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環境文化論/東京学

四大に負けない！熱心なセミナー指導

日文コースの人気授業！

書くこと・読むことを極める！

M.A.さん
（共立女子大学 文芸学部 
日本語 日本文学コース）

2年次
W.K.さん

『ノルウェイの森』講読中！

伝える技術
コミュニケーション論

1 2 2
論理的思考・文章表現 1 2 2
ライフプランと自己実現 1 2
英語A 1 2

TOEIC®演習Ⅱ
1 2
2 2

なんといっても現役作家による卒業創作指導のセミナーがあること（2019年
度は雪乃紗衣先生です！）。この授業で受講していた沙藤菫さんは、現在ラ
イトノベル作家として活躍中。『朔月京　物の怪語り』三部作（写真）は物
の怪の跋扈する仮想都市・朔月京の話、読みごたえあります！
キュートな黄色い表紙は「アニメの物語学」の教科書。日文コースだけでな
く文科はもちろん生活科学科にも評判の授業です。

千字エッセイコンテストは年2回。お題にこたえてリテラシーの力
を鍛えます。

文科だけの小さな図書室・読書室には、今読みたい本がずらり。
何気なく手に取った本が生涯の友になることも。

読書室委員会もあります。ブックパーティーは「一押し！」の本
を持ち寄って、いかにすてきかプレゼンテーション。お茶とケー
キも楽しいイベントタイムです。

本コースのみ１年次からセミナーがあり、履修が必須。２
年次のセミナーでは「卒業論文」「卒業制作」から好きな
方を選択します。

正直、勉強は好きなほうでは
ありませんでした。ですが短
大に入学し「学ぶことには楽
しさがあり、その先に古文を
読む上での知識や歴史を勉強
する」という授業に、今まで
忘れてしまっていた学ぶこと
への楽しさを思い出しまし
た。大学へ編入しもっと古文
を深く勉強しようと決める
きっかけとなる授業でした。
編入後は、授業も多く内容も
濃くなり知識はまだまだ追い
つきませんが、「楽しい・好
き」という気持ちがあるから
頑張れます。

村上春樹の『ノルウェイの森』
を研究していく中で、自分では
気が付かないような新たな視
点を得ました。登場人物の心
情をかなり深く読み取ってまと
めるため、読解力や想像力が
鍛えられました。レジュメ作成
は大変なこともありましたが、
完成して発表した時は達成感
がありました！

●●●

新設科目の紹介
カルチャー科目の「東京学」。東京シティガイド検定を視
野に入れた、多角的にTokyoを学ぶ授業です。
英語コースではTOEIC600点以上を目指す2年生対象の
演習科目を増設。更なるスコアアップが期待できます。



英語コース紹介 心理学コース紹介

英語コースの先輩たちは様々な給付奨学金を
活用して学んでいます

齋藤規子給付奨学金が
2年次後期の学費に充
当され、編入学を目指す
上で経済的に大きな励
みに。春休みに米国ペン
シルバニア大学に留学
したことで更に学ぶ意
欲 が 高 ま り 、英 語
CASECテストでは53%
という驚異的な伸び率
を達成！（スコア伸び

率：全学平均2％）現在は専修大学に編入学し、念
願だった社会学を学んでいます。 

（2018年度卒 K.A.さん）

クワハラタカシ給付奨学金10万
円が授与されました。短大では文
科英語スピーチコンテストで2年
連続学長賞を受賞。現在は特別
推薦で国際学部に編入学し、途
上国の貧困問題について学びを
深めています。

（2018年度卒 D.E.さん）

成績優秀な学生に贈られる平成
30年度櫻友会賞10万円を受賞。
在学中にTOEIC®が大幅にスコア
アップ（430点：全学65位→620
点：全学7位）し、異文化理解のゼ
ミでは多文化共生社会について
英語でプレゼンテーションを行い
ました。今年度から国際空港で勤
務しています。

（2018年度卒 Y.M.さん）

ダンスの世界大会で優勝し、国際
的な活躍が認められ、廣川シゲ給
付奨学金（学内外における優れた
諸活動で成果を挙げた学生に贈
られる褒賞金）10万円を受賞。現
在も全力でダンスに打ち込んでい
ます。

（2年次 M.Y.さん）

学費の負担を少しでも軽くするた
めに実務体験奨学生（年間36万
円給付）として就職進路課の仕事
に携わっています。wordやexcelを
使った実務経験を就活に活かし、
他学部にも友人の幅を広げられ
たので、この制度を利用して本当
に良かったです。 

