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共立女子大学総合型選抜

　共立女子大学では、「英語」「国語」といった通常の学力を見るだけでなく、それぞれの学部のアドミッション・
ポリシーに基づき、多様な人材の発掘をするための選抜をしています。

　　　1． 募集人員

入試制度 学部・学科 募集人員

面接・小論文方式 家政学部 被服学科 15名

実技・面接方式 家政学部 建築・デザイン学科 32名

面接・小論文方式 家政学部 児童学科 15名

ゼミ方式 文芸学部 50名

面接・プレゼン方式 国際学部 15名

チームワーク思考方式 看護学部 8名

リーダーシップ方式 ビジネス学部 25名
 ※受験者の学力状況により合格者数が募集人員を満たさない場合があります。

　　　2． 日　　程

学部・学科 選抜方法 願書受付（必着） 試験・選考日 合格発表
入学手続 

期限（必着）

10月
日程

文芸学部 ゼミ方式

2020年10月 1 日（木）
～ 10月 6 日（火）

一次 10月 9 日（金）
二次 10月25日（日） 

一次 10月13日（火）
二次 11月 2 日（月） 

11月10日（火） 
ビジネス学部

リーダー
シップ方式

11月
日程

家政学部  
被服学科

面接・ 
小論文方式

11月 1 日（日） 11月 6 日（金） 11月13日（金）
家政学部 建築・

デザイン学科
実技・ 

面接方式

家政学部  
児童学科

面接・ 
小論文方式

一次 10月 9 日（金）
二次 11月 1 日（日） 

一次 10月13日（火）
二次 11月 6 日（金） 

11月13日（金） 国際学部
面接・ 

プレゼン方式

看護学部
チームワー
ク思考方式

1
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家政学部　被服学科

面接・小論文方式〔専願〕

●面接・小論文方式について●
被服学科の面接・小論文方式は、被服全般に興味や関心があることを前提としたうえで、

幅広い被服分野の中の特徴的な 4つの分野（サイエンス、染織文化、ファッションビジネス、

総合）への理解と関心、そして、研究者、教育者、専門家としての適性を考慮して選考しま

す。

この方式では、入学後、本学科において優れた学業成績を収めるとともに、各分野におい

て将来リーダーシップを発揮することができるように、それに向けて努力する方の選考を目

的としています。

選考において重視する項目

被服学科の理念を理解し、被服について強い関心と問題意識を有していることを前提としたうえで、分

野別に以下の項目を重視した選考を行います。

1.  各分野に関する科目の成績や資格

2.  被服における各分野への関心度

3.  入学後の目標と将来へのビジョン

【過去の入試結果】（被服学科）

2020年度 2019年度 2018年度

志願者数 11 10 8

受験者数 10 10 8

合格者数 7 6 5

2
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【出願資格】
次の①〜②に該当し、③〜④の各要件を満たしている女子。 

①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を2021年 3 月に卒業見込みの者。

②通常の課程による12年の学校教育を2021年 3 月修了見込みの者。

③本学科を第一志望として入学を希望する者。

④希望する分野の出願条件を満たす者。

分　野 出願条件

サイエンス
「数学Ⅱ」「数学Ⅲ」「数学B」「化学」「物理」のうち学習成績の状況が4.0以上の科目が 2 科目
以上あること。

染織文化
「古典A」「古典B」「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」のうち学習成績の状況が4.0
以上の科目が 3 科目以上あること。

ファッション
ビジネス

英検（実用英語検定試験） 2 級以上またはTOEIC®550点以上であること。

総合 全体の学習成績の状況（評定平均値）が3.6以上

【出願書類】
入学志願票

調査書

ファッションビジネス分野のみ外部英語検定試験の成績・能力を示す書類（原本）

　  英検…合格証明書（和文）

　（TOEIC®…公式認定書
【選考方法】
「調査書」、「小論文（90分）」、「面接（約15分）」

分　野 小論文テーマ（例） 面接（例）

サイエンス 理系科目の魅力について、など。
被服学科の専門分野に理系科目がどのように関わ
ると思っているか、など。

染織文化
興味のある時代の服飾について、な
ど。

今までに興味を持った、または感動した染織品は
あるか。どのような点が興味、感動の対象であっ
たか。大学で学びたい染織品について、など。

ファッション
ビジネス

ファッションのグローバル化に関す
るテーマ、など。

将来、ファッションビジネスに携わるとしたら、
具体的にどのような仕事をしたいか、など。

総合
被服学とはどのような学問であるか、
など。

被服学科に入学後の学習計画や興味の対象、な
ど。

【評価基準】
調査書・面接・小論文より総合的に判断する。

面接・小論文方式の出願資格と選考方法

3
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昨 年 度 の 問 題

〔サイエンス〕分野

問 1 ． 「数学」「化学」「物理」のうち １ 科目を選び、高校までに学習した内容で最も重要だと思うことについて述べ
なさい。

問 2 ．未来の被服や衣生活において、「数学」「化学」「物理」等の果たす役割について論じなさい。

〔ファッションビジネス〕分野

問．近年、日本に観光にくる外国人が急増し、2018年には3,000万人を超えました。この人々が買い物をしたり、
観光をしたりする訪日外国人需要（インバウンド）が多くの産業活性化に貢献しています。ファッション業界
もその好影響は受けていますが、まだ十分とは言えません。

