
千字エッセイ表彰式 スピーチコンテスト

クリスマス会 文化祭

2021年度 文科入試一覧

30 7月19日（日）～10月18日（日）

11月22日(日)

11月15日(日)

1月25日(月)

2月6日(土)

3月10日(水)

1月16日(土)・17日(日)
共通テスト試験日

7/19（日） 7/14（火）
8/21（金） 8/4（火）
8/22（土） 8/4（火）
8/29（土） 8/24（月）

8/21（金）
8/22（土）
8/29（土）
9/13（日）

★追加日程※1

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

7/19日（日）
日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/29日（土） 英語コース　午後12/6日（日）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/22日（土）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/21日（金）
日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

9/13日（日）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

10/17日（土）

心理学コース　午後3/20日（土）

出願可否通知送付

9月18日（金）発送

調査書・面接・小論文28

21

10

4

2021年度 AO入試コミュニケーション方式

①11:20～12:10

日本文学・表現コース　英語コース　心理学コース　

文科 AtoZ 
2021

6/19（金）～8/28（金）必着

※エントリーシートを提出した後、
　面接となります。

※エントリーシートを郵送（必着）
　または持参

10/17（土） 10/9（金） 10/18（日）

出願可否通知送付

10/23（金）発送面接時に提出
9/23（水）～10/9（金）必着

※エントリーシートを郵送（必着）
　または持参

※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。

※英語コースを受ける者は英語を選択すること。 ※一般入試（全学統一方式・2月日程）と共通テストは日本史Bと世界史Bの組み合わせは選択できない。

※1：追加日程に再エントリーすることはできません。

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

文科

総合型選抜コミュニケーション方式

大学入学
共通テスト
利用選抜



（コミュニケーション論と伝える技術は、選択必修です。）

文科カリキュラム 日本文学・表現コース紹介

自律と努力コア

創造とキャリアコア

全学共通教育 年次 単位 卒業要件

基礎ゼミナール

文章表現法 2

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！

米田 くるみさん
（共立女子大学 文芸学部 
日本語 日本文学コース）

2年生
野元 優希さん

『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 1
論理的思考・文章表現 1 2 1
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（2020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
キもでて楽しいイベントタイムです。

本コースのみ１年生からセミナーがあり、履修が必須で
す。２年生のセミナーでは「卒業論文」「卒業制作」から
好きな方を選択します。

地方から上京してきた私にとっ
て、初めての寮暮らしと勉強、
アルバイトなどのプライベート
を全て完璧にこなすことは難し
いことでした。だんだんと学校
自体行くことが億劫になった時
にも先生方や助手さんが暖かく
受け入れてくださり、なんとか
通うことが出来ました。私が編
入学を意識し始めたきっかけ
は、先生からの「今後も、もっ
と勉強を進めていってみたら」
という言葉でした。それから授
業を受ける中で、もう少し文学
についての勉強を進めたいと考
えるようになりました。編入学
後は、もっとずっと勉強を楽し
みながら学生生活を過ごしたい
と思っています。

村上春樹の『ノルウェイの森』を
読み解き、ゼミの仲間とディス
カッションをすることで、自分の
見解と皆の意見の比較が出来る
ので物語に対する理解がより深ま
りました。一つの物語を一年かけ
てじっくり読み深めることができ
たので、履修当初よりも読解力が
上がったと感じています。レジュ
メ製作や発表など、大変なことも
多いですが、それをやり遂げた後
には大きな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。

（コミュニケーション論と伝える技術は、選択必修です。）

上記専門科目より18単位（他学科・他コース開放科目8単位を含む）

上記専門科目より11単位（他学科・他コース開放科目６単位を含む）

上記専門科目より18単位（他学科・他コース開放科目 8単位を含む）



心理学コース紹介英語コース紹介（就職率100%）

文科では英語スピーチコンテストを毎年開催しています。ネイティブ・スピーカーの専任
教員がコンテストに向けて発音や表現を個別指導するので、練習の過程で大きく英語力
が伸びます。2019年度優勝の高柳真愛さんは副賞の「スマ留賞」としてマルタ島に1週間
留学し、2019年度文科リテラシー活動優秀者としても表彰されました…!

