
編入学試験

～２０１９年度合格者アンケート〜

この「合格者アンケート」は、編入学試験で合格をされた方を対象に
したアンケートを抜粋したものです。受験対策にお役立て下さい。
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仏教学科【編入学】

駒澤大学を志望した理由はなんですか。

仏教学部があったため。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

仏教を学びたいと思ったため。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。
カンボジアにボランティアに行った際に言葉の壁よりも仏教について聞かれることが多くこれからもボランティアを続けて
行くときに仏教を勉強したいからです。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

日本の仏教の歴史だけではなく、中国や他の国の歴史も勉強しておけばよかったかと思いました。

面接時間

約10分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、仏教について知っていること。何の本を読んだか

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

仏教の勉強。



英米文学科【編入学】

駒澤大学を志望した理由はなんですか。

大学に在学してから2年目に半年間ハワイで留学経験をしました。留学した学校では色んな国の人々が集まっており、そ
の地域によって英語の発音が異なっていることにとても興味が湧きました。このことを大学で研究したいと考えて駒澤大
学を志望しました。

英米文学を学びたいと考え、それを深く学べる環境であると思ったから。
短大の場所と距離があまり変わらず、交通手段もあまり変わらないと思ったから。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

大学ホームページで3年次ゼミの内容について読んだ時に興味を持ったのがきっかけです。

2年次ゼミでアメリカ文学作品を扱い、アメリカ文学に興味を持ち、受験しました。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

イギリス文学史入門（川崎寿彦著）、アメリカ文学史入門（大橋吉之著）、英語学に関する参考書を読み込みました。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

過去問を活用して実際にどのような問題が出るのか考えてバリエーションを深めれば良かったと思いました。

面接時間

約5～10分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、ゼミで扱った作品の説明、他に興味のあるアメリカ文学作品、留学に行ったことがあるか、またそこで何を学
んだか。

面接口試の対策はどのように行いましたか。

ゼミの先生と練習しました。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

看護学科から英米文学科に編入するにあたって、今の大学でもっと全学共通科目を履修して単位を取っておけば、編入
学での単位認定数が増えるのではないかと思いました。



社会学科社会学専攻【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

受けたい授業や入りたいゼミがあったためです。

編入学試験における他大学の併願先

なし

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

専門学校の卒業課題を進める過程で駒澤大学の教授が執筆された論文をいくつか拝見し、とても興味をもったため。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

専門学校の卒業課題と関連し、さらに発展的な内容を学べるため。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

クローズアップ現代やニュースなどから社会問題を理解し、テーマごとに社会学を扱っている著書をいくつか読むことで
知識をつけました。そこから実際に時間を図り練習しました。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

語彙力を高める勉強をしておけばよかったと思います。

面接時間

約10分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、将来の夢、参考にした文献、問題のでき、専門学校の授業内容 など

面接口試の対策はどのように行いましたか。

専門学校の先生や友人に面接官をしてもらい練習を行いました。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

もっと読書量を増やしておけばよかったと感じます。



心理学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

自分のやりたい勉強や研究ができそうだったから。また、全員が同じキャンパス内で勉強しているということや、多くの
サークルなどがあり、交流の場が多いと考えたから。最後に、就職活動をしやすそうだったから。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

自分の勉強したい内容や研究したいテーマが駒澤大学文学部心理学科にあったから。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

自分のやりたい勉強や研究ができると考えたから。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

専門(心理学)の対策は、短大の先生に重要なワードを教えてもらい、そのワードを調べてまとめるということをしていた。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

１つのワードを深く勉強していて知ってる範囲が狭かったので、もっと広く勉強しておけばよかったと思った。

面接時間

約20分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、駒澤大学でどのような研究をしたいのか、駒澤大学の魅力、短大での心理学の授業は楽しいかどうか、駒澤
大学に来たことがあるかどうか、試験はどうだったか、他大学ではなくなぜ駒澤大学なのか、他に受験した大学はあるか
など。

面接口試の対策はどのように行いましたか。

短大の先生に複数回面接練習をしてもらった。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

心理学についてもっと勉強したり、もっと幅広く様々な分野の単位を取っておけばよかったと考える。



経済学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

歴史と伝統があって、多くの卒業生が様々な分野で活躍しているから。全学共通科目を通して、他学部の学生と交流
できるから。

自身の興味のある授業があり、自身の学びたい研究を、深めていけるのではないかと考えたためです。

.駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

大学の一般教養の「経済学」という講義を通して、経済学について興味を持ったから。また将来、地方公務員になると
いう目標から、就職する前に経済学的な視点を身に付けたいと考えたから。

