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国際言語文化学部・現代人間学部・社会情報課程
総合型入学試験
学校推薦入学試験
一般入学試験

大学入学共通テスト利用入学試験



2023年度　入試の主な変更点

●�社会情報課程を2023年4月に開設します（予定）。本要項記載のすべての入試種別
で受験できます。

●総合型入学試験のチャンスが広がります。
　　2022年10月、11月、12月、2023年2月、3月の計5回です。

●�総合型入学試験の面接は、対面もしくはオンラインのいずれかを出願時に選択でき
ます（英語英文学科Global Liberal Artsコースは除く）。

●�総合型入学試験のオープンキャンパス参加型は、オープンキャンパス活用型となり
ます。

●�総合型入学試験で不合格となった場合、同じ学科でも総合型入学試験で再度出願す
ることができます。

2023年度入学試験は、本要項記載のとおりですが、
新型コロナウイルス感染症の影響により変更する場合があります。
変更を行なう場合は、本学WEBサイト上にてお知らせします。

本学 WEBサイトURL：https://www.notredame.ac.jp
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2023年度　入学試験
１．入学試験日程
総合型入学試験

期別 出願期間（消印有効） 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期
・

連携校対象
2022年
  9月12日（月）〜  9月30日（金） 10月  8日（土） 11月  1日（火） 入 学 金：11月15日（火）

授業料等：12月  6日（火）

Ⅱ期 2022年
10月26日（水）〜11月14日（月） 11月23日（水・祝） 12月  5日（月）

入 学 金：12月15日（木）
　　　　　　　 2023年

授業料等：  1月  5日（木）

Ⅲ期・
帰国生徒対象
・

社会人対象

2022年
11月14日（月）〜12月12日（月） 12月17日（土） 12月26日（月）

　　　　　　　 2023年

入 学 金：  1月  6日（金）
授業料等：  1月26日（木）

Ⅳ期 2022年　　　　　2023年
12月26日（月）〜  1月26日（木）   2月  4日（土）   2月22日（水） 入学金・授業料等一括：

　　　　  　3月  9日（木）

Ⅴ期
2023年
  2月16日（木）〜  3月16日（木）

必着
  3月18日（土）   3月23日（木） 入学金・授業料等一括：

　　　　  　3月28日（火）

学校推薦入学試験（専門学科・総合学科対象入学試験も含む）

期別 出願期間（消印有効） 試験日 試験会場＊ 結果発表 手続締切

Ⅰ期
（2科目）

2022年
10月26日（水）〜11月11日（金）11月23日（水・祝）

京都会場
名古屋会場 12月  5日（月）

入 学 金：12月15日（木）
　　　　　　　 2023年

授業料等：  1月  6日（金）

Ⅱ期
（1科目）

2022年
11月14日（月）〜12月12日（月）12月17日（土） 京都会場 12月26日（月）

　　　　　　　 2023年

入 学 金：  1月  6日（金）
授業料等：  1月26日（木）

＊試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）、名古屋会場：名古屋コンベンションホール（愛知県名古屋市中村区）

一般入学試験

期別 出願期間（消印有効） 試験日 試験会場＊ 結果発表 手続締切

Ⅰ期 2022年　　　　　2023年
12月23日（金）〜1月19日（木）   1月27日（金）

京都会場
岡山会場 2月  8日（水） 入 学 金：2月22日（水）

授業料等：3月10日（金）

Ⅱ期 2023年
  1月25日（水）〜2月16日（木）   2月24日（金）京都会場 3月  6日（月） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月17日（金）

Ⅲ期 2023年
  2月16日（木）〜3月  8日（水）   3月15日（水）京都会場 3月23日（木） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月28日（火）

＊試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）、岡山会場：第一セントラルビル２号館会議室（岡山県岡山市北区）



2

大学入学共通テスト利用入学試験

期　別 出願期間（消印有効） 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期 2022年　　　　　2023年
12月23日（金）〜1月27日（金）

本学独自の試験
は課しません

2月21日（火） 入 学 金：2月28日（火）
授業料等：3月10日（金）

Ⅱ期 2023年
  1月30日（月）〜2月17日（金） 3月  3日（金） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月17日（金）

Ⅲ期 2023年
  2月21日（火）〜3月  9日（木） 3月22日（水） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月28日（火）

２．募集人員
（単位：名）

学部 国際言語文化学部 現代人間学部
社会情報課程

学科 英語英文学科 国際日本文化学科 生活環境学科 心理学科 こども教育学科

募集定員 80 50 63 93 64 20

総合型入学試験

Ⅰ　期

13 8 10 15 10 3

Ⅱ　期

Ⅲ　期

Ⅳ　期

Ⅴ　期

総合型入学試験
（連携校対象）

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名

学校推薦入学試験
（専門学校・総合
学科対象も含む）

Ⅰ　期
23 15 19 28 19 6

Ⅱ　期

一般入学試験

Ⅰ　期

20 13 16 23 16 5Ⅱ　期

Ⅲ　期

共通テスト利用
入学試験

Ⅰ　期

8 4 6 9 6 2Ⅱ　期

Ⅲ　期

総合型入学試験
（帰国生徒対象）

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名

総合型入学試験
（社会人対象）

若干名 若干名 若干名 若干名 若干名 若干名

※英語英文学科Global Liberal Arts コースは全体（外国人留学生入試を除く）で30名。
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京都ノートルダム女子大学　入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
　京都ノートルダム女子大学は、学問の街である京都の地に「Virtus et Scientia（徳と知）」を建学の精神に掲げ、「深
く専門の学芸を教授研究するとともに、カトリック精神及び日本文化の優れた伝統を体し、教養高き女性を育成して我が国
文化の推進に寄与すること」を目的とし高い意識のもと1961年に創立された女子大学です。
　この目的に基づき、本学を卒業するときに身につけておくべき６つの力として「ND６」を掲げ、学位授与方針（ディプ
ロマ・ポリシー）、教育課程の編成及び実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を定めています。これらの方針のもと、主
体的に学び、研究を深める意欲のある入学者を受け入れるために、次のとおり全学および各学部学科において入学者受け入
れ方針（アドミッション・ポリシー）を設定しています。

京都ノートルダム女子大学　３つの方針（2023年度入学者適用）
全学共通部分
（学則第１条…「深く専門の学芸を教授研究」「カトリック精神および日本文化の優れた伝統を体し、教養高き女性を育成」）

目指すべき人材像 ４年間で育て
たい力（ND６）

ディプロマポリシー
（卒業認定・学位授与方針）

カリキュラムポリシー
（教育課程編成・実施方針）

アドミッションポリシー
（入学者受入れ方針）

キリスト教精神に基づいて、他
者と自分を尊び、全人的な「常識」
と「良識」を備え、自由に自分
の人生を選び取っていく自立・
自律した健康な女性

キ
リ
ス
ト
教
精
神
・
女
性
教
育

Ｄ
Ｐ
１
．
自
分
を
育
て
る
力

キリスト教精神に基づいて他者と
自分を尊ぶ全人的な「常識」と「良
識」を備え、自由に自分の人生を
選び取っていく自立・自律した女
性として健康に生きていく態度を
身につけている。

共通教育科目では、キリスト教精神に基づ
き、豊かな人間性と良識、さらには他者へ
の奉仕の精神を育てるためのベースとなる
「カトリック教育」に関する科目を１・２年
次に配置し、必修および選択必修を合わせ
て６単位以上とする。さらに、自立・自律
した女性として健康に生きていく態度を身
につけるための「女性」および「健康」に
関する選択科目を配置する。

〔期待する能力〕
本学の建学の理念であるキリスト教
精神に触れ、理解しようとする。他
者や社会に奉仕する中で自己の人格
を高めようとする。
〔選考方法〕
自己記入書(志望理由書、自己アピー
ル)、調査書、面接

人間やその生活、社会、自然の
すべてについての幅広い知識と
教養を身につけ、新たな理解を
行い、自己涵養に努める女性

知
識
・
理
解

Ｄ
Ｐ
２
．
知
識
・
理
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人間やその生活、社会、自然のす
べてについての幅広い知識と教養
を身につけるとともに、それらを
基にさらに新しい事柄を理解する
力を身につけている。

共通教育科目では、幅広い知識と教養を身
につけるため「人間と文化」「生活と社会」
「人間と自然」の３領域からなる教養科目を
配置し、各領域２単位以上を選択必修とす
る。（さらなる専門的知識とその理解力を養
うため、各学部学科の専門領域の概論等に
関する科目を配置する。）

〔期待する能力〕
高等学校における学習内容を基礎と
して、各専門分野に資する知識と理
解の土台がある。
〔選考方法〕
自己記入書（志望理由書、自己アピー
ル)、調査書、レポート、学力試験、
口頭試問、資格検定

グローバル化の時代に対応し、
外国語および日本語で、国籍や
言語の異なる人々とも円滑にコ
ミュニケーションを行うスキル
や外国語を読み書きできる力を
身につけた女性

汎
用
的
技
能

Ｄ
Ｐ
３
．
言
語
力

国籍や言語の異なる人々と共に生
きていくために必要な、日本語お
よび外国語でのコミュニケーショ
ンスキルと読み書き能力をひとと
おり身につけている。

共通教育科目では、言語コミュニケーショ
ンスキルと読み書き能力を育成するため、
母語である日本語、英語および他の言語に
ついての科目を継続的に学べるように段階
的に配置する。そのうち日本語については、
日常の文書作成に必要な読み書きの基礎か
ら研究論文執筆をにらんだアカデミックラ
イティングの探求科目まで配置する。英語
や他の外国語については、１〜２年次に週
２回授業を行い定着を図る。（さらに、専門
性に応じた言語力を育成するため、各学部
学科の専門教育科目を配置する。）

〔期待する能力〕
高等学校卒業程度の国語力をもち、
英語などの外国語で読み、書き、聞
く、話す意欲がある。
〔選考方法〕
自己記入書(志望理由書、自己アピー
ル)、レポート、学力試験、面接、口
頭試問、資格検定、英作文

現代社会のさまざまな課題に対
して、知識や現象を分析し、適
切な情報処理を行って、批判的、
論理的に思考し、問題解決を行
う力を身につけた女性

Ｄ
Ｐ
４
．
思
考
・
解
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現代社会のさまざまな課題に対し
て、分析、情報処理を行い、批判的、
論理的な思考によって解決しよう
とする力を身につけている。

共通教育科目では、思考の礎となる教養を
教養科目から身につけるとともに、情報処
理については、その考え方の基礎から応用、
発展までの科目を配置する。（現代社会のさ
まざまな課題を解決するための思考力・問
題解決力を育成するため、各学部学科の専
門教育科目を配置する。）

〔期待する能力〕
課題について粘り強く考えようと
し、広い視野をもって、自らの考え
を柔軟に評価・修正できる
〔選考方法〕
自己記入書（志望理由書、自己アピー
ル）、レポート、学力試験、面接、
口頭試問

他者に心を開き、社会で不利な
立場におかれた人々を含む、さ
まざまな人々と共生・協働する
力を身につけ、すべての人が幸
せに生きていくことに貢献する
力を身につけた女性

態
度
・
志
向
性

Ｄ
Ｐ
５
．
共
生･

協
働
す
る
力

さまざまな他者と共生・協働する
ために必要な力を身につけている。

共通教育科目では、社会の中でさまざまな
他者と共生・協働するために必要な力とし
て、キャリア形成に関する科目、他者との
関係づくりに必要な「ホスピタリティ」を
学ぶ科目、および実際の協働へと結びつけ
る「ボランティア」に関する科目等を配置
している。
（さらに必要な知識や理論を学べるように、
各学部共通科目や各学科の専門教育科目に
多くの科目を配置する。）

〔期待する能力〕
人と協力してともに問題解決をしよ
うとする意欲をもち、集団での活動
経験（部活動，課外活動，ボランティ
アなど）を活かし、様々な学習に能
動的に参加できる。
〔選考方法〕
自己記入書（志望理由書、自己アピー
ル）、調査書、面接

総合的な学修経験を行って、実
践的に、他者や社会に対して、
自らの学修成果を発信する女性。
また、専門知識を基盤に、自ら
立てたテーマに基づき研究に取
り組み、学修成果をまとめ、創
造的に発信する女性

統
合
的
な
学
習
経
験
と

総
合
的
思
考
力

Ｄ
Ｐ
６
．
創
造
・
発
信
力

総合的な学修経験を行って、実践
的に、他者や社会に対して、自ら
の学修成果を発信することができ
る。
（専門知識を基盤に、自ら立てた
テーマに基づき研究に取り組み、
学修成果をまとめ、創造的に発信
することができる。）

（実践的に他者や社会に対して、自らの学習
成果を創造的に発信することができる科目
として、各学部学科の専門教育科目卒業研
究等の科目を配置する。）

〔期待する能力〕
自らが学習したことを他者に明確に
説明しようとし、さらに学習を通じ
て新たなアイディアやものを創り出
そうとする。
〔選考方法〕
自己記入書（志望理由書、自己アピー
ル）、レポート、学力試験、面接、
口頭試問
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【各入学試験における選考方法】

自己記入書 調査書

推薦書 資格
検定

科目
試験 レポート 口頭

試問 面接 日本語
能力志望

理由書
自己

アピール

学習
成績の
状況

学習に
おける
特徴等

課外
活動

総合型
選抜

総合型入試 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○
総合型入試
（連携校対象） ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○
総合型入試

（帰国生徒対象） ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
総合型入試
（社会人対象） ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

学校推薦
型選抜

学校推薦入試 ◎ ◎ ○ ◎

指定校推薦入試 ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎
ノートルダム女学院
高校内部進学推薦入試 ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎

一般選抜
一般入試 ○ ○ ◎

共通テスト利用
入試 ◎

特別入試
外国人留学生入試
（国内出願・指定校） ◎ ○ ○ ◎ ◎
外国人留学生入試
（海外出願） ◎ ◎ ◎

（◎＝大きい比重、〇＝小さい比重）

○国際言語文化学部　英語英文学科
　英語英文学科は、英語コミュニケーション力を基盤に、英語圏文化の知識、英語教育の知識と資格、その他ホスピタリティ
と人間性を備え、異文化の環境でも力を発揮できる柔軟で心豊かな国際人を輩出することを目的に教育を行っています。具
体的には次のような学生を受け入れます。

【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力　
〔期待する能力〕 英語という言語に関心があり、同時に英語圏の文化、歴史、社会、コミュニケーションに幅広く関心を持っ

ている。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
❷知識・理解力
〔期待する能力〕英語圏の文化や文学に関心があり、高校卒業程度の教科書記載内容の知識を持っている。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、学力試験、レポート
❸言語力
〔期待する能力〕 高校卒業程度の英語力を持ち、読む、書く、話す、聞く、の英語における4分野の向上に努めることが

