
2023年度  文科入試一覧

日程により開催するコースや体験授業の内容が異なる場合がありますので、詳細はホームページをご覧ください。

2022/11/1（火）※1

2022/12/15（木）

2023/3/8（水）

2022/9/24（土）

2022/12/11（日）

2023/3/1（水）

詳細は、対象の高校宛に直接通知します。

2023/1/23（月）

調査書・書類審査（志望理由書）・面接総合型選抜

2022/11/13（日）

2022/12/1（木） 調査書・小論文・面接
公募制推薦

2022/11/17（木） 小論文・面接
海外帰国子女特別選抜

社会人特別選抜

筆記試験（ベストワン方式/オンリーワン方式※2）・
調査書

卒業生子女推薦

指定校制推薦

全学統一方式

2023/2/4（土）・2/5（日）2月日程

2023/3/1（水） 筆記試験・調査書

2023/1/14（土）・1/15（日）

2023/1/30（月）

2023/2/11（土・祝）

2023/3/8（水）

2023/2/11（土・祝）

2023/3/15（水）
大学入学共通テスト・調査書

3月日程

2月日程

3月日程

一般選抜

大学入学
共通テスト
利用選抜

合格発表試験日 選考方法

〒101-8437 東京都千代田一ツ橋2-2-1
TEL： 03-3237-2573

文科

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

全日程：2022/５/22（日）、6/12（日）、７/18(月)、8/6(土)、8/7（日）、8/20（土）、12/4（日）、2023/3/18（土）
上記日程で、日本文化・表現コース、グローバル・コミュニケーションコース、心理学コースの体験授業を行います。 

 体験授業タイトル
日本文化・表現コース：大学で読む芥川龍之介『蜘蛛（くも）の糸』
 〈ことば〉の力を考える

グローバル・コミュニケーションコース：Introduction to English Communication（マリアム先生と一緒に楽しくショップ・ホテル・レストランなどでの英語コミュニケーションを体験しましょう）

心理学コース： 公認心理師の教員と｢アートセラピー｣を体験しませんか？ 
 公認心理師、臨床心理士の教員と「カウンセリング」について学んでみませんか？
 ｢香り｣の｢心理学｣を学び、アロマテラピーを体験しませんか?
  発達心理学―心を研究するとは？

体験授業日程表（オープンキャンパスにて実施）

※個別相談の申し込み期限は、各相談日の2日前までです。
※個別相談は希望者を対象とします。志望動機を考える上で役立つ情報が得られます。
※オープンキャンパスに参加した際の相談も可能です。日程は下記の「体験授業日程表」をご確認ください。
※７/23（土）、８/27（土）はミニオープンキャンパスも実施しております。

個別相談日
Ⅰ期： 2022/5/28（土）、6/18（土）、
 7/23（土）、8/27（土）
Ⅱ期： 2022/10/1（土）、10/29（土）、
 11/19（土）
Ⅲ期： 2022/12/10（土）、
 2023/1/28（土）、2/10（金）

Ⅰ期：2022/9/24（土）
Ⅱ期：2022/12/11（日）
Ⅲ期：2023/3/1（水）

オープンキャンパス・
ミニオープンキャンパス

個別相談の
お申込みはこちら

Ⅰ期：2022/9/1（木）～9/8（木）
Ⅱ期：2022/11/25（金）～12/2（金）
Ⅲ期：2023/2/6（月）～2/22（水）

個別相談 出願期間（必着） 試験日

2023年度  総合型選抜

※詳細は「大学案内2023」や入学者選抜要項をご確認ください。
※1 合格内定を9/29（木）に発表します。
※2 ベストワン方式：３科目受験して高得点1科目で判定。
　   オンリーワン方式：国語、外国語、選択科目から1つを出願時に選択して受験。



文科がめざす未来像

【こんな授業をとろう！】

【日本語教師 モデル】

①日本語教育を学ぶⅠ・Ⅱ

②日本文学・文化の歴史（古典・近現代）

③ことばの仕組みⅠ・Ⅱ

〔人材養成像〕
確かな日本語運用能力と日本文化・文学に
関する知識・教養、および異文化理解をとお
して、日本語運用能力を向上させたい人々
に対し、適切に教育することができるように
なる

