

10分

「国際もしくは国内のニュースを１つ取りあげ、それについて自分の
考えを述べる。」

なし 可 可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自分の個性や資質・方向性について
（自己アピール）
・興味のあること
・高校生活など

25分

〜

30分

家
　
政
　
学
　
部

服飾造形学科 約５分

①「高校時代に興味をもち、取り組んだこと」
②「大学生活で学びたいことや将来の夢」

※①または②のいずれかを選択する。

提出
２部

可 可 可 20分

・プレゼンテーションの内容についての
質疑応答

・志望動機
・将来の希望、目標、夢
・入学後に学びたいこと
・現在興味を持っていること
・高校生活での学習・高校生活（部活・

ボランティア活動・学校行事への取り
組みなど）

25分

家政福祉学科
家政福祉コース
児童福祉コース

約５分
「家政福祉学科に入学して何を学びたいかを述べ、その理由を説明し
なさい。」

なし 可 可 可 20分

・プレゼンテーションの内容についての
質疑応答

・志望動機
・現在興味を持っていること
・高校生活での学習・高校生活（部活・

ボランティア活動・学校行事への取り
組みなど）

・将来の仕事・夢など

25分

※健康栄養学科・看護学科は小論文を行います。P5 をご覧ください。
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学部・学科・専攻・コース等
プレゼン
テーション

プレゼンテーション　課題テーマについて 原稿の提出 PC使用 大学PC 持込PC 面接 面接内容 合計時間

国
　
際
　
学
　
部

英語コミュニケーション学科 約５分 「英語を学ぶ目的と意義について、あなたの意見を述べてください。」 なし 可 可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自己アピール
・興味のあること
・高校生活など
・プレゼンテーションの内容について

25分

国際学科
５分

〜

10分

「国際もしくは国内のニュースを１つ取りあげ、それについて自分の
考えを述べる。」

なし 可 可 不可 20分

・志望動機
・入学後に学びたいこと
・自分の個性や資質・方向性について
（自己アピール）
・興味のあること
・高校生活など

25分

〜

30分

家
　
政
　
学
　
部

服飾造形学科 約５分

①「高校時代に興味をもち、取り組んだこと」
②「大学生活で学びたいことや将来の夢」

※①または②のいずれかを選択する。

提出
２部

可 可 可 20分

・プレゼンテーションの内容についての
質疑応答

・志望動機
・将来の希望、目標、夢
・入学後に学びたいこと
・現在興味を持っていること
・高校生活での学習・高校生活（部活・

ボランティア活動・学校行事への取り
組みなど）

25分

家政福祉学科
家政福祉コース
児童福祉コース

約５分
「家政福祉学科に入学して何を学びたいかを述べ、その理由を説明し
なさい。」

なし 可 可 可 20分

・プレゼンテーションの内容についての
質疑応答

・志望動機
・現在興味を持っていること
・高校生活での学習・高校生活（部活・

ボランティア活動・学校行事への取り
組みなど）

・将来の仕事・夢など

25分
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アドミッション・ポリシー

和洋女子大学　アドミッション・ポリシー
和洋女子大学は、人を支える「心」と「技術」を持って行動する女性の育成という教育理念のもと、ディプロマ・ポリシーに定
める人材を育成するため、学力三要素である、(1)大学での学びの土台となる、基礎的な知識・技能、(2)自ら課題を発見し、そ
の解決に向け探求し、成果等を表現するために必要な思考力・判断力・表現力、(3)幅広い視野を持ち、多様な人々と協働し、主
体的に学ぶ態度（主体性・多様性・協働性）を十分に身に付けた、意欲ある学生を受け入れます。
このような学生を適正に選抜するため、本学では多様な選抜方法により、受験生を多面的・総合的に評価します。

人文学部　アドミッション・ポリシー
人文学部は、グローバル化や少子高齢化、人工知能などの技術革新の進展等、変化の激しい社会に対応できる、広く深い教養と
高度で実践的な専門知識や技能を持った自立した女性の育成を目的としています。
そのため、多様な価値観を持つ人間同士ならびに社会間の対話を尊重しながら、人間社会の諸現象を体系的に理解し、新たな価
値を創造することのできる学生を求めています。