駒澤大学のパンフレットやネットを拝見し、興味を持ったのがきっかけです。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

経済学部の学科間で、柔軟な科目履修が可能なことや、少人数ゼミを通して学生一人ひとりに緻密な学修ができる環
境という特色が魅力だと感じたから。

自身の学びたいカリキュラムであったからです。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

日経新聞の社説を丸写しした。
毎日、日経新聞を読んだ。

面接時間

約10分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

駒澤大学を志望した理由、なぜ編入するのか、筆記試験の出来はどうだったか。大学生活で1番頑張ったこと。

志望理由、興味のある授業、意欲の確認

面接口試の対策はどのように行いましたか。

友達や親に面接練習をしてもらった。

短大の教授に面接練習を行っていただきました。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

検定などの資格を取得しておけばよかったと思っています。



商学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

日商簿記検定1級を取得するために大原学園さんと提携されている貴学を志望させて頂きました。また、簿記以外にも
近代のマーケティングのあり方であったり、高校での商業教育のあり方についても深く学びたいと思ったのも理由の一つ
です。

オープンキャンパスでの模擬授業の内容や雰囲気のよさを感じたため。また、ワンキャンパスで様々な講義を受けること
ができたり、人脈を広げられるため。

経営者になりたいため貴学を志望しました。そのためにITプロフェッショナルクラスで基本的なITのスキルと知識を身に
付けて、商学科の科目を履修することでマネジメントについて学びたいと考えています。

名前が知られているから

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

家庭内で関東圏内の大学かつ、商学部(商学科)を設置している大学を受験するという決まりがあり、そこで名前が挙
がったのが駒澤大学さんでした。それがきっかけで貴学を受験する経緯に至りました。

ITを扱える経営者になるために基本的な知識やスキルを学べる商学科は、私の目的と一致をしていたため、貴学を受験
しようとする要因になりました。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。
私の通っていた高校が商業高校だったので、全く知識のない分野の学部を受験するよりは以前学んだことがある分野
の方が確実だと思い経済学部商学科を選びました。

研究を進めていく上で、データを実践的に分析する方法を学べるため。

ITを扱える経営者になるには商学科の受講できる履修科目を学ぶことで、将来的に役に立てることができると思ったか
ら。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

在学中使用していた教材。大学の普段の授業。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

現代話題になっている経済戦略対策。過去問にもっと取り組む。

面接時間

約10分

約15～20分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、在学時に留学経験はあるか、在学時の選択授業について、駒澤大学卒業後の進路についてなど。

志望理由、研究テーマについて。

なぜ受けたか、将来の目標、今まで学んだこと。

面接口試の対策はどのように行いましたか。

通っている短大の編入センターを利用しました。そこで担当の先生方にアドバイスをもらい練習しました。

研究テーマに関するニュースなどを新聞などで調べて自分の意見をまとめた。
先生や友達に面接練習をしてもらった。

質問されそうなことをまとめておく。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

日商簿記2級の取得など、自分が通う学科に精通する資格の取得です。

英語をもっと熱心にやるべきだった。

面接をもう少し練習すべきだった。



現代応用経済学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

文武両道で良いイメージがあったため。

駒澤大学の経済学部現代応用経済学科では、ビッグデータや人工知能の急速な進化を背景に情報メディア
産業やICT革命の展開や企業間ネットワークの変容について学ぶことができます。私はこれらの学習を通し
てビッグデータや人工知能が現代経済社会に与える影響を解明したいと思い、志望しました。

地域活性化について勉強したかったから。また、オープンキャンパスで個別相談を行い、その相談相手の先
生のもとで勉強したいと思ったから。

現代応用経済学科でまちづくりについて学びたかったから。

短期大学で学んだ経営の知識を活かしつつ経済を学ぶことができる学部学科があったため。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

小論文の授業で、駒澤大学の井上智洋先生の「人工知能と経済の未来」という本の中の一部分を読み、そ
のあと本を全部読んだことがきっかけです。
地域活性化に興味を持ったから。
短大のキャリア支援の職員の方や教授に勧められたから。
短期大学の2年間ではまだ学び足りないと思い関東圏の新たな環境で多くのことを学びたいと考えたから。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

経済学を学びたかったため。面白そうだと思った。

自分がアルバイトを探す際に、多くのスーパーマーケットや衣料品チェーンストアでセルフレジが取り入れら
れていることに気づきました。近い将来では、通訳・翻訳を始め、人工知能が人間に代わってより効率的に
ビッグデータを分析し、人間を超えると予期されています。分析能力が優れている人工知能が人間のように
臨機応変に事態に対応できるようになるかもしれません。この急速に発展している現代社会で、如何に人工
知能と協調して生活を送るのかについて研究したいと思ったからです。
地方やグローバルと、やりたいことにフォーカスすることができると思ったから。
まちづくりについて学べるから。
経営と経済のどちらも学べると思ったから。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