【留学 モデル】

〔人材養成像〕
海外の語学学校やコミュニティカレッジ
等で学ぶための語学力と国際教養を身
に付ける

【こんな授業をとろう！】

①ハワイ短期留学

②ニュージーランド短期留学

③卒業研究

【取得をめざせる資格一覧】

・秘書技能検定（2級）
・マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）
・日商簿記
・ITパスポート
・接客サービスマナー検定
・サービス接遇検定
・リテールマーケティング（販売士）検定
・ビジネス文書検定
・WEBライティング技能検定
・日本語教育能力検定
・TOEICⓇ
・実用英語技能検定
・観光英語検定
・全国通訳案内士試験
・翻訳専門職資格
・日商ビジネス英語検定
・ビジネス実務マナー検定
・幼保英語検定
・心理学検定
・医療事務技能審査試験（メディカルクラークⓇ）

【編入合格実績】
・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      
・学習院大学                        　　　        
・学習院女子大学                                
・杏林大学　
・國學院大學                                       
・駒沢女子大学        
・相模女子大学           
・聖心女子大学　　　　　
・清泉女子大学　　　　　　    　
・専修大学　　

・大正大学
・中央大学
・東洋大学
・東京経済大学
・東京女子大学　
・東京福祉大学
・東京未来大学　
・東洋英和女学院大学　
・奈良女子大学
・二松学舎大学　
・日本大学　
・武蔵野大学
・明治学院大学　

※家政学部の関連科目履修や学研
　グループ施設でのインターンシップ
　が可能です。

〈日本文化・表現コース〉

〔人材養成像〕
PC操作・ITスキル、情報リテラシー、確か
な日本語運用能力を生かして、オフィス
ワーカーとして会社を支えることができる
ようになる
【就職実績】

横浜信用金庫
きらぼし銀行
横浜銀行
静岡中央銀行
昭和信用金庫
大東京信用組合

【セールス・マーケティング
   モデル】

イオンリテール
ノジマ
スターツコーポレーション
スタジオアリス
シャノアール
ブリヂストンリテールジャパン
ホクレン農業協同組合連合会

【航空・観光 モデル】

〈グローバル・コミュニケーションコース〉

ANAエアポートサービス
ANAスカイビルサービス
ANA成田エアポートサービス
京王プラザホテル
阪急阪神ホテルズ
日本ホテル
ジェイアール東海パッセンジャーズ
羽田空港サービス
新潟航空サービス

【グローバル系オフィスワーク 
　モデル】

明治安田生命保険
Earth Technology
コナミホールディングス
パナソニック ライフソリューションズ
（旧ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ）
いすゞ自動車
日本通運
NOVAホールディングス

【ソーシャルワーク モデル】

〈心理学コース〉

ミアヘルサ（旧 日本生科学研究所）
医療法人社団 博栄会
HCM
ニチイ学館
社会福祉法人 白山福祉会

【四大編入 モデル】

〈コース共通〉

①キャリアデザイン演習（就職・編入サポート）

②TOEICⅠ・Ⅱ・Ⅲ

③卒業研究

【公務員 モデル】

①基礎ゼミナ―ル

②キャリアデザイン演習（就職・編入サポート）

③TOEICⅠ・Ⅱ・Ⅲ

【就職実績】

東京都（事務）
東京都教育庁
千葉県千葉市（事務）
埼玉県羽生市（事務）
茨城県常陸大宮市（事務）
福島県喜多方市（事務）
大阪府（警察官）
防衛省 航空自衛隊

【コスメ・ビューティ モデル】

プリモ・ジャパン
BANKANわものや
フードコスメ
ダイアナ
ラルフ ローレン
コーセー
シーボン
トリニティ・ワールド

〔人材養成像〕
人と人との繋がりや他者に寄り添う心、確かな
日本運用能力を生かしてコミュニケーション
能力を発揮し、顧客を支援することができる
ようになる
【就職実績】