日
本
文
学
文
化
学
科

日本文学文化学科は、古代から現代にいたるまでの日本の文学と言語、芸術としての書道、および幅広い時代と地域
における芸術や文化を深く理解し、その技能を高めてゆくことを目的としています。そのため、日本文学をはじめと
して、言語や表現、芸術、文化、歴史に対する旺盛な関心と学ぶ意欲を持ち、継続的な学修を通じて自分の将来像を
描きながら、四年間で修得した知識と技能を活かして地域社会で活躍しようとする、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●日本文学文化学科で学ぶ上で必要な文章読解力や言語表現力などの基礎学力と意欲を有する学生
●日本語および日本文学への積極的な関心と、基礎的な知識や理解を有する学生
●書学・書法の専門的な知識と実技力を習得する素地となる、書に対する感性と基礎的技能を有する学生
●幅広い時代の芸術、文化、歴史に対する関心と、基礎的な知識や理解を有する学生

　思考力・判断力・表現力
●自分の考えを発話や文章によって表現し、他人に伝えられる能力を有する学生
●文学や芸術作品、文化事象を感性豊かに享受し、さらには自らの表現へと結びつける基礎的な力を有する学生
●多様な視点を尊重した上で、自らの意見を構築できる力を有する学生

　主体性・多様性・協働性
●自ら主体的に考え、また他人の意見も傾聴し、個々人の多様性を尊重する態度を持って、社会の中で他者と共生し

協働していこうとする意欲を有する学生

心
理
学
科

心理学科は、現代に生きる人間の心の科学的な解明をめざして、理論と方法の両面から学び、コミュニケーション能力、デー
タ処理能力、心の働きに関する広い知識と深い洞察に基づいた実践的な技術を身につけることを目的としています。
そのため、「人が好き」、「人間が好き」という基本的態度を備え、「科学的に心を解明する」ことに関心を持ち、仲間
とともに研究に励む学生、学生生活を通して専門性と教養を身につけ、自分の将来を切り拓こうとする、次のような
学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●「国語」・「数学」をはじめとする基礎学力を持っている学生
●観察や実験、調査を通して、心を科学的に解明する技術に関心がある学生

　思考力・判断力・表現力
●高校時代の経験を整理し、努力してきたことを具体的に抽出し、適切に人に伝える表現力を持つ学生

　主体性・多様性・協働性
●同じ志を持つ仲間と協力し、ともに研究に励む意欲がある学生
●専門性と教養を自ら進んで身につけ、自分の将来を切り拓く意志がある学生
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こ
ど
も
発
達
学
科

こども発達学科は、保育者として、保育・幼児教育に関する高度な専門性を備え、子どもの育ちに真摯に関わるとともに、
子育て中の保護者に寄り添うことができる人材の育成を目的としています。
そのため、高い問題意識の下に、意欲と情熱を持って保育・幼児教育を学び、保育士・幼稚園教諭一種免許状の資格・免
許を取得し、地域や社会に貢献したいという明確な意思を持つ、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●子どもを取り巻く環境のさまざまな現状を理解し、把握できる基礎的な学力を身に付けている学生
●高校までの学びを通して、自分の考えを表現し伝えるための国語力を身に付け、「生物」や「公民」、「家庭科」、「体育」

や「芸術」など、子どもや保育・幼児教育について深く志向するための幅広い教養を有している学生。

　思考力・判断力・表現力
●柔軟な思考を持ち、自らの資質・能力を、多様な価値観や人間性への深い理解に活かすことができる学生
●子どもの健やかな育ちや発達を支援するために、子どもの思いを受け止め、丁寧に関わる姿勢を有している学生

　主体性・多様性・協働性
●自ら求めて考え、行動し、他者と協働しながら学ぶことができる学生
●さまざまな人間関係において、自分自身を表現しながら、良好なコミュニケーションを図ることができる学生

国際学部　アドミッション・ポリシー
国際学部は、異文化コミュニケーションに必要な語学力と、世界の多様な社会・文化について認識を深めることで得られる柔軟
な思考力とからなるグローバルコミュニケーション力を身につけ、異文化交流を促進する事業やグローバルな企業などにおいて
活躍する国際感覚豊かな女性の育成を教育理念に掲げています。
そのため、本学部の各学科の掲げる知識・技能や能力、目的意識・意欲等を備えた学生を求めています。