日本経済新聞を読み、自分が関心を持つトピックについて小論文を書き、先生に添削してもらいました。経
済学入門、人工知能と経済の未来、ビッグデータと人工知能などの本を読みました。

吉川洋『人口と日本経済』、山本裕介『地方創生の正体』、増田寛也『地方消滅』を読んで知識をつけた。ま
た、日本経済新聞を読んで時事問題にも対応した。

過去3年分の時事問題などを調べてそれぞれの事象に対して自分なりの考えをまとめた。

面接時間

10分～15分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

頑張ってきたことは何か。なぜ編入学をするのか。入学したら何をしたいか。
受けてきた授業内容や勉強してきたこと、志望理由について聞かれました。
修得単位数、頑張ったことなど。
志望理由、東京で暮らすことへの不安、入学後のことなど。
志望理由、卒業後の進路、短期大学での印象深い授業。

面接口試の対策はどのように行いましたか。

先生と面接練習を行い、自分の中で伝えたいことを整理しました。
やりたいことや、頑張ったことなどをまとめて自分なりの答案を作った。
志望理由を中心に自分が今までやってきたこと、これからやりたいことを突き詰めて考え、様々な方から面
接練習をしてもらいアドバイスをもらった。
短期大学の先生に模擬面接の練習に付き合ってもらった。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

もっと多くの本を読むべきです。
高校時代の数学の勉強など。
簿記などの資格取得。



政治学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

歴史が古く知名度がある。東京２３区内に学校があるため、企業説明会や就職活動に便利。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由

もともと米国大学政治学部へ進学し２年間過ごしたが、２０１５年の超円安により帰国せざるをえなかった。
１月に帰国し日本の大学に進学することを考えたが、すでに１月で学校選びに十分な期間はなかった。
地元の大学をとりあえず受けた。本心では行きたいとは思わなかったが特待生に選ばれ学費免除となるこ
とからその大学に進学した。
しかし、政治を学びたいという思いを捨てきれず、現在の大学に進学したことを半ば後悔しながら２年生を迎
えた頃、インターネットで調べてみると、多くの大学で編入という門戸が開かれていることを知り、片っ端から
入学案内を取り寄せた。日東駒専のなかでも特に、専修大学、駒澤大学、日本大学を目指そうとその時決
めた。その中でも駒澤大学を第一志望とした理由は、政治学科のゼミの豊富さにあった。シラバスを読み、
私の興味に合致しているゼミがあったこと、それこそが私が編入学を受験した理由である。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

中学、高校の時から現代社会や公民、人権の授業に興味があった。最初はただの興味であったが、米国大
学に進学したときに様々な国の人と関りを持った。特に仲の良かったサウジアラビアの学生、中国の学生と
話したり、ルームシェアすることが多かった。彼らと互いの国の政治について話す機会があり、そこで自分の
国との違いや政治体制の違いを話すうちに、単なる興味から、「研究をしてみたい」という思いを抱くように
なった。そのために政治学科を選び、法学部に属するという利点を利用する必要がある。法学の知識をつけ
ながら政治を勉強できる環境が揃っている。これが私が法学部政治学科を選んだきっかけである。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

もともと政治学部でしたので、新たな知識を身に付ける等の入念な対策はしませんでした。
ただ、政治学の基礎的な部分（議院内閣制、大統領制、２大政党制、他）の内容については、復習として昔
受けた講義のノートを参照したりしました。
それでも理解が難しかったところは、有斐閣発行の「政治学」や「政治学の第一歩」を参照しました。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

自分なりですが上手にできたと思いますので、もっとやっておけば良かったというような対策はありません。
ただし、小論文の中で私が提起した問題について、実際の数字を記載すればもっと説得力のある小論文が
書けたのではないかと思います。

面接時間

20分

面接形態

集団

面接口試ではどのような質問をされましたか。

大学への志望動機、学部・学科への志望動機、この大学で何を学びたいか

面接口試の対策はどのように行いましたか。

自分がやりたいこと、将来何がしたいか、これらをしっかり考えること。あくまでも面接は「言葉のキャッチ
ボール」覚えてきたことをただ言うのではなく、自然な会話になるように意識する。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