【編集者・ライター モデル】

〔人材養成像〕
確かな日本語運用能力と想像力・創造力を
身に付け、俯瞰的な視点や表現力、構成力
を持って、編集・執筆ができるようになる

【就職実績】

ひかりのくに
USEN
ソニー・ミュージック
SPGホールマン
小説家

〔人材養成像〕
英語コミュニケーション力と異文化理解力を
活かしてインバウンド業界で活躍できるよう
になる

【就職実績】

〔人材養成像〕
英語コミュニケーション力、英文リテラシー、
プレゼンテーション力を身に付け、事務職で
英語を活用した活躍ができるようになる

【就職実績】

【幼保英語士 モデル】

〔人材養成像〕
英語コミュニケーション能力と指導力を
身に付け、子どもたちの英語学習を指導・
補助できるようになる

【こんな授業をとろう！】

①幼児教育・保育英語（入門）
②幼児教育・保育英語（発展）
③発達心理学Ⅰ

〔人材養成像〕
社会福祉、精神保健、人間の発達に関する
知識やスキルを身に付け、社会生活上の
困難を抱える方々を支援することができる
ようになる

【就職実績】

〔人材養成像〕
カウンセリングやパーソナリティに関する知識
やスキルを身に付け、顧客の悩みに寄り添い、
傾聴、助言することができるようになる

【就職実績】

【サポート系オフィスワーク 
　モデル】

横浜銀行
昭和信用金庫
三井住友トラスト・ビジネスサービス
三菱鉛筆東京販売
住友生命保険
医療法人社団済安堂 井上眼科病院
医療法人社団船洲会 船洲会歯科診療所

〔人材養成像〕
心理学の知識やスキルを身に付け、メンバー
や顧客に寄り添い、各部署の調整やサポート
を行い、円滑にビジネスを進めることができる
ようになる

〔人材養成像〕
四年制大学で学ぶ基礎となる語学力・専門分野の基礎知識を
身につける

【こんな授業をとろう！】

〔人材養成像〕
リーダーシップを通して多様な人々と関わり、柔軟に考える
力を身につけ、地域社会に貢献できる

【こんな授業をとろう！】

【販売・レセプション・ 
　サービス モデル】

アニバーサリー・ジャパン
サマンサタバサジャパンリミテッド
青山商事
三越伊勢丹ホールディングス
京王百貨店

〔人材養成像〕
消費者の心理や対人関係に関する知識
やスキルを身に付け、顧客との信頼感に
基づいた人間関係を築き、傾聴、提案する
ことができるようになる

【就職実績】 【就職実績】

※科目名等は変更になる可能性があります。

【留学実績（2021年度卒）】

カナダ１名
マレーシア（Taylor’s University）１名

短期大学 文科のニュース一覧は
右のQRコードから確認できます。

【金融系オフィスワーク
   モデル】

※共立女子大学へは編入学特別推薦制度があります。
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日本文化・表現コース紹介

四大に負けない！熱心なゼミナール指導

日文コースの人気授業！

書くこと・読むことを極める！

中村 彩乃さん
（共立女子大学 文芸学部
日本語・日本文学専修）

2年生
根津 共笑さん

なんといっても現役作家による卒業創作指導があること（2022年度は那須田
淳先生です！）。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
作家として活躍中です。『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、読みごたえがあります！
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
（文章力）を鍛えます。

文科だけの小さな図書室である読書室には、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
キも出て楽しいイベントタイムです。

本コースは１年生からゼミナールがあり、履修が必
須です。２年生の卒業研究では「卒業論文」「卒業制
作」から好きな方を選択します。

卒業研究では那須田先生に指導
して頂き、ひとつの小説を書き
上げました。登場人物や物語の
展開など、小説を書くこと自体
初めてのことでしたが、自分で
書いたものを何度も読み返して
みたり、悩んだところは先生に
相談してアドバイスを頂いたり
して何とか納得のいく小説を書
き上げることができました。編
入後は授業数も増えるので忙し
くなってしまうと思いますが、
また自分で小説を書いて様々な
チャレンジもしたいと考えてい
ます。

『ノルウェイの森』講読中！

初めてのゼミナールで不安も多くあり
ましたが、手厚いサポートのおかげで
安心して授業に取り組めました。この
セミナーは、先生やゼミの仲間たちと
様々な意見を交わしていく中で、他の
授業にはない面白さを味わえるのが
最大の魅力です。学んだ『ノルウェイ
の森』は初めて読む作品でしたが、
村上春樹の独特の世界観に引き込ま
れるやりがいのある作品でした。