英
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科

英語コミュニケーション学科は、世界に貢献する自立した女性を育成することを目的にしています。そのため、本学
科では、グローバル社会に通用する基礎コミュニケーション力、実践的な英語の運用能力、英語圏の言語・文学・文
化を専門的に学ぶことを通し、多様な人間や社会のあり方を深く考察することのできる力、母国と他国の歴史や文化、
習慣や価値観を学び、多様な視点を尊重した上で、自らの意見を構築することのできる力などの獲得をめざした教育
を行っています。こうした教育を受けるための条件として、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●英語コミュニケーション学科で学ぶ上で必要な基礎学力と意欲を有する学生
●英語能力を向上させるための科目に積極的に取組む意欲と持続力を有する学生
●英語圏を中心とした母国以外の言語・文学・文化への関心を有する学生

　思考力・判断力・表現力
●多様な視点を尊重した上で、自らの意見を構築できる力を有する学生

　主体性・多様性・協働性
●自分と異なる価値観や多様性に対する寛容さを有する学生
●他者と積極的に関わろうとするコミュニケーションに対する意欲を有する学生

国
際
学
科

国際学科は、異文化体験・交流を本質とする国際観光を含むグローバル事業の諸分野、関連企業・国際団体などにお
いて活躍することのできる女性を育成することを目的にしています。そのため、本学科では、異文化交流の前提とな
る他者との共感についての透徹した知見、世界の多様な社会・文化を的確に読み解く分析力、異文化コミュニケーショ
ンに必要な語学力や実務的なスキルなどの獲得をめざした教育を行っています。こうした教育を受けるための条件と
して、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●国際学科で学ぶ上で必要な基礎学力と意欲を有する学生
●世界の社会・文化に興味をもち、時事問題への関心を有する学生
●観光など国際交流への関心を有する学生

　思考力・判断力・表現力
●多様な視点を尊重した上で、自らの意見を構築できる力を有する学生

　主体性・多様性・協働性
●どのような社会・文化・人に対してもコミュニケーションをとろうとする積極性、国際協力への関心を有する学生
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服
飾
造
形
学
科

衣に関わる専門知識と専門技術を基礎から応用まで身につけ、自らの生活を豊かにするとともに、社会で活躍できる人材
を育成することを目的としています。同時に、広く豊かな教養を文化的および科学的な側面から醸成し、知識と技能を有
機的に関連させる能力を身に付けます。また、めざす進路に応じて深く専門科目を学ぶことにより、感性豊かな作品を創
造、企画し、社会に対して発信する力を養うことを目標とします。
そのため、ファッションや服作り、衣の科学に関心を持ち、アパレル業界や教育現場で役立てていきたいという意思を持
つ、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●高等学校卒業相当の「英語」、「数学」、「国語」等の基礎学力を有している学生
●服飾分野と関係のある「家庭科」の技能、「美術」の感性などを有している学生
　ただし、服飾を学びたいという意欲があればこれまでの履修状況や制作の経験については問わない。

　思考力・判断力・表現力
●高等学校における教育課程を通じて、計画性、持続性を有し、知識、技能を作品制作に反映し表現するとともに、

客観的、論理的に自らの意思を第三者に伝えられる能力を有している学生

　主体性・多様性・協働性
●ファッションや服飾に強い関心を持ち、優れた芸術作品に触れ審美性や感性を養い、何事に対しても主体的に一生

懸命に取り組む意欲がある学生
●人とのコミュニケーションを大切にして、多様な人々と協働して物事に取り組むことができる学生

健
康
栄
養
学
科

健康栄養学科は、食に関わる専門家を育成することを目的としています。 
食物や栄養、健康に関する学習には自然科学の知識が必要ですので、高校時代からそれらに関わる科目に興味を持って学
習できることが重要です。人との関わりの視点からは、積極的に人と交流でき、自分の意見を伝えられる能力も必要です。
そのため、食や健康に興味があり、人との関わりを大切にでき、栄養士・管理栄養士の資格を取得して社会に貢献したい
という、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●高等学校卒業相当の基礎学力を有し、健康栄養学科での専門科目を学習する上で、必要な「化学」、「生物」、「国語」、