　　訪日外国人の方に、日本のファッション製品をもっと買ってもらうためには、何が重要で、どのような対策が
考えられますか？

　　あなたの考えを自由に論じてください。

注）〔総合〕は2021年度に新設される分野のため昨年度の問題例はありません。

〔染織文化〕分野

下記の 4 つの問題（テーマ）から、 2 問選んで答えなさい。解答は、解答用紙に選んだ問題番号を記してから書く
こと。

問 1 ．日本の伝統的衣服である着物（小袖を含む）について、その特徴及び他の国の衣服と異なる点について、知
るところをできるだけ詳しく述べなさい。

問 2 ．日本の伝統的衣服である着物（小袖を含む）について、その歴史と変遷について、知るところをできるだけ
詳しく述べなさい。

問 3 ．染織文化財の保存・管理・展示・修復の意義とその具体的方法などについて、知るところをできるだけ詳し
く述べなさい。

問 4 ．日本の伝統的染織技術・技法について、その種類や歴史について、知るところをできるだけ詳しく述べなさ
い。

4
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家政学部　建築・デザイン学科

実技・面接方式〔専願〕

●意欲と潜在能力を探る●
あなたの意欲（やる気）を実技試験と面接でぶつけてください。あなたが日頃思っている
気持ちを、自分の言葉で思いっきり話してください。話すのが苦手な人でも大丈夫です。素
直に自分自身を見つめた言葉でいいのです。そのような考えや気持ちは、実技試験にも現れ
ます。潜在能力とは、まだ気が付いていないあなたの能力です。それを探るということが、
この入試方法の大きな特色です。

実技・面接方式の選考方法と評価基準・入試結果

【出願資格】 
次の①〜③までのいずれかに該当し、④〜⑤の各要件を満たしている女子。

①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者、および2021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2021年 3 月修了見込みの者。
③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2021年 3 月末までにこれに該当する見
込みの者。

④ 建築、デザインにおいて、興味・関心を強く持っている者。
⑤ 本学科を第一志望として入学を希望する者。

【選考方法】
１．調査書
２．ポートフォリオ

自己アピール、美術系作品、学校活動、ボランティア活動などのアピールをA 4 クリアファイル（10ポケッ
ト）にまとめ、生徒本人が制作した作品や活動であることを校長が証明する証明書（入学試験要項参照）を
添付すること。

３．  実技（180分）：鉛筆による表現と、表現したものに対しての200 ～ 400字程度の文章  
（※コースによって、問題は異なります。）
・B 3サイズの用紙を使用して表現します。
・文章は、視覚表現した内容をより解りやすく相手に伝えるためのもので、あなた自身の表現に対する考え
方のまとめでもあり、併せて日本語の基本的な作文能力も評価の対象とします。

４．面接
面接は実技試験に表れない、動機、希望や情熱、勉学意欲や知的好奇心、性格などを知り、私たちが受験

生一人一人を理解するためのものです。面接時に緊張しないようにと言っても無理かもしれませんが、リ
ラックスして自然な自分を発揮してほしいと思っています。

●受験生が持参する用具
ボールペン（黒または青）、鉛筆（ 2 H、H、HB、B、 2 B、 3 B、 4 B、 5 B）、消し具（消しゴム、練りゴム）、
鉛筆削り用具（カッターナイフ）

【過去の入試結果】（建築・デザイン学科）

2020年度 2019年度 2018年度

9 月日程 3 月日程 9 月日程 3 月日程 9 月日程 3 月日程

志願者数 61 3 59 12 57 4

受験者数 57 2 55 11 53 3

合格者数 28 1 23 4 28 3

6
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実技・面接方式

建築コース実技作品

● 2020 年度 建築コース問題  
あなたが家族と生活することを想定して、縦 4m ×横 4m ×高
さ 3m の直方体 5 つを自由に組み合わせて生活の場を構成してく
ださい。その組み合わせた立体を生活に最適だと思う場所（都市、
住宅街、海辺、森の中、草原など）においてください。
また、立体には自由に開口を開けることができます。
構成した立体の中であなたが考える家族との住まい方を外部環境
とともに具体的に絵と 100 字程度の文章で指定の B3 用紙に美し
く表現してください。
絵の中に絵を補足する言葉を記述することは可とします。