TOEIC®スコアアップ
レベル別少人数クラス編成

＋
TOEIC IPテスト（年2回）

＋
教養教育「TOEICⅠ～Ⅲ」

国際学部・
文芸学部へ
24名（2021）

編入学

目指せる資格

文科専門科目
＋

共立アカデミー講座

観光英語検定
全国通訳案内士

幼保英検
実用英語検定

日商ビジネス英語検定
翻訳専門職資格基礎試験

航空・観光

外資系五つ星ホテルでの
インターンシップ

「エアポート・エアラインの英語」
「ホテル・レストランの英語」
「販売・ツーリズムの英語」

⬇
グランドスタッフ・キャビンアテンダント

ホテルクラーク・ツアーガイド

海外研修
ハワイ・ニュージーランド短期留学

中国・フランス短期留学
米国ペンシルバニア大学との交流

英語スピーチコンテスト
（副賞：1週間の海外留学）

受
験
料
補
助

年度

2017

2018

2019

2020

2021

650

820

765

685

690

615

675

745

650

670

585

625

715

645

655

735（全学2位）

860（全学1位）

865（全学2位）

750（全学3位）

700（全学5位）

TOEIC IPの高得点例

ANAエアポートサービス
京王プラザホテル
パナソニック、キヤノン

就職

英語を活かした将来モデル

マレーシア
（Taylor’s Univeristy）、
カナダ （2021）

留学

グローバル系オフィスワーク
「病院・受付の英語」

「プレゼンテーションスキル」
「ビジネス英語」

⬇
商社の貿易事務

外資系メーカー営業事務
国際病院受付
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幼保英語士
（2023年度新規）

学研グループ施設での
インターンシップ

｢幼児教育・
保育英語（入門＆発展）｣
｢発達心理学Ⅰ｣｢保育原理｣

｢教育原理｣
｢社会的養護Ⅰ｣
｢社会福祉論｣

（家政学部・開放科目を含む）
⬇

ニュージーランド国立ワイカト大学

奨学金制度
あります

グローバル・コミュニケーション
コース紹介 心理学コース紹介

心理学コース
卒業生
島田 彩花 さん

専門分野は、発達心理学・教育心理学
です。研究テーマは、幼児期から児童
期への移行です。
「発達心理学Ⅰ・Ⅱ」では、幼児期から
老年期までの人間の各時期の発達に
関わる認知的・情動的・社会的要因を
学びます。
2年次の「卒業研究」では、心理学研究
の方法や心理学論文の表現方法につ
いて学び、論文を作成します。

公認心理師・精神保健福祉士・臨
床心理士の資格を持っています。
「アートセラピーと化粧の心理学」
では自由な自己表現を音楽のなか
でおこないます。リラックス満点で
す。その他、｢精神障害者保健福祉
論｣、｢卒業研究｣「臨床心理学Ⅰ・
Ⅱ」等も担当しています。

「ワークライフバランスと健康」では、か
らだの機能について理解するとともに、
身の回りに起こりうる健康問題につい
て考えていきます。「健康スポーツ実習
A・B」では、色々なスポーツから、自分
で興味のある種目を選ぶことができま
す。他学部他学科の人たちとも交流で
きる良い機会にもなると思います。その
他「キャリアデザイン演習」等も担当し
ています。

一前先生 上淵先生 中島先生

心理学コースの教員と担当授業の紹介

心理学検定に合格!
受験料の約半分を文科が補助
長い夏休みは、学んだことを整理し
基礎を固めるためには絶好の機会
だと考え、また、自分の知識はどの
程度なのかを知ることが重要だと考
え、心理学検定を受けることに決め
ました。
一単元ずつキーワード集を何度も
音読し、一問一答集で確認し、間違
えたところはまた繰り返し、最後に
問題集に取り掛かるという丁寧な
作業を繰り返しました。
心理学検定2級を取得したことによ
り後期の授業は復習となり、さらに
知識を深めることができました。
全体の約3割である2級合格者に入
れたことは、前期の授業と自主学習
の成果であると感じています。

心理学コース
卒業生
緒方 理沙 さん

心理学コース
卒業生
砂塚 美咲 さん

外部の大学の
編入学試験に合格しました!
聖心女子大学現代教養学部心理学科編入学

Ⓠ印象に残った授業はありますか？
Ⓐ「社会心理学」です。自分の周りや自分自
身に社会心理学がつながっていました。
Ⓠゼミ、卒論で得たことはありますか？
Ⓐ友だちが何を書いているのかテーマを聞
けたことによって、「そういう視点もあるの
か」と分かって、自分の論文に多角的な
視点を取り入れることができました。
Ⓠ心理学を選んだ理由は？
Ⓐ高校生の時友人の相談を受けて、その
ことを母に話したら、「美咲がそうやって
友だちに聞いてあげて、うんうんってして
あげてるのは心理学っていうんだよ」と
教えてくれたからです。
Ⓠ将来の夢を教えてください。
Ⓐカウンセラーになりたいと考えています。

臨床心理士と公認心理師に合格!
カウンセラーになりました
共立女子短期大学文科心理学コース卒業
東洋英和女学院大学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
現在 
産業系カウンセラー、大学病院精神・神経科勤務