「数学」、「英語」等の基礎学力を有している学生

　思考力・判断力・表現力
●高等学校における教育課程を通じて、論理的に考え、自分の意見を伝えられる能力を有している学生

　主体性・多様性・協働性
●人とのコミュニケーションを大切にし、協働して物事に取り組むことができる学生
●食物や栄養、健康に興味があり、栄養士・管理栄養士の資格を活かして社会に貢献したいという意欲がある学生

家政学部　アドミッション・ポリシー
家政学部は、高齢社会、男女共同参画社会、そして持続可能社会の中にあって、生活に対する問題意識と感性を磨き、人々の生
活の質（QOL:quality of life）を向上させ、人々がより幸せに生きられるライフスタイルの実現のために科学的、実践的に行動で
きる女性としての能力を身に付けます。
そのため、家政学部での学びに対して、自らの生活を自省し、より望ましい生活の実践にむけて行動できること、さらに、人々
がより幸せな生活が実現できるように、表現者・指導者・支援者等として社会で活躍できるような学生を求めています。
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家
政
福
祉
学
科

家政福祉学科では、家政・福祉・保育の３分野を柱として、食生活、衣生活、すまいと住環境、家族、福祉、保育などに
関する知識・技能を修得し、生活者の視点に立った総合的な思考力を培うことによって、豊かで幸せな暮らしをデザイン
できる高い実践力を備えた人材を養成することを目的としています。
そのため、本学科では、「暮らし」に対する興味と関心をもち、「人々が幸せで質の高い生活を実現すること」への意欲と、
教員や人々の支援などのウエルビーイングを高める（人々をより良い状態にしていく）職業に携わりたいという熱意をも
つ、次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●高等学校卒業相当の知識と教養があり、本学科での学びの土台となる「国語」、「英語」、「家庭科」などの基礎学力

をバランスよく身に付けている学生

　思考力・判断力・表現力
●高等学校における教育課程を通じて、論理的に考え、さまざまな人の立場や価値観を理解・受容すると同時に、自

分の意見を伝える能力を有している学生

　主体性・多様性・協働性
●他者とのコミュニケーションに関心を持ち、主体性・協調性および専門性を発揮して、多様な人々が安心して幸福

に暮らせる社会づくりに貢献したいという意欲のある学生

看護学部　アドミッション・ポリシー
看護学部では、多様化する人々の健康生活のニーズに対応できる看護実践者を育成します。ヒューマンケアリングの考え方をベー
スに看護の専門知識と高度のコミュニケーション能力を養い、高い職業倫理観を持って地域に貢献する人材を育成します。
そのため、次のような学生を求めています。

「学力の三要素」と入学選抜における「評価方法」との関係
すべての項目について関連していますが、◎は「特に強く関連している」、○は「強く関連している」ことを示します。

入試種別 評価方法 知識・技能 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

総合型選抜

提出書類 ○ ◎ ◎

小論文・プレゼンテーション ○ ◎

面接 ○ ◎

看
護
学
科

看護学科は、看護分野における専門職の育成を基本理念とし、豊かな人間性と高い倫理観を備え、併せて保健医療福
祉専門職との連携が図れる人材育成を目的としています。そのため、看護分野に対する強い興味と関心を持ち、国家
試験の受験資格の修得と合格に向けての基礎学力と学習意欲を持っている次のような学生を求めています。

▶求める学生像
　知識・技能
●将来、看護の実践家として社会に貢献したいという強い思いを持ち、国家試験の受験資格の修得と合格に向けて、

看護学を学ぶ上で必要な基礎学力と意欲を有する学生

　思考力・判断力・表現力
●自分の意見を表現でき、他者と積極的にコミュニケーションがとれる学生

　主体性・多様性・協働性
●人との関わりを大切にし、主体的に物事を考え、気遣いができる学生
●自らの健康管理と健康状態を含んだ生活管理ができる学生
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「自己 PR 書」「大学志望理由書」「実績・資格等の報告書」の書き方