デザインコース実技作品

● 2019 年度 9 月日程 問題：「時計」

教員コメント：さなぎと蝶そして植物を題材にして、生命と時を表現しま
した。画面構成も白と黒をはっきりさせて印象の強い作品になっています。

● 2020 年度 問題：「When You Wish Upon a Star」

教員コメント：雫の波紋から宇宙空間までを画面に収める独自の世界観と、
大きな動きを感じる画面構成を評価。

● 2019 年度 3 月日程 問題：「お茶のパッケージ提案」

教員コメント：丘を吹き抜ける風をイメージしたロゴタイプと画面の構成
力を評価。

建築コースとデザインコースの実技・面接方式 
で入学した学生の実技作品です。

家政学部 建築・デザイン学科  /  実技・面接方式

評 価 基 準
実技・面接方式は、創造力、発想力、思考力、適性などを探るための入試です。

描写力などの技術のみを問うものではなく、それに至る考え方やアイデアも評価の対象とします。

7
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家政学部　児童学科

面接・小論文方式〔専願〕

面接・小論文方式について

児童学科の面接・小論文方式は、学科試験の成績のみで判定するのではありません。高校入学以降これ

までに積極的に取り組んだ活動や論文、面接を通じて、児童および児童をとりまく生活環境に対する深い

関心と児童の人権に対する理解、そして保育者・教育者としての適性で選考します。

この方式では、入学後、本学科において優れた学業成績を収めるとともに、諸活動においてリーダー

シップを発揮することができる、または、それに向けて努力する方の入学を目的としています。

選考において重視する項目

児童学科の理念を理解し、保育・教育について強い関心と問題意識を有していることを前提に、以下の

項目を重視した選考を行います。

１．  学術・文化・芸術・スポーツなどにおける活動でリーダーシップを発揮し、顕著な成績を修めた。（部

活動、研究、創作発表、コンクール、競技など）。

・スポーツの分野で、都道府県大会に出場し優秀な成績を収めた者。

・芸術、文化の分野で、都道府県規模の大会に出場もしくは出品し入賞した者。

２．ボランティア活動などへの自主的・継続的な参加実績。

３．高等学校における学習成果。

8
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【出願資格】

　次の①〜②に該当し、③〜④の各要件を満たしている女子。
① 高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を2021年3月に卒業見込みの者、および卒業後５年以
内の者。
②通常の課程による12年の学校教育を2021年3月修了見込みの者。
③  本学および児童学科の教育方針や理念を十分に理解し、諸活動においてリーダーシップを発揮す
ることができる者。
④本学科を第一志望として入学を希望する者。

【出願書類】

入学志願票
調査書
共通課題論文

昨年度の論文課題
共通課題論文
　つぎの問いについて、それぞれ400字詰め横書き原稿用紙に（自筆に限る） 3枚でまとめなさい。ペ
ン書きで提出のこと。
（1）  あなたは、なぜ共立女子大学家政学部児童学科で学ぼうと思いましたか。大学で取り組みたいと

思っていることを 3つあげながら、説明しなさい。
（2）  あなた自身の長所を 3つあげ、それを将来保育士・幼稚園教諭・小学校教諭のいずれかに就く時

にどのように活かそうと考えますか。就きたい職業を 1つあげた上で、述べなさい。

諸活動の記録
学術を含め、あなたが高校入学以降これまで積極的に取り組んだ活動について、それを表現・証
明できる書類などを添付してください。いずれもコピーで構いませんが、A4サイズにしてくださ
い。作品の場合は写真や説明文等を添付してください。提出した書類は返却いたしません。
例）  ・コンクール・発表会・競技会等の賞状またはそれらに出品した作品や図画
　　・参加したボランティア活動等を紹介している新聞・雑誌等の記載事項
　　・高等学校での成績以外で、自分の得意分野を積極的に表現できる資料　など
※  これらはあくまで一例です。これらにとらわれず、自分のこれまでの活動や自らの意欲・能力・
発想力等を証明することが出来ると考えられるものを添付してください。

【選抜方法】

・出願手続き
１次選考：書類選考
調査書、共通課題論文および諸活動の記録により選考を行い、総合的に評価したうえで、
１次選考合格者を決定。
２次選考：１次選考の合格者のみに実施。
①小論文（90分）
②面接（約10分〜 15分）※
※面接は、１次選考で提出された共通課題論文の内容から質問されることもある。

・最終合否判定：小論文および面接の結果を総合的に審査し、合格者を決定。

【入試結果】

2020年度 2019年度 2018年度
志願者数 45 46 68

一次選考合格者数 23 23 40
受験者数 22 22 36
合格者数 12 12 12

面接･小論文方式の出願資格･出願書類･選考方法
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昨 年 度 の 問 題

＊下記の問題は昨年度の小論文で出願した問題です。

国立青少年教育振興機構発表の、全国の20代～ 60代の男女各500人計5000人を対象にした「子供の頃の体験がはぐ
くむ力とその成果に関する調査研究」によると、「遊びの熱中度・外遊びの体験」と「へこたれない力」及び「自
己肯定感」との関係は、図 1 及び図 2 のようになった。この資料をもとに次の問いに答えよ。

遊
び
の
熱
中
度

外
遊
び
の
体
験

（
子
供
の
頃
）

熱中度（高）外遊び（多）群 
（N＝1956）

熱中度（高）外遊び（少）群 
（N＝652）

熱中度（低）外遊び（多）群 
（N＝725）

熱中度（低）外遊び（少）群 
（N＝1667）

31.5 52.0 16.5

22.1 51.8 26.1

21.4 54.8 23.8

10.3

0

高
へこたれない力（現在）

20 40

高群 中群 低群

60 80 100

低（％）

46.4 43.3

図 1 「遊びの熱中度・外遊びの体験」と「へこたれない力」の関係

遊
び
の
熱
中
度

外
遊
び
の
体
験

（
子
供
の
頃
）

熱中度（高）外遊び（多）群 
（N＝1956）

熱中度（高）外遊び（少）群 
（N＝652）

熱中度（低）外遊び（多）群 
（N＝725）

熱中度（低）外遊び（少）群 
（N＝1667）

21.1 52.0 48.0

31.2 37.0 31.9

33.9 34.0 32.1

42.2 36.9 20.9

0

高
自己肯定感（現在）

20 40

高群 中群 低群

60 80 100

低（％）

図 2 「遊びの熱中度・外遊びの体験」と「自己肯定感」の関係

※ 「外遊び」とは「集団での外遊び、自然の中での遊び等」を指す。また「子供の頃」とは「小学生や中学生」の
頃を指す。

【参考資料】国立青少年教育振興機構の報道発表「子どもの頃の体験がはぐくむ力とその成果に関する調査研究」［結
果の概要］（改訂版）
（平成29年4月25日発表5月24日改訂版）http://www.niye.go.jp/kanri/upload/editor/117/File/gaiyou.pdf