できる。
〔選 考 方 法〕面接、調査書、学力試験、資格検定、英作文
❹思考・解決力
〔期待する能力〕 英語という言語・英語圏の文化・社会に関するさまざまな課題について関心があり、それらを解決・探

究するための情報収集力を一定レベル習得している。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、学力試験、レポート
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕母語のみならず英語で他者とコミュニケーションをとり、協力・協働するよう努めることができる。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
❻創造・発信力
〔期待する能力〕 英語という言語、英語圏の文化、歴史、社会、コミュニケーション、教育に関して自分の意見を持ち、

何らかの媒体を用いて、社会に発信することに関心がある。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
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【入学までに求める学習経験】
　国語、英語の学習を通じ、読む、書く、話す、聞くといった言語４技能の学習と実践をしっかり積むとともに、対人場面、
社会場面でのコミュニケーション力を磨くことが重要です。また、社会の学習を通じ、現代社会や世界の歴史・文化につい
ても興味関心を育んでください。さらに、理系の科目などについても積極的に学び、説明力や論理力を養うことも重要です。

○国際言語文化学部　国際日本文化学科
　国際日本文化学科では、「世界の諸文化と日本の文化への理解」「言語運用能力と情報活用能力」「他者への深い共感力に
根差したコミュニケーション能力」を持つ創造性豊かな女性を育成することを目指しています。具体的には、次のような
学生を受け入れます。

【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力
〔期待する能力〕 世界の諸国・地域や日本の文化・言語について学ぶ意欲があり、他者とのコミュニケーションや社会と

の関わりの中で、自己の人格を高めることに興味・関心があり、努力しようとしている。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❷知識・理解力
〔期待する能力〕 世界の諸国・地域や日本、およびその文化や言語について関心を持ち、高等学校卒業程度の教科書記載

内容の知識を持っている。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、資格検定、学力試験、レポート、面接
❸言語力
〔期待する能力〕 高等学校卒業程度の国語力を持ち、書き言葉、話し言葉の両面でコミュニケーション力に磨きをかける

ことに関心を持っている。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、資格検定、学力試験、レポート、面接
❹思考・解決力
〔期待する能力〕 世界の諸国・地域や日本の文化・言語に関するさまざまな課題について関心があり、それらを解決・探

求するための文献調査や情報検索の方法について、ある程度習得している。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、資格検定、学力試験、レポート、面接
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕 他者との基本的なコミュニケーション力があり、他者と共生・協働して、社会への貢献を行うことに関

心がある。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、レポート、面接
❻創造・発信力
〔期待する能力〕 世界や日本の文化・言語に関連して、ユニークな発想による企画や研究・制作を行い、社会に発信する

ことに関心がある。
〔選 考 方 法〕調査書、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、資格検定、レポート、面接

【入学までに求める学習経験】
　高等学校における外国語、国語、公民、地理歴史の必修科目の内容を確実に修得しておいてください。また情報、芸術関
係の科目についても、強い関心のある人は、実習・鑑賞・実技などを通じて、知識や能力を高めておくことが望まれます。
漢字検定２級、日本語検定３級など、国語に関する資格取得への取り組みも期待します。その他にも、各自が関心を持って
いる領域について学習し、英検などの外国語検定、京都・観光文化検定などの各種検定にも挑戦してください。

○現代人間学部　生活環境学科
　生活環境学科では、揺れ動く社会のもとでより良い生活創造や生活支援の場面で活躍する人材を養成することを目標と
しています。具体的には次のような学生を受け入れます。

【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力
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〔期待する能力〕 社会に貢献できるよう自分を高めたいと考え、自分の生活や人生を主体的に築いていく意欲をもってい
る人。

〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❷知識・理解力
〔期待する能力〕 入学後の修学に必要な基礎学力としての知識や理解力を有するとともに、家族や個人の暮らしに必要な

衣食住、家族・生活経営、福祉について、自ら積極的に学び知識を身につけたいと考えている人。
〔選 考 方 法〕学力試験、レポート、調査書
❸言語力
〔期待する能力〕学んだ知識や技術を用い、言語を介して積極的に他者と関わるということに関心がある人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❹思考・解決力
〔期待する能力〕 身近な生活環境に関心を持ち、生活をより良くするために、身につけた知識や技能を役立てる力を養い

たいと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕周りと協力しながら、相手の立場に立って物事を考えようと努力し、行動したいと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❻創造・発信力
〔期待する能力〕より良い生活の創造に関わり、自分の考えを発信したいと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート

【入学までに求める学習経験】
　人間の生活に関する幅広い内容の教科・科目に関心を持って取り組んでおくことはもちろんですが、「総合的な学習の時間」
や「学校家庭クラブ活動」、あるいはボランティアなどを含む課外活動は、人間や生活に関する問題・課題への興味・関心
を高め、個性豊かな人間性の基礎となるものです。こうした実践的な活動体験は本学科での学びに大いに役立ちますので、
なるべく多くの課外活動や実践的な活動の体験をするように努力してください。

○現代人間学部　心理学科
　心理学科においては、「人間行動を客観的に深く分析できる人材の養成」と「家庭や社会のすべての場で心を理解し、人
と関わるための対応ができる人材の養成」を目指しています。具体的には、次のような学生を受け入れます。

【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力
〔期待する能力〕豊かな人間性、および、自己成長への意欲と他者の理解や奉仕の精神を備えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
❷知識・理解力
〔期待する能力〕 心理学およびその関連領域について知識や技能を習得し、科学的分析と深い人間理解に基づいて、現代

社会の要請に応じた実践的問題解決能力や産業界で活躍できる力を身につけたい人。
〔選 考 方 法〕調査書、学力試験、レポート
❸言語力
〔期待する能力〕 さまざまな文化背景をもつ人々や社会に対して、純粋な関心と偏見なく理解する姿勢を持ち、母語や外

国語によるコミュニケーションを通じた心の理解への意欲を持っている人。
〔選 考 方 法〕調査書、資格検定、学力試験、レポート、面接
❹思考・解決力
〔期待する能力〕 人間の思考や行動、人間関係や社会構造に興味を持ち、心理学への学習意欲や問題探求心に優れ、様々

な問題や事象について論理的に考え、解決策を追求することに熱意がある人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、学力試験、レポート、調査書
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕 人の個別性を理解・尊重し、ともに成長しともに生活する姿勢を備え、現代社会に生きる人々が抱える
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心理的諸問題の解決と支援に貢献したいと考える人。
〔選 考 方 法〕自己記入書（志望理由書、自己アピール）、面接、調査書
❻創造・発信力
〔期待する能力〕 心理学の学びを通して、現代社会における諸問題について、新たな発想での気づきや提案をしていく意

欲のある人。
〔選 考 方 法〕面接、調査書、学力試験、レポート

【入学までに求める学習経験】
　国語や英語の学習を通して、読む・書く・話す・聞くといった経験を積み、説明力やコミュニケーション力をつけること
が必要です。そして、社会（地理歴史・公民）の学習を通して、現代社会や身の周りの出来事に関心と問題意識を持ち、課
外活動などを通して、その解決方法を考えたり実行することが望まれます。また、基礎的な数学（数学Ⅰ）や理科での学び
を通して、物事を客観的に捉える力も必要です。

○現代人間学部　こども教育学科
　こども教育学科では、保育・教育の分野でこどもに寄り添い、かつ、先進的な保育・教育のできる人材を養成すること
を目標としています。具体的には、次のような学生の入学を期待します。

【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力
〔期待する能力〕 教育や保育に携わる人間として、関連する知識や技能を習得するのみならず、良好な人間関係を築き、

また、築かせることのできる人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
❷知識・理解力
〔期待する能力〕多くの学問や人間と関わり、積極的に他者を理解しようとする人。
〔選 考 方 法〕学力試験、調査書、レポート
❸言語力
〔期待する能力〕一人ひとりの言語力の相違に気付き、一人ひとりの個性に応じた対応をしようとする人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート、資格検定、学力試験
❹思考・解決力
〔期待する能力〕自分の考えだけでなく、人の考えを聞き、また深く考え、問題があっても解決しようとする力のある人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、レポート、調査書、学力試験
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕学習活動に参加し、共生し協働しながら困難に立ち向かうことで何かを成し遂げようとする人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書
❻創造・発信力
〔期待する能力〕様々な想像をし、意見を交換することで、更に想像力を発揮できる人。
〔選 考 方 法〕面接、レポート、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書

【入学までに求める学習経験】
　高校卒業時までに必要とされる基礎的な学力を身につけているとともに、こどもの健全な発達を支援できるように、保育
や教育に関するさまざまな問題に興味・関心を持つことが期待されます。また、自分の考えや意図を相手に分かりやすく伝
えたり、相手の意図を適切に理解できるよう、たくさんの人と関わる経験をするとともに、他者と協力しながら課題を見つ
けたり、問題解決するといった経験をしていることも期待されます。

○社会情報課程
　社会情報課程では、 文理融合のバランスの取れた情報教育を実践し、社会の課題を発見し解決する人材を育てることを
目標としています。具体的には、次のような学生を受け入れます。
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【入学者に求める能力】
❶自分を育てる力
〔期待する能力〕 社会に貢献できるよう自分を高めたいと考え、情報を活用し自分の生活や人生を主体的に築いていく意

欲をもっている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❷知識・理解力
〔期待する能力〕 入学後の修学に必要な基礎学力としての知識や理解力を有するとともに、情報や数理を、自ら積極的に

学び知識を身につけたいと考えている人。
〔選 考 方 法〕学力試験、レポ―ト、調査書
❸言語力
〔期待する能力〕 基礎的な国語力・英語力を有し、学んだ知識や技術を用い、言語を介して積極的に他者と関わるという

ことに関心がある人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❹思考・解決力
〔期待する能力〕 社会の情勢に関心を持ち、生活をより良くするために、身につけた知識や技能を活用し社会に貢献した

いと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート
❺共生・協働する力
〔期待する能力〕 対話やコミュニケーションを軸に周りと協力しながら、相手の立場に立って物事を考えようと努力し、

行動したいと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）調査書、レポート
❻創造・発信力
〔期待する能力〕より良い情報社会の創造に関わり、自分の考えを発信したいと考えている人。
〔選 考 方 法〕面接、自己記入書（志望理由書、自己アピール）、調査書、レポート

【入学までに求める学習経験】
　高校卒業時までに必要とされる基礎的な学力を身につけているとともに、情報科学や、情報を扱うために必要な倫理観、
情報技術で解決可能な社会問題などへの好奇心、探求心を持っていることが期待されます。
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2023年度　総合型入学試験
趣旨
　本学の総合型入学試験は自己推薦入学試験やスポーツ推薦入学試験とは異なり、本学および志望する学部・学科等の特色
や教育内容を理解し、そこで学ぶ目的意識と意欲をもっていることを受験の前提条件としています。そして、その意欲を実
行に移し自分自身の夢を実現するために最低限必要な基礎的能力・志向性・適性をみるため、各学部・学科等独自の審査を
実施します。

１．入学試験日程
総合型入学試験

期別 出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期
・

連携校対象
2022年
  9月12日（月）〜  9月30日（金） 10月  8日（土） 11月  1日（火） 入 学 金：11月15日（火）

授業料等：12月  6日（火）

Ⅱ期 2022年
10月26日（水）〜11月14日（月） 11月23日（水・祝） 12月  5日（月）

入 学 金：12月15日（木）
　　　　　　　 2023年

授業料等：  1月  5日（木）

Ⅲ期
・

帰国生徒対象
・

社会人対象

2022年
11月14日（月）〜12月12日（月） 12月17日（土） 12月26日（月）

　　　　　　　 2023年

入 学 金：  1月  6日（金）
授業料等：  1月26日（木）

Ⅳ期 2022年　　　　　2023年
12月26日（月）〜  1月26日（木）   2月  4日（土）   2月22日（水） 入学金・授業料等一括：

　　　　  　3月  9日（木）

Ⅴ期
2023年
  2月16日（木）〜  3月16日（木）

必着
  3月18日（土）   3月23日（木） 入学金・授業料等一括：

　　　　  　3月28日（火）

※出願期間補足
Ⅰ〜Ⅳ期
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日９：00〜17：00
まで受け付けます。出願期間最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9：00〜17：00まで窓口受付をします。
Ⅴ期
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の16：30まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の17：00までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日必着です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の９：00〜17：00まで受け付
けます。

試験会場：本学（京都市左京区）
集合時間：  受験票にてお知らせします。Ⅰ期は、試験時間帯が学科等により午前・午後に分かれます。Ⅱ〜Ⅴ期は、全学科

とも午後に試験を実施する予定です。

２．募集人員
　p.2を参照してください。
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３．出願資格
　次の各号のいずれかに該当する者。女子に限る。
⑴　高等学校を卒業した者および2023（令和５）年3月31日までに卒業見込の者
⑵　通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者および2023（令和５）年3月31日までに修了見込の者
⑶　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程、およびこれに準ず
る課程を修了した者または修了見込の者、文部科学大臣が指定した者

⑷　高等学校卒業程度認定試験合格者または大学入学資格検定合格者で、2023（令和５）年4月1日現在で18歳以上の
者

⑸　本学における個別の出願資格審査によって、高等学校を卒業した者と同等の学力があると本学が認めた者で、2023（令
和５）年4月1日現在で18歳以上の者

（注意事項）
・出願資格⑸に該当する方は、必ず出願前に入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。

（総合型入学試験に出願する際の注意）
①総合型入試は、専願ではありません。
②総合型入試で合格した場合は、スカラシップ選考Ⅱを除き、本学のその他の入学試験に出願・受験することはできません。
③出願、試験時期が重なり、他の入学試験で合格した場合でも、総合型入試での合格学科等（コース）が優先されます。
④総合型入試に不合格となった場合は、再度同じ学科等（英語英文学科の場合はコース）の総合型入試に出願することがで
きます。

４．選考方法・配点
　選考方法は、２つの型があります。いずれかの型を選択して出願してください。

１．標準型
　提出書類（自己記入書、課題レポートなど）と面接を総合的に評価し合否を判定します。

選考方法 配点 内容

書類審査 60
自己記入書①（志望理由）
自己記入書②（自己PR、資格検定資料）
調査書

課題レポート 60 レポート800字 学科の学びの中で興味、関心のあることについて
（各学科の課題については次ページ参照）

面接※1※2

（口頭試問含む） 80 個人面接20分 提出書類を基に面接。口頭試問は、課題レポート
に関する事柄の質問。

※1　  英語英文学科Global Liberal Arts コース受験の場合：面接前に英作文（20分間）のテストを行います。面接での使
用言語は、４割程度が日本語、６割程度が英語です。

※2　  面接は出願時に、本学での対面、もしくは、自宅等にてオンラインでの受験のいずれかを選択してください（英語英
文科Global Liberal Arts コースは本学にて対面での受験に限る）。