短大1年次は4スキル全てネイティブの先生に指導を受け、
TOEIC®IPで50点スコアアップしました。2年次の異文化理解
ゼミでは発展途上国の教育問題について研究発表を行い、
国際学部への特別推薦編入学を実現しました。将来国際協
力に携わることを目指して更に学びを深めています。

現地でできた友人と授業の合間にマルタ
島をあちこち散策し、忘れられない思い出
ができました。

留学先では各国のクラスメート
たちと一緒に授業を受けました

カンボジアでの教
育支援活動や将

来の夢について、

気持ちを込めて伝
え、学長賞に選ば

れました。

心理学コース卒業生
緒方 理沙 さん

心理学コース2年生
島田 彩花 さん

　様々な角度から見て、心理学を学ぶということは、新しい自己
に出会うことであり、今後の人生を歩むうえで極めて重要な役
割を果たすことだと考えました。
　そこで、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。
　今回最も苦労した点は、ひとつの事柄についていくつもの関
連する知識を覚える必要があったことです。特に、人名が多く出
てきたので、人物と理論などを一致させることに時間がかかりま
した。しかし、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。
　学校のテスト対策やレポート作成と両立するためには、1日のな
かでそれぞれ時間とページ数を決め少しの時間でも確実に知識
をものにする努力をしました。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。

専門分野は、発達心理学・教育心理学で
す。研究テーマは、乳幼児期から児童期へ
の移行期における子どもへの支援としての
保幼小連携です。
「発達心理学」では、乳幼児期から老年期
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「心理学卒業演習」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。

「臨床心理学」はこころのバランス
を欠いた状態を中心に、様々な疾
病について具体的に触れます。
「アートと心理」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。「カウンセリング
論」ではコミュニケーション能力が
上がるので就活や今後の人生に役
立ちます。

「からだと健康」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
ポーツを実践します。自分で興味のある
種目を選ぶことも可能です。友人の有無
や運動の不得手は関係ありません。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。

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
現在は教育相談系・産業カウンセラー系の職種に就職
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。
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。

一前先生 上淵先生 中島先生

臨床心理士と
公認心理士に合格!
カウンセラーに

なりました

心理学検定に
合格!

受験料の約半分を
文科が補助

Ⓠ
Ⓐ

Ⓠ
Ⓐ

Ⓠ
Ⓐ

心理学コースの先生方と担当授業の紹介



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。

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。

森 桜子さん
（心理学コース）

渡邉 知歩さん
（英語コース）

短大生は、2年間しかありません。その中で、卒業
後の就職先を探すには、1年生の内から自分の軸
を探し、企業研究をするなどの準備が必要となる
のでとても大変でした。ですが共立短大では、1年
生の6月という早い時期から就活講座を受けられ
ますので、先輩方や講師の方からの様々なお話を
お聞きできたり、対策をして頂けたり、こんなに有
難い場は他にないと思いました。その結果千葉トヨ
ペットに内定をいただきました。インターンシップで、お
客様を大切にする接客を間近で拝見し、自分の強み
である「周囲をよく見て行動する」という事がいかせる
と感じました。また、社員の方を含め全体の雰囲気が
良い事や、人事の方が様 な々機会を通して、丁寧にご
指導下さった事にも魅力を感じました。これから社会
人になりますが、視野を広く持ち、成長し続けられる
人になりたいです。その為に、周囲とのコミュニケー
ションを多く取り、沢山の事を自分なりに吸収し、力に
変えて前に進んでいきたいと思います。