問 1 ．図 1 及び図 2 から分かることについて述べよ。（300字程度）

問 2 ．資料をもとに子供の頃の遊びがはぐくむ力について、あなたの考えを述べよ。また、あなたの体験をもとに、
子供の頃の遊びによって培われたと思う力について述べよ。（800字程度）
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文芸学部

ゼミ方式〔専願〕

ゼミ方式について

国際化が進み、多様な価値観や意見を持つ人々が共生していかねばならない時代、多様な意見を聞き、

理解し、他者と協力しながら答えを見つけ出していく力が求められます。「知識・技能」、「思考力・判断力・

表現力」、「主体性を持って多様な人々と共働して学ぶ態度」の三要素を総合的に判断する「ゼミ方式」で、

豊かな可能性を持った受験生を受け入れたいと考えています。ゼミとは、ゼミナール・演習とも言い、教

授者の指導のもと、学生があるテーマについて主体的に調査・研究・発表・ディスカッションを行う授業

形態のことで、人文系カリキュラムの中核に位置づけられる授業です。文芸学部のカリキュラムでは、学

生の主体的な学修、課題発見・解決能力の養成を重んじ、１年次〜４年次までゼミ形式による段階的な少

人数教育を取り入れ、グループディスカッション、グループワーク等のアクティブ・ラーニングに力を入

れています。ここでは、講義とゼミという文芸学部の学びの基本型を体験してもらい、文芸学部への適性

を測ります。

ゼミ方式の流れ

１次選考：書類選考

　出願時に提出する調査書、志望理由書（A4判１枚）等により選考を行い、総合的に評価したうえで、

１次選考合格者を決定します。

↓

２次選考：１次選考の合格者のみに実施します。

（第１時限）　授業の理解/文芸学部専任教員による30分の講義を受けた後、講義と関連資料についての

基礎的な問題に答えてもらいます。問題の形式についてはサンプル問題を参照してください。

（第２時限）グループ討議/ 第１時限の内容に基づいて少人数でのディスカッションを通し、さらに考え

を深めてもらいます。ファシリテーター（会議を司会・進行しながら参加者の意見を引き出す人）とし

て文芸学部専任教員が同席します。

（第３時限）小論文/ 授業の理解とグループ討議を踏まえ、小論文を書いてもらいます。

12
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【出願資格】

次の①〜③のいずれかに該当し、④の要件を満たしている女子。
①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者、および2021年３月に卒業見込みの者。
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2021年３月に修了見込みの者。
③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2021年３月末までにこれ
に該当する見込みの者。
④本学部を第一志望として入学を希望する者。

【出願書類】

入学志願票
調査書
志望理由書

【選考方法】

【１次選考】書類選考／出願時に提出する調査書、志望理由書（A4判１枚）等により選考。
【２次選考】１次選考の合格者のみに実施。

（第１時限） 授業の理解／ 30分の講義後、講義と関連資料についての基礎的な問題に
答える。

（第２時限） グループ討議（60分）／少人数でのディスカッションに参加する。
（第３時限） 小論文（60分）

【最終合否判定】出願書類および２次選考の結果を総合的に審査し、合格者を決定します。

ゼミ方式の出願資格･出願書類･選考方法
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サ ン プ ル 問 題

