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小樽商科大学

小樽商科大学は，「現代社会の複合的，国際的な問題の解決に貢献しうる広い視野と深い専門的知識及び豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動力

により，社会の指導的役割を果たす品格ある人材の育成を目的とする 。」（小樽商科大学学則第１条第１項）という理念に基づき次のような人を求

めています。

【求める学生像】

（１）グローバルな視野のもと地域の社会・経済・文化の発展に貢献する意欲のある人。

（２）異なる文化・考え方を理解しつつ，自己の能力を高める意欲を持ち，社会科学，人文科学，自然科学等を学ぶために必要な基本的知識を身に

付けている人。

（３）生涯を通じて学ぶことに意義を認め，新たな知識や世界に触れることに喜びを見出すことのできる人。

本学では，様々な社会現象や経済社会問題を対象として，新しい知識，理論，方法などを学び，それを使いこなす能力を涵養します。そのために

は，入学以前から，文化，思想，歴史，言語，社会科学，自然科学など，特定の科目にとらわれない幅広い学習をしていること，学ぶ意欲を身に付

けていることが必要です。

われわれの社会は，文化，思想，歴史，言語，情報技術（ＩＴ），法制度，経済活動など多様な要素で成り立っています。入学前に幅広い知識を修

得することは，一見無関係のように見えても大学で複雑な社会の仕組みを理解し，新しい知識・理論を学ぶ際に必ず役に立つのです。

室蘭工業大学

室蘭工業大学は、国立の単科大学として、現在のホットトピックである航空宇宙分野やコンピューター科学分野をはじめ、建築、土木、機械、ロ

ボット、電気電子、化学、生物、物理、材料科学、情報など幅広い理工学分野をカバーしています。面接では、このような幅広い理工学専門分野の

中から特にどの専門分野に興味・関心があるのか、将来、どのような技術者になりたいのか、ご自身の考えや経験を元に熱く語って下さい。

弘前大学

弘前大学は、学力・行動力・意欲を有する学生を求めています。

そして入学後の学生には、学びに関してできる限りの支援をしたいと考えています。

ぜひ、ホームページや大学案内等で本学及び志望学部ごとの「入学者受け入れの方針（アドミッションポリシー）」をご覧になり、「入学志願者に

求める学習の取組」の項目も参考にしながら、受験当日まで有意義な毎日を過ごして下さい。

福島大学

学校推薦型選抜，総合型選抜であっても知識・技能を含めた学力の3要素（*注）の確認を行うこととなります。

その前提に立って，学校推薦型選抜では3要素の中でも「思考力・判断力・表現力」を重視しており，小論文，面接などで判断しています。

総合型選抜では，「主体性（本学で学びたいという意欲など）」および「思考力・判断力・表現力」を重視し，小論文，面接もさることながら，ポ

スタープレゼンや志願理由書の提出を求めています。

過去問題の閲覧などについては本学ホームページを参照ください。また入試に関するご相談は入試課までお願いします。

※学類によって選考方法は異なりますのでご注意ください。

（*注）「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性等」を指す。

筑波大学 募集要項に記載の通りです。

金沢大学
KUGS特別入試はKUGS高大接続プログラムの修了者および科学技術振興機構のグローバルサイエンスキャンパス事業の第１段階修了者を対象とし

て、志願者の能力・資質・意欲を多面的、総合的に評価する入試です。一般選抜（前期日程）と併願可能なので、積極的に挑戦してください。

山口大学

・資格取得、部活動、生徒会活動等、高校時代にしかできない活動もしっかりと取り組んでください。

・山口大学の受験を考えた時には、募集要項に記載されているアドミッションポリシーを確認してください。

・HPを確認してください。HPには常に最新の情報が載っています。オンラインや対面での説明会等を企画しているので、ぜひ参加してください。

徳島大学
アドミッション・ポリシーをよく理解しましょう。

九州工業大学

学校推薦型・総合型選抜では，入学後の学修に適応できる基礎学力を持ちつつ，一般選抜合格者とは異なる「学びに対する素養」を持つ学生に入学

していただくことを目的としています。

リーダーシップを取れる人，リーダーとならなくとも周りをサポートして一緒に高めあっていこうとする姿勢を持つ人など，コミュニケーション力

を持ち，将来の自分のなりたい姿がある程度イメージできている，という方に適した選抜方法です。

特に総合型選抜は，日常の学びを通じて身につく力を評価の対象としています。特別な対策が必要な選抜ではありませんので，選択肢が一つ増える

と捉えていただき，本学への志望が固まり，選抜への適性があるという生徒さんはぜひ受験をご検討ください。

受験を検討している方向けのワークショップでは，高校での学びの中でできる取り組みをご紹介していますので，ご活用ください。

石川県立大学
過去問をよく確認して頂くことが大切です。

神戸市外国語大学

本学では総合型選抜や学校推薦型選抜では、英語の検定試験が必ず必要になります。本学だけでなく、英語の検定試験を活用している大学は多いた

め、早いうちからの準備・対策が他の受験生との差をつけるチャンスだと思います。

大学別アドバイス・メッセージ一覧

※「学校推薦型選抜・総合型選抜に関するアンケート」（2021年12月～2022年2月に４年制大学向けに実施）の回答内容をもとに作成
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県立広島大学