もう少し早く編入を目指していれば、それに合わせて履修科目も調整できた。
特に政治関連の講義を受けることもできたので、準備は早いだけ良いと思った。



市場戦略学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

自由な校風と知り合いの先輩方からのお話を聞いて駒澤大学の楽しさに触れてみたいと思ったからで
す。

市場について学習できるから。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。

学校の先輩方が毎年駒澤大学に入学していて、自然と私も駒澤大学を受けようと決めていました。

経営学を学びたいため。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。

将来化粧品のマーケティングに興味があり、そのために経営学を学ぶことが必要だと思ったからです。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）

経営学入門という書籍を読んだり、普段からニュースを見ながら経営学に関することがあればメモなど
を取っていました。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。

経営学用語をもっと理解しておきたかったです。

面接時間

約15分

面接形態

個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。

志望理由、〇〇という授業ではどんなことをしていますか。卒業課題について調べた企業の問題点やメ
リットについて。最近のニュース

面接口試の対策はどのように行いましたか。

家で親と面接練習を実際に行いました。
スラスラと言える且つ、覚えてきた内容をそのまま言っているように聞こえないようにするために何度も
練習しました。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか

もう少し経営学について深く知識を取り入れておきたかったです。



ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾒﾃﾞｨｱ学科【編入学】
駒澤大学を志望した理由はなんですか。

アクセスが良いことやＧＭＳ学部の学びの広さに惹かれたから。
卒業研究で、子ども兵士と元のコミュニティとの和解の重要さがわかり、和解方法にメディアを取り入れ
ようとしました。貴学は、国際関係、メディア、英語を学べて、私にぴったりな学部だと感じたからです。
駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部のカリキュラムに魅力を感じたのと、学際的な学部で
ある点に魅力を感じたから。
自分の研究テーマについて研究できると思ったからです。

駒澤大学の編入学試験を受験したきっかけや理由はなんですか。
自分の学びたいことを専門学校の先生に相談したところ、この駒澤大学ＧＭＳ学部を勧められたことを
きっかけに受験した。
入りたいゼミと履修したい授業があったため。
情報化社会が進んでいる今、自分に必要なものは何かと考えた時、情報リテラシーを身につけるべきだ
と感じ、御校への編入を決めた。

合格した学科（専攻）を選んだきっかけや理由はなんですか。
自分の研究分野がメディアを使ったマーケティングについてであったことや、外国語をより実践的に学び
たいという思いが強かったためＧＭＳ学部を選択した。
メディアと国際関係、英語を１つの学部で学べるため。
情報リテラシーを身に付けたいと感じた。また御校のグローバル・メディア・スタディーズは学際的な学部
であるため魅力を感じた。
メディアについて興味があったから。

小論文の対策はどのようにしましたか。（勉強方法や参考にした書籍など）
現代社会のニュースを知るために、新聞やテレビや時事問題を扱った本をたくさん読み、小論文に出そ
うなトピックを絞ってノートにまとめた。
小論文のネタを読みました。
新聞、ニュースは毎日チェックしました。
新書を読んでいた。
学校で小論文の講座をとりました。

小論文を実際受験してみて、もっとやっておけば良かったと思う対策はありますか。
今後の対策を述べる部分で、大雑把に書いてしまったのでそこの部分をしっかり自分の意見を考えてお
けばよかったと思った。
１つの視点だけではなく幅広い視点で物事を見るべきでした。

面接時間
約15分

面接形態
個人

面接口試ではどのような質問をされましたか。
志望理由、志望理由に関する質問、将来の夢（英語で）、専門学校で学んだこと
志望動機、将来の職業、なぜGMＳか

   志望理由（英語で）なぜ他の学校ではなく駒澤なのか研究について子ども兵士について
志望理由、なんで他の大学ではなくこの学部を選んだのか、オープンキャンパスに来たか、どのようなこ
とに印象を持ったか、TOEICはどのように勉強したのか、国際関係でどんなことに興味を持っているの
か、将来どのような職につきたいか、パソコンは普段使っているか、ホームステイはどのくらい行ったの
か、海外について What is the impression (英語で)、メディア以外で他に興味のあることは何か。
志望理由、駒澤大学と他大学を比べて駒澤大学を選んだ理由、自己紹介（英語）

面接口試の対策はどのように行いましたか。
専門学校の先生と何度も練習をした。
編入担当の先生、友人、両親と対策しました。
学校の複数の先生に面接練習をしていただいた。
予想問題の答えを考えひたすらイメージトレーニングしました。対人で面接練習はしていません。

駒澤大学の入学を控え、在学時に取り組んでおけば良かったと思うことはありますか
メディアをもっと勉強する
パソコンについてもう少し理解を深めていればよかったと感じる。
小論文や英語エッセイの対策をして事前に添削して貰えばよかったと思いました。
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