第１時限　授業の理解
　30分の講義の後、内容や関連する資料についての基礎的な問題に答えてもらいます。実際の講義では、板書、

映像資料、パワーポイントなどを使用することがあります。ノートやメモは自由にとって構いません。試験当日の

講義内容は、以下のように文章化されて配布されることはありません。

講義（例）　「ドラゴン」のファンタジー：英米児童文学の楽しみ

概要
ファンタジーは、魔法や現実にはありえないものの存在が許される文学ジャンルです。そこには、神話や伝説な

どの口承文芸に起源を持つ幻想動物も多く現れます。その中でも「ドラゴン（竜）」は、古今東西の文学から、現
在のアニメやゲームに至るまで、繰り返し描かれてきました。ここでは2012年から2014年にかけて映画化もされ人
気を博したJ. R. R. トールキンの『ホビットの冒険』（The Hobbit, or There and Back Again  1937年）を取り上げ、
そこに描かれる「ドラゴン」のイメージについて考えてみましょう。また、ドラゴンのイメージが時代や作家によっ
て、どのように変容しているか考えてみましょう。
この物語では、ホビットと呼ばれる小さなビルボ・バギンズが、ドワーフや魔法使いのパーティに入り、スマウ
グと呼ばれる恐ろしいドラゴンから土地と財宝を取り返す冒険に繰り出します。平凡な人物が、ある日突然、個性
的な仲間たちと共に何か特別なものを探求（クエスト）する冒険に出かけることになる。こうしたパターンから、
トールキンの描いた冒険が後の多くの文学作品やRPGにも大きな影響を与えていることがわかるでしょう。
トールキンはこのような物語をどこから思いついたのでしょうか。トールキンは英語（English、日本の英文科に
該当）で学位を取り、その後、古英語の伝承物語、『ベーオウルフ』（Beowulf    8 〜 9世紀）を始め、アングロ・サ
クソン語の研究を続けました。『ベーオウルフ』もまた、勇者ベーオウルフが、巨人や、火を吐くドラゴンを退治
する冒険物語です。トールキンの古い物語の発掘が、彼自身の、そして現在に至るまでの新しい創造を触発したこ
とがわかります。
『ベーオウルフ』のように騎士が活躍する物語は他にもあり、「中世ロマンス」と呼ばれることもあります。「ロ
マンス」というとラブ・ロマンスを連想するかもしれませんが、古い言語であるロマンス語で書かれたもの、とい
う意味です。そして、ドラゴン・スレイヤー（dragon slayer）は英雄として描かれます。
日本では、天候を司る神として畏怖の念をもって扱われることの多いドラゴンが、西洋では退治すべき対象とし
て描かれるのはなぜでしょう。ドラゴン(dragon)の語源は、大蛇を表す古代ギリシャ語のdrakon、 ラテン語の draco
です。キリスト教文化圏で蛇というと、楽園でイブを誘惑し、堕落へと貶めた蛇が連想されます。また、一説では
この蛇としての誘惑者は、キリスト教以前の信仰(pagan)の暗喩（メタファー）であるとも言われています。西洋に
おけるキリスト教の普及が、ドラゴンを倒すべき「怪物」として表すきっかけになったと考えられます。
トールキンのホビットでは、ドラゴンはどのようなイ
メージで描かれているでしょうか。スマウグは、人間、エ
ルフ族、ドワーフ族などが住む物語の舞台「中つ国」
(Middle-earth)の住人たちに乱暴を働き、その価値も知ら
ずに金銀財宝をむやみに奪い、ドワーフ族の先祖たちを故
郷から追い出した邪悪なドラゴンとして紹介されます。ス
マウグの大きな特徴として使われる言葉は「強欲（な）」
（greed/ greedy）です。強欲は、キリスト教の「七つの大
罪（罪源）」（Seven Deadly Sins）の１つであり、中世ロマ
ンスならば、英雄は見事にドラゴンを退治するでしょう。
そして、それは英雄が罪に陥ることなく、信仰を全うする
ことを意味したかもしれません。しかし、トールキンの
ファンタジーは、そんなに単純ではありません。ドラゴン
が体現する罪は、それを退治しようとする者たちの罪でも

瀬田貞二訳『ホビットの冒険』
岩波書店、2002年 

J.R.R. トールキン（再話）、
岡本千晶訳『トールキンの
ベーオウルフ物語〈注釈版〉』
原書房、2017年 
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あり、彼らがその罪を逃れられたのかは曖昧に描かれています。また、火を吐き、町と人を焼き払うドラゴンの姿
は、２つの世界大戦を体験した読者にとっては、人間そのものの姿と重なるかもしれません。トールキンのドラゴ
ンは、強大な力を持つ外敵であると同時に、誰もが内面化してしまう可能性のある、逃れ難い罪の象徴でもあるの
です。
文学や芸術作品の中には、繰り返し使われているモチーフやイメージがあり、ドラゴンはその一例です。トール

キンは古い文学を発掘し、それを単に再生するだけでなく、古くからあるイメージに、彼が生きる社会や文化を反
映した新しいドラゴンを描きました。現代においても、新たなドラゴンのイメージが、小説だけでなく、ドラマ、
映画、アニメやゲームなどで作られています。あなたが知っている例を挙げて、作家、あるいは時代や文化によっ
て、どの様に解釈され、変容しているか考えてみましょう。

Ⅰ．講義の内容について、以下の設問に答えなさい。解答はすべて解答用紙に記入すること。

問 1 ．トールキン『ホビットの冒険』が出版された1937年の西洋は、どういう時代でしたか。次の中から適切なも
のを一つ選び、番号を答えなさい。

①フランス革命の直後
②産業革命のさなか
③第二次世界大戦の直前
④ルネッサンスの勃興期

問 2 ．「ロマンス」とは何でしたか。次の中から適切なものを一つ選び、番号を答えなさい。

①古代の神話をもとにした物語
②近代の恋愛情緒に満ちた物語
③ロマンス神父の語った物語
④中世ロマンス語で書かれた物語

問 3 ．西洋でドラゴンが対峙すべき対象として描かれるのはなぜでしたか。次の中から適切なものを一つ選び、番
号を答えなさい。

①蛇を誘惑者とするキリスト教が普及したから
②ドラゴンは中世の教会権力をイメージさせるから
③蛇は悪天候や天災をもたらすと信じられていたから
④ドラゴンは戦争をイメージさせるから

問 4 ．スマウグの特徴は何でしたか。次の中から適切なものを一つ選び、番号を答えなさい。

①強欲
②英雄
③畏怖
④狂気
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問 5 ．ドラゴンのイメージについて、講義の内容に合致するものを次の中から一つ選び、番号を答えなさい。