本学では，主体的に考え，課題解決に向け行動できる実践力，多様性を尊重する国際感覚や豊かなコミュニケーション能力を身に付け，生涯学び続

ける自律的な学修者として，地域創生に貢献できる「課題探究型地域創生人材」を育成します。課題探究型地域創生人材とは，広島県に限らず全

国，さらには海外も含め，自らが暮らし，活動してきた地域に目を向け，そこに生じている様々な分野の課題に関心を持ち，他者とも協働しながら

主体的に課題探究を行い，その解決に向けて積極的に行動していこうとする熱意や意欲を持ち，行動できる人のことをいいます。

入学試験では，通常の個別学力検査等とあわせて，「学力の３要素」（１．知識・技能，２．思考力・判断力・表現力，３．主体性・協働性）など

について，より多面的・総合的に評価するため，様々な選抜方法等を導入しています。その一例として「主体性・協働性の評価」（総合型選抜，学

校推薦型選抜，社会人特別選抜で実施）があります。これは高等学校における学びの履歴について，調査書等を中心として評価し，得点化します。

また，「県立広島大学・地域への志向性の評価」（外国人留学生特別選抜を除くすべての選抜区分で実施）では，自身が課題だと考えた点，解決し

たい・掘り下げてみたいと考えた内容について，今後，自身の大学での学びにどのようにつなげていきたいかを受験者が記載した「評価申請書（提

出は任意）」に基づき，加点方式により評価します。

一般選抜（前期・後期日程）の個別学力検査においては，教科・科目に対する「知識・技能」を問うことに加えて，高等学校段階までに習得した

「知識・技能」を活用（応用）する力をより重視する必要があるため，理解力・表現力，論理的思考力等を総合的にみる形式の総合問題を出題しま

す。保健福祉学部では本学で学ぶことへの意欲と志向，高校生活における活動などについて質問し，さらに判断力・思考力，コミュニケーション

力，協働性，倫理観などを総合的に判断する面接試験があります。

詳細は最新の入学者選抜要項でご確認ください。

高知工科大学

本学や各学群のアドミッションポリシーについて理解を深めてください。その上で、各入試区分が持つ特徴について、評価・選抜の観点等で確認し

てください。また、本学の特徴や魅力は何か、どんなことが学べるのかを知るためにも、大学HPやパンフレットを見たり、オープンキャンパスや進

学相談会に参加するなど、積極的に情報を収集し、入試に備えることが大事です。

富士大学

知識はもちろん必要ですが、大学ではそれを応用する力が必要だと思います。実社会で求められているコミュニケーション力も学生生活で身につけ

てほしいです。

大学では学びだけでなく様々な経験をして、自己を高める場としてほしいです。

東北学院大学

https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/admission/highschool/

※高校教員向けに上記URLページにアドバイス等掲載する場合あり

東北福祉大学

入学希望学科の学修の基礎にもなる「リエゾン教育プログラム」の受講終了者には、学校推薦型選抜の「高大連携入試」の出願資格が与えられま

す。また、総合型選抜でも受講した終了証を添付していただければ書類審査の評価対象になります。

日本赤十字秋田看護大学

・志望理由を明確に提示できるようにしてください。

・日々の新聞やニュースでの出来事に気を配り、知識を蓄えるとともに思考力を磨いて下さい。

東北文教大学
基礎学力に加え、何事にも前向きな姿勢と、自ら学ぼうとする意欲をもってきてほしい。少人数で丁寧な教育、どこよりもあたたかい大学である。

医療創生大学国際看護学部

本学の入試は受験生の目的意識や人物に重きを置いて設定しています。

そのためには本学を理解していただくことが重要かと思いますので、オープンキャンパスなどのイベントに参加して来校し、自分の目で確かめてみ

てください。

郡山女子大学

・本学の特色を理解していただきたいので、是非、オープンキャンパスへご参加下さい。（生活科学科）

・生物基礎・化学基礎・基本的な計算等の基礎学力の定着が望まれます。（食物栄養学科）

茨城キリスト教大学
出身学校長の推薦に基づき，調査書，志望理由書，および本学で実施する面接試験の成績を総合して判断する。

流通経済大学
総合型選抜及び学校推薦型選抜の出願書類や選抜方法を一部変更し、効果的・効率的な入試を実施する。

国際医療福祉大学
志望する学科（職種）だけでなく、広く医療系の学科や職種を調べ、理解を深めた上で受験に臨んでください。

作新学院大学

教職員全員が意識の共有を行い、教職協働を実践し、地域にあって「キラリと光る大学」を目指すとともに、地域に貢献し、地域から選ばれる大学

を目指しています。

白鴎大学

大学で「何を学ぶか」、明確な目的意識と、その学問分野を志すに至ったきっかけ、大学での学びを自分の将来にどう役立てたいのかなど、学びへ

の思いを自分の言葉できちんと伝えられるように準備しておき、暗記に頼ることなく質問の的を射る応答が出来ることが大切です。

高崎健康福祉大学
将来の目標に向けて本学で何を学びたいか？を明確にしておいてください。

群馬医療福祉大学

本学は、医療・福祉・教育の社会に有為な人材を育んでいる。進路指導担当の先生方や担任の先生方にお願いしたいことは、「学生募集要項」や

「学校案内パンフレット」「ＨＰ」等をよく読んでいただき、生徒さん個々の志望や資質を見極めていただき、ミスマッチの無い選択をご指導いた

だきたいということです。本学では24時間お問い合わせにお応えする場をＨＰ上に設けております。ぜひご活用ください。
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城西大学