Ⓠカウンセラーを目指した理由は?
Ⓐ上淵先生の臨床心理学の授業で、事例をお
話ししてくださるときもクライエントの秘密は
守りつつ教えてくださって、臨床心理士って
すごいなと思ったことが大きいです。
Ⓠ印象に残っている短大の授業はありますか?
Ⓐ「アートセラピーと化粧の心理学」です。中で
も色彩分割法の技法がおもしろかったです。
Ⓠ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
路を選択出来る。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。



エントリーシート（ES）とは、就活時に学生が企業に提出する書類で、企業が採用者を選考する際に用いるものです。苦手な学生もいますが、野口先
生には練習で書いた全員の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。

初めてのことばかりの就活で、不安なのは皆同じ。文科では、みなさんの不安を1つずつ取り除けるよう、資格の大原・就職の大原専任講
師である、野口英雄先生に文科の学生向けに特化された講座を依頼しています。

｢働くってなに?｣という基本的なことから始まり、1年次の最後には自己PR・頑張ったことを書き上げられるよう、年間を通して、時期に見合っ
た講座を開講しています。面接で意外と見られている点や、女子短大生に求められていることなど、さまざまなポイントを伺うことができます。

山﨑 彩花さん
（日本文化・
表現コース）
食品メーカー
（事務職）勤務

岡野 千尋さん
（心理学コース）
福祉（介護職）
内定

就職活動では、授業に積極的に取り組んで
いたことや、オープンキャンパスのスタッ
フとして活動していたことが大変役に立ち
ました。特に成績は頑張った自分を裏付け
る証拠にもなるので、就職希望だからと
いって疎かにせず日々真剣に受講していま
した。1年生の頃から学生支援課キャリア支
援グループに通い、自分の就活軸を見つけ
ることで、自分に合った企業探しをするこ
とができました。友人や学生支援課キャリ
ア支援グループの方々のサポートのおかげ
で希望の企業に内定を頂いたときは、泣き
そうになるほど嬉しかったです。皆さんも
文科でたくさんの知識と教養を身につけ、
自分の可能性を広げていってください！

就職活動を通じて、視野を広げ、経験すべて
を学びにする力を得たと自負しています。
この力は、共立女子短期大学で専門科目以外
を学ぶカリキュラムがあり、より多くの学びを
得る環境が整っていたからこそ、就職活動で
発揮することができたと思います。また、担任
の先生や助手の皆様、キャリアサポートの皆
様、そして友人の支えがあったからこそ、納得
のいく就職活動に繋がりました。相談したこと
で心が軽くなったり、新たな気づきも得たり、
前に進むことができました。
最後に、就職活動は自分の思い通りにいかな
くなることがほとんどです。つまづいても、1
人で抱え込まずに周りに相談してください。
きっと納得のいく就職活動ができるはずです。

私は文科に入学した頃から就職を希望してい
ました。入学後、就活について何も分からな
かった私は一年生の夏休みから企業説明会や
インターシップに参加しました。どの会社の
説明会でも自分より年上の大学3年生しかおら
ず、就活に対する不安は募るばかりでした。し
かし、不安に思っている時間があるなら就活
の対策をしたほうが時間を有効活用出来ると
思った私は共立のキャリアカウンセラーの元
に駆け込みました。そこでは、ESの添削や面
接練習をご指導いただきました。初めは不安
だった就活も練習していくうちに自信に繋が
るようになりました。たくさんの人に助けても
らった恩を忘れずに、私も人を助けられるよ
うな社会人になりたいと思います。

白井 沙英さん
（グローバル・
コミュニケーション
コース）
メーカー
（営業事務職）勤務

文科の就職 ・ 

助手室は本館15階1502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！

文科助手室

編入進路支援

小栁 愛菜 さん
（編入学特別推薦：
日本文化・表現コース→
共立女子大学  文芸学部
劇芸術専修）

カリキュラムが変わりました！

短大での勉強が大学編入の道を開く！

もともと文学だけでなく演劇やミュージカルに
も興味をもっていました。短大の授業で様々な
文学と演劇の関わりについて学んでいくうちに、
演劇についてもっと深く学びたいと思い劇芸術
専修への編入学を決意しました。特別推薦で
の編入学を目指していたので、提出課題は時間
をかけて丁寧に考え、分からなかったところは
その日のうちに復習していました。日々の授業に
真剣に取り組むことで、自信をもって試験に挑
むことができました。編入学後の今は演劇史の
流れを理解することに力を入れ、卒業論文の準
備を始めています。