① トールキンが描いたドラゴンは人々が打ち勝つべき敵であり、ドラゴン討伐は、信仰を全うすることを意味し
ている。

② トールキン以前の西洋では、ドラゴンは敵というよりは、むしろ味方として描かれることが多かった。
③ トールキンが描いたドラゴンは、人々を脅かす敵でもあり、ドラゴンを敵視する人々の内面をも反映している。
④ トールキンの描いたドラゴンは、敵というより味方であり、ドラゴンとの和解は新しい世界の到来を意味する。

問 6 ．文学や芸術作品における「イメージ」について、講義の内容に合致するものを次の中から一つ選び、番号を
答えなさい。

① 西洋における古典的なイメージは、古典から現代にいたるまで宗教的文脈のなかで解釈する必要がある。
② 時代や社会が類似していると、作家たちは類似したイメージを使う傾向があり、その解釈や使われ方も類似する。
③ 時代や社会の違いを超えて、同じイメージが使われることがあるが、その解釈や使われ方はそれぞれに異なる。
④ 作家はいつも、自分自身が生きる時代や社会の中に、作品のなかで使うイメージを探し、形象化しようとして
いる。

Ⅱ．次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。解答はすべて解答用紙に記入すること。

西欧中世には、神々の化身としての擬人化された動物の話が残されている。 　　　　、寓
ぐう

話
わ

的な、例えば、イ
ソップのような擬人化された話もある。 　　　　、（１）寓意的な表現には、イメージが固定化されていて、その
固定化されたイメージを読者に想像させる場合が多い。 　　　　、きつねや蛇は狡

こう

猾
かつ

なイメージがあり、人間を
誑
たぶら

かす。そのイメージを（ア）ゾウフクして、物語が作られる。
日本であれば、狐も狸も化けるが、狐は賢く、上手く化け、人をだます。狸はちょっと抜けていて、失敗が多い

などのイメージである。宗教絵画などにもよく使われる技法である。オランダの画家であるフェルメールに「天秤
を持つ女」という作品があるが、天秤は元々公正さなどを意味する。そこから、この画が 　　　　するのは、（イ）

安穏な生活とかそのような意味があるのかしらと 　　　　するイメージを読み手に与えるのである。
寓話の定義はかなり難しいが、何かに置き換えられていて、同時代の人にはすぐ置き換えられているものが何か

わかるような象徴的な表現である。例えば、日本でも良く知られた物語で、シャルル・ペローの『赤ずきん』（1697）
がある。この物語は、『黒い森の乙女』などの民話として伝えられていたものを、ペローが最初に（ウ）ホンアン

したものであり、ルートヴィヒ・ティークやグリムの作品の方がよく知られている気がする。民話では、「赤ずきん」
が衣服を一枚ずつ（エ）ダンロに投げ捨てられるなどの表現があるが、ペローは省いている。そして、彼の作品は、
「狼に食べられた」で終わっている。我々が知っている狼を（オ）リョウシが殺すなどの終わり方とはかなり違う
のである。
寓話的に使われるこの場合の狼は、「悪いオジサンやオニイさん」と捉えても良い。無垢な「赤ずきんちゃん」は、

森に住むおばあさんの見舞いに行く。この場合の森も上述した、人間が整備し、手を入れた、管理された森で、整
備された道もある。そこに出かけて行って、「オオカミさん」に出会うのである。 　　　　、声をかけられ、道草
をしてしまう。最後には、おばあさんの家で、野獣と化した狼に簡単に襲われてしまうのである。 　　　　、「道
で知らない人に声をかけられ、ついて行ったり、いうことを聞いたりしてはいけないよ」という若い女性に対する 
 　　　　の物語がペローの（カ）イトしたところであろう。
そもそも、狼は人間の村などに出現し、家

か

禽
きん

類を襲うが、餌がないときであり、本来は狂犬病に罹
かか

っている場合
や何か特別な事情がない限り、人間を襲わない。また、群れでの行動が中心であり、「一匹オオカミ」はあまりい
ない。（キ）オクビョウなのである。しかしながら、集団で家禽類を襲う習性があることから、中世では、死や
 　　　　の対象として、寓意化されるケースが増えたのだろう。七つの罪源の（ク）憤怒（激情）で象徴する動物
ともなる。
一方、ローマ時代には、別のイメージが狼にはある。アイヌが狼を神格化するように、ローマ神話は、建国者の

双子のレムスとロムルスがティベル川に捨てられ、パラティヌスの丘のふもとに流れ着き、牝狼に育てられたと語

１
２

３

Ａ
Ｂ

４
５

Ｃ

D
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る。カピトリーノ美術館には、その双子が狼の乳を飲むローマ時代の像が保存されている。また、狼は軍神マルス
の所有物ともされている。北欧神話の『スノリのエッダ』では、世界の終末の戦いの際には、全能の神であるオー
ディンを飲み込む存在として描かれ、その後、新しい人間の世界がやってくる。つまり、人間社会の産みの親であ
る。
先行するギリシャ神話では、月の神であるアルテミスとその双子の兄である太陽神アポロンの二人は、狼の子と

呼ばれる。母であるレトが二人を身籠もっていたとき、狼に逢ったからとされる（『狼と西洋文明』、ラガッシュ、
八坂書房、1989、９頁）。このことから、この兄妹は、（ケ）カチクの守護神とされたらしい。そして、狼から家禽
類を守ることは、獣害から、農作物を守ることと同じ意味であり、家禽に（コ）ヒガイが少なければ、家が富む。
そこで、月の神であるアルテミスは 　　　　 の神ともみなされるのである。
（伊藤信博「西欧の擬人化表現と日本漫画の影響」より抜粋。伊藤慎吾編『妖怪・憑依・擬人化の文化史』笠間
書院、2016年所収）