学校推薦型選抜（指定校推薦）、総合型選抜の受験を考えている受験生の方は【オープンキャンパス】に参加してください。【オープンキャンパ

ス】では、面接審査・プレゼンテーション・提出資料等の内容について詳しく説明をいたします。

また、志願する際は本学のアドミッション・ポリシーを必ずご一読ください。

東邦音楽大学

各種イベントに積極的に参加することをおすすめいたします。

特におすすめなのは体験レッスンです。

獨協大学

全学部で語学教育に力を入れています。

高校在学時には是非英語資格・検定試験を受験することをおすすめいたします。

本学入試においても英語資格試験を活用する入試を用意しております。

日本工業大学

本学は工学への関心が高い受験生を様々な入試方法で幅広く募集しています。工学に興味のある方は、ぜひ前向きにチャレンジしてください。

一般推薦入試（公募制）と総合型選抜入試は、併願が可能な入試です。また、入試での成績が優秀な合格者には、初年次の学費の一部が減免となる

奨学金が与えられます。

明海大学

本学の建学の精神は「社会性・創造性・合理性を身につけ、国際未来社会で活躍し得る有為な人材の育成」です。そうした人材を育てるために本学

でも3つのポリシーを明確にし、とくにアドミッションポリシーでは本学にぜひとも入学してほしい学生像を社会に発信しています。

このアドミッションポリシーに共鳴し、豊かな学生生活を送り、卒業後、社会で活躍したいと考えている方は、ぜひ本学に志願してください。

多様性を重視し、多くの入試区分を設けているのも本学の特徴です。

ものつくり大学

ものつくり大学では、様々な入試方法を採用しています。面接でアピールしたい人、ものづくりへの熱意をアピールしたい人、高校での取り組みや

大学で学びたいことをアピールしたい人、学力で自分の力を発揮したい人等、あなたに合った入試パターンが必ずあります。あなたの強みを活かし

た入試でチャレンジしてみて下さい。

日本医療科学大学

めざす医療職の資格取得にむけて近道は無い。

地道に努力する事が大切。

江戸川大学

近年の大学入試改革により本学も全入試区分で「学力の3要素」を評価方法の中心に据え、受験生の能力、資質を的確かつ多面的、総合的に測る試験

を実施しています。

学力測定が主眼の一般選抜や大学入学共通テスト利用は当然のことながら、特に従来のAO、総合型選抜における基礎学力の重要度が高まっているよ

うに思います。月並みではありますが、揺るぎない基礎学力の修得のための近道はなく、平常授業に真摯に取り組む姿勢や理解度を点検する定期試

験の復習（不正解、偶然正解した問題に重点を置いた）理解定着までの反復に尽きると思います。この姿勢は、より高い応用力を試されることの多

い対外模試も同じです。自分の興味関心がなんであるのか、それはどの大学で学べるのか、合格にはどの程度の学力が必要かなど、学校見学会に参

加するなどモチベーションを高めつつ、焦ることはないものの、できることなら早期に志望校を定めることが、今後の高校生活における学業や部活

動の充実につながるのではないでしょうか。

川村学園女子大学

本学のアドミッションポリシー、志望する学部、学科への理解を深めるためにも、オープンキャンパス、学校見学等へご参加、ご来校ください。ま

た、本学の奨学生制度には、「成績優秀者支援制度」「検定資格特待生制度」もあり、高校生活までに積み上げてきた学習成果で、授業料の免除が

受けられます。「教養」と「資格」の二本柱を展開する本学は、一人ひとりの夢の実現を教職員一同でサポートしています。

敬愛大学