和洋女子大学のホームページにアクセスします。

以下の４つの書類をダウンロードします。
１　「自己 PR 書」　    ２　「大学志望理由書」　
３　「実績・資格等の報告書」    ４　「実績・資格等の報告書資料　貼り付け台紙」

提出書類は大学のアドミッション・ポリシーをふまえ、本学の学生としてふさわしいかを確認するための
資料となるものです。主に次のようなあなたの力を確認します。
○思考力や判断力　　○自己理解の深さや PR 力・説明力・表現力など
○意欲・向上心・チャレンジ力など　　○主体性や多様性・協働性など

ダウンロードしたファイルをプリンターで印刷（A ４縦方向・片面印刷）　します。
※必ず「片面印刷」で印刷してください。

書類の準備

１　「自己 PR 書」

２　「大学志望理由書」

　「自己ＰＲ書」は、高校時代の自分を振り返り、以下の⑴〜⑶について、具体的にわかりやすく書いてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（600〜 800字）

⑴　自己理解及び長所の PR
　　自分の長所とその活かし方について
⑵　高校での活動や興味を持って頑張ってきたことの PR
　　高校時代に最も力を入れた活動、その体験から得たことや身に付けたこと

について
※ここでいう活動とは、部活動、委員会活動、ボランティア活動等のことです。
⑶　高校での学習面で力を入れてきたことの PR
　　高校時代、特に力を入れた学習面での取り組み、その学習から得たこと等

について
※既卒生：これまでの活動等について記入

　「大学志望理由書」は、あなたの将来や進路、大学での学びや大学生活を展望
して、以下の⑴〜⑶について、具体的にわかりやすく書いてください。

（800〜 1000字）

⑴　志望理由
　　志望学科のアドミッション・ポリシーをふまえた、具体的な志望理由
⑵　大学での学びや大学生活への意欲
　　大学で学びたいこととその具体的な理由、チャレンジしたいことや目標
⑶　将来への展望
　　大学卒業後の進路や果たすべき役割などの将来像

※各学部・学科のアドミッション・ポリシーは P8 〜 P11 に掲載しています。

自己ＰＲ書ー2

600

800

大学志望理由書ー2

600

800

1000

２０２３年
度　和洋

女子大学
総合型選

抜　自己
ＰＲ書

フリガナ

＊専攻
＊コース

　　　

　　　　
　学部　

　　　　
　　　　

学科

志望学部
・学科

＊日本文
学文化学

科・家政
福祉学科

の受験生
は、希望

する専攻
またはコ

ースを記
入してく

ださい。

氏　　　
　　名

※自筆、
黒ボール

ペン（消
せるボー

ルペンは
不可）で

横書き（
６００字

～８００
字）で記

入してく
ださい。

20

200

400

自己ＰＲ
書ー1

大学志望
理由書ー1

２０２３年
度　和洋女

子大学 総
合型選抜　

大学志望理
由書

フリガナ

＊専攻
＊コース

　　　

　　　　
　学部　

　　　　
　　　　

学科

志望学部
・学科

＊日本文
学文化学

科・家政
福祉学科

の受験生
は、希望

する専攻
またはコ

ースを記
入してく

ださい。

氏　　　
　　名

※自筆、黒
ボールペン

（消せるボ
ールペンは

不可）で横
書き（８０

０字～１０
００字）で

記入してく
ださい。

20

200

400



13

３　「実績・資格等の報告書」

　「実績・資格等の報告書」は、高校時代の活動実績や役員歴、取得資格等を整理し、高校入学後から現在までの
活動実績について以下の注意事項をよく読んで、正確にわかりやすく書いてください。
　※報告事項がない場合も、「実績・資格等の報告書−1」、「実績・資格等の報告書−2」は必ず提出してください。

実績・資格等の報告書ー1

１．生徒会活動（学校行事を含む）、部活動、および学校外の活動で、２年以上継続しているもの

団体組織名（部・委員会等）期　　間（西暦）

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

週あたりの活動時間

２０２３年度　和洋女子大学 総合型選抜　実績・資格等の報告書

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

※注意事項　部活動は、　部長・副部長まで、委員会役員は、委員会本部役員の委員長・副委員長まで、体育祭・文化祭

　　　　　　実行委員長等も含む。

２．生徒会活動（本部役員）、学校行事等での役員（本部役員）、部活動での役員歴

組 織 名期　　間（西暦）

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

役 職 名

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

３．インターンシップ（職業体験）、ボランティア活動、看護・介護体験等の活動経験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