問 1 ．傍線部（ア）～（コ）について、カタカナは漢字に直し、漢字はカタカナで読み方を書きなさい。

問 2 ． 　　　　 ～ 　　　　 に入ることばを次の中から一つずつ選び、番号を答えなさい。

①もっとも　②つまり　③むろん　④そして
⑤例えば　⑥しかし　⑦また　⑧ところで

問 3 ． 　　　　 ～ 　　　　 に入ることばを次の中から一つずつ選び、番号を答えなさい。

①調和　②復活　③断罪　④教訓　⑤管理
⑥象徴　⑦断定　⑧豊穣　⑨推察　⑩恐怖

問 4 ．狼のイメージについて、本文の内容に合うものを次の中から 2 つ選び、番号を答えなさい。

①死や恐怖を連想させる一方、生命や豊かさと結び付けられることもある。
②古くから物語では常に、狡猾で人間をたぶらかす存在として描かれてきた。
③ペローの『赤ずきん』では、若い女性を誘惑する存在として描かれている。
④中世の狼のイメージは、ギリシャ神話よりもローマ時代のそれに近い。
⑤文学や芸術作品で描かれる狼のイメージはどれも実際の生態と一致している。
⑥文学で描かれる狼のイメージはギリシャ神話のそれを踏襲したものである。

第２時限　グループ討議（60分）
第１時限の内容に関連したトピックについて、グループでディスカッションをします。文芸学部教員がファシリ

テーター（会議を司会・進行しながら参加者の意見を引き出す人）として同席しますが、意見は述べません。

１． １時限目の講義、また資料の内容について、気になった点、疑問に思った点を挙げてみましょう。
注意：ファシリテーターが質問に答えることはありません。
２． 自分の知っている複数の文学や芸術作品で使われているモチーフやイメージの例を挙げて見ましょう。また、
それらが作家、あるいは時代や文化によって、どの様に解釈され、変容しているか考えてみましょう。

第３時限　小論文（60分）
複数の文学や芸術作品で共通されて用いられているモチーフやイメージについて具体的な例をあげ、どのように

類似しているか、あるいは異なっているか比較し、そこから分析できることを800字以内の文章にまとめなさい。

Ｅ

１ ５

Ａ Ｅ
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国際学部

面接・プレゼン方式〔専願〕

面接・プレゼン方式について

提出書類によって、学業成績だけでなく諸活動を通して身についている力についても確認するととも

に、国際学部で学ぶ意義について的確に理解しているかを判定します。

面接・プレゼンテーションでは、自らの考えをわかりやすく表現する力を有しているか、身近な経験か

ら課題を見つけ出し、それに対する解決策を提示する姿勢が備わっているかを判定します。

プレゼンテーションについて

［サンプル課題］

〈テーマ〉　 下記の①、②のいずれかのテーマからひとつ選び、根拠となる資料（書籍、雑誌・新聞記事、

官公庁のホームページなど）に基づいて理由を明確に示し、「賛成」「反対」の意見を述べて

ください。

　　　　　①小学校での英語教育について

　　　　　② クオータ制（政治における男女平等を実現するために、議員・閣僚などの一定数を女性に

割り当てる制度）の導入について

〈準　備〉　 A4サイズ１枚のレジュメ（話の流れがわかるように要点を箇条書きにまとめたもの）を用意

してください。

〈時　間〉　 ・10分以内でプレゼンテーションをしてもらいます。

・プレゼンテーションの内容に関する質疑応答と、面接（１次選考の提出書類に関する質問

も含む）と合わせて全体で20分程度です。

〈備　考〉　 ・レジュメはパソコンを使用しても手書きでもかまいません。

・レジュメとは別に、A4サイズ１枚（片面）まで図表等の追加資料の添付を認めます。

・レジュメ（追加資料を含む）は２次選考当日に２部持参してください。   

（１部は本人の手持ち用、１部は提出用）

・レジュメには根拠となる資料の出典も明記してください。
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【出願資格】

次の①〜③のいずれかに該当し、④〜⑤の要件を満たしている女子。
①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を卒業した者、および2021年３月に卒業見込みの者。
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2021年３月に修了見込みの者。
③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2021年３月末までにこれ
に該当する見込みの者。
④本学部を第一志望として入学を希望する者。
⑤下記のいずれかに該当する外国語資格・検定を有する者。
　・英語資格・検定試験（注）CEFR A2レベル以上
　・中国語検定４級以上またはHSK２級以上
　・実用フランス語技能検定試験４級以上
（注）活用できる検定試験は、本学の一般選抜（全学統一方式）で対象となる外部英語検定試験

に準ずる。

【出願書類】

入学志願票
調査書
出願資格⑤を満たしていることを証明する書類
共通課題論文

昨年度の論文課題
国際学部のカリキュラムを見たうえで、国際学部でどのようなことを学び、それを将来どのよ
うに生かしていきたいかを述べなさい。（800 〜 1000字）