本学は定員395名の小キボ大学です。1000人を超えるキボの大学との大きな違いは、「教員と学生の距離の近さ」です。オープンキャンパスで、学

生スタッフや教員と話せる機会を多く設けていますので、ぜひ小キボ大の雰囲気を知って、自分の肌に合うかどうか確かめてみてください。

帝京平成大学
大学HPにWEBオープンキャンパス、各学部の特徴、過去問、模擬授業等、様々な情報がありますので、是非ご覧いただき、理解を深めてくださ

い。

東洋学園大学
東洋学園大学への志望理由やアドミッション・ポリシーの理解が重要です。ぜひ学校見学などで大学理解を深めてください。

秀明大学

学校教師学部は「全寮制」です。毎年そのことを知らずに出願される方がいます。将来教師を志望されている方で、本学を志望校の候補にされる場

合は、ぜひHPやパンフレットで全寮制としている理由について確認しておくと良いと思います。全学部全選抜方式で面接試験を実施していますが、

学校教師学部では当然のことながら寮生活についての心構えが確認されるからです。

植草学園大学
面接の所作やテクニックより、専門職として働くイメージやビジョンを持てるような指導をしていただけるとよいのではないかと感じる。

亜細亜大学
過去問題集を活用して学習を効率的に進めてください。

大妻女子大学

本学では受験の機会を増やすためにも、まずは9月の総合型選抜からの受験をお勧めしています。総合型選抜での結果がおもわしくなかった場合、次

に11月の学校推薦型選抜を受験することができます。(学校推薦型選抜は全体の学習成績の状況に要件がありますので、必ず募集要項でご確認くださ

い)

また、できるだけオープンキャンパスに参加いただき、学科・専攻での学びの特徴を理解してください。なぜ本学でなくてはいけないのか、さらに

はその学科・専攻で何を学び、将来にどう活かしたいのか。本学では試験当日の面接試験を重視しています。先生や先輩と直接話すことで理解を深

め、試験に活かして下さい。
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共立女子大学

総合型選抜：志望する学部・学科・科のアドミッション・ポリシーを理解し、求められる人物像を理解する。また学びと将来の目標を紐づけ、志望

動機をつくってください。学力と共に進学目的意識も評価します。

学校推薦型選抜：調査書、推薦書、面接、小論文を総合的に評価します。高校のテストで良い成績を取り、課外活動にも積極的に参加し、高校生活

を自信をもって語れるようにしてください。

国士舘大学
建学の精神・教育理念・教育指針などへの共感。

駒澤大学
受験する学部・学科のアドミッション・ポリシーをご確認のうえ、ご受験ください。

駒沢女子大学

本学の面接は受験生1名に対して、面接官2～3名の個人面接がメインです。自己ＰＲや秀でいた能力・資質をアピールすることも大切ですが、本学

では、アドミッション・ポリシーの求める学生像や希望する分野・テーマの理解度、進学する目的意識などを特に重視しています。

昭和女子大学

総合型選抜は2023年度入試から併願可（14学科中10学科）、

公募制推薦入試も他大学との併願可です。

過去問題も公表しています。

2022年度の入試結果はホームページおよび大学案内で公表しています。

ご利用のうえ、ご出願ください。

女子栄養大学

女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部では、「食・栄養・健康」の専門大学として、同分野を目指す高校生の皆様へ様々な選抜方法を準備してい