組 織 名 等期　　間（西暦）

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

　　　年　　　月　　～　　　　年　　　月

活動時間（例 ３日） 資料番号

資料番号

資料番号

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

自筆、黒ボールペン（消せるボールペンは不可）で記入してください。

フリガナ

＊専攻
＊コース　　　　　　　　学部　　　　　　　　　学科志望学部・学科

＊日本文学文化学科・家政福祉学科の受験生は、希望する専攻またはコースを記入してください。

氏　　　　　名

※ 報告事項がない場合も、報告書ー１、２は必ず提出してください。

実績・資格等の報告書ー2

５．各種大会・競技会、コンクール等への主な参加歴とその結果

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

大会・競技会、コンクール等の名称期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

結　　果 資料番号

４．高大連携講座（体験プログラム、体験授業等）

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

大学名・講座名等期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

活動時間（例：１日） 資料番号

６．資格、検定、段位等の取得（※高校入学以前に取得したものでも可）

（補足１）評価対象となる資格は、原則、下記の資格・検定等としますが、それ以外の資格等についても、取得して
いるものは、記入してください。評価対象となる場合があります。

（補足２）添付資料について

①　項目１～５については、貼付可能な資料を添付してください。添付資料のないものについては、調査書の
記載で確認します。

②　項目６の資格・検定・段位等の取得については、必ず証明する資料を貼付してください。

資格、検定等名称期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

資格・級・スコア等 資料番号

実用英語技能検定

日本漢字能力検定

実用数学技能検定

日本語検定

全商簿記実務検定

ＧＴＥＣ

　　　　　　 日商簿記検定

毛筆（硬筆）書写技能検定

全国高等学校家庭科被服（和服・洋服）製作技術検定

全国高等学校家庭科食物調理技術検定

家庭料理技能検定

（注意１）　各項目の資料番号欄には、該当する添付資料の番号を記入します。
（注意２）　所定の欄に書ききれない場合は、「実績・資格等の報告書」をコピー等して追加し、左上をとじて提出し

ます。

（注意３） 記載事項に添付資料がない場合、項目１〜５については、調査書の記載内容で確認します。
 ただし、項目「６．資格、検定、段位等の取得」については、証明する添付書類のないものは評価しません。

（注意４） 「６．資格、検定、段位等の取得」については、高校入学以前に取得したものも記入してください。

（注意５） 評価対象となる資格は、原則、下記の資格・検定等としますが、それ以外の資格等についても、取得し
ているものは、記入してください。評価対象となる場合があります。

実用英語技能検定
GTEC
日本漢字能力検定
実用数学技能検定
日本語検定

全商簿記実務検定　　日商簿記検定
毛筆（硬筆）書写技能検定
全国高等学校家庭科被服（和服・洋服）製作技術検定
全国高等学校家庭科食物調理技術検定
家庭料理技能検定
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実績・資格等の報告書ー2

５．各種大会・競技会、コンクール等への主な参加歴とその結果

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

大会・競技会、コンクール等の名称期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

結　　果 資料番号

４．高大連携講座（体験プログラム、体験授業等）

＊添付資料のないものについては、調査書の記載で確認します。

大学名・講座名等期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

活動時間（例：１日） 資料番号

６．資格、検定、段位等の取得（※高校入学以前に取得したものでも可）

（補足１）評価対象となる資格は、原則、下記の資格・検定等としますが、それ以外の資格等についても、取得して
いるものは、記入してください。評価対象となる場合があります。