中島 登子 さん
（編入学特別推薦：グローバル・
コミュニケーションコース→
共立女子大学  文芸学部
英語・英語圏文学専修）

私は短大で英米文学の授業を受けイギリス文学
作品に興味を持ち、英語・英語圏文学専修へ編
入しようと思いました。先生や助手さんがさまざま
なアドバイスをくださり、過去に編入した先輩方か
らの経験談も聞くことができたおかげで、編入す
るために何をすればよいのかが分かりやすかった
です。また、単位互換制度という大学の授業を履
修できる制度があり、編入したい学部の気になる
授業を受講することができ、編入するにあたって
自分の興味のあることを見つめ直す機会にもなり
ましたし、勉強の幅が広がりました。現在は授業で
イギリス文学の作品を英語で読み解いています。

大髙 菜摘 さん
（他大学推薦編入学：
心理学コース→
東洋英和女学院大学　
人間科学部  人間科学科）

大学受験の際、心理学か、それ以外の学問を
学ぶか迷っていたのですが、高校の先生にやり
たいことをやらなくてもいいの？と言われ心理学
が学べる大学を選びました。短大で心理学を学
んでいくうちに、自分のやりたいことが見つかり、
編入することに決めました。東洋英和女学院大
学に編入を決めた理由は、オープンキャンパス
で相談させていただいた先生が興味のある分
野（精神生理学）にいらっしゃったことが理由で
す。将来は大学院に進み公認心理師の資格を
取得し、心理学を身近に認知してもらえるような
教育関係の仕事に就きたいと考えています。

2023年度から文科は、「日本文化・表現コース」「グローバル・コミュニケーションコース」「心理学コース」の3コースにリニューアルしました。それぞれのコースに関
する専門的な知識と豊かな人間性とを兼ね備えた、社会で活躍できる人材の養成をめざします。各コースとも、特色あるカリキュラムを用意していますが、とくに
キャリアサポート科目、資格サポート科目の充実を図り、みなさんの卒業後の未来像を示しました（pp.1-2）。必修科目の就職へ、編入へ、自分の目標に向かって駆
け抜ける、内容の濃い2年間が待っています。
★「キャリアデザイン演習」（1年次）
就職についての実践的なサポートのみならず、編入学向けの進学対策指導も行います。

3コース共通

「日本文化・表現コース」は「日本文学・表現コース」を名称変更した新しいコース名です。文学だけでない、さらに広い日本文化の魅力を探求していきます。
★「映像メディア論」（1年次）
古代から現代に至るまでの日本文学・文化に興味があり、その知識・教養をもとに教育・メディア関連業界で活躍することを目指したい方のためにリニューアルしました。
また、ドキュメンタリーやコメディ、CM、アニメ等の映像メディアに興味があり、それについての多角的視点や利用スキルを習得することに興味があり、営業・マーケ
ティング部門やメディア系企業で活躍したい方、クリエイターになることを目指す方にもぴったりです。

日本文化・表現コース

｢グローバル・コミュニケーションコース｣は｢英語コース｣を名称変更した新しいコース名です。
★「エアポート・エアラインの英語」「ホテル・レストランの英語」「販売・ツーリズムの英語」（1・2年次）
空港・ホテル・レストラン・テーマパーク・ショップなどで英語で接客する仕事を目指す方のために新設した科目です。観光英検にも対応しています。
★「幼児教育・保育英語」「TOEIC演習」「通訳演習」「翻訳演習」（1・2年次）「ビジネス英語」（2年次）
幼保英検、日商ビジネス英語検定、全国通訳案内士、翻訳専門職資格などの資格サポート科目が更に充実しました。

グローバル・コミュニケーションコース

★「児童福祉論」「精神障害者保健福祉論」（2年次）
心理学と社会福祉の両方に関心があり、福祉系公的機関や福祉系企業に就職することを目指す方のために新設しました。
★「アートセラピーと化粧の心理学」（2年次）　化粧療法等も授業で取り上げます！
顧客の悩みに寄り添ってサービスを提供することに関心があり、コスメ・ビューティ系企業に就職することを目指す方のために科目内容を変更しました。
★「心理学ゼミナール」（1年次）
研究を進めるための技術や思考法を修得する科目として新設しました。四年制大学への編入を目指す方にとっては論文を書くための知識とスキルを学ぶことがで
き、就職を目指す方にとっては報告書や顧客アンケート等の作成に必要な知識とスキルを学ぶことができます。