ます。ご自身の力を最大限に発揮できる選抜で、ぜひチャレンジしてください。

白百合女子大学

本学は知性とともに、感性を大切に育てたいと考えている大学です。デジタル社会が進むにしたがって、ますます一人ひとりが持つ“想い“と、それ

をカタチにしていくために“共感“を得ていく働きかけが「人間らしさ」としてクローズアップされてくるはずです。本学の総合型選抜においても、

そのような想いをしっかりと語ることができる力を評価しています。想いを語るためには、なぜ、どうして自分はそのように考えるのかを、自らの

中で突き詰めていくプロセスが大切になります。そのプロセスを丁寧に行い、具体的に、自らの文字や言葉で表現していく習慣を日頃からつけてお

くとよいかと思います。

聖心女子大学

聖心女子大学は第一志望の志願者を大切にしています。

本学は入学直後の学生満足度がとても高い大学ですが、特に第一志望での入学者は入学時点での本学への満足度が高く、それが全体の満足度、帰属

意識を支えてくれていると考えています。

その意味で、学校推薦型選抜（指定校推薦）や総合型選抜（アドミッション・オフィス方式）ではできるだけ受験していただきやすいような方式を

採っています。

皆さんのチャレンジをお待ちしています。

大正大学

大正大学の「総合型選抜」や「学校推薦型選抜」では”学力の3要素”について、総合的に多様な観点から判定いたします。

出願にあたっては、オープンキャンパスや個別相談などで、事前にお問い合わせいただきましたら、入試のポイントについてご指導させていただき

ます。

高千穂大学

総合型：高千穂大学の建学の精神や3つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）に共鳴し、高校

生活で経験した活動を基に、目的意識の醸成や将来の目標を設定し、それを達成しようとする意欲の旺盛な者を募集します。

学校推薦型：高千穂大学の建学の精神や3つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）に共鳴し、

入学を強く希望する学業・人物ともに優秀な者で、高等学校長が推薦する者を募集します。

拓殖大学

拓殖大学は5学部14学科からなる総合大学です。総合大学の強みとして、外国人留学生が多く国際色豊かであること、留学制度が充実しているこ

と、多様な学びを可能とするカリキュラムを提供していること、入試に関しては併願や複数回の受験が可能となっていること等が挙げられます。

拓殖大学はこれらの強みを活かし、学生一人ひとりに合った学びのカタチを、受験生一人ひとりに合った受験制度を提供します。

東洋大学

東洋大学入試情報サイト「TOYOWebStyle」で、受験生に役立つ様々な情報を発信しています。当サイトのメンバー登録をいただくと過去３年間の

入試問題が閲覧できます。

本学の学びの紹介、イベント案内、そして入試情報・出願手続きなど、すべては「TOYOWebStyle」から始まります。

立教大学

自由選抜入試は志望する学部に関連した高い能力を持つ者、あるいは学業以外の諸活動の分野に秀でた個性を持つ者で、本学並びに各学部の教育目

的を理解し、そこで学びたいという熱意のある学生を受け入れることを目的としています。立教大学で自分の持つ能力や個性をさらに豊かに開花さ

せたいと考える人たちの、積極的な出願を歓迎します。

デジタルハリウッド大学
アドミッションポリシーに記載の通り、”Entertainment. It's Everything."の精神に共感する方を国内外から広く受け入れます。

東京医療学院大学
どのような医療従事者になりたいかを考えている方、患者さんとのコミュニケーションを大切にできる方を求めます。

神奈川大学
勉強だけでなく、課外活動等、様々なことにチャレンジしてください。
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産業能率大学