（2年次 W.C.さん）

就活生を支援する櫻友
会就活支援奨学金 2 0
万円を頂きました。在学
中は文科リテラシー優
秀者として表彰のほか、
英会話ルームのチュー
ターや学内サークルの
代表を務めるなど、積極
的に活動し、充実した2
年間でした。英語教育
に携わりたいと考え、英

会話スクールから内定を戴きました。 
（2018年度卒 S.H.さん）

親元を離れて頑張って
いる共立生を経済的に
応援する櫻友会就学支
援奨学金 2 0万円を獲
得。学生寮で初めて一
人暮らしをしながら英
語に全力投球した結
果 、1 年 次 後 期 に
TOEICで715点を獲得
できました。

（2年次 S.K.さん）

2018年度
英語コース
就職率
100%!

臨床心理士に合格！カウンセラーになりました。

О.R.さん　共立女子短期大学心理学コース卒業
東洋英和女学院人間科学部人間科学科編入学
人間科学科臨床心理学領域修士課程（大学院）修了

短大のメリットは？　
短大、編入した大学、大学院すべて2年間です。マンネリになる暇もないし、2年ごとに進路
を選択できる。リセットもしやすい。学費の面でも2年間なのでメリットがありますね。

印象に残った短大の授業は？　
「アートと心理」です。中でも色彩分割法の技法がおもしろかったです。卒業論文は少年
犯罪などについて取り上げましたが、それまで学んできた心理学の総まとめとして文章に
できたのがすごい経験でした。また心理学コースの英語翻訳の授業で論文を読む力が
つき、大学院受験の時にもこの授業の経験が支えとなりました。

修士論文のテーマは？　
「単純図版による「塗り絵」の橋渡し機能～リラクゼーションと自己効力感の観点から
～」という題で修士論文を提出しました。共立での「アートと心理」の色彩分割法を学
んだ時から「塗り絵」は私のテーマでしたし、この授業がなけれ
ば書けなかったと思います。

臨床心理士を目指した理由は？　
やはり上淵先生の授業で、事例とか「現場はこんな感じなのよ」
と話してくれる時も、個人情報を隠してクライエントを守るってこ
ういうことなんだ、臨床心理士ってすごいなと思わせて下さった
ことが大きいです。

今後の目標は？　
今は某大学の学生相談室で事務補助をしています。今後はス
クールカウンセラーや教育相談所のカウンセラーを目指します。

O.R.さんは文科心理学コースを卒業後、勉強の継続を志して心理学コースのある東洋英
和女学院大学に編入学。大学卒業後、更に大学院に進み所定の課程を修了し、そこから
臨床心理士資格認定のテストにチャレンジ。これら難関を次々突破して合格！晴れて臨床
心理士となりました。教え子であるO.R.さんに上淵真理江先生がインタビューしました。

心理学卒業演習
実験や調査等の心理学研究の方法をおさめます。
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今年度より心理学検定の
受験料補助が始まりました！

最終的には10科目受験を目指す心理学検定ですが、まずは3
科目受検から。受験料の約半分を文科が補助します。一度検
定に通れば生涯有効です。検定という目標に向けて計画的な
学習を進めましょう。



文科では卒業生と在学
生が連絡を取れるよ
う、「OG名簿」を作成し
ています。この名簿は助
手室にあり、在学生が
連絡を取りたい卒業生
をいつでも気軽に調べ
てもらうことができます。

短大では文学
について幅広
く学び、卒業
論文は小説家
の先生のご指
導のもと、自身
で創作した小
説を書き上げ
ました。とても
貴重な体験で
した。文科は、
先生や助手さ
んが就活の悩

みだけでなく、日常的な相談にものってくれる
とてもアットホームな学科です。
就職活動では、何から始めればいいかわから
ない状況でしたが、就職進路課に通い、エント
リーシートの書き方から面接まで、一対一で
しっかりとサポートしていただきました。
先生方の親身なアドバイスもあり、嬉しいこと
に第一志望だった金融機関に内定を頂くこと
ができました。
現在では、新入職員として慌ただしく過ごして
おります。卒業した今でも短大時代の先生や
友人と連絡を取り合い励みにしています。