２．オープンキャンパス活用型
　オープンキャンパスに参加しミニ講義などの課題レポート 、提出書類および面接を総合的に評価し合否を判定します。

選考方法 配点 内容

書類審査 60
自己記入書①（志望理由）
自己記入書②（自己PR、資格検定資料）
調査書

課題レポート 60 レポート800字 オープンキャンパスに関する課題レポート
（各学科の課題については次ページ参照）

面接※1※2

（口頭試問含む） 80 個人面接20分 提出書類を基に面接。口頭試問は、課題レポート
に関する事柄の質問。

※1　  英語英文学科Global Liberal Arts コース受験の場合：面接前に英作文（20分間）のテストを行います。面接での使
用言語は、４割程度が日本語、６割程度が英語です。

※2　  面接は出願時に、本学での対面、もしくは、自宅等にてオンラインでの受験のいずれかを選択してください（英語英
文科Global Liberal Arts コースは本学にて対面での受験に限る）。
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オープンキャンパス活用型での出願の場合は、2022年度実施のオープンキャンパスのいずれかに参加することが必要です。
対象となるオープンキャンパスは学科・課程により異なります（詳細は以下の「オープンキャンパス活用型　課題」参照）。
開催日時は、本学WEBサイトで確認してください。

各学科の課題レポートの課題内容
標準型　課題

英語英文学科

いずれかを選んで記述してください。
１．学科領域に関する課題レポート
　　 英語英文学科の教育内容（英語圏文学・文化、言語（英語）、コミュニケーション、
英語教育、その他）で興味・関心がある具体的なトピックを選び、このトピックに
ついて簡単に説明したうえで、それに興味・関心がある理由について詳しく記述し
てください。

２．図書に関する課題レポート
　　 英語または日本語で書かれた小説や詩、または、言語・文化・歴史・思想に関す
る書籍を題材として取り上げ、その書籍の内容について自身の考察や見解を自由
に記述してください。

国際日本文化学科

いずれかを選んで記述してください。
１． 次のテーマの中から一つ選び、説明してください。（私が好きな文学作品について
／よりよいコミュニケーションのために必要なこととは何か／外国人にもっとも
紹介したい日本文化とその理由／身近にある博物館の活動）

２． 日本語日本文化領域／国際文化領域のうち一つを選び、その領域で学びたいテー
マを自分で説明してください。

生活環境学科
私たちの生活環境の中にある様々な問題から、衣食住、家族・生活経営、福祉など暮ら
しに関わる課題を抽出し、それを選んだ理由を説明してください。また、その課題を解
決するためにはどうしたらよいか、あなたの考えを述べてください。

心理学科

心理学科オリジナルサイトにある「さいころ講座 2023年度 総合型入試【標準型】
課題レポート情報」に掲載された記事から一つを選んで、課題レポートを作成してく
ださい。興味や関心のあるトピックについて説明するとともに、そのトピックに興味
や関心を持った理由についても記述してください。

こども教育学科 保育・教育の話題の中から、興味や関心を持つ話題について説明するとともに、その
話題に興味や関心を持った理由についても記述してください。

社会情報課程 社会情報課程で学びたい内容に関するテーマを自分で設定して論述してください。そ
の際、そのテーマに興味や関心を持った理由についても記述してください。

オープンキャンパス活用型　課題

英語英文学科

オープンキャンパスで体験したこと（模擬授業、体験コーナー、その他）で特に印象
に残った、または興味・関心を持ったトピックを選び、それについて簡単に説明した
うえで、関心を持った理由や入学後の学びについて詳しく記述してください。（2022
年度開催のオープンキャンパスが対象）

国際日本文化学科

オープンキャンパスのミニ講義または体験コーナーに参加して興味、関心を持った
トピックを一つ選び、そのトピックについて簡単に説明し、それをもとに自分が考え
たことや大学で学んでいきたいことを記述してください。（2022年5月〜9月開催
のオープンキャンパスが対象）

生活環境学科
オープンキャンパスのミニ講義、体験コーナーに参加して興味や関心を持った内容に
ついて説明したうえで、自分の考えたこと、大学で学んでいきたいことを記述してく
ださい。（2022年5月〜9月開催のオープンキャンパスが対象）

心理学科

オープンキャンパスのミニ講義から一つを選んで、課題レポートを作成してください。
興味や関心のあるトピックについて説明するとともに、そのトピックに興味や関心を
持った理由についても記述してください。（2022年5月〜9月開催のオープンキャ
ンパスが対象）

こども教育学科
オープンキャンパスにおいて、ミニ講義や体験コーナーへの参加、個別相談などから、
興味や関心を持った内容について説明したうえで、気付いたことや考えたことを記述
してください。（2022年5月〜9月開催のオープンキャンパスが対象）

社会情報課程
オープンキャンパスのミニ講義、体験コーナーに参加して興味や関心を持った内容に
ついて説明したうえで、それをもとに自分が考えたことや大学で学んでいきたいこと
を記述してください。（2022年度開催のオープンキャンパスが対象）
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評価ポイント

学科等 自己記入書 調査書 課題レポート 面接・口頭試問

英語英文
学科

（志望理由）
・  本学、学科に対する
理解（アドミッショ
ン・ポリシーなどを
含む）

・  志望理由（学科・コー
スを志望する理由）

・修学の意欲

・  将来に対する可能性

・誤字脱字

（自己PR）
・  自己アピール（中学
卒業後からの取組と
成果）

・  特技や資格（クラブ
活動、ボランティア活
動など高校時代の
活動も含む）

・誤字脱字

・  全体の学習成績の
状況

・  英語の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項

　  （出欠席の状況は参
考とする）

・  トピック選択やその理由、
理解

・内容の明確さ
・  構成力、論理性、一貫性、
表現力

・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に挑む態度
・  修学への意欲・継続力
（グローバル英語コース志
望の場合、英語コミュニ
ケーション能力も評価ポ
イントとなる）

国際日本
文化学科

・  全体の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項
（出欠席の状況は参
考とする）

・テーマ理解
・自己学習の成果
・  自分の意見を明確に伝え
ようと努めているか

・内容の明確さ
・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に臨む態度
・修学への意欲・継続力

生活環境
学科

・  全体の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項

　  （出欠席の状況は参
考とする）

・  課題理解、課題への取り
組み

・  内容の明確さ、自分の意
見を明確に伝えようと努
めているか

・文章の論理性、整合性
・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・  学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に臨む態度
・修学への意欲・継続力

心理学科

・  全体の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項

　  （出欠席の状況は参
考とする）

・  課題理解、課題への取り
組み

・  内容の明確さ、自分の意
見を明確に伝えようと努
めているか

・文章の論理性、整合性
・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に挑む態度
・  修学への意欲・継続力

こども教育
学科

・  全体の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項

　  （出欠席の状況は参
考とする）

・  課題理解、課題への取り
組み

・  内容の明確さ、自分の意
見を明確に伝えようと努
めているか

・文章の論理性、整合性
・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に臨む態度
・  修学への意欲・継続力

社会情報
課程

・  全体の学習成績の
状況

・  指導上参考となる
諸事項

　  （出欠席の状況は参
考とする）

・  課題理解、課題への取り
組み

・  内容の明確さ、自分の意
見を明確に伝えようと努
めているか

・文章の論理性、整合性
・誤字脱字

・  質問に対する受け答えの
評価

・学科の専門性理解
・  課題レポートについての
口頭試問

・面接に臨む態度
・  修学への意欲・継続力
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５．出願方法
⑴　本学の受験生サイトより、総合型入学試験出願書類である以下の３つの用紙をA４サイズで印刷し、記入する。
・自己記入書①（志望理由）
・自己記入書②（自己PR）
・課題レポート
⑵　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送： 簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（Ⅰ〜Ⅳ期：出願期間最終日消印有効。Ⅴ期：出願期

間最終日必着）
　　持参：  Ⅰ〜Ⅳ期は、出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。

Ⅰ期については出願期間最終日の翌日が土曜日のため、その翌週の月曜日の9時から17時まで受け付けます。
　　　　　 Ⅴ期は、出願期間中の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。Ⅴ期は出願期間最終日の17時

までに持参してください。
　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　・土曜日、日曜日、祝日
　 自己アピール資料が所定の封筒に入らない場合は、角2より大きい封筒等を使用してもかまいません。

⑴　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　調査書
①高等学校卒業（卒業見込み）者
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
調査書の作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合
し、高等学校として判定した成績を記入してください。
なお、高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合は、その旨の証明書または卒業証明書を替わりに提
出してください。
②高等学校卒業程度認定試験合格者、大学入学資格検定合格者
合格成績証明書
免除科目がある場合は、証明する書類（高等学校在籍時の調査書等）を添付してください。

⑶　自己記入書（志望理由、自己PR）（所定用紙 A1、B1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷してください。用紙は2枚です。
黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。
文字を修正する場合は、修正液等を使わず、二重線で消してください。

⑷　自己アピールのための資料
自己記入書を裏づけるのに説得力のある資料があれば、その資料のコピーを1部提出してください。資料は中学卒業後以
降のもののみ有効です。
なお、提出された資料は返却しません。
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⑸　課題レポート（所定用紙C1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷してください。用紙は2枚です。
黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。
文字を修正する場合は修正液などを使わず、二重線で消してください。

⑹　面接方法選択用紙及びオンライン面接同意書（所定用紙E）

試験当日の面接の方法を選択してください。「自宅等にてオンラインで受験する」を選んだ場合は、オンライン面接同意
書にも署名・捺印をしてください。オンライン面接の詳細は、p.27をご覧ください。

７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に、支払い手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参し、受付で呈示してください。受付は集合時間の30分前から行います。

９．結果発表
　Ⅰ期：2022年11月 1日（火）　13時（予定）
　Ⅱ期：2022年12月 5日（月）　13時（予定）
　Ⅲ期：2022年12月26日（月）　13時（予定）
　Ⅳ期：2023年 2月22日（水）　13時（予定）
　Ⅴ期：2023年 3月23日（木）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および
入学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。

合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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2023年度　総合型入学試験（連携校対象）
趣旨
　本学との協定に基づく連携校を対象とした総合型入試です。
　本学との高大接続の関わり（本学の模擬授業やオープンキャンパス等）で学んだことを生かし、本学でのさらなる学びに
つなげていく意思を評価します。

１．入学試験日程
総合型入学試験（連携校対象）

出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表日
入学手続締切日

第１次（入学金） 第２次（授業料など）

2022年
  9月12日（月）〜  9月30日（金） 10月  8日（土） 11月  1日（火） 11月15日（火） 12月6日（火）

※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は出願期間開始日の10：00から最終日の23：00までです。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・ 必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌週月曜日の９：00〜
17：00まで受け付けます。

試験会場：本学（京都市左京区）
集合時間： 受験票にてお知らせします。試験時間帯は学科により午前・午後に分かれます。

２．募集人員
　p.2を参照してください。

３．出願資格
　次の各号のすべてに該当する者。女子に限る。
⑴　本学との協定に基づく連携を行う高等学校を2023（令和５）年３月31日までに卒業見込の者
⑵　本学との高大接続の関わり（本学の模擬授業やオープンキャンパス等）で学んだことがある者

（総合型入学試験に出願するときの注意事項）
・総合型入試は、専願ではありませんので他大学との併願が可能です。
・ただし、総合型入試で合格した場合、本学では他の入試よりも総合型入試の合格が優先されます。そのため、総合型入試
で合格した場合は、本学のその他の入学試験への出願・受験することはできません（スカラシップ選考Ⅱを除く）。
・出願、試験時期が重なり、他の入学試験で合格した場合でも、総合型入試での合格学科等が優先されます。
・総合型入試に不合格となった場合は、再度同じ学科等（英語英文学科の場合はコース）の総合型入試に出願することがで
きます。
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４．選考方法・配点

選考方法 配点 内容

書類審査 60 自己記入書①（志望理由）、自己記入書②（自己PR、資格検定資料）、調査書、
まなびノート※１

学びレポート 60 レポート
本学との高大接続に係る学びでわかったことや得
たこと、そしてそれをどのように将来に結びつけ
たいかなどについてのレポート

面接※２ ※3

（口頭試問含む） 80 個人面接20分 提出書類を基に面接。口頭試問は、学びレポート
に関する事柄の質問。

※１　「まなびノート」とは、本学所定の冊子で高大接続に係る学びを行った内容を記録するものです。
　　　 これまで各自が記録してきたe-portfolioの記録や高校所定の用紙に記録したものをコピーして貼付してもかまいま

せん。
※２　 出願時に対面あるいは、オンラインでの受験を選択してください（英語英文科Global Liberal Arts コース以外）。
※３　  英語英文学科Global Liberal Arts コースの受験の場合：面接前に英作文（20分間）のテストを行います。面接で

の使用言語は、４割程度が日本語、６割程度が英語です。

評価ポイント
全学部全学科等

評価ポイント

自己記入書①（志望理由）

・本学、学科に対する理解（アドミッション・ポリシーなどを含む）
・志望理由（学科・コースを志望する理由）
・修学の意欲
・将来に対する可能性
・誤字脱字

自己記入書②
（自己PR、資格検定資料）

・自己アピール（高等学校での取組と成果）
・特技や資格（クラブ活動、ボランティア活動などの活動も含む）
・誤字脱字

調査書 ・全体の学習成績の状況
・指導上参考となる諸事項（出欠席の状況は参考とする）

学びレポート

・本学との高大接続の関わりで学んだことを明確に伝えているか
・内容の明確さ、自分の意見を明確に伝えようと努めているか
・文章の論理性、整合性
・誤字脱字

面接（口頭試問含む）

・質問に対する受け答えの評価
・学科の専門性理解
・学びレポートについての口頭試問
・面接に臨む態度
・修学への意欲・継続力

まなびノートは、参考として扱います。

５．出願方法
⑴　本学の受験生サイトより、総合型入学試験（連携校対象）出願書類である以下の３つの用紙をA４サイズで印刷し、記
入する。
・自己記入書①（志望理由）
・自己記入書②（自己PR）
・学びレポート
⑵　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。
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６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参：   出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日９時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。出願期間

最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週の月曜日の9時から17時まで受け付けます。
　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　・土曜日、日曜日、祝日
　自己アピール資料が所定の封筒に入らない場合は、角２より大きい封筒等を使用してもかまいません。

⑴　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　調査書
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
調査書の作成日は、出願前３ヵ月以内のもの。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合
し、高等学校として判定した成績を記入してください。

⑶　自己記入書（志望理由、自己PR）（所定用紙 A1、B1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A４サイズで印刷してください。用紙は２枚です。
黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。
文字を修正する場合は、修正液等を使わず、二重線で消してください。

⑷　自己アピールのための資料
自己記入書を裏づけるのに説得力のある資料があれば、その資料のコピーを１部提出してください。資料は中学入学以降
のもののみ有効です。なお、提出された資料は返却しません。