（補足２）添付資料について

①　項目１～５については、貼付可能な資料を添付してください。添付資料のないものについては、調査書の
記載で確認します。

②　項目６の資格・検定・段位等の取得については、必ず証明する資料を貼付してください。

資格、検定等名称期　　日（西暦）

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

　　　年　　　月　　

資格・級・スコア等 資料番号

実用英語技能検定

日本漢字能力検定

実用数学技能検定

日本語検定

全商簿記実務検定

ＧＴＥＣ

　　　　　　 日商簿記検定

毛筆（硬筆）書写技能検定

全国高等学校家庭科被服（和服・洋服）製作技術検定

全国高等学校家庭科食物調理技術検定

家庭料理技能検定

［実績・資格等の報告書資料　貼り付け台紙］

取得した資格・検定等の証明書や、その他資料となる書類等を貼り付けてください。

この台紙からはみ出す場合には、縮小コピーをして貼り付けてください。

また、資料が複数枚にわたる場合には、貼り付け台紙をコピーして増やすなど、読みやすくなるように工夫してください。

和洋女子大学

フリガナ

＊専攻
＊コース　　　　　　　　学部　　　　　　　　　学科志望学部・学科

＊日本文学文化学科・家政福祉学科の受験生は、希望する専攻またはコースを記入してください。

＊添付資料がない場合は、台紙の提出は必要ありません。

氏　　　　　名

４　「実績・資格等の報告書資料　貼り付け台紙」

　実績内容を示す資料（資格・検定証明書、表彰状、各種証明書、活動に参加したことがわかるもの等）のコピーに
資料番号をつけ「実績・資格等の報告書資料貼り付け台紙」に貼付して提出してください。

（CD 等の提出は不可とします。）
※貼り付け台紙からはみ出す場合には、縮小コピーをして貼り付けます。
※添付資料がない場合は、台紙の提出は必要ありません。

○〔実績・資格等の報告書　貼り付け台紙〕記入例

コピーを貼付します（資料は返却しません。）

2022　 6 1 日 ①

①

和洋女子大学・高校生体験プログラム

 

 

 

和洋女子大学 

高校生体験プログラム 
 

受講修了証 
 

        〇 〇 〇 高等学校  

            和 洋 良 子 様 
 

 ２０２２年 6 月〇〇日に開催された、和洋女子大学主催 

「集まれ！〇〇〇〇」を受講したことを証明します。 

 

（受講講座） 

  １ 〇〇〇〇  

２ △△△△ 

  ３ □□□□  

   

 

             ２０２２年６月〇〇日 

和洋女子大学 
 
  

（貼付例） 

資料番号を
つけます

資料番号を
対応させます
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◇選考方法・選考基準

①特待生を希望する総合型選抜及び学校推薦型選抜合格者は一般選抜 A 日程１日目に行われる国語と英語の試験を
受験します。（別途選考料 10,000 円）

　特待生を希望する者以外は、受験の必要はありません。
②入試の成績において２教科・科目の平均得点が 80 点以上の上位者から各学科ごとに選考します。
③特待生制度の対象者が入学手続きをしなかった場合でも、繰上げは行いません。

◇年間免除額　 2022 年度参考

年間納入金
（※内訳）

特待生
年間免除額

（授業料の半額）
日本文学文化学科

1,001,600 330,000
心理学科
英語コミュニケーション学科
国際学科
こども発達学科 1,091,600 375,000
服飾造形学科 1,081,600 350,000
健康栄養学科 1,221,600 390,000
家政福祉学科 1,041,600 350,000
看護学科 1,621,600 525,000

※変更になる場合があります。入学時の納入金等、詳しくは募集要項で確認してください。

●２年次以降の継続条件
◦特待生のうち、２年次以降通年で１０単位以上取得し、前年時の成績が同学科で学年上位３０％以内であること。
◦成績により一度特待生の条件から外れた場合でも、次年度以降の成績が学年上位３０％以内となった場合は、再度特待生の条件が適
用されます。
◦特待生の資格は、同学科において最低在学年数の４年が限度です。

●海外学習支援奨学金との併用が可能
◦国際学部（２年生以上）で、海外で学習する学生は、海外学習支援奨学金（２０万円または３０万円）を利用することができます（選
考あり）。
※特待生制度は和洋女子大学優秀賞を含む、他の奨学金との併用はできません。

●その他
◦特待生で入学した学生には、本学ホームページをはじめとするＷＥＢや印刷物など様々な媒体での取材対応、インタビュー原稿や写
真の掲載についてご了承いただきます。個人情報の保護に関しては、本学の個人情報保護規定に則り、適正な利用と保護に努めます。