活動報告書

昨年度の活動報告書
高等学校在学中にあなたが特に力を入れて取り組んだことについて、レポートにまとめなさい。
（800 〜 1000字）

※「共通課題論文」「活動報告書」ともに、原稿用紙（A4横書き）にペン書きで提出してください。

【選考方法】

・出願手続き
１次選考：書類選考
調査書、共通課題論文および活動報告書により選考を行い、総合的に評価したうえで、１次
選考合格者を決定します。
２次選考：１次選考の合格者のみに実施します。
面接・プレゼン（約20分）

・最終合否判定：面接およびプレゼンの結果を総合的に審査し、合格者を決定します。

【入試結果】　

2020年度 2019年度

志願者 42 25

一次選考合格者 29 25

受験者 27 21

合格者 20 20

面接・プレゼン方式の出願資格･出願書類･選考方法
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看護学部

チームワーク思考方式〔専願〕

チームワーク思考方式について

チームとは、一つの目的を達成するために、お互いの力を出し合いながら相乗効果を生み出す仲間の集

まりのことをいいます。保健医療福祉のフィールドでは、患者・利用者の健康上の課題を解決するために、

同一職種のチーム、あるいは多職種によるチームをつくり、チームの中で自らの力を発揮することが求め

られます。

看護学部「チームワーク思考方式」では、複数のワークと面接を通して、チームの中で自分の考えを表

現する力、チームワークを生み出す力、粘り強く解決策を見出していく力を総合的に評価します。

20
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【出願資格】

次の①〜③のいずれかに該当し、④〜⑤の各要件を満たしている女子。
①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を2021年３月卒業見込みの者、および卒業後５年以内
の者。
②通常の課程による12年の学校教育を2021年３月に卒業見込みの者。
③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2021年３月末までにこれ
に該当する見込みの者。
④本学部を第一志望として入学を希望する者。
⑤全体の学習成績の状況（評定平均値）3.4以上かつ数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学Ⅲ・数学B・生物基礎・
生物・化学基礎・化学・物理基礎・物理のうち学習成績の状況（評定平均値）4.0以上が２科目以
上ある者。

【出願書類】

入学志願票
調査書
共通課題論文

【選考方法】

・出願手続き
１次選考：書類選考
　調査書、共通課題論文を総合的に評価したうえで、１次選考合格者を決定します。
２次選考：１次選考の合格者のみに実施
　〇１時限（40分）課題解決型ワーク
　　 小集団に課題を与え、チームワークを生み出す能力、協働して解決策を検討する態度を
評価します。

　〇２時限（50分）個人ワーク
　　 １時限をふまえ、個々にレポートを作成していただきます。
　〇３時限（１人10 〜 15分）個人面接
　　 意欲や資質を評価します。

・最終合否判定
　　　　 課題解決型ワーク、個人ワーク（レポート）、個人面接の結果を総合的に審査し、合格者

を決定します。

チームワーク思考方式の出願資格・出願書類・選考方法
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ビジネス学部

リーダーシップ方式〔専願〕

リーダーシップ方式について

ビジネス分野について強い関心や意欲を有していることを前提として、以下の項目を重視した選考を 

おこないます。

・現在までの自身の経験や観察した事象を、リーダーシップの観点で捉え直し、伝える基礎的な力

・資料を適切に理解し判断する力

・ グループワークにおいて、目標達成に向けて、他者の力を引き出しながら、自身のリーダーシップを

発揮する力

・資料の理解とグループワークを踏まえて、考察し、よりよいチーム行動に向けた課題を設定する力

22
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【出願資格】

次の①〜③に該当し、④〜⑤の各要件を満たしている女子。
①高等学校もしくは中等教育学校の後期課程を2021年３月卒業見込みの者、および卒業後５年以内
の者。
②通常の課程による12年の学校教育を2021年３月に卒業見込みの者。
③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2021年３月末までにこれ
に該当する見込みの者。
④全体の学習成績の状況（評定平均値）が3.4以上の者。
⑤本学部を第一志望として入学を希望する者。

【出願書類】

入学志願票
調査書
小論文

【選考方法】

・出願手続き
１次選考：書類選考
　 調査書、小論文を総合的に評価したうえで、１次選考合格者を決定します。

昨年度の論文課題
現在までにあなたが発揮した、または他者が発揮したリーダーシップについて、説明し
なさい。（800字程度）

２次選考：１次選考の合格者のみに実施。
　〇１時限（20分）講義・資料の理解
　　 提出された小論文の内容をふまえて、当日おこなわれる講義や配布される資料でさらに
理解を深める。

　〇２時限（20分）個人ワーク①：発表準備
　　 「講義・資料の理解」をふまえて、グループワークにおける発表の準備をおこなう。
　〇３時限（60分）グループワーク
　　 「講義・資料の理解」をふまえて、各グループ内で意見交換や発表をし、作業を通じて
さらに考えを深める。

　〇４時限（50分）個人ワーク②：レポート作成
　　「講義・資料の理解」と「グループワーク」をふまえて、レポートを書く。

・最終合否判定： グループワーク、個人ワーク②を総合的に審査したうえで、最終的に合格者を決定。

【入試結果】

2020年度

志願者 47

一次選考合格者 47

受験者 46

合格者 45

リーダーシップ方式の出願資格・出願書類・選考方法
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共立女子大学　入試事務室
〒101－0003　東京都千代田区一ツ橋2－6－1

TEL  03－3237－5656　FAX  03－3237－5633
URL  http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/
E-mail  nyushi@kyoritsu-wu.ac.jp

問い合わせは下記まで
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