⑸　学びレポート（所定用紙C2）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A４サイズで印刷してください。
黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。
文字を修正する場合は修正液などを使わず、二重線で消してください。
文字数の指定はありませんが所定用紙C2（A4 1枚）に収まるように記入してください。

⑹　まなびノート（本学所定冊子）

本学との高大接続に係る学びを行った内容を記録したものを提出してください。これまで各自が記録してきたe-portfolio
や高校所定の用紙に記録したものをコピーして貼付してもかまいません。なお、提出されたまなびノートは、結果発表時
に返却します。

⑺　面接方法選択用紙及びオンライン面接同意書（所定用紙E）

試験当日の面接の方法を選択してください。「自宅等にてオンラインで受験する」を選んだ場合は、オンライン面接同意
書にも署名・捺印をしてください。オンライン面接の詳細は、p.27をご覧ください。
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７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・入学検定料とは別に、支払い手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参し、受付で呈示してください。受付は集合時間の30分前から行います。

９．結果発表
　2022年11月1日（火）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および
入学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。

合否照会システムでの案内期間は、発表日から１週間程度です。

なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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2023年度　総合型入学試験（帰国生徒対象）
１．入学試験日程

出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

2022年11月14日（月）
        〜12月12日（月）

12月17日（土） 12月26日（月）
2023年

入 学 金：1月  6日（金）
授業料等：1月26日（木）

入学時期は、2023年4月です。
※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日の9：00~17：
00まで受け付けます。
・日時は、すべて日本時間です。

２．募集人員
　p.2を参照してください。

３．出願資格
　日本国籍を有し、日本人学校以外の在籍者、または日本国の永住許可を得ている者で、下記⑴〜⑹のいずれかに該当する
者。女子に限る。
⑴　学校教育における12年の課程を2023（令和５）年3月31日までに卒業（修了）した者、または卒業（修了）見込
の者で、中学校・高等学校を通じて２年以上継続して外国において、外国の教育制度に基づく教育機関で教育を受け、
原則として帰国後２年を経過していない者。

⑵　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するとして認定した在外教育施設の当該課程を2023（令和５）年
3月31日までに修了、または修了見込の者。

⑶　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有する者。
⑷　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者。
⑸　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者。
⑹　その他、本学が適当と認めた者。

（総合型入学試験（帰国生徒対象）に出願する際の注意）
①出願資格 ⑹ に該当する方は、必ず出願前に入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。
②総合型入試（帰国生徒対象）は、専願ではありません。
③総合型入試（帰国生徒対象）で合格した場合は、スカラシップ選考Ⅱを除き、本学のその他の入学試験に出願・受験
することはできません。
④出願、試験時期が重なり、他の入学試験で合格した場合でも、総合型入試（帰国生徒対象）での合格学科等（コース）
が優先されます。

４．選考方法・配点
　提出書類（自己記入書、課題レポートなど）と面接を総合的に評価し合否を判定します。
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選考方法 配点 内容

書類審査 60 自己記入書①（志望理由）
自己記入書②（経歴書）、出身学校の成績等

課題レポート 60 レポート800字 学科の学びの中で興味、関心のあることについて
（各学科の課題については下記参照）

面接※1 ※2

（口頭試問含む） 80 個人面接20分 提出書類を基に面接。口頭試問は、課題レポート
に関する事柄の質問。

※1　  英語英文学科Global Liberal Arts コース受験の場合：面接前に英作文（20分間）のテストを行います。面接での使
用言語は、４割程度が日本語、６割程度が英語です。

※2　  面接は出願時に、本学での対面、もしくは、自宅等にてオンラインでの受験のいずれかを選択してください（英語英
文科Global Liberal Arts コースは本学にて対面での受験に限る）。

各学科の課題レポートの課題内容

英語英文学科

いずれかを選んで記述してください。
１．学科領域に関する課題レポート
　　 英語英文学科の教育内容（英語圏文学・文化、言語（英語）、コミュニケーション、
英語教育、その他）で興味・関心がある具体的なトピックを選び、このトピックに
ついて簡単に説明したうえで、それに興味・関心がある理由について詳しく記述し
てください。

２．図書に関する課題レポート
　　 英語または日本語で書かれた小説や詩、または、言語・文化・歴史・思想に関す
る書籍を題材として取り上げ、その書籍の内容について自身の考察や見解を自由
に記述してください。

国際日本文化学科

いずれかを選んで記述してください。
１． 次のテーマの中から一つ選び、説明してください。（私が好きな文学作品について
／よりよいコミュニケーションのために必要なこととは何か／外国人にもっとも
紹介したい日本文化とその理由／身近にある博物館の活動）

２． 日本語日本文化領域／国際文化領域のうち一つを選び、その領域で学びたいテー
マを自分で説明してください。

生活環境学科
私たちの生活環境の中にある様々な問題から、衣食住、家族・生活経営、福祉など暮ら
しに関わる課題を抽出し、それを選んだ理由を説明してください。また、その課題を解
決するためにはどうしたらよいか、あなたの考えを述べてください。

心理学科
心理学科オリジナルサイトにある「さいころ講座 2023年度 総合型入試【標準型】
課題レポート情報」に掲載された記事から一つを選んで、課題レポートを作成してく
ださい。興味や関心のあるトピックについて説明するとともに、そのトピックに興味
や関心を持った理由についても記述してください。

こども教育学科 保育・教育の話題の中から、興味や関心を持つ話題について説明するとともに、その
話題に興味や関心を持った理由についても記述してください。

社会情報課程 社会情報課程で学びたい内容に関するテーマを自分で設定して論述してください。そ
の際、そのテーマに興味や関心を持った理由についても記述してください。

５．出願方法
⑴　本学の受験生サイトより、総合型入試（帰国生徒対象）出願書類である以下の３つの用紙をA４サイズで印刷し、記
入する。

　　自己記入書①（志望理由）、自己記入書②（経歴書）、課題レポート
⑵　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印
刷する。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に入れ、どちらかの方法で提出してください。
　　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　　　　　海外から出願される場合は、EMS、DHLなど記録が残る速達郵便にて送付してください。
　　　持参： 出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。
　　　　　　なお、土曜日、日曜日、祝日は窓口受付ができませんのでご注意ください。

（出願書類の注意事項）
１．出願書類は、日本語または英語で作成されていること。
２．日本語または英語以外の言語で作成された書類を提出する場合は、大使館または領事館において、原本の内容に相違
ないことの証明を受けた日本語または英語の訳文（法定翻訳）をつけること。
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（出願書類一覧）

出願書類 所定用紙 翻訳証明 提出
１ 入学志願票 ○

２ 自己記入書①（志望理由） Ａ1 ○

３ 自己記入書②（経歴書） Ｂ2 ○

４ 卒業証書（コピー）もしくは卒業見込証明書（原本）、および成績証明書等 ★ ○

５ 外国で２年間継続して教育を受けたことを証明する書類（在学証明書等） ★ ○

６ 課題レポート Ｃ1 ○

７ TOEFLⓇスコア（原本※）（TOEFLⓇ受験者のみ） △

８ 住民票の写し（原本）（日本国の永住許可を得ている者のみ） △

注）★：日本語または英語以外の言語で記載されている場合は、翻訳証明が必要。
　　○：志願者全員が、必ず提出しなければならない書類
　　△：該当者のみ提出すればよい書類
一旦受理した出願書類は返却しません（※印がついている書類を除く）

１　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

２　自己記入書①（志望理由）（所定用紙 A1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷のうえ、黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入し
てください。文字を修正する場合は、修正液等を使わず、二重線で消してください。

３　自己記入書②（経歴書）（所定用紙 B2）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷のうえ、黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入し
てください。文字を修正する場合は、修正液等を使わず、二重線で消してください。

４　卒業証書（コピー）もしくは卒業見込証明書（原本）、および成績証明書等
⑴　イギリス系学校出身者　
　　・GCSE（General Certificate of Secondary Education）の成績証明書
⑵　出願資格⑴⑵該当者
　　・最終出身学校の卒業証書のコピー、もしくは卒業見込証明書（原本）
　　・高等学校全期間の成績証明書。なお、日本の高等学校卒業者または卒業見込者の場合は調査書も提出してください。
　　証明書の発行日は出願期間前3ヵ月以内とし、当該教育機関で厳封されたまま提出してください（開封無効）。
⑶　出願資格⑶該当者
　　・国際バカロレア資格証明書のコピー、および国際バカロレア最終試験6科目の成績証明書
⑷　出願資格⑷該当者
　　・バカロレア資格証明書のコピー、およびバカロレア最終試験6科目の成績証明書
⑸　出願資格⑸該当者
　　・アビトゥア資格証明書のコピー、およびアビトゥア資格試験4科目の成績証明書

５　外国の学校における在籍期間証明書
外国で２年以上継続して教育を受けたことを確認できる証明書を提出してください。

６　課題レポート（所定用紙 C1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷してください。用紙は2枚です。
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黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。文字を修正する場合は修正液などを使わず、二重線で消
してください。

７　TOEFLⓇスコア（原本）　（TOEFLⓇ受験者のみ）
・TOEFL®を受験した方はスコアレポートを提出してください。TOEFL®を受験していない場合は提出する必要はありま
せん。
・TOEFL-ITP®（Institutional Test Program）のスコアは受け付けません。
・TOEFL®スコアの提出方法
①Examinee Score Recordを提出する場合 
TOEFL®スコア（Test Taker Score Report）原本を提出してください。原本は、試験後に返却します。
②Official Score Reportsにより提出する場合
Official Score ReportsはTOEFL®の実施機関であるETSから本学へ直接送られてくる成績通知方法です。これか
らTOEFL®を受験する場合は、受験する際に本学の機関コードを記入してください。
機　関　名：Kyoto Notre Dame University
機関コード：8464

８　住民票の写し（原本）（日本国の永住許可を得ている者のみ）
「永住許可」の記載のある住民票の写しを提出してください。

９　面接方法選択用紙及びオンライン面接同意書（所定用紙E）

試験当日の面接の方法を選択してください。「自宅等にてオンラインで受験する」を選んだ場合は、オンライン面接同意
書にも署名・捺印をしてください。オンライン面接の詳細は、p.27をご覧ください。

７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円
⑵　納入方法
クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してくだ
さい（詳細は、p.54参照）。海外からの出願の場合は、クレジットカード決済のみになります。
納入期限は、インターネットで出願登録をした日から4日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日に
インターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
入学検定料とは別に支払手数料がかかります。
一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上カナで表記される場合があります。
・試験の2日前になっても受験票が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。

９．結果発表
2022年12月26日（月）　13時（予定）
上記日時に、本学の入学試験合否照会システムにて発表します（詳細はP.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知
書および入学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かか
ります。なお、結果に関して電話等による問い合わせには一切応じません。
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2023年度　総合型入学試験（社会人対象）
１．入学試験日程

出願期間（消印有効） 試験日 結果発表 手続締切

2022年11月14日（月）
        〜12月12日（月）

12月17日（土） 12月26日（月）
2023年

入 学 金：1月  6日（金）
授業料等：1月26日（木）

※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から出願最終日の23：00までです。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日9：00~17：00
まで受け付けます。

２．募集人員
　p.2を参照してください。

３．出願資格
　下記1，2のすべてを満たしている者。女子に限る。
　１．以下のいずれかに該当する者
　　　（1）高等学校を卒業した者、および2023（令和５）年3月31日までに卒業見込の者
　　　（2）高等学校卒業程度認定試験合格者
　　　（3）大学入学資格検定試験合格者
　２．2023（令和５）年4月1日現在で23歳以上の者

（総合型入学試験（社会人対象）に出願する際の注意）
①総合型入試（社会人対象）は、専願ではありません。
②総合型入試（社会人対象）で合格した場合は、スカラシップ選考Ⅱを除き、本学のその他の入学試験に出願・受験す
ることはできません。
③出願、試験時期が重なり、他の入学試験で合格した場合でも、総合型入試（社会人対象）での合格学科等（コース）
が優先されます。

４．選考方法・配点
　提出書類（自己記入書、課題レポートなど）と面接を総合的に評価し合否を判定します。

選考方法 配点 内容

書類審査 60
自己記入書①（志望理由）
自己記入書②（経歴書）
高等学校の卒業証明書及び成績証明書（または調査書）

課題レポート 60 レポート800字 学科の学びの中で興味、関心のあることについて
（各学科の課題については次ページ参照）

面接※1※2

（口頭試問含む） 80 個人面接20分 提出書類を基に面接。口頭試問は、課題レポート
に関する事柄の質問。

※1　  英語英文学科Global Liberal Arts コース受験の場合：面接前に英作文（20分間）のテストを行います。面接での使
用言語は、４割程度が日本語、６割程度が英語です。

※2　  面接は出願時に、本学での対面、もしくは、自宅等にてオンラインでの受験のいずれかを選択してください（英語英
文科Global Liberal Arts コースは本学にて対面での受験に限る）。



24

総
合
型
（
社
会
人
）

各学科の課題レポートの課題内容

英語英文学科

いずれかを選んで記述してください。
１．学科領域に関する課題レポート
　　 英語英文学科の教育内容（英語圏文学・文化、言語（英語）、コミュニケーション、
英語教育、その他）で興味・関心がある具体的なトピックを選び、このトピックに
ついて簡単に説明したうえで、それに興味・関心がある理由について詳しく記述し
てください。

２．図書に関する課題レポート
　　 英語または日本語で書かれた小説や詩、または、言語・文化・歴史・思想に関す
る書籍を題材として取り上げ、その書籍の内容について自身の考察や見解を自由
に記述してください。

国際日本文化学科

いずれかを選んで記述してください。
１． 次のテーマの中から一つ選び、説明してください。（私が好きな文学作品について
／よりよいコミュニケーションのために必要なこととは何か／外国人にもっとも
紹介したい日本文化とその理由／身近にある博物館の活動）

２． 日本語日本文化領域／国際文化領域のうち一つを選び、その領域で学びたいテー
マを自分で説明してください。

生活環境学科
私たちの生活環境の中にある様々な問題から、衣食住、家族・生活経営、福祉など暮ら
しに関わる課題を抽出し、それを選んだ理由を説明してください。また、その課題を解
決するためにはどうしたらよいか、あなたの考えを述べてください。

心理学科

心理学科オリジナルサイトにある「さいころ講座 2023年度 総合型入試【標準型】
課題レポート情報」に掲載された記事から一つを選んで、課題レポートを作成してく
ださい。興味や関心のあるトピックについて説明するとともに、そのトピックに興味
や関心を持った理由についても記述してください。

こども教育学科 保育・教育の話題の中から、興味や関心を持つ話題について説明するとともに、その
話題に興味や関心を持った理由についても記述してください。

社会情報課程 社会情報課程で学びたい内容に関するテーマを自分で設定して論述してください。そ
の際、そのテーマに興味や関心を持った理由についても記述してください。

５．出願方法
⑴　本学の受験生サイトより、総合型入学試験（社会人対象）出願書類である以下の３つの用紙をA４サイズで印刷し、
記入する。

　　・自己記入書①（志望理由）
　　・自己記入書②（経歴書）
　　・課題レポート
⑵　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印
刷する。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参： 出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。
　　　　　なお、土曜日、日曜日、祝日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
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出願書類一覧