総合型選抜も各種あり、それぞれ求められている力やその表現方法が異なります。ご指導されている生徒の方の強みが発揮できる方式を選択するた

めにも、大学ＷＥＢサイトやオープンキャンパス等で各方式の内容を把握いただくことをお勧めいたします。

横浜商科大学

志望理由は、より明確であることが望ましいので、オープンキャンパス等の大学主催イベントには積極的に参加し、大学での学びのイメージを深め

てください。

また、社会科学系統の学部となるため、日頃から社会の出来事に関心を持ちニュースを見たり、記事を読むようにしておくと、面接の際にも役立つ

と思います。

新潟経営大学
面接と小論文の指導をお願いしたい。

新潟工科大学

基礎学力確認テストの結果が基準未満と確認された場合は、他の条件を満たしていても不合格となります。

同テストは「数学Ⅰ」から幅広く出題していますので、「数学Ⅰ」の復習をしっかりと行ってください。

長岡崇徳大学

本学は看護師・保健師の養成大学である。志望理由書を書く際には、看護師・保健師を目指すようになった動機だけでなく、その後の学習や体験も

加え、どのような看護師・保健師を目指しているかも是非記載して欲しい。

身延山大学

身延山大学は福祉学・仏教芸術・日蓮学の3分野を単一学部学科に展開しております。本学の大学名、学部名称にとらわれず、受験生が目指す資格や

学びたい分野を確認して、本学の内容と合致するのであれば、ぜひこの少人数教育で内容の濃い教育を本学で体感していただきたいと思います。

松本歯科大学
歯科医師になりたいと思うモチベーションの高い学生。

清泉女学院大学

コロナ禍の影響か、大学研究が不足した状態での志願が散見されます。本学では出来る限り大学理解（学びの内容や学校の雰囲気等）の機会提供を

引き続き心掛けてまいります。大学との接点を多く、広く持つようご指導いただければ幸いです。

岐阜協立大学

本学では、学業成績や高校在学時に取得した資格、スポーツ文化活動など、高校生活での頑張りを様々な形で評価する入学者選抜がございますの

で、入学者選抜要項をご確認いただき、ご自身にあった選抜方法を見つけていただけたらと思います。

岐阜聖徳学園大学

学力検査は、赤本等で過去問題を公表していますので、数年分を解くことをおすすめします。最新の赤本は、7月からのオープンキャンパス参加者に

プレゼントいたします。また、オープンキャンパスや会場ガイダンスで本学の入学者選抜についての説明とさまざまな質問をお受けする場を設けて

おりますので、是非ご活用ください。

岐阜医療科学大学

岐阜県で唯一の医療総合大学です。

未来の医療人を目指して一緒に頑張りましょう！

静岡英和学院大学

四大は、文系の総合大学といえる「くくり募集」及びメジャー（専攻）制を取っている。１年次の広い基礎的専門分野の学びから、２年次以降の専

門文やを複数の中から選択出来る学びの選択権が保証されている。

浜松学院大学

本学では、一般入試、大学入学共通テスト入試、推薦入試、総合型入試、英語資格特別入試という主に５つの入試を行い、本学で学びたい生徒を幅

広く募集しています。

給費生選抜（チャレンジ）という授業料等給付制度や、通学費、住居費助成制度といった学生生活をサポートする制度もあります。

浜松学院大学で一緒に学びましょう！

愛知大学

大学についての情報収集において、各種媒体で学部や入試・学生支援などについて調べるのはもちろん、オープンキャンパスなどを活用し、学生や

教職員の言葉や雰囲気、キャンパスや立地の環境、教育施設などから自分なりに学風を感じ、そこでの学生生活をイメージし、具体的な志望理由に

おとしこんでいただければと思います。

愛知工業大学

本学は学校推薦型選抜を実施しており、スポーツ推薦・女子学生推薦・一般推薦においては、小論文を課しています。

小論文対策として、過去5年間分の問題を配布しております。

出題テーマの傾向分析や練習問題として活用できますので興味のある方は、ぜひ資料請求をしてください。

豊田工業大学
「豊田工大で工学を学びたい！！」という強い意欲をお持ちの方のご受験をお待ちしております。

名古屋経済大学
現在の学力に自信がなくても、入学後基礎からしっかり学びますので心配はありません。面接では、学生の学ぶ意欲を重視しています。

名古屋芸術大学
本当に目指す学科、専門分野に適した子かしっかり見極めて頂き、受験して頂くようご案内願います。

四日市大学

本学は、高校までの教科試験に自信のある生徒であれば公募制推薦（学校推薦型選抜）を、また勉学以外に主体性や行動力、様々な活動を通して充

実した高校生活を過ごされた生徒には、AO入試（総合型選抜）をお勧めください。生徒さんの様々な特性を生かした入試を実施させて頂きます。
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長浜バイオ大学

大学の知名度や難易度だけで、大学選びを考えていませんか？自分が何を学びたいのか、それを実現できる大学はどこなのか、じっくり考えてみて

下さい。

びわこ学院大学
2023年度入試の総合型選抜の入試日程・選考方法等が変更となります。詳細は、2022年４月中旬～下旬頃公表となります。

京都外国語大学

入学試験によっては、語学検定試験結果が必要となりますので、出来れば、語学検定試験を受験しておいて頂ければと思います。基準等については

ＨＰをご参照頂くか、もしくは入試センターまでご連絡下さい。

京都先端科学大学

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」と「理解力」「コミュニケーション力」を重点評価しています。学力だけ