私は4月から千葉市の公務員である、学校事務員
として働きます。民間企業の就職活動もしつつ公
務員試験対策もしていたので、正直とても大変で
した。ですが、共立での公務員講座の先生方や短
大の先生方、家族やたくさんの方々の支えのおか
げで試験に合格することができました。私は小さい
頃から今までずっと「学校生活」というものが、とて
も楽しくて大好きでした。この共立でも、多くのこと
に挑戦して充実した日々を送ることができました。
私はそういった活動の中で「学校に携われる仕事
がしたい」と強く思うようになりました。また、中学
生の時に、ある学校事務員の方に優しくしていた
だいた忘れられない思い出もあります。数ある公務
員の仕事の中から、学校事務員になろうと決めた
のもそのためです。これからは私の愛する地元で、
子どもたちはもちろん地域の方々にとっても、暖か
く活気ある学校環境を作り続けられるよう、一生
懸命努めていきます。

就活を振り返ると、1年生の学期が終わる2、3月頃
から学内企業説明会に参加したり、就職進路課に
通い出しました。一番大変だったのは面接ですが、
就職進路課やハローワークに通って面接練習をし
ていたので、本番で緊張することはほとんどありま
せんでした。就活ノートを作って、面接で聞かれた
事や練習をしていて指摘を受けたところをまとめ
て、本番前に見返していました。三菱鉛筆株式会
社を選んだのは、私が受けてきた面接の中で一番
個性的で、社員の方がアットフォームだった事、OG
訪問をしてこんな笑顔の素敵な方と一緒に働きた
いと思えた事、面接をしていて私自身自然と笑顔
になって話せた事が決め手です。何から始めてい
いのか分からない時は就職進路課に通ってみて
下さい!とても親切に相談に乗ってくれるはずです。
共立を選んで良かったと実感しますよ。遅くても早
くても焦らず自分のペースで納得のいく就活をして
ください。応援しています!

海寳 志緒さん
（英語コース）

文科の就職・編入進路支援 短大での勉強が
大学編入の道を開く！

2019 主な就職先・編入先 就職率
97.4%

就職先（2019）
●（株）コーセー
●（株）クスリのアオキ
●（株）サンドラッグ
●（株）吉野工業所
●銚子信用金庫
●亀有信用金庫
●新潟航空サービス（株）
●（株）ニチイ学館

●（株）ポロラルフローレンジャパン
●（株）きらぼし銀行
●ANAテレマート（株）
●日本郵便（株）
　関東支社（日本郵政グループ）
●明治安田生命保険相互会社
●三菱鉛筆（株）
●立川ブラインド工業（株）
●（株）京王百貨店

●（株）ながの東急百貨店
●羽田空港サービス（株）
●医療法人社団博栄会
●ANAエアポートサービス（株）
●東京海上日動火災保険（株）
●（株）小諸村田製作所
●三井住友トラスト・
　ビジネスサービス（株）
●（株）阪急阪神ホテルズ

編入学先（2016～2019）
●共立女子大学（文芸学部） 29名
●共立女子大学（国際学部） 19名
●共立女子大学（家政学部）  1名
●専修大学（人間科学部）  1名
●清泉女子大学（文学部）  1名
●北海道教育大学（教育学部）  1名
●近畿大学 1名
●奈良女子大学 1名
●駒沢女子大学 1名

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。

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！

文科修学奨励給付奨学金設立!

　高校時代は国語・世界史が好きで、進学するにあたってどちらを専門的に学ぼうか悩んだ結果、元 読々書が好きという事もあり、主に近現代文学・古
典文学の知識を深めることのできるこの日本文学・表現コースに進学することに決めました。この二年間、専門科目の講義を通して、日本文学の様 な々
知識がついたと思います。実践を交えた講義（百人一首体験・講義に出てきた場所へのフィールドワークなど）・映像を用いた講義など、その講義で扱っ
ている事柄に大きく触れることのできるイベントが多くあったことで、わかりやすく、楽しく勉強ができ、非常に良かったです。
短大卒業後は就職する予定でしたが、四大・短大合同の教養科目で、この学科では学ぶことのできない海外の歴史・文学に関する
講義を複数受けたことにより、元々好きだった世界史や、海外文学への興味がわいてきました。
　そこで、海外の文学・文化史について深く学ぶことのできる文芸学部・文芸教養コースへと編入学することに決めました。
　編入学後は、私が最も興味を持つ分野である地中海世界の古代史や、古代文学に触れて、更に幅広い知識を得たいと思っています。