出　　願　　書　　類 所定用紙
1 入学志願票

2 自己記入書①（志望理由） Ａ2
3 自己記入書②（経歴書） Ｂ3
4 高等学校の卒業証明書及び成績証明書（または、調査書）

5 課題レポート Ｃ1

⑴　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　自己記入書①（志望理由）（所定用紙 A2）

本学受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷してください。
本学へ入学を希望する理由を、600〜800字以内（句読点も1字分に数えます）で黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、
必ず自筆で記入してください。文字を修正する場合は、修正液等を使わずに、二重線で消してください。

⑶　自己記入書②（経歴書）（所定用紙 B3）

本学受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷のうえ、黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入して
ください。文字を修正する場合は、修正液等を使わず、二重線で消してください。

⑷　高等学校の卒業証明書及び成績証明書（または、調査書）
・高等学校卒業（卒業見込）者
　出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
　作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。
　 出身校において調査書が発行できる場合は、調査書を替わりに提出してください。
・高等学校卒業程度認定試験合格者、大学入学資格検定合格者
　合格成績証明書
　免除科目がある場合は、証明する書類（高等学校在籍時の成績証明書等）を添付してください。

⑸　課題レポート（所定用紙C1）

本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷してください。用紙は2枚です。
黒ペンまたは黒ボールペンを使用し、自筆で記入してください。文字を修正する場合は修正液などを使わず、二重線で消
してください。

⑹　面接方法選択用紙及びオンライン面接同意書（所定用紙E）

試験当日の面接の方法を選択してください。「自宅等にてオンラインで受験する」を選んだ場合は、オンライン面接同意
書にも署名・捺印をしてください。オンライン面接の詳細は、p.27をご覧ください。
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７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に、支払い手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参し、受付で呈示してください。受付は集合時間の30分前から行います。

９．結果発表
　2022年12月26日（月）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および
入学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。

合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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総合型入学試験　オンライン面接について

面接方法：受験生が出願時にどちらかを選択できます。
　　　　　① 本学にて対面で受験する
　　　　　② 自宅等にてオンラインで受験する

　①は、従来通り、試験日に本学へ来て面接室で受験するものです。
　②は、本学に来る必要はなく、自宅等でパソコンやタブレット端末などを利用しオンラインで面接を受験するものです。

どちらで受験しても合否に影響（有利・不利）はありません。

オンライン面接について
・Zoomを使用する予定です。
・ インターネットに接続したパソコンやタブレット端末（いずれもマイク・カメラ機能付き）が必要です（スマートフォ
ンでも構いませんが、パソコンやタブレットを推奨します）。
・試験の前日までに接続テストをします。
・試験中、通信トラブルが発生した場合は、面接時間を変更して実施します。
・オンライン受験に際しての同意書（所定用紙 E）を出願時に提出してもらいます。

オンライン面接の流れ
１．出願時にオンライン面接を選択しオンライン面接同意書を提出

２．試験前日までに以下の３つを出願時に登録されたメールアドレスにメールにて連絡します。
　①受験票の発行案内
　②オンライン面接接続テスト用のURL・日時案内
　③オンライン面接　本番用URL・面接時間

３．接続テストをする
　メールで受け取った②の案内に基づいて、オンライン面接の接続テストを行う。
　必要なもの
・ インターネットに接続されたパソコンまたはタブレット。スマートフォンでも構いませんが、パソコンやタブレッ
トの使用を推奨します。
・スピーカーとマイク（内蔵、またはUSBプラグイン、またはワイヤレスBluetooth。イヤホンマイクでも可）
・Webカメラ（内蔵、またはUSBプラグイン）
・Zoomアプリケーションのダウンロード
・ オンライン面接に支障のない静穏な環境の部屋（友人宅やカフェ、ネットカフェ、カラオケ店など入学試験を受験
するのにふさわしくない場所は禁止します）。
　注意事項
・ スマートフォンやタブレットを使用する場合は、端末をスマートフォンスタンド、タブレットスタンドで一定の位
置に固定してください
・ カメラには受験生の肩より上が映るようにしてください。

４．オンライン面接当日
・ 面接ルームへの入室は面接開始時刻の10分前から可能です。試験開始までにカメラ及びマイクはONに設定して
ください。
・手元に受験票を準備しておいてください。
・ 面接中に通信障害が起きた場合は、大学から出願時に登録された電話番号に連絡をしますので、電話の受け取れる
場で落ち着いて待機してください。
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2023年度　学校推薦入学試験

１．入学試験日程・試験時間
〈Ⅰ期：２科目型（国語・英語）〉

期　別 出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期
（2科目）

2022年
10月26日（水）〜11月11日（金）11月23日（水・祝）12月  5日（月）

入 学 金：12月15日（木）
　　　　　　　2023年
授業料等：  1月  6日（金）

試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）
　　　　　名古屋会場：名古屋コンベンションホール小会議室（愛知県名古屋市中村区）（ｐ.44参照）

期　別 集合時間 試験時間

Ⅰ期 10：00 国語：10：20〜10：50（30分間）／英語：11：05〜11：35（30分間）

遅刻は、10：35を限度とします。

〈Ⅱ期：1科目選択型（国語・英語）〉

期　別 出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

Ⅱ期
（1科目）

2022年
11月14日（月）〜12月12日（月）12月17日（土）12月26日（月）

　　　　　　　2023年
入 学 金：  1月  6日（金）
授業料等：  1月26日（木）

試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）

期　別 集合時間 試験時間

Ⅱ期 10：00 10：20〜11：05（45分間）

遅刻は、10：35を限度とします。

※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日９：00〜17：00
まで受け付けます。出願期間最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9：00〜17：00まで窓口受付をします。

２．募集人員
p.2を参照してください。

３．出願資格
次の各号を満たす者。女子に限る。
⑴　本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を強く希望している者
⑵　高等学校を2021（令和３）年度に卒業した者、および2023（令和５）年3月31日までに卒業見込の者
　　または、それと同等以上の学力・資格があると本学が認めた者
⑶　本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者
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（注意事項）
・出願資格⑵のうち「高等学校卒業（見込）と同等以上の学力・資格があると本学が認めた者」に該当する方は、出願前に
必ず入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。

（学校推薦入学試験に出願する際の注意）
・出願にあたり、学習成績の状況の制限はありません。
・学校推薦入学試験は、専願ではありません。

４．選考方法・時間・配点
　出身校における成績、学校長による推薦書および本学で実施する試験（〈2科目型〉または〈1科目選択型〉）の結果をも
とに、合否を判定します。Ⅰ期、Ⅱ期のどちらにおいても、１出願で２つの学科・課程（英語英文学科の場合は、コース）
を志望できます。

期別 選考方法 試験時間 配　点 合計点

Ⅰ期
書類

調査書：学習成績の状況×10
推薦書：調査書への加点（５点まで）
　　　　（調査書の配点を超えない範囲）

50点

200点
基礎能力検査
（２科目）

国　語 30分 75点

英　語 30分 75点

Ⅱ期

書類
調査書：学習成績の状況×10
推薦書：調査書への加点（５点まで）
　　　　（調査書の配点を超えない範囲）

50点

150点
基礎能力検査
（１科目選択）

「国語」か「英語」のいずれかを選択
（試験日当日に問題を見て選べます。）
※英語英文学科志願者は「英語」必須

45分 100点

（出題形式）「国語」は記述問題を含みます。「英語」は選択問題です。
（注意） ・ 英語外部検定試験の利用による「英語」免除の場合、Ⅰ期では「国語」のみの受験となります。Ⅱ期では試験当日

の来校は不要です。
　　　 ・ Ⅱ期においては試験問題が配付されたのち、問題を見てから１科目を選びます。選択し解答をした科目を解答用紙

の指定された箇所に明記してもらいます。解答科目の明記がされていない場合、合否判定科目として認められない
ことがありますので注意してください。

英語外部検定試験の利用について
英語の外部検定試験のスコア等を利用し、試験科目「英語」の受験免除を受けることができます。試験科目「英語」受験
免除の条件は、以下のとおりです。なお、出願登録の際に、試験科目「英語」の免除希望と登録してください。出願時に
英語外部検定試験のスコアなどの証明書の提出が必要です（p.45参照）。
英語外部検定試験は2023年４月１日よりさかのぼって３年以内に取得したものが有効です（すなわち2020年４月１
日以降取得のもの）。

試験科目「英語」免除（満点の100％換算）

CEFR
レベル

実用英語
技能検定
（英検）

GTEC TOEFL®
（iBT） TOEIC® IELTS Cambridge 

English TEAP
TEAP
CBT

Ｂ１
２級合格
以上

（1980〜）
960以上 42以上

790以上
L&R 550以上
S&W 240以上

4.0以上 140以上 225以上 420以上

上記表は平成30年３月文部科学省による「資格・検定試験CEFRとの対照表」に準じる。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※TOEICのスコアは、TOEIC公式WEBサイトに掲載の「TOEIC Program 各テストスコアとCEFRとの対照表」に準じる。
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５．出願方法
⑴　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑵　本学の受験生サイトより、学校推薦入学試験出願書類である推薦書の用紙をＡ４サイズで印刷し、出身高等学校にて記
入してもらってください。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参：  出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。出願期間

最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9時から17時まで受け付けます。
　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　・土曜日、日曜日、祝日

⑴　入学志願票　学校推薦入学試験
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　調査書
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
調査書の作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合し、
高等学校として判定した成績を記入してください。
なお、複数出願の場合は、１通のみの提出でかまいません。

⑶　推薦書（所定用紙 D・本学受験生サイトからダウンロード）

・  本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷したものを、出身学校へ渡し、出身学校長の名で作成して
もらってください。
・厳封されていること（開封無効）。
・提出部数は、調査書と同じです。

⑷　英語外部検定試験のスコアなどの証明書類（英語の外部検定試験の利用をする場合のみ）
英語の外部検定試験の利用をする場合は、英語外部検定試験の取得級やスコアを証明する書類としてスコアレポートや合
格証明書などの原本または、「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの（原本証明）」を提出
してください。本人宛に１回限りで発行されたスコアレポートなど（再発行されないもの）については試験後に返却します
（p.45参照）。
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７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に、支払手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参してください。

９．奨学金制度について
　Ⅰ期において成績優秀者に対する奨学金制度があります。
　選考は基礎能力検査「英語」「国語」の素点で行います。英語外部試験利用をする場合でも、「英語」の試験を受けていた
だく必要があります。
　奨学金希望者は、出願登録の際に、奨学金希望と登録してください。
　詳細は「学校推薦入学試験Ⅰ期における奨学金制度」（p.49）を参照してください。

10．結果発表
Ⅰ期　2022年12月 5日（月）　13時（予定）
Ⅱ期　2022年12月26日（月）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および入
学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。
合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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2023年度　
学校推薦入学試験専門学科・総合学科対象

１．入学試験日程・試験時間
〈Ⅰ期：２科目型（国語・英語）〉

期　別 出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期
（2科目）

2022年
10月26日（水）〜11月11日（金）11月23日（水・祝）12月  5日（月）

入 学 金：12月15日（木）
　　　　　　　 2023年
授業料等：  1月  6日（金）

試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）
　　　　　名古屋会場：名古屋コンベンションホール（愛知県名古屋市中村区）（ｐ.44参照）

期　別 集合時間 試験時間

Ⅰ期 10：00 国語：10：20〜10：50（30分間）／英語：11：05〜11：35（30分間）

遅刻は、10：35を限度とします。

〈Ⅱ期：1科目選択型（国語・英語）〉

期　別 出願期間（消印有効）※ 試験日 結果発表 手続締切

Ⅱ期
（1科目）

2022年
11月14日（月）〜12月12日（月） 12月17日（土） 12月26日（月）

　　　　　　　 2023年
入 学 金：  1月  6日（金）
授業料等：  1月26日（木）

試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）

期　別 集合時間 試験時間

Ⅱ期 10：00 10：20〜11：05（45分間）

遅刻は、10：35を限度とします。

※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日９：00〜17：00
まで受け付けます。出願期間最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9：00〜17：00まで窓口受付をします。

２．募集人員
p.2を参照してください。
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３．出願資格
次の各号を満たす者。女子に限る。
⑴　本入学試験制度の趣旨を理解し、本学への入学を強く希望している者
⑵　高等学校の専門学科もしくは総合学科を2021（令和３）年度に卒業した者、および2023（令和５）年3月31日
までに卒業見込の者

　　または、それと同等以上の学力・資格があると本学が認めた者
⑶　本学の教育課程を修めるに十分であると学校長が認め推薦した者

（注意事項）
・出願資格⑵のうち「高等学校卒業（見込）と同等以上の学力・資格があると本学が認めた者」に該当する方は、出願前に
必ず入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。

（学校推薦入学試験 専門学科・総合学科対象に出題する際の注意）
・出願にあたり、学習成績の状況の制限はありません。
・学校推薦入学試験は、専願ではありません。

４．選考方法・時間・配点
　出身校における成績、および本学で実施する試験（〈2科目型〉または〈1科目選択型〉）の結果をもとに、合否を判定し
ます。Ⅰ期、Ⅱ期のどちらにおいても、１出願で２つの学科・課程（英語英文学科の場合は、コース）を志望できます。

期別 選考方法 試験時間 配　点 合計点

Ⅰ期
書類

調査書：学習成績の状況×20
推薦書：調査書への加点（10点まで）
　　　　（調査書の配点を超えない範囲）

100点

250点
基礎能力検査
（２科目）

国　語 30分 75点

英　語 30分 75点

Ⅱ期

書類
調査書：学習成績の状況×20
推薦書：調査書への加点（10点まで）
　　　　（調査書の配点を超えない範囲）

100点

200点
基礎能力検査
（１科目）

「国語」か「英語」のいずれかを選択
（試験日当日に問題を見て選べます。）
※英語英文学科志願者は「英語」必須

45分 100点

（出題形式）「国語」は記述問題を含みます。「英語」は選択問題です。
（注意） ・ 英語外部検定試験の利用による「英語」免除の場合、Ⅰ期では「国語」のみの受験となります。Ⅱ期では試験当日

の来校は不要です。
　　　 ・ Ⅱ期においては試験問題が配付されたのち、問題を見てから１科目を選びます。選択し解答をした科目を解答用紙

の指定された箇所に明記してもらいます。解答科目の明記がされていない場合、合否判定科目として認められない
ことがありますので注意してください。

英語外部検定試験の利用について
英語の外部検定試験のスコア等を利用し、試験科目「英語」の受験免除を受けることができます。試験科目「英語」受験
免除の条件は、以下のとおりです。なお、出願登録の際に、試験科目「英語」の免除希望と登録してください。出願時に
英語外部検定試験のスコアなどの証明書の提出が必要です（p.45参照）。
英語外部検定試験は、2023年４月１日よりさかのぼって３年以内に取得したものが有効です（すなわち2020年４月
１日以降取得のもの）。
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試験科目「英語」免除（満点の100％換算）