M.M.さん　
（昭和信用金庫）

就職活動を振り返ってみると、1年生の夏休みに
SPIの講座を受けたり、11月から就職進路課に
通って面接練習を受けたりと、早くからの準備が
良かったと思います。解禁日の3月には万全の状態
でスタートを切れ、面接で緊張することもほとんど
ありませんでした。就職活動は、周りと比べたりせ
ずに自分のペースで納得するまで続けることが大
切です。面接は数をこなすこととフレッシュさが大
事なので、笑顔でハキハキと質問に答えます。私は
様々な企業の方から笑顔と声が素敵だと褒めら

れました。
文科は就職対策
に手厚い上に、何
か困った時にどん
なことでも相談で
きる方がたくさん
いたので安心し
て2年間を過ごす
ことができ、共立
で良かったと心か
ら思いました。優
しい先生方、面倒
見の良い助手さ
んがいるのが文
科の一番いいと
ころです。

O.Y.さん　（三菱ビルテクノサービス（株））

就活の時に他の人と
差をつけられるように、
学生時代は様々なこと
に参加していました。学
内で開催される英語の
スピーチコンテストや
千字エッセイコンテス
ト、国内留学、また学外
の活動ではボランティ
アに参加しました。また
進路課の面接練習を
積極的に利用しまし
た。そのおかげで自信
もつきましたし、落ち着
いて本番に臨めまし
た。文科には学生一人一人のやりたいことを応援して
くれる環境、新しいことに挑戦できるプログラムがたく
さんありました。
短大は4人制の大学と比べ、少人数なのでみんな仲良
く、そして先生とも距離が近いことが魅力だと思います。
わからないことは先生はもちろん、助手さんや進路課の
方にも気軽に相談することができます。そ
して就活の時には周りの大人方が全力
でサポートしてくれる、面倒見がいいとこ
ろも他にない大きな魅力だと思います。

K.A.さん
（電機大手　一般職）

自分では気づかない癖をプロの視点からチェック。「気づかない
うちに習慣になっていたけど、言われてみるとすごく気になる！」と
学生の声。また、面接官役になれば、「面接官側」の視点を学ぶ
こともできます。採用したい人が、すぐわかる！

学生が苦手とするエントリーシート。全員のESを添削していただ
きました。どのような文章が良いのか・狙いはどこかなどについて
具体的なご指導がいただけます。

内定がなかなか決まらない学生や、最終面接で不採用となった学生に対して、どこでつまずいているのか、どのように改善すればよいのか、一
人ひとりが抱えている問題に親身になって向き合ってくださいます。

短大での勉強が
大学編入の道を開く！

主な就職先・進学先 就職率
94.3%

就職先（2016～2018年度）
●ANA成田エアサポートサービス（株） 
●ANAスカイビルサービス（株） 
●（株）JALスカイ 
●住友精化（株） 
●日新製鋼（株） 
●（株）島津理化 
●いすゞ 自動車（株） 
●パナソニック（株）
　ライフソリューションズ社
●三菱電機ビルテクノサービス(株) 
●積水マテリアルソリューションズ（株）

●クリナップ（株） 
●立川ブラインド工業（株） 
●新明和工業（株） 
●（株）パイロットコーポレーション
●三菱鉛筆（株） 
●コナミホールディングス（株） 
●日本ホテル（株） 
●（株）東京ドーム 
●（株）近鉄エクスプレス 
●藤田観光（株）

●日本通運（株）
●（株）三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
●（株）ジェイアール東海パッセンジャーズ
●（株）横浜銀行
●横浜信用金庫
●大東京信用組合
●昭和信用金庫
●三井住友トラスト・ビジネスサービス（株）
●埼玉県（事務）
●防衛省　航空自衛隊

進学先（2016～2019年度）
●共立女子大学（家政学部）
●共立女子大学（文芸学部）
●共立女子大学（国際学部）
●北海道教育大学（教育学部）
●専修大学（社会学部）
●奈良女子大学（文学部）
●駒沢女子大学（人文学部）
●相模女子大学（文芸学部）

編入学を希望する学生を全面的にサポートします。「どうすれば共
立女子大学に編入できるの？」「短大１年ですべきことは？」「編入
後の勉強のコツは？」「他大学を受けたいのですが」など疑問に思
うことはすべて相談にのります。

文科での日々の学びそのままが評価され、
共立女子大学や他大学の3年生編入が実現します

●日本文学・表現コースなら……二松学舎大学・清泉女子大学ほか
●英語コースなら……実践女子大学・恵泉女学園大学　ほか
●心理学コースなら……東洋英和女学院大学・聖徳大学　ほか