心理学コース

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。

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

リテラシー基礎

文科カリキュラム

3
コ
ー
ス
共
通

文章表現・コミュニケーション
の基礎的な知識・技能を
習得する。

卒業
要件単位年次

カルチャー
自立した人間として
成長していくための
教養を修得する。
　伝統文化論
　地域文化論
　サブカルチャー論
　ジェンダー論
　環境文化論

卒業
要件単位年次

※科目名等は変更になる可能性があります。

※日本文化・表現コースのみ

1
1
1

2
2
2

2

※2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

　文章表現法
　コミュニケーション論
　伝える技術

キャリアサポート
社会に出て役立つ
実践的知識・技能を
修得する。

　出版メディア論
　ワークライフバランスと健康
　秘書実務を学ぶⅠ・Ⅱ
　ホスピタリティを学ぶ
　ビジネス実務を学ぶⅠ・Ⅱ
　日本語教育を学ぶⅠ・Ⅱ

卒業
要件単位年次

1

1
1
1
1
1
1

2

2
2
2
2
2
2

2

2

★キャリアデザイン演習
　（就職・編入サポート）

日
本
文
化
・
表
現
コ
ー
ス

リテラシー
日本語についての基本的な
知識を修得する。

卒業
要件単位年次

1
1

2
2

2
2

　ことばの仕組みⅠ・Ⅱ
　現代のことばⅠ・Ⅱ

ゼミナール
文章力・表現力・文学作品
鑑賞の力や創作力を養う。

卒業
要件単位年次

1
2

2
4

2
4

　日本文化・表現ゼミナール
　卒業研究

リテラチャー
文学作品の読解・分析を
とおして言語による
思考力を養う。

卒業
要件単位年次

1
1
1
1
2
2

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

4

　日本文学・文化の歴史（古典）
　日本文学・文化の歴史（近現代）
　物語を読む
　近代小説を読む
　物語の研究Ⅰ・Ⅱ
　近代小説の研究Ⅰ・Ⅱ

クリエイト
表現する力、創作する力を養う。
また創作のための必要な
知識を修得する。

卒業
要件単位年次

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2

　児童文学論
　映画・演劇論
★映像メディア論
　アニメの物語学
　文学創作演習

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー
ス

英語基礎・応用
英語の基本スキルを
修得する。

卒業
要件単位年次

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

2
2
2
2

　Reading（Intermediate・Basic）
　Writing（Intermediate・Basic）
　Listening（Intermediate・Basic）
　Speaking（Intermediate・Basic）
　Pronunciation