特待生制度（N 型）
＜総合型選抜／学校推薦型選抜の合格者対象＞

授業料の半額を免除 ⇒ 　  最大４年間（※）

免　除

◇選考の流れ

合　格
入学時

納入金の
支払い

特待生
選抜出願

特待生
選抜受験

特待生
選抜合格

新　設
【2023年度入試より】

◇特待生の人数枠：入学定員（750 名）の５％以内

※２年次以降の継続条件あり
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よくある質問 Q&A

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

A

A

A

A

A

A

A

A

総合型選抜と学校推薦型選抜の違いは
何ですか？

どちらも専願制なので本学が第一志望
の方が対象となります。総合型選抜は、
学ぶ意欲や情熱があれば出願できます。
一方、学校推薦型選抜は、さらに学校
長の推薦書が必要であったり、一定の
出願条件を満たしたりする必要があり
ます。

「実績・資格等の報告書ー１」と「実績・
資格等の報告書ー２」は必ず提出しま
す。なお、「実績・資格等の報告書資料　
貼り付け台紙」については貼付する書
類がなければ提出する必要はありませ
ん。

大学ホームページの入試情報のサイト
にアクセスしてください。こちらに選
抜ごとに「学生募集要項 2023年度（令
和５年度）」を順次アップしていきます。
ダウンロードして手に入れてください。

2023 年度入試から、新しい特待生制
度がスタートしますので、詳細につい
ては P15をご覧ください。

必ず参加しなければならないものでは
ありません。
これは、総合型選抜の提出書類（特に、
自己 PR 書と大学志望理由書）の作成
方法を中心としたセミナーです。（事前
申し込み制です。）時期が近づきました
らホームページに申込フォームをアッ
プしますので、そちらから申し込んで
ください。

もちろん、出願は可能です。

不利になることはありません。選抜は
それぞれ独立しています。

和洋女子大学入試センターまで連絡
してください。
（TEL：047-371-1127）

「実績・資格等の報告書」に記入するこ
とがありません。提出しなくていいで
しょうか？

「学生募集要項」はどのようにして手に
入れるのでしょうか？

特待生を目指したいと考えています
が、総合型選抜での受験では特待生の
対象とはなりませんか？

総合型選抜のⅠ期とⅡ期で異なる学科
に出願できますか？

総合型選抜で不合格になった場合、他
の選抜の受験に不利になりませんか？

このガイドを読んでも分からないことが
あります。どうしたらいいでしょうか？

P17に案内されている、総合型選抜対
策セミナーには参加した方がよいので
しょうか？
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意欲と個性を言葉にしよう

総合型選抜
対策セミナー
日にち

8/2㈫・8/3㈬・8/4㈭

自己PR書や志望理由書が書けないあなたへ
・気づいていないあなたの魅力や力を探るお手伝いをします
・詳細は後日、大学ホームページにアップします

オープンキャンパス OPEN CAMPUS 2022

全学部5/8㈰ 人文学部・看護学部6/12㈰ 国際学部・家政学部6/19㈰

人文学部・看護学部7/17㈰ 国際学部・家政学部7/18㈪ 1、2年生向け8/7㈰

人文学部・看護学部8/20㈯ 国際学部・家政学部8/21㈰ 全学部9/25㈰

個人情報の保護について

　和洋女子大学では、出願書類に記入していただいた志願者の氏名・住所等の個人情報は、出願の受付、実施、
合否発表、さらには入学に至る一連の手続きと、和洋女子大学で学生生活を始めるにあたって必要となる書類・
お知らせ等の送付および入学者データの統計処理のために使用いたします。
　和洋女子大学は上記の利用目的以外、必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはありません。



和洋女子大学

和洋女子大学

ACCESS MAP

入試センター
〒272-8533 千葉県市川市国府台2-3-1

TEL：047-371-1127　FAX：047-371-1185

スマートフォン・タブレットの方は、
ＱＲコードから上記サイトにアクセスできます。

大学ホームページ

出願の際は、大学ホームページに掲載される

学生募集要項を必ずご確認ください。

２０２3
総合型選抜ガイド