文科にはこれ以外にも多くの推薦編入学枠があります。
短大での勉強を深めつつ、次のステップへつなぐことができます。

文科から他大学の推薦編入学

文科専任教員有志により、１年次に在籍している学生のうち、経済的
理由で学費納入が困難な学生を支援する目的で作られたものです。

I.H.さん
（共立女子大学 文芸学部 
文芸教養コース編入）

A.K.さん
（共立女子大学
　国際学部編入）

入学当初から編入したいという気持ちがあ
り、助手さんからアドバイスをいただきなが
ら１年次からこつこつ準備していました。
短大では古典や近代文学作品を通じて文
化や歴史を学べることを楽しく思うと同時
に、日本だけでなく興味のあったヨーロッパ
も同じように学びたいと思い、文芸学部文
芸教養コースに編入を決めました。
今は希望通りヨーロッパの文学を中心に、
興味のある戯曲や映画などを学んでいます。
短大で文学作品を学ぶ楽しさを知り、四大
で興味の幅を広げ、日々楽しく授業を受け
ています。

短大で印象に残っているのは、基礎ゼミナー
ルでのボランティア活動です。お年寄りから子
どもまで、年代の異なる人 と々ゴミ拾いをした
貴重な経験をレポートにまとめました。英語
スピーチコンテストでの、スピーチ原稿の添
削はもとより発音・アクセントまで細かくご指
導を頂いて入賞した喜びも忘れられません。
大学編入を志したきっかけは台湾旅行でし
た。日本も含む東アジア圏の文化と歴史を深
く学びたいと国際学部で学んでいます。また
日本語教師養成課程を受講し、来日する外
国人労働者のみなさんの助けになりたいとが
んばっています。

文科助手室
助手室は本館15
階1 5 0 2にありま
す。授業の取り方
を始め、就職・編
入・学生生活すべ
て相談にのってく
れます。文科の2
年間助手さんの
お世話にならない
学生はいません！

文科の就職・編入進路支援 文科修学奨励給付奨学金設立!



2020年度 文科入試一覧

30 6月23日（日）～9月15日（日）(出願期間：2期)

11月24日(日)

11月17日(日)

1月27日(月)

2月8日(土)

3月10日(火)

1月18日(土)・19日(日)
センター試験日

6月1日（土）～8月30日（金）必着

6月23日（日） 6月19日（水）
7月21日（日） 7月17日（水）
8月3日（土） 7月30日（火）
8月4日（日） 7月30日（火）
8月24日（土） 8月19日（月）

7月21日（日）
8月3日（土）
8月4日（日）
8月24日（土）
9月15日（日）

①菅野 扶美「ドラえもん・のび太と
　弁慶・義経―しずちゃんもいるよ―」
①②C.A.ピッツ「Let’s Speak Real English!」
②一前 春子「幼少期の教育の重要性」

②岡部 隆志「『千と千尋の神隠し』の文化論」
①②C.A.ピッツ「Let’s Speak Real English!」
②一前 春子「幼少期の教育の重要性」

②高橋 修「教室のなかの『こころ』」
①②C.A.ピッツ「Let’s Speak Real English!」
②一前 春子「幼少期の教育の重要性」

②高橋 修「教室のなかの『こころ』」
①②C.A.ピッツ「Let’s Speak Real English!」
②上淵 真理江「臨床心理士の教員から
　カウンセリングを学ぼう！」

②岡部 隆志「『千と千尋の神隠し』の文化論」
①②C.A.ピッツ「Let’s Speak Real English!」
②上淵 真理江「臨床心理士の教員から
　カウンセリングを学ぼう！」

6月23日（日）

7月21日（日）

8月9日（金）発送
（8/4（日）までに面接をした場合）

9月20日（金）発送
（9/15（日）までに面接をした場合）

30

21

9

2020年度 AO入試コミュニケーション方式

8月3日（土）

①11:20～12:10

8月4日（日）

8月24日（土）

※エントリーシートを提出した後、
　面接となります。

※一次面接と二次面接を同日に受けることはできません。※英語コースは体験授業感想文は必須ではありません。
※8/19（月）以降のエントリーは、8/24（土）までに一次面接（1回）および体験授業を受けた方が対象です。

〒101-0003 東京都千代田一ツ橋2-2-1
TEL： 03-3237-2573

文科
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