CEFR
レベル

実用英語
技能検定
（英検）

GTEC TOEFL®
（iBT） TOEIC® IELTS Cambridge 

English TEAP
TEAP
CBT

Ｂ１
２級合格
以上

（1980〜）
960以上 42以上

790以上
L&R 550以上
S&W 240以上

4.0以上 140以上 225以上 420以上

上記表は、平成30年３月文部科学省による「資格・検定試験CEFRとの対照表」に準じる。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※TOEICのスコアは、TOEIC公式WEBサイトに掲載の「TOEIC Program各テストスコアとCEFRとの対照表」に準じる。

５．出願方法
⑴　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑵　本学の受験生サイトより、学校推薦入学試験出願書類である推薦書の用紙をＡ４サイズで印刷し、出身高等学校にて記
入してもらってください。

⑶　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参：  出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。出願期間

最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9時から17時まで受け付けます。
　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　・土曜日、日曜日、祝日

⑴　入学志願票　学校推薦入学試験専門学科・総合学科対象
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　調査書
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
調査書の作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合し、
高等学校として判定した成績を記入してください。
なお、複数出願の場合は、１通のみの提出でかまいません。

⑶　推薦書（所定用紙 D・本学受験生サイトからダウンロード）

・  本学の受験生サイトよりダウンロードし、A4サイズで印刷したものを、出身学校へ渡し、出身学校長の名で作成して
もらってください。
・  厳封されていること（開封無効）。
・  提出部数は、調査書と同じです。
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⑷　英語外部検定試験のスコアなどの証明書類（英語の外部検定試験の利用をする場合のみ）
英語の外部検定試験の利用をする場合は、英語外部検定試験の取得級やスコアを証明する書類としてスコアレポートや合
格証明書などの原本または、「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの（原本証明）」を提出
してください。提出された書類は原則返却しません。ただし、本人宛に１回限りで発行されたスコアレポートなど（再発行
されないもの）については試験後に返却します（p.45参照）。

７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に、支払手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参してください。

９．奨学金制度について
　Ⅰ期において成績優秀者に対する、奨学金制度があります。
　選考は基礎能力検査「英語」「国語」の素点で行います。英語外部試験利用をする場合でも、「英語」の試験を受けていた
だく必要があります。
　奨学金希望者は、出願登録の際に、奨学金希望と登録してください。
　詳細は「学校推薦入学試験Ⅰ期における奨学金制度」（p.49）を参照してください。

10．結果発表
Ⅰ期　2022年12月 5日（月）　13時（予定）
Ⅱ期　2022年12月26日（月）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムに発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および入学
手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。
合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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2023年度　一般入学試験（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）
１．入学試験日程

期別 出願期間（消印有効） 試験日 試験会場＊ 結果発表 手続締切

Ⅰ期 2022年　　　　　2023年
12月23日（金）〜1月19日（木）   1月27日（金）

京都会場
岡山会場 2月  8日（水） 入 学 金：2月22日（水）

授業料等：3月10日（金）

Ⅱ期 2023年
  1月25日（水）〜2月16日（木）   2月24日（金）京都会場 3月  6日（月） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月17日（金）

Ⅲ期 2023年
  2月16日（木）〜3月  8日（水）   3月15日（水）京都会場 3月23日（木） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月28日（火）

※1　出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日９：00〜17：00
まで受け付けます。

※2　試験会場　京都会場：本学（京都市左京区）
　　　　　　　  岡山会場：第一セントラルビル２号館Central Forest 会議室（岡山県岡山市北区）（p.44参照）

２．募集人員
　p.2を参照してください。

３．出願資格
　次の各号のいずれかに該当する者。女子に限る。
⑴　高等学校を卒業した者および2023（令和５）年3月31日までに卒業見込の者
⑵　通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者および2023（令和５）年3月31日までに修了見込の者
⑶　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程、およびこれに準
ずる課程を修了した者または修了見込の者、文部科学大臣が指定した者

⑷　高等学校卒業程度認定試験合格者または大学入学資格検定合格者で、2023（令和５）年4月1日現在で18歳以上
の者

⑸　本学における個別の出願資格審査によって、高等学校を卒業した者と同等の学力があると本学が認めた者で、2023
（令和５）年4月1日現在で18歳以上の者

（注意事項）
・出願資格⑸で出願予定の方は、出願前に入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。
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４．選考方法・時間・配点

⑴　出題範囲・時間

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期共通

集合時間 試験科目 出題範囲 試験時間

  9：30 国語

国際言語文化
学部

国語総合（漢文を除く）、現代文B、古典B（漢
文を除く）※

  9：45〜10：45（60分）現代人間学部
国語総合（古文・漢文を除く）、現代文B

社会情報課程

11：15 英語 全学部・課程 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ 11：30〜12：30（60分）

（出題形式）・「国語」は、記述問題を含みます。
　　　　　　 国際言語文化学部の「国語」における古典の出題は、設問全体の25%です。
　　　　　・「英語」は、選択問題です。
遅刻は、10：00を限度とします。

⑵　選考方法・配点
本学で実施する試験（国語・英語）の結果および調査書をもとに、合否を判定します。

学科等 国　語 英　語 書類 合計

英語英文学科 100点 200点

調査書20点
（学習成績の状況×４）

320点満点
国際日本文化学科
生活環境学科
心理学科

こども教育学科
社会情報課程

150点 150点

・  学部・課程に関係なく2学科・課程（英語英文学科の場合は、コース）まで、同時出願することができます。各志望学科
（コース）・課程での合否を判定します。
・高等学校卒業程度認定試験合格による受験生は、調査書の代わりに高等学校卒業程度認定試験の成績を利用します。
（注意）  現代人間学部、社会情報課程志望の場合は、「国語」での古典の部分の解答は不要です。ただし、同時に、国際言語

文化学部　英語英文学科・国際日本文化学科を志望する場合は古典も解答する必要があります。

英語外部検定試験の利用について
英語の外部検定試験のスコア等を利用し、試験科目「英語」の加点を受けることができます。試験科目「英語」加点の条
件は、以下のとおりです。なお、出願登録の際に、試験科目「英語」の加点希望と登録してください。出願時に英語外部
検定試験のスコアなどの証明書の提出が必要です（p.45参照）。
英語外部検定試験は、2023年４月１日からさかのぼって３年以内に取得したものが有効です（すなわち2020年４月
１日以降取得のもの）。

試験科目「英語」の満点の１０％加算

CEFR
レベル

実用英語
技能検定
（英検）

GTEC※ TOEFL®
（iBT） TOEIC® IELTS Cambridge

English TEAP
TEAP
CBT

Ｂ１
２級合格
以上

（1980〜）

（４技能）
960以上 42以上

790以上
L&R 550以上
S&W 240以上

4.0以上

Cambridge
English
スケール
140以上

225以上 420以上
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試験科目「英語」の満点の５％加算

CEFR
レベル

実用英語
技能検定
（英検）

GTEC TOEFL®
（iBT） TOEIC® IELTS Cambridge

English TEAP
TEAP
CBT

Ａ２
準２級合格
（1728〜

1979）

（４技能）
690

〜959
−

385〜785
L&R 225以上
S&W 160以上

− 120
〜139

135
〜224

235
〜415

上記表は、平成30年３月文部科学省による「資格・検定試験CEFRとの対照表」に準じる。
※GTECはオフィシャルスコアに限る。
※TOEICのスコアは、TOEIC公式WEBサイトに掲載の「TOEIC Program 各テストスコアとCEFRとの対照表」に準じる。
（注意）  特待生に関わるスカラシップ選考Ⅰ・Ⅱにおいては英語外部検定試験による加点をしない点数で選考します。

５．出願方法

⑴　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑵　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参：  出願期間中は平日9時から17時まで、および出願期間最終日の翌日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け

付けます。
　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　・土曜日、日曜日、祝日

⑴　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。

⑵　調査書
①高等学校卒業（卒業見込み）者
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
複数回受験する場合は、１通のみ提出してください。
調査書の作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。卒業見込者の場合は、3学年2学期または3学年前期までの成績を含むこ
と。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合し、高等学校として判定した成績を記入し
てください。
なお、高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合は、その旨の証明書または卒業証明書を替わりに提
出してください。
②高等学校卒業程度認定試験合格者、大学入学資格検定合格者
合格成績証明書
免除科目がある場合は、証明する書類（高等学校在籍時の調査書等）を添付してください。
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⑶　英語外部検定試験のスコアなどの証明書類（英語の外部検定試験の利用をする場合のみ）
英語の外部検定試験の利用をする場合は、英語外部検定試験の取得級やスコアを証明する書類としてスコアレポートや合
格証明書などの原本または、「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの（原本証明）」を提出
してください。本人宛に１回限りで発行されたスコアレポートなど（再発行されないもの）については試験後に返却しま
す（p.45参照）。

７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　10,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に、支払手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、システムの処理上、カナで表記される場合があります。
・試験の２日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。
・受験票は試験当日に持参してください。

９．特待生制度
・すべての期別で、特待生を選考します。
・  12月末までに他の入試で入学手続きを完了している場合は、Ⅰ期で特待生制度（スカラシップ選考Ⅱ）のチャレンジエ
ントリーが可能です。
なお、特待生の選考は、「国語（現代文）」「英語」の素点で行います。英語外部検定試験利用をする場合においても、加
点しない点数で選考します。
詳細は「一般入学試験における特待生制度」（p.50）を参照してください。

10．結果発表
Ⅰ期　2023年2月 8日（水）　13時（予定）
Ⅱ期　2023年3月 6日（月）　13時（予定）
Ⅲ期　2023年3月23日（木）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および入
学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。
合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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2023年度　大学入学共通テスト利用入学試験
（Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期）

１．入学試験日程

期　別 出願期間（消印有効） 試験日 結果発表 手続締切

Ⅰ期 2022年　　　　　2023年
12月23日（金）〜1月27日（金）

本学独自の試験
は課しません

2月21日（火） 入 学 金：2月28日（火）
授業料等：3月10日（金）

Ⅱ期 2023年
  1月30日（月）〜2月17日（金） 3月  3日（金） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月17日（金）

Ⅲ期 2023年
  2月21日（火）〜3月  9日（木） 3月22日（水） 入学金・授業料等一括：

　　　　　3月28日（火）

※出願期間補足
・インターネットでの出願登録は、出願期間開始日の10：00から最終日の23：00まで受け付けます。
・入学検定料の納入締め切りは、出願期間最終日の23：59までです。
・  必要書類の郵送は、出願期間最終日の消印有効です。本学窓口持参の場合は、出願期間最終日の翌日９：00〜17：
00まで受け付けます。出願期間最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9：00〜17：00まで窓口で受け
付けます。

２．募集人員
　p.2を参照してください。

３．出願資格
　令和５年度大学入学共通テストを受験した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者。女子に限る。
⑴　高等学校を卒業した者、および2023（令和５）年3月31日までに卒業見込の者
⑵　通常の課程による12年以上の学校教育を修了した者、および2023（令和５）年3月31日までに修了見込の者
⑶　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして指定した在外教育施設の当該課程、およびこれに準
ずる課程を修了した者または修了見込の者、文部科学大臣が指定した者

⑷　高等学校卒業程度認定試験合格者または大学入学資格検定合格者で、2023（令和５）年4月1日現在で18歳以上
の者

⑸　本学における個別の出願資格審査によって、高等学校を卒業した者と同等の学力があると本学が認めた者で、2023
（令和５）年4月1日現在で18歳以上の者

（注意事項）
・出願資格⑸で出願予定の方は、出願前に必ず入試・広報課へ連絡し、出願資格審査を受けてください。

４．選考方法・配点
　令和５年度大学入学共通テストでの成績により、合否を判定します。
　本学独自の試験は実施しません。
　調査書は参考資料として取り扱います。点数化はしません。
　1出願で、学部に関係なく２学科・課程（英語英文学科の場合は、コース）まで、同時出願することができます。各志望
学科・課程（コース）での合否を判定します。



41

共
通
テ
ス
ト
利
用

Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期：2教科2科目

学部学科等 教　科 科　目 配　点

国際言語文化学部
　英語英文学科

合計
300点満点

外国語 英語（リスニングを含む）＊1 200点 必須

国語
国語（近代以降の文章）

100点

いずれか1科目
（高得点の１科
目を利用）

国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文））
：得点を0.5倍し、100点換算

地理歴史＊2 世界史A／世界史B／日本史A／日本史B／地理A／地理B 100点

公民＊2 現代社会／倫理／政治・経済／倫理、政治・経済 100点

数学 数学Ⅰ／数学Ⅰ・数学A／数学Ⅱ／数学Ⅱ・数学B／
簿記・会計／情報関係基礎 100点

理科＊2

物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎
（２科目選択で1科目として扱う） 100点
物理／化学／生物／地学

国際言語文化学部
　国際日本文化学科

現代人間学部
　生活環境学科
　心理学科
　こども教育学科
　社会情報課程

合計
400点満点

外国語

英語（リスニングを含まない）：得点を２倍し、200点換算

200点

いずれか2科目
（高得点の２科
目（２教科）を
利用。但し、外
国語または国語
どちらかを必ず
含む）

英語（リスニングを含む）＊1

ドイツ語／フランス語／中国語／韓国語

国語
国語（近代以降の文章）：得点を2倍し、200点換算

200点
国語（近代以降の文章、古典（古文、漢文））

地理歴史＊2 世界史A／世界史B／日本史A／日本史B／地理A／地理B
：得点を2倍し、200点換算 200点

公民＊2 現代社会／倫理／政治・経済／倫理、政治・経済
：得点を2倍し、200点換算 200点

数学 数学Ⅰ／数学Ⅰ・数学A／数学Ⅱ／数学Ⅱ・数学B／
簿記・会計／情報関係基礎：得点を2倍し、200点換算 200点

理科＊2

物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎
（２科目選択で1科目として扱う）：得点を2倍し、200点換算 200点
物理／化学／生物／地学：得点を2倍し、200点換算

＊１ 英語において、リーディングとリスニングは同じ比率で評価します。
＊２ 『地理歴史』『公民』『理科』については、第1解答科目の成績を合否判定に使用します。

５．出願方法
⑴　インターネット出願サイトより出願登録をし、入学検定料を納入した後、「入学志願票」および「封筒宛名票」を印刷
する。

⑵　出願に必要な書類をすべてそろえて、「封筒宛名票」を貼り付けた角２封筒に入れ、簡易書留速達にて郵送する。

６．出願書類
　以下の書類を取り揃え、封筒に封入し、どちらかの方法で提出してください。
　　郵送：簡易書留速達郵便にて入試・広報課に送付してください。（出願期間最終日消印有効）
　　持参：  出願期間中および出願期間最終日の翌日の平日9時から17時まで入試・広報課窓口で受け付けます。出願期間