仲居 歩美 さん
（編入学特別推薦：
日本文学・
表現コース→
共立女子大学　
文芸学部）

甘糟 里奈 さん
（編入学特別推薦：
日本文学・
表現コース→
共立女子大学
文芸学部）

　私は入学してから、少しでも興味を持ったことは、積極的に参加しようと心がけてきました。学校のWikipediaを制作するプロジェクト、留学生
キャンパスサポートチューター、共立アカデミーなど、文科以外の人とも関わることで、自然と社会勉強ができました。

　また、短大にしかない千字エッセイコンテストや、英語スピーチコンテストなどに挑戦することで、自分が好きなことは何なのか
を見つめ直す、貴重な機会を得られました。　
　温かい友達や先生、助手さん、そして大好きな本に囲まれ、充実した楽しいニ年間を過ごせました。志望校ではありませんでし
たが、今では入るべくして入ったと確信しています。編入後も、自身の限界を決めつけず、沢山の知識を吸収していきたいです。
　そして、将来、エンターテインメントを世の中に届けられる存在になれるよう、努力を重ねていきます。

　短大生活を通して海外の方や留学生との交流を持つ機会がとても増えました。他の国の文化や生活を少しずつ知っていく度に、自分の知ら
ないことだらけなんだと改めて知り、色々な国についてもっと深く学びたいと思い、編入を志望しました。
　短期大学では、英語の面白さに気づくことができ、苦手だった分野が好きになったり、様々な授業を通してコミュニケーションをとることが得

意になりました。基礎ゼミナールで行ったボランティア活動は海岸を掃除するもので、とても印象に残っています。海岸付近には
数え切れないほどのゴミがあり、掃除が終わった後にはとても大きな達成感を感じました。
　私は今、北欧の高福祉制度にとても興味があります。編入後は、北欧だけでなくヨーロッパ全体に視野を広げ、短期大学で
学んだ英語を生かしながら、もっと広く深くそれぞれの国の文化や政治制度など学んでいきたいと思っています。

河野 ちぐさ さん
（編入学特別推薦：
英語コース→
共立女子大学　
国際学部）

文科助手室



千字エッセイ表彰式 スピーチコンテスト

クリスマス会 文化祭

2021年度 文科入試一覧

30 7月19日（日）～10月18日（日）

11月22日(日)

11月15日(日)

1月25日(月)

2月6日(土)

3月10日(水)

1月16日(土)・17日(日)
共通テスト試験日

7/19（日） 7/14（火）
8/21（金） 8/4（火）
8/22（土） 8/4（火）
8/29（土） 8/24（月）

8/21（金）
8/22（土）
8/29（土）
9/13（日）

★追加日程※1

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

7/19日（日）
日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/29日（土） 英語コース　午後12/6日（日）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/22日（土）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

8/21日（金）
日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

9/13日（日）

日本文学・表現コース　午後
英語コース　午前・午後
心理学コース　午後

10/17日（土）

心理学コース　午後3/20日（土）

出願可否通知送付

9月18日（金）発送

調査書・面接・小論文28

21

10

4

2021年度 AO入試コミュニケーション方式

①11:20～12:10

日本文学・表現コース　英語コース　心理学コース　

文科 AtoZ 
2021

6/19（金）～8/28（金）必着

※エントリーシートを提出した後、
　面接となります。

※エントリーシートを郵送（必着）
　または持参

10/17（土） 10/9（金） 10/18（日）

出願可否通知送付

10/23（金）発送面接時に提出
9/23（水）～10/9（金）必着

※エントリーシートを郵送（必着）
　または持参

※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。

※英語コースを受ける者は英語を選択すること。 ※一般入試（全学統一方式・2月日程）と共通テストは日本史Bと世界史Bの組み合わせは選択できない。

※1：追加日程に再エントリーすることはできません。

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

文科

総合型選抜コミュニケーション方式

大学入学
共通テスト
利用選抜