でなく人間力も培っていってください。

京都産業大学

公募推薦入試(学校推薦型選抜)では一般選抜と比べて基礎的な学力を判定するため、大学入学共通テスト対策として勉強してきた内容で高得点を狙

うことができます。AO型の入試(総合型選抜)では学部ごとに、学力だけによらない多様な選考方法を用意しています。京都産業大学では、将来を見

据え、主体的に学び、自己を研鑽できる能力・資質を持った学生を求めます。自分自身の得意科目や強みを最大限に生かせる入学者選抜でチャレン

ジしてください。

京都橘大学

オープンキャンパスでは受験生向けの「入試対策講座」を無料で受講いただける日程がございます。

また本学入試サイトでは、過去問題の掲載や予備校講師の方々より頂いた科目別学習アドバイスを掲載しています。

ぜひご活用ください。

京都医療科学大学

本学ではアドミッションポリシーに基づき基礎的な学力を問う試験を行います。求める能力は、「基礎的な数学能力・国語能力・英語能力」で従来

より入試問題に反映させています。

医療に関する専門的なことは、入学後に学びますので、不安にならずまずはチャレンジしてみてください。

京都華頂大学
これまでの活動や経験から、将来どのような人物になりたいかを明確にしておくとよいと思います。

帝塚山学院大学

大学について知ることが合格への第1歩になります。オープンキャンパスや相談会等を利用し「どのような人材が求められているのか」「なぜその大

学に魅力を感じたのか」をぜひ知り・感じてみてください。

面接では、受験生の方の熱い思いを試験監督に伝える練習。科目試験では、過去問題を複数年取り組んでいただくと出題の傾向が分かります。

些細なことでも、疑問質問があればいつでもお問い合わせください。

より良い進路選択ができるようお祈りしております。

桃山学院教育大学
教員をめざすために基礎学力が必要なのは当然ですが、物事を論理的にとらえ、発信する力も小論文等の練習で身につけておいてください。

千里金蘭大学

総合型選抜AO方式では、受験生の皆さまのこれまでの活動や将来への想いなどを大学へ伝えてください。

総合型選抜基礎学力型では、これまでに学んだ教科・科目の知識を生かしていただけます。

学校推薦型選抜指定校型では、これまでに不合格者は出ておりません。本学へ入学したい方はご検討いただければと思います。

学校推薦型選抜スポーツ型では、バレーボール部・卓球部・ソフトテニス部で募集を行っております。

千里金蘭大学は、2023年4月に3学部3学科になります。

栄養学部（スペシャリスト養成コース、国際栄養コース）

教育学部（小学校教育コース、保育・幼児教育コース）

看護学部（看護師、保健師、助産師、養護教諭一種免許状）

※設置構想中であり、名称及び内容は変更になる場合があります。

大阪河崎リハビリテーション大学

本学の総合型選抜は、得意分野を生かせる多様な入試方式を準備しています。1度の検定料で何度も受験することができ、また、オープンキャンパス

やオンライン形式での個別相談も実施しています。詳細は本学ホームページで最新情報をご確認ください。

（https://www.kawasakigakuen.ac.jp/）

大阪信愛学院大学
高校で学習する受験科目について、標準的な学力を獲得すれば受験に対応できます。

甲子園大学
オープンキャンパス、個別での大学見学などで事前に本学が自分に合う大学かどうかを見極めてほしい。

神戸学院大学

学校推薦型選抜（公募制推薦入試）は基礎的な適性調査に加えて、調査書（全体の学習成績の状況）や部活動、資格取得など正課外活動の成果を点

数化し、総合的に合否判定しますので、高校における勉学はもちろんのこと、課外活動への積極的な参加や検定試験の受験、資格取得にも挑戦する

など、充実した高校生活を過ごしてください。

神戸女子大学

基礎学力試験は、出題範囲が絞られており、取り組みやすいのが特徴です。また、試験科目は文系・理系問わず、幅広い選択が可能です。得点の高

かった方の科目を２倍にして判定する入試や英語の資格（英検や「GTEC」）を活かせる入試もあるので、自分の得意な科目で合格を狙う方法もあ

ります。過去問をしっかり解き、苦手な分野の克服と得意な分野の強化に取り組み、合格を目指してください。
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宝塚大学