国際文化
英語圏の言語・文学・社会や
異文化に関する知識を
修得する。

卒業
要件単位年次

1

2

1・2

2

2

2

4

　映画で学ぶ英語/
　ポップソングで学ぶ英語

　フランス短期留学/
　中国短期留学

　日英語対照研究Ⅰ・Ⅱ/
　アメリカ文化と多文化共生社会/
　映画で楽しむアメリカ文学

観光・接客英語
観光業・接客業に役立つ
英語の知識・技能を修得する。

卒業
要件単位年次

1・2 2

★エアポート・エアラインの英語/
★ホテル・レストランの英語/
★販売・ツーリズムの英語/
★通訳演習/ハワイ短期留学/
　ニュージーランド短期留学

オフィス英語
オフィスワークに役立つ英語の
知識・技能を修得する。

卒業
要件単位年次

2

1・2

2

2

★ビジネス英語/
　プレゼンテーションスキル
　病院・受付の英語/
★翻訳演習/
★TOEIC演習Ⅰ・Ⅱ

幼保英語士
幼児英語教育に役立つ英語の
知識・技能を修得する。

卒業
要件単位年次

1・2 2
★幼児教育・保育英語
　（入門・発展）/
　発達心理学Ⅰ

卒業研究
国際社会の問題や異文化間
コミュニケーションについて
総合的に学ぶ。

卒業
要件単位年次

2 4 4　卒業研究

心
理
学
コ
ー
ス

心理学
心理学の基礎知識や心理学分野の調査法を理解し、
実践するための能力を養成する。

卒業
要件単位年次

1
1

2
2

2
2

　心理学概論
　心理測定法（パーソナリティ検査）

臨床心理学系
心理的障害、心理療法、健康開発等の知識に基づき、人間
の心理と行動を分析・考察するための諸能力を養成する。

卒業
要件単位年次

1
2

2
2

6
　臨床心理学Ⅰ・Ⅱ/健康心理学/カウンセリング論
★精神障害者保健福祉論/★アートセラピーと化粧の心理学

発達・教育心理学系
発達過程、教授法・学習、思考・推論・言語等の知識に
基づき、実験的状況や社会の中での人間の行動を分析・
考察するための諸能力を養成する。

卒業
要件単位年次

1
2

2
2

6
　発達心理学Ⅰ・Ⅱ/認知心理学/教育心理学
★児童福祉論/音楽とこころ

社会心理学系
自己過程、社会的相互作用、消費者行動等の知識に
基づき、人間の行動及び社会的事象を分析・考察する
ための諸能力を養成する。

卒業
要件単位年次

1

2

2

2
6

　社会心理学/消費者の心理/パーソナリティ心理学/
　心理データ解析演習（SPSS）
　コミュニケーション心理/文学に見る行動心理

ゼミナール・卒業研究
これまで学修した知識・技能等を活用し、主体的に
卒業研究を進める上で必要となる諸能力を養成する。

卒業
要件単位年次

1
2

2
4

2
4

★心理学ゼミナール
　卒業研究
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2023年度  文科入試一覧

日程により開催するコースや体験授業の内容が異なる場合がありますので、詳細はホームページをご覧ください。

2022/11/1（火）※1

2022/12/15（木）

2023/3/8（水）

2022/9/24（土）

2022/12/11（日）

2023/3/1（水）

詳細は、対象の高校宛に直接通知します。

2023/1/23（月）

調査書・書類審査（志望理由書）・面接総合型選抜

2022/11/13（日）

2022/12/1（木） 調査書・小論文・面接
公募制推薦

2022/11/17（木） 小論文・面接
海外帰国子女特別選抜

社会人特別選抜

筆記試験（ベストワン方式/オンリーワン方式※2）・
調査書

卒業生子女推薦

指定校制推薦

全学統一方式

2023/2/4（土）・2/5（日）2月日程

2023/3/1（水） 筆記試験・調査書

2023/1/14（土）・1/15（日）

2023/1/30（月）

2023/2/11（土・祝）

2023/3/8（水）

2023/2/11（土・祝）

2023/3/15（水）
大学入学共通テスト・調査書

3月日程

2月日程

3月日程

一般選抜

大学入学
共通テスト
利用選抜

合格発表試験日 選考方法

〒101-8437 東京都千代田一ツ橋2-2-1
TEL： 03-3237-2573

文科

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

全日程：2022/５/22（日）、6/12（日）、７/18(月)、8/6(土)、8/7（日）、8/20（土）、12/4（日）、2023/3/18（土）
上記日程で、日本文化・表現コース、グローバル・コミュニケーションコース、心理学コースの体験授業を行います。 

 体験授業タイトル
日本文化・表現コース：大学で読む芥川龍之介『蜘蛛（くも）の糸』
 〈ことば〉の力を考える

グローバル・コミュニケーションコース：Introduction to English Communication（マリアム先生と一緒に楽しくショップ・ホテル・レストランなどでの英語コミュニケーションを体験しましょう）

心理学コース： 公認心理師の教員と｢アートセラピー｣を体験しませんか？ 
 公認心理師、臨床心理士の教員と「カウンセリング」について学んでみませんか？
 ｢香り｣の｢心理学｣を学び、アロマテラピーを体験しませんか?
  発達心理学―心を研究するとは？

体験授業日程表（オープンキャンパスにて実施）

※個別相談の申し込み期限は、各相談日の2日前までです。
※個別相談は希望者を対象とします。志望動機を考える上で役立つ情報が得られます。
※オープンキャンパスに参加した際の相談も可能です。日程は下記の「体験授業日程表」をご確認ください。
※７/23（土）、８/27（土）はミニオープンキャンパスも実施しております。

個別相談日
Ⅰ期： 2022/5/28（土）、6/18（土）、
 7/23（土）、8/27（土）
Ⅱ期： 2022/10/1（土）、10/29（土）、
 11/19（土）
Ⅲ期： 2022/12/10（土）、
 2023/1/28（土）、2/10（金）

Ⅰ期：2022/9/24（土）
Ⅱ期：2022/12/11（日）
Ⅲ期：2023/3/1（水）

オープンキャンパス・
ミニオープンキャンパス

個別相談の
お申込みはこちら

Ⅰ期：2022/9/1（木）～9/8（木）
Ⅱ期：2022/11/25（金）～12/2（金）
Ⅲ期：2023/2/6（月）～2/22（水）

個別相談 出願期間（必着） 試験日

2023年度  総合型選抜

※詳細は「大学案内2023」や入学者選抜要項をご確認ください。
※1 合格内定を9/29（木）に発表します。
※2 ベストワン方式：３科目受験して高得点1科目で判定。
　   オンリーワン方式：国語、外国語、選択科目から1つを出願時に選択して受験。