最終日の翌日が土曜日の場合は、その翌週月曜日の9時から17時まで受け付けます。
　　　　　　なお、以下の日は窓口受付ができませんのでご注意ください。
　　　　　　・土曜日、日曜日、祝日
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⑴　入学志願票
インターネット出願で出願登録後、入学志願票をダウンロードし、印刷してください。
大学入学共通テスト成績請求票を必ず貼付してください。

⑵　調査書
①高等学校卒業（卒業見込み）者
出身学校長が作成し、厳封されているもの（開封無効）。
複数回受験する場合は、１通のみ提出してください。
調査書の作成日は、出願前3ヵ月以内のもの。卒業見込者の場合は、3学年2学期または3学年前期までの成績を含むこ
と。出願期間最終日近くまで成績が未決定である場合は、直近の成績を総合し、高等学校として判定した成績を記入し
てください。
なお、高等学校卒業後５年以上経過し、調査書が発行できない場合は、その旨の証明書または卒業証明書を替わりに提
出してください。
②高等学校卒業程度認定試験合格者、大学入学資格検定合格者
合格成績証明書
免除科目がある場合は、証明する書類（高等学校在籍時の調査書等）を添付してください。

７．入学検定料・納入方法
⑴　入学検定料　5,000円

⑵　納入方法
・  クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM【Pay-easy】、ネットバンキングのいずれかで納入してく
ださい（詳細は、p.54参照）。
・  納入期限は、インターネットで出願登録をした日から４日間です（出願登録した日を含む）。ただし、出願期間最終日
にインターネット出願登録をした場合は、出願期間最終日が納入期限になります。
・  入学検定料とは別に支払い手数料がかかります。

一旦納入された入学検定料は、原則として返還しません。

８．受験票について
・出願書類を本学で確認後、インターネット出願時に登録されたメールアドレスへ受験票発行通知を送信します。受験票発
行通知があり次第、インターネット出願システムにアクセスし、受験票を印刷してください。印刷の用紙サイズはA４です。
・受験票を印刷後、記載されている内容を確認し、誤りがあった場合は、入試・広報課まで速やかに申し出てください。た
だし、住所・氏名の漢字について、入学願書処理上、カナで表記される場合があります。
・結果発表日の2日前になっても受験票発行通知が届かない場合は、入試・広報課まで連絡してください。

９．結果発表
Ⅰ期　2023年2月21日（火）　13時（予定）
Ⅱ期　2023年3月 3日（金）　13時（予定）
Ⅲ期　2023年3月22日（水）　13時（予定）
上記日時に本学の入学試験合否照会システムにて発表します（p.56参照）。また、同日に、合格者には合格通知書および入
学手続き書類を、不合格者には通知書を、簡易書留郵便にて発送します。郵便物がお手元に届くまで数日かかります。
合否照会システムでの案内期間は、発表日から1週間程度です。
なお、結果に関しての電話等での問い合わせには一切応じません。
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共通項目

出願・受験に関する注意
・提出された書類により、本学において出願資格の有無を審査します。出願資格が無いと判断された場合は、試験を受ける
ことができません。この場合、入学検定料から事務手数料を除いた額を返還します。
・出願資格を偽っていたり、書類や面接等において虚偽・不正が行われていたことが判明した場合は、合格を取り消し、入
学を認めません。
・障がいなどがあり、受験および修学について特に配慮を必要とされる場合は、原則として受験を希望する試験の出願期間
開始日より１カ月前までに本学入試・広報課にご相談ください。個々の障がいの状況によっては、ご希望に沿った配慮が
できない場合があります。

新型コロナウイルス感染症対策について
・ 入学試験当日は、本学の「入学試験実施に伴う新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」に則して入試を実施します。
受験生のみなさんには、日頃からの手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避等、
感染予防に努めていただき、本学の入試実施においてもご理解とご協力をお願いします。
・ 本学の入学試験に関する新型コロナウイルス感染症の対応については、随時本学のWEBサイトにてお知らせしますので、
受験に際して必ずご確認ください。

入学試験当日の注意

⑴　持ち物

受験票、筆記用具
・試験時間中、机の上に置くことのできるものは、黒鉛筆（シャープペンシル）、消しゴム、鉛筆削り（電動式は不可）、時
計（ただし、情報通信ができる時計やアラームなど音の出る時計は不可）、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（中身
のみ）、目薬です。
・携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末（時計型を含む情報通信機器）等の電子機器類を、時計代わりに使用する
ことはできません。試験場内では必ず電源を切ってください。

⑵　注意事項
・宿泊施設について本学から斡旋はおこないませんので各自で手配してください。気象災害やその他不時の災害が起こる可
能性もありますので、試験前日には京都またはその近郊に宿泊するなど万全を期するようにお願いします。
・試験の集合時間は受験票に記載していますので、時間に遅れないように注意してください。遅刻した場合、入学試験を受
験できないことがあります。
・受験票を必ず持参してください。
・総合型入試では、受付は、集合時間の30分前からおこないます。学校推薦入試、一般入試では、試験室への入室は集合
時間の30分前から可能です。
・試験会場入室後は、試験終了まで試験場外には出られません。
・試験時間中は退出できません。
・服装は自由ですが、英単語や漢字等の書かれたものは避けてください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、保護者控室は設置しません。保護者や付添人の方は試験を実施するエリア
に立ち入ることはできません。また、試験終了まで受験生と会うことができませんのでご了承ください。
・当日の自家用車の乗入れは禁止します。特別な事情がある場合は、事前に入試・広報課まで連絡してください。

・試験中、写真照合のため試験係員が近づいたときには、はっきり顔をあげてください。
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試験会場
試験当日の連絡先：京都ノートルダム女子大学　入試・広報課
　　　　　　　　　TEL　075-706-3747

　　　　　　全入学試験

　京都ノートルダム女子大学（地図は最後のページ参照） 

　　　　　　学校推薦入試Ⅰ期

　試験場：名古屋コンベンションホール　小会議室
　住　所：名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート
　アクセス：JR「名古屋」駅　広小路口から徒歩12分
　　　　　 あおなみ線「ささしまライブ駅」下車すぐ
　　　　　 ささしまウェルカムバス「グローバルゲート南駅」下車すぐ

　　　　　　一般入試Ⅰ期

　試験場： 第一セントラルビル２号館Central Forest 
会議室

　住　所： 岡山市北区本町6-30 
第一セントラルビル２号館８階

　アクセス：JR「岡山駅」から徒歩3分（地下直結）

英語英文学科のコースについて
　英語英文学科では、Global Liberal Arts コースおよび英語英文学コースがあり、コース毎に出願することができます。
　ただし、Global Liberal Arts コースに合格し、入学後２年次後期から留学を行うためには、留学申請時に原則として一
定の条件を満たしている必要があります。

得点調整について
　学校推薦入学試験、一般入学試験において、科目間で、本学が定める点数以上の平均点差が生じ、これが試験問題の難易
差に基づくものと認められる場合には、合否に有利・不利が生じないよう得点調整をおこないます。ただし、得点が満点ま
たは0点の場合は、得点調整をおこないません。

追加合格について
　合格者の手続状況により欠員が生じる場合、および入学予定者が入学定員に満たない場合は、追加合格を発表する場合が
あります。追加合格の発表は郵送にて通知します。電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。

名古屋
会 場

京 都
会 場

岡 山
会 場

第一
セントラルビル
２号館

岡山タカシマヤ

※  入学試験当日に、特別な配慮が必要な場合は、京都会場での受験となります。



45

共
通
項
目

英語外部検定試験の利用について
　学校推薦入試・一般入試において英語外部検定試験を活用する際は、以下のことを注意してください。

　出願の際に、英語外部検定試験の利用の有無を明らかにしてください。

①　出願受付後の英語外部検定試験利用希望の申し出や、利用取り消しなどの変更はできません。
②　 スコアを証明する書類は、「原本」または「原本からの正しい複製であることが出身学校によって証明されたもの」を
提出してください。

③　GTECについては、オフィシャルスコアに限ります。

提出が必要なスコアの証明は、以下の通りです。

検定試験 英検 GTEC
提出書類 合格証明書 OfficialScoreCertificate

見本

検定試験 CambridgeEnglish IELTS
提出書類 合格証明書StatementofResults TestReportForm

見本

検定試験 TEAP TOEICⓇ

提出書類 TEAP成績表 OfficialScoreCertificate

見本

TOEFL iBT Ⓡの場合は、Official Score Report または Examinee Score Report または Test Taker Score Report

・  提出された証明書は、本学で保管し、返却しません。ただし、１回限りしか発行されないスコアレポートなどの場合のみ、
結果発表の書類ととともに返却します。
・取得期間は、いずれの検定も、本学入学前３年以内（すなわち2020年４月１日以降）に取得したものを有効とします。

Core/Basic/Advanced CBT

❸

インターネット出願登録の際　試験科目「英語」の利用希望を明示する

出願書類郵送の際　英語外部検定試験のスコアの証明書を提出
出 願 時

❶

❶

❷
❷
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入学手続
・入学手続きは、入学時納入金の納付および入学手続書類の提出によって完了します。
・入学手続きの詳細は、合格者へ合格通知書とともに送付する「入学のご案内」に従ってください。
・  必ず所定の入学手続締切日までに手続を行ってください。いかなる理由においても、入学手続期限を過ぎた手続きは一
切認めませんので、十分注意してください。
・  ひとつの入試区分（期）で２学科・課程（コース）を志望し、両方合格した場合は、いずれかの学科・課程（コース）
を選択して入学手続きを行ってください。両方の学科・課程（コース）に入学手続きをすることはできません。
・入学時納入金を本学経理課で納入する場合は、手続締切日の15時まで受け付けます。
・一旦納入された入学金は、いかなる理由においても返還しません。

入学時納入金  単位：円

全学部・学科等
共　　通

入学金
授業料その他の納入金（半期分）

合　計
授業料 教育充実費

200,000 420,000 170,000 790,000

入学試験種別、入学学部・学科等の変更について
　本学が実施する複数の入学試験に合格した場合、先の入学試験で入学手続きが完了していれば、改めて入学金等の手続き
なしに、その後合格した入学試験種別、入学学部・学科・課程に変更することができます。変更を希望される場合は、期日
までに本学入試・広報課に書類を提出してください。
　ただし、総合型入試、指定校推薦入試（ノートルダム女学院内部進学推薦を含む）の合格者は対象外です。
　なお、ひとつの入試区分（期）で２学科併願しどちらも合格した後、入学手続きをした学科・課程から入学手続きをしな
かった学科等への変更はできません。

⑴　提出書類
「入学試験種別、学部・学科 変更届」
変更前（既に入学手続きが完了しているもの）と変更後それぞれの、入学試験種別、受験番号、学部・学科等を明記して
ください。文書作成日、本人並びに保護者の署名捺印があるものとします。

⑵　提出期限
郵送：2023年３月24日（金）必着
持参：2023年３月24日（金）17時までに入試・広報課窓口まで直接届けること

⑶　注意事項
・総合型入試、指定校推薦入試（ノートルダム女学院内部進学推薦を含む）の合格者は、入試種別、学科等いずれも変更
することはできません。
・先に合格した入試において、期日までに入学手続きが完了していない場合は、入学の意志がないものと見なします。
・一般入試で特待生に選考された場合は、先の入試で手続きが完了している入学金、授業料等のうち、特待生制度によっ
て免除される入学手続金相当額を返還します。
・学校推薦入試・一般入試で成績優秀者・特待生に選考された者であっても、その後の入試で合格した学科等へ変更する
場合は、特待生の権利を放棄したものと見なし、入学金、授業料等の差額を納入していただきます。
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卒業までに要する費用の詳細
　2023年度入学者の第1年次の納入金額です。第2年次以降についても、入学金を除き同額です。ただし、変更する場合
があります。  単位：円

全学部・学科
共　　通

入学金
授業料その他の納入金

合　計
授業料 教育充実費

200,000 840,000 340,000 1,380,000

※上記の額以外に、①授業科目により、実習費等を徴収する場合があります。
　　　　　　　　　②  入学後、本学在籍者の保護者・保証人等を会員とする組織（ND育友会）の会費を毎年10,000円、

学生会費を第1年次に8,000円、同窓会費を第4年次に30,000円、それぞれ各会より委託を受け、
代理徴収します。

※ 英語英文学科Global Liberal Arts コース生は、上記の学費以外に、留学に関する費用が必要です。留学に関する費用は、
留学する国・大学・プログラムにより異なります。

入学辞退について
　入学手続き完了後、本学への入学を辞退する場合は、期日までに本学入試・広報課に書類を提出してください。書類によ
る申し出があった場合に限り、入学金を除く入学時納入金を返還します。

1．提出書類
⑴　学校推薦入学試験の場合
・高等学校長名での辞退に関する文書（本学所定様式）
・受験生による「入学辞退および授業料等返還願」（本学所定様式）
　入学試験種別・受験番号・学部学科・辞退届記入日を明記し、本人並びに保護者の署名捺印があるもの。

⑵　総合型入学試験、一般入学試験、大学入学共通テスト利用入学試験の場合
・受験生による「入学辞退および授業料等返還願」（本学所定様式）
　入学試験種別・受験番号・学部学科・辞退届記入日を明記し、本人並びに保護者の署名捺印があるもの。

2．提出方法・提出期限
　郵送：2023年3月31日（金）必着
　持参：2023年3月31日（金）17時までに入試・広報課窓口まで直接届けること

入試成績の開示について
　学校推薦入試、一般入試の成績については、受験生本人の申請により開示します。開示申請時期は、2023年４月、開示

時期は2023年５月になります。詳細は、2023年４月に本学WEBサイトを確認してください。

個人情報の取り扱いについて
　入学試験業務に際し、取得した志願者の個人情報（住所、氏名、電話番号など個人を特定しうる情報、以下「個人情報」
という。）については、「学校法人ノートルダム女学院 在校生等の個人情報保護に関する規則」に基づき、適正に取り扱い
ます。
⑴　出願にあたってお知らせいただいた氏名、住所等の個人情報は、①入学試験（出願処理、受験票発行通知、入学試験実
施）、②合否発表、③入学手続きを行うために使用します。

⑵　入学試験で取得した成績（「調査書」「成績証明書」等に記載されている成績を含む。）を、入学者選抜方法等における
調査・分析、および入学年度における授業料減免、奨学生選考等において利用する場合があります。