・宝塚大学は、本学で学びたいという意欲の高い方に是非ご入学いただきたいと考えています。学科試験においては、高等学校で修得する基礎・基

本から出題しますので、学校での学びを大切にして下さい。

大学入学はゴールではなく夢に向かうためのスタートラインです。目的意識を持ってチャレンジされる皆さんをお待ちしています。

・宝塚大学アドミッション・ポリシーをご確認下さい。

アドミッション・ポリシーに共感し、メディア芸術を広く学び、社会に貢献出来る強い志を持って試験に臨んで頂ければ幸いです。

流通科学大学

流通科学大学ではオープンキャンパス・入試相談会で面接練習を実施しております。試験本番と同様の面接室で練習ができます。他にも入試対策講

座や過去問題集の配布等も実施しておりますので、是非、大学に来て受験対策することをおすすめします。

帝塚山大学

過去3年分の過去問題集を無料配布していますので、オープンキャンパス等で入手して下さい。また、10月には公募制推薦向け、12月には一般選抜

向けの入試対策講座を開催しますので、ご利用下さい。

和歌山信愛大学

地域社会や国際社会などに対する広い視野を持つと同時に、一人ひとりを大切にする深い人間愛を有し、強さと優しさを兼ね備えた、教育者を養成

します。

美作大学

本学が養成している人材で管理栄養士、栄養士、社会福祉士は高校までで関わる機会が少なく理解が及びにくい分野となります。そのため、志望動

機が適切でないということが多々発生しています。ミスマッチのない進学を実現するためにも分野理解を深めることを優先していただきたいです。

環太平洋大学

環太平洋大学は、４年間で学生を大きく成長させることに全力で取り組んでいます。面接試験では、高校までの自分をさらに高めたい、自分を変え

たいなどの今の気持ちや姿などをしっかりと語ってください。入学後は、社会で活躍できる人間力や知力を高め、夢の実現に向けてあなたを全力で

サポートします。

エリザベト音楽大学

目標をはっきりと持ち、自己を磨くつもりで入学してほしい。

自分次第で伸びていける環境は整っています。

広島文化学園大学

看護、教育、保育、健康スポーツ、音楽等の領域にまたがり、対人支援を基軸にした教育を展開する大学です。当該領域の学びを実践的に学びたい

方に、ぜひおいでいただきたいです。

比治山大学

本学を志望している受験生の皆さんには、本学のアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを理解し、受験の準備をす

すめていただければと思います。

松山大学

志望学部・学科の教育カリキュラムについて理解した上で、大学卒業後の希望進路に向けたゼミや講義を中心とする4年(または6年)の学びを具体的

に計画し、その目的を達成するために高校での学びを意欲的に取り組むことが理想です。

九州国際大学
大学の生の魅力が分かるのはオープンキャンパスですので、皆さんのご参加をお待ちしております。

九州女子大学
面接や面談の準備をして、本番に臨んでほしい。

中村学園大学
アドミッションポリシーの理解や過去問題の対策。

令和健康科学大学

・小論文は、設問に対して自分の考えを記述できるように練習しておくと良いと思います。

・各学科のそれぞれの職業の特徴を理解しておくことが望ましいと思います。

長崎国際大学

基礎学力検査については、授業をしっかり理解して基本的な事項を定着させること。面接については、自分の目標や学習意欲、これまで努力してき

たことを自分の言葉で簡潔に話せること。

崇城大学

入学後のミスマッチを防ぐために、様々な手段での情報提供を心がけています。ホームページやパンフレットでの大学選びで終わらないよう特に個

人見学にも力を注いでいますのでご活用ください。

また、大学からの一方的な情報提供、自己満足にならないためにも、受験生や先生方からの声に耳を傾ける姿勢を忘れないよう意識していますの

で、大学に対してもアドバイスを頂けると嬉しいです。

九州ルーテル学院大学

学科試験は、年度や教科によって少し難易度が異なっています。2021年度については、合格者平均点（素点）を大学ホームページに公開しているの

で参考にしてください。

立命館アジア太平洋大学

志望大学の特徴は同系の他大学と比べてどういうところなのか。他大学にはなく、この大学でだからこそ学べる部分を生かしながら自分をどのよう

に成長させていきたいのか。この辺りをより明確にできている受験生は魅力的に感じるのではないかと思います。

宮崎国際大学

・学部が求める基礎学力を十分に身に付けていること。

・なぜ本学なのか、本学で何を学びたいのか、学んだことを将来どう生かしたいのかを明確にしておく。



大学名 受験生や受験生を指導している先生方へのアドバイス・メッセージ

大学別アドバイス・メッセージ一覧

※「学校推薦型選抜・総合型選抜に関するアンケート」（2021年12月～2022年2月に４年制大学向けに実施）の回答内容をもとに作成

第一工科大学

１.本学で学ぶ目的や意義が明確で、新しい技術的な創造に知的好奇心を有する者

２.人間、社会、自然と技術の関わりに関心を持ち、ものづくりに積極的に挑戦する気概を持っている者。

上記のものは大歓迎です。