⑶　入学試験の合否結果は、特定の入学試験を除き、あらかじめ志願者本人の承諾を得られたものに限り、出身校の進路指
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導に供する目的で、出身校に送付する場合があります。
⑷　入学手続者のみ、個人情報及び成績を、入学後の①教務関係（学籍管理、修学指導等）、②学生支援関係（健康管理、
授業料減免・奨学金申請等）、③授業料徴収に関する業務を行うために使用します。

⑸　入学試験を通じて取得した個人情報、成績の全部又は一部を、個人が特定できない形に処理した上で、本学における入
学者選抜に関する調査、入試統計資料、教育研究及び広報活動等の業務に利用する場合があります。

⑹　入学手続者の氏名等個人情報の一部を、本学の同窓会、ND育友会等に、利用目的を限定したうえで提供する場合があ
ります。

⑺　各種業務での利用に当たっては一部の業務を本学より当該業務の委託を受けた業者（以下「受託業者」という。）にお
いて行うことがあります。 業務委託に当たり、受託業者に対して、委託した業務を遂行するために必要となる限度で、
お知らせいただいた個人情報の全部又は一部を提供します。

⑻　本学が取得した個人情報は、志願者本人の同意を得ることなく他の目的で利用または第三者に提供することはありま
せん。
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学校推薦入学試験Ⅰ期における奨学金制度
学校推薦入学試験Ⅰ期において、成績優秀者に奨学金として入学手続金のうち20万円を減免し、経済的に援助します。

奨学金額 200,000円

選考基準 基礎能力検査「英語」「国語」の素点合計における成績優秀者（得点率70％以上）。
英語外部検定利用をする場合でも、「英語」の受験が必要です。

採用人数 20名

給付方法 入学手続金の内、第２次手続金（授業料その他納付金）分から差し引きます。

〈選考を実施する入学試験〉学校推薦入学試験Ⅰ期（専門学科・総合学科対象含む）

〈対象者〉奨学金希望者（出願登録の際に奨学金希望と登録した者）。

〈他奨学金との併用〉 一般入学試験におけるスカラシップ選考Ⅱへもエントリーできます。ただし、本奨学金と合わ
せて上限42万円の減免となります。

〈選考結果通知〉成績優秀者に選出された場合、合格通知書に同封して本人に通知します。また、入試結果発表日から
1週間は合否照会システムでも確認できます。

（注意事項）
・総合型入試、指定校推薦入試（ノートルダム女学院内部進学推薦含む）の合格者は出願できません。
・英語外部検定試験を利用する場合の取り扱い
学校推薦入学試験Ⅰ期では、英語外部検定試験を利用し、基礎能力検査「英語」を満点とみなして受験免除を受けられ
る制度がありますが、本奨学金を希望する場合は、以下のとおり取り扱います。

英語外部検定試験の利用（英検2級合格以上、またはCEFR B1）を希望し、
奨学金も希望する場合
　⬇
出願時に英語外部検定試験のスコア、級の証明書を提出し、
試験日には、基礎能力検査「英語」を試験当日受験すること。

【判定方法】
合否判定において、基礎能力検査「英語」を満点とみなし、基礎能力検査「国語」の得点と書類点の総合計点で評価
します。

「英語」満点  ＋ 「国語」得点  ＋  書類点（調査書・推薦書） ＝  総合計点

奨学金では、基礎能力検査「英語」の素点と基礎能力検査「国語」の素点の合計で成績優秀者を選考します。

基礎能力検査「英語」素点  ＋ 「国語」素点  ＝  奨学金選考点
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一般入学試験における特待生制度
一般入試のすべての期において、成績優秀者を「特待生」として採用し、経済的に援助します。

特 待 生 入学年度授業料の半額（420,000円）免除

選考基準
一般入試各期において、原則として得点率80％以上で受験者の成績上位の者。
「国語」「英語」の素点の合計で選考します。「国語」の古典部分の点数は含みません。
「英語」については英語外部検定試験での加点のない点数です。

採用人数 一般Ⅰ期：20名　　一般Ⅱ期：４名　　一般Ⅲ期：４名

免除の方法 入学年度の授業料半額（前期の授業料）を免除します。

１．スカラシップ選考Ⅰ

〈選考を実施する入学試験〉一般入学試験（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期）

〈対象者〉一般入学試験出願者全員。出願することで、自動的にスカラシップ選考Ⅰの対象者となります。

〈エントリー料〉不要（ただし入学検定料が必要です）

〈選考結果通知〉特待生に選出された場合、合格通知書に同封して本人に通知します。また、入試結果発表日から1週
間は合否照会システムでも確認できます。

（注意事項）
・総合型入試、指定校推薦入試（ノートルダム女学院内部進学推薦含む）の合格者は出願できません。
・総合型入試、指定校推薦入試以外の先におこなわれた本学入学試験に合格し入学手続きを完了している方も受験でき
ます。その際、学科を変更して出願しても構いません。
・先におこなわれた本学入学試験で入学手続きを完了している方で、本制度を利用して特待生に選出された方は、入学試
験種別の変更をおこなってください。変更されない場合は、スカラシップの権利を放棄したものと見なします。
・先の入試で手続きが完了している入学金、授業料等のうち、特待生制度によって免除される入学手続金相当額について
は返還します。

２．スカラシップ選考Ⅱ

〈選考を実施する入学試験〉一般入学試験Ⅰ期

〈対象者〉先に行われた本学入学試験に合格し入学手続きを完了している者のうち、特待生の権利獲得のために一般入試
Ⅰ期を受験する者。
総合型入試、指定校推薦入試（ノートルダム女学院内部進学推薦含む）の合格者もエントリーできます。

〈エントリー料〉5,000円（各入試の入学検定料は不要です）

〈選考結果通知〉各入学試験の合否は判定しません。特待生の対象となるかのみを選考し、通知書を入試結果発表日に
本人に発送します。また、入試結果発表日から1週間は合否照会システムでも確認できます。

（注意事項）
・既に手続きが完了している入試と同じ学科等での出願・受験になります。学科を変更することはできません。
・スカラシップの権利を得ること以外は、先の入試の取り扱いが優先となります。
・入学試験種別の変更をする必要はありません。
・先の入試で手続きが完了している入学金、授業料等のうち、特待生制度によって免除される入学手続金相当額について
は返還します。
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卒業生子女入学金減免制度
　本学の建学の精神や教育理念を深く理解し、本学での学修等に意欲や熱意を持つ本学卒業生の子女、親族を受け入れるこ
とにより、本学の伝統の継承とともに、学生生活の活性化に大きく寄与することを期待し、入学後に入学金に相当する額を
返還する制度です。

制度の概要
⑴　対 象 者　　本学（大学・大学院）を卒業・修了した者の３親等以内の入学者。
⑵　減免金額　　入学金全額（200,000円）
⑶　減免方法　　入学後の申請により、入学金を返還します。
⑷　申請方法　　入学後の入試・広報課が指定する期日内に以下の書類を入試・広報課へ提出してください。
　　　　　　　　　・卒業生子女入学金減免制度申請書及び続柄についての申告書（本学所定用紙）
　　　　　　　　　・卒業生の卒業証明書
　　　　　　　　　・減免金額振込先届（本学所定用紙）

注意：本学のその他入学手続きに関する減免制度との重複受給はできません。

自然災害等被災者特別支援制度
大規模自然災害等により被災された受験生の皆さんに対して、入学検定料免除や学費などを支援する制度があります。
詳細は、本学入試・広報課（TEL 075-706-3747）までお問い合わせください。



インターネット出願の流れ
出願完了までの流れは、以下の通りです

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。
必要書類※は、発行まで時間を要する場合があります。
早めに準備を始め、出願前には必ず手元にあるように
しておいてください。

調査書

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

インターネット
出願サイト https://e-apply.jp/ds/notredame/

https://www.notredame.ac.jp/
または、

からアクセス

②メールアドレスの登録を行って
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
　初期パスワードと
　本登録用URLが届きます。

事前準備

マイページの登録

インターネット出願サイトにアクセス

大学入学共通テスト
成績請求票

（顔写真データ）

③ユーザー登録画面から
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑤ログイン画面から
　登録したメールアドレスと④で
　届いた『初期パスワード』にて
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
　行ってください。

⑧個人情報を確認して
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

⑦表示された個人情報を入力して
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

事前準備 出願サイトに
アクセス

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

出願
完了

マイページの
登録

必要書類の
郵送

受験票の
印刷

仮登録メールを送信

この内容で登録する次へ

大学ホームページ

①初めて登録する方は
　　　　　　　　　　  から
　ログインしてください。

※＠e-apply.jpのドメインからのメール
　を受信できるように設定してください。

マイページ登録

※必要書類… 調査書、顔写真データ、大学入学共通テスト成績請求票など

ログインページへ

ログイン

※画面の表示等は変更になる場合があります。
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画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

①マイページログイン後の
    　　　          　　ボタン
　から登録画面へ

②入試選択と留意事項の確認 ③志望学部等の選択 ④顔写真のアップロード

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、ペイジー対応銀行ATMの場合

払込票番号
メモ（13桁）

セブン-イレブンの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

収納機関番号
（5桁）

お客様番号
メモ（11桁）

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」または「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を下記メモ欄に控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンス
ストアまたはペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。

出願内容の登録

5 8 0 2 1 ※収納機関番号は、ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑤個人情報（氏名・住所等）の
　入力

⑥出願内容の確認 ⑦申込登録完了 ⑧入学検定料の支払い方法

⑨登録完了となります。
　　　　　　　　　　　を
　クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
　マイページ登録は完了です。
※出願受付中の場合のみ、　　　　　　　　　　　　 ボタンをクリックすると出願手続に進めます。
　登録期間外の場合は、これより先に進めませんので　　　　　　　  ボタンをおしてください。

出願手続きを行う
ログアウト

⑨出願に必要な書類PDF
　（イメージ）
※検定料納入後に出力可能となります。

申込登録完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。ただし、入学検定料支払い前であれば正しい出願
内容で再登録することで、実質的な修正が可能です。
※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。

出願手続きを行う

マイページへ

 ボタンをクリックし
写真を選択します。

 ボタンを
クリックすると志願票が確認できます。

 ボタンを
クリックし検定料のお支払い画面へ。

志願票（サンプル） 引き続き支払う

samp
le

写真選択へ

※画面の表示等は変更になる場合があります。
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セブン-イレブン ローソン
ミニストップ ファミリーマート セイコーマート Pay-easy

利用ATM
デイリーヤマザキ

ヤマザキデイリーストアー

Loppi ペイジー対応銀行ATM店頭レジ店頭レジ 店頭レジ

レジで検定料を現金で支払う※

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※

申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて
支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る ご利用明細書を
必ず受け取る

支払い内容確認

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

レジで検定料を
現金で支払う※

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

入学検定料の支払い

クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

コンビニエンスストアでの支払い ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

ネットバンキングでの支払い

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

銀行ATM

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。

出願内容の登録後に表示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。

出願内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融
機関のページへ遷移しますので、画面の指示に
従って操作し、お支払いください。

マルチコピー機

「代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）」

を選択

＊お支払いには期限があります。
　支払期限を過ぎるとキャンセル扱いとなりますのでご注意ください。

マルチコピー機
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出願登録、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を印刷し、その他の必要書類と併せて出願期間内に
郵便局窓口から「書留速達郵便」で郵送してください。※出願締切日消印有効（総合型入試Ⅴ期は必着）。

詳細は出願要項「出願書類」を確認してください。

※出願受理した入学検定料・必要書類は一切返却しません。

出願はインターネット出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、必要書類を郵送して完了となります。
登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を受理できませんので注意してください。
インターネット出願は24時間可能です。ただし、出願登録は出願締切日23時まで、入学検定料の支払いは出願締切日まで（営業時間はコンビニエンス
ストアやATMなど、施設によって異なります）、必要書類の郵送締切日は各入試によって異なります。ゆとりを持った出願を心がけてください。

必要書類の印刷と郵送

■出願書類

〈出願完了〉

出願時の
注意点

必要書類

インターネット
志願票

インターネット
志願票

調査書

※開封無効

大学入学共通テスト
成績請求票

大学入学共通テスト
成績請求票

※大学入学共通テスト
　利用入試出願者のみ

送付先

宛名シート

⑴ マイページに表示された　　　　　　　　 の
 ボタンをクリックしてください。

⑵  お支払いが正常に完了すると
  のボタンがクリックできるよう
 になりインターネット志願票の出力ができます。

「インターネット志願票」の印刷方法

登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。

出願書類提出用宛名シート
市販の角形2号封筒（24㎝×33.2㎝）

に貼り付けて作成

志願票（印刷）

志願票（印刷）

〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町1番地
 京都ノートルダム女子大学
 入試・広報課　入試係　行

本学で出願を確認後、各入試毎に出願期間受付終了後から試験日2日前まで
に一斉に受験票を配信します。インターネット出願システムよりダウンロード
できる状態にしますので、必ず印刷し、試験当日持参してください（※郵送は
いたしません）。

※受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメールで
通知します。

受験票の印刷

受験票
氏名：○○○○
入試：×××入試

【印刷に関する注意事項】 受験票は必ずA4用紙に片面印刷にしてください。

55



56

2004年4月5日
20040405

2004年4月5日 20040405

https://www.gouhi.com/notredame/

あなたの受験番号を入力し
て下さい。

あなたの受験番号を 
入力して下さい。
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京都ノートルダム女子大学

正門

薬局

ガソリンスタンド
東華菜館

イノブン

京都コンサートホール

北山駅
出口㈰
北山駅
出口①

北山通
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京都コンサートホール

京都ノートルダム女子大学

ノートルダム学院小学校

京都ノートルダム女子大学への交通案内

問い合わせ先

〒606-0847　京都市左京区下鴨南野々神町１番地
京都ノートルダム女子大学  入試・広報課

ＴＥＬ　0 7 5－7 0 6－ 3 7 4 7

■ＪＲ京都駅より（16分）
地下鉄烏丸線「K01国際会館」行き乗車→「K03北山駅」下車→
①番出口より東へ徒歩７分程度。

■阪急烏丸駅より（12分）
地下鉄烏丸線「K01国際会館」行きに乗り換え→「K03北山駅」
下車→①番出口より東へ徒歩７分程度。

■京阪出町柳駅より（10分）
市バス４号系統乗車→「野々神町」下車すぐ、もしくは「北園町」
下車北へ徒歩５分。

①ユニソン会館
②ソフィア館
③マリア館

④ユージニア館
⑤テレジア館
⑥キャロライン館



京都ノートルダム女子大学
入試・広報課

〒606-0847　京都市左京区下鴨南野々神町１番地
TEL（075）706-3747   FAX（075）706-1355
E-mail : admissions@ml.notredame.ac.jp
URL : https ://www.notredame.ac.jp/

Kyoto Notre Dame University
京都ノートルダム女子大学
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2023年度

国際言語文化学部・現代人間学部・社会情報課程
総合型入学試験
学校推薦入学試験
一般入学試験

大学入学共通テスト利用入学試験
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