
～推薦Ａ方式受験生へ～ 

☆☆学部・学科からのメッセージ☆☆ 

 学部・学科の先生方から推薦Ａ方式を受験するみなさんにメッセージがあります。このメッセージを参考にしな

がら受験勉強に取り組んでください。 

※小論文の文字数や面接の形態等は、あくまでも従来の基本方針を示したもので、今後の試験のあり方を確

約するものではありません。 

☆仏教学部☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

小論文の論題は、宗教（仏教）と社会・文化との関わりについて問う傾向にあります。それも宗教（仏教）の知識 

を問うことに力点があるのではなく、社会・文化に関する高校生としての常識的な知識を問うことに力点があり

ます。評価のポイントは、高校生としての知識が身についているか、文章が整っているかというところにありま

す。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

論述においては、論ずるために必要な事実を示し、それに対する自分の意見を明確に順序よく述べてくださ

い。国語や社会科などふだんから高校で学ぶ各教科をまじめに学んでおり、かつ読書する習慣があれば、特

に心配する必要はないと思います。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

仏教学部の専任教員が２人１組で面接を担当します。面接者の関心は、入学後に受験生がまじめに学習・研

究に取り組んでくれるかどうかというところにあります。なぜ仏教学部を志望するのか、入学後の目標はどのよ

うなものか、はっきり答えられるように準備しておいてください。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

Ａ方式の受験生には、受験科目だけではなく高校のすべての教科を、日頃からこつこつとまじめに学んでいる

人であることを望みます。つまり、国語・英語・社会科を中心にかたよりのない知識をもち、かつ日常的に勉強

する習慣を身につけている事を期待しています。仏教学部では文献を根気よく読解することが求められますか

ら、その知識や習慣が大いに役立つと思います。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

高校時代に身につけた知識や習慣をいかして、仏教という新たな分野に挑戦してみてください。 

 

☆文学部国文学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

日本の文化・文芸に関する事項について、項目（テーマ）もしくは文章を与え、その内容の理解を前提に、自己 

の意見を記させます。それと共に、文学史・文法などの、当然身につけておくべき基礎的な知識を問います。与

えられた項目（テーマ）・文章に対する理解力や旺盛な問題意識、国語学・国文学・漢文学に関する基礎的な

知識、さらに文章の構成力、表現能力などを評価のポイントとします。 

 

 

 



② 小論文を勉強する際のアドバイス 

ジャンルにとらわれず、さまざまな文章を読みこなしてください。読書を通じて豊富な語彙力や文章読解能力が

磨かれ、柔軟な発想や広い視野も育まれます。その上で、自分の考えを論理的に組み立てて論述する経験を

重ねてください。学校の先生方に見ていただくのも効果的です。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

個人面接形式で複数の面接担当者が、国語や国文学に関する基礎的知識を問います。また、高校における

学習・生活状況および大学で学びたい内容について尋ねます。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

高校時代、国語教科が得意な受験生が多いと思います。文学史、文法に関する基礎的な知識を持っているこ

とは当然として、とにかく文学が好きであること、国文学や国語学、漢文学を研究したいという強い熱意と意欲

を持っていることが必要条件となります。古典文学、近現代文学の代表的な作品はいくつも読んでいるくらいで

あってほしいと思います。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

国語の教科で学習した知識を身につけておくことは当然として、国語の教科書で学習する文学作品以外の文

章にも、自分から関心を持って、数多くの文学作品を読んでおいてもらいたいと思います。また、広く社会の出

来事にも関心を持ち、関連する本を読み、自分で考えるという姿勢を持ってください。 

 

☆文学部英米文学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

小論文は、英文を読み、それに関する自分の意見を日本語で書いてもらいます（７００字から８００字）。英文の

理解力と、日本語の表現能力などを見ます。英文の内容をよく理解した上で、必要に応じて、その英文の具体

的箇所に言及しながら、英文の内容に関連した文章を書いてもらいます。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

幅広い分野の英文を読み、内容を理解できるようにしておいてください。また、様々な事柄に対して、自分の考

えを、日本語で論理的に説明できるように練習することも大切です。英語力だけでなく、幅広い知識も身につけ

る必要があります。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

Ａ方式では、英文を音読してもらい、英語らしい発音やリズムなどの読み方を評価します。また、内容に関する

理解を英問英答で確認します。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

英米文学科は、英米文学および英語学の研究を通じて、人間や社会、言語に対する洞察力と理解力および高

い語学力を身に付けて、国際的に通用する人材の育成を目的とします。そのため、それらの基礎となる英語を

高校で、しっかり学ぶことが大切です。また、英語だけではなく、高校で国語や社会科科目などを広く勉強する

ことが、大学で学び、視野を広げる大切な基礎となります。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

充実した大学生活を送り、その後、希望する分野に進めるよう、英語を含めて幅広い分野に関心を持つことが

大切です。幅広い読書などを通して考えを深め、また友人と様々な事柄について話し合い、コミュニケーション

力をつけるよう努めて下さい。 



☆文学部地理学科（地域文化研究専攻・地域環境研究専攻）☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

小論文では、しばしば地図(地形図)や統計図表などを読み取ることにより、現象の分布やその原因を論理的に

説明する力が問われます。評価としては、まず地図や統計図表が正しく読み取れているかがポイントになりま

す。さらに、読み取れた事象の原因を理解し、正しく説明できるかがポイントになります。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

高校の地理や中学の地理的分野などで学んだ知識を基礎に、地図や統計図表に慣れ親しみ、資料をもとにし

て考える練習を、普段から心がけてください。また、新聞やテレビなどを通じて、日本や世界の各地の様子に関

心を持つことも大切です。地図は常に手の届く所に置き、新聞やテレビなどで知らない地域や地名などが出て

きたら、すぐに調べるように心がけてください。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は個人面接です。受験生１人に対し、複数の教員で面接を行います。面接では、自分が大学で学びたい

こととその理由について、具体的に説明できるかどうかや、面接時の質問に対する応答や態度などを総合的に

評価します。に手の届く所に置き、新聞やテレビなどで知らない地域や地名などが出てきたら、すぐに調べるよ

うに心がけてください。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

地理学科を受験する皆さんは、すでに国内外のいろいろな地域に関心を持ち、現地を訪ねたこともあると思い

ます。たまたま旅行で行った場所や、新聞・テレビの報道などで特定の地域に興味を持った人もいるかもしれ

ません。受験してほしいのは、こうした日本や世界各地の自然や社会、経済、生活を含む文化や環境について

興味を持ち、自ら積極的に勉強する学生です。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

地名などの基礎的な地理の知識は必要ですが、それ以上に、地図や資料を見て考えることの楽しさを知り、郷

里や身近な地域と比較しながら日本や世界の各地域を見たり、感じたり、考えたりする楽しさを知っていると、

大学での地理の勉強がますます充実したものとなるでしょう。 

 

☆文学部歴史学科（日本史学専攻・外国史専攻・考古学専攻）☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

小論文では、歴史に関する基礎的知識、問題意識などを問い、あわせて文章の表現力を見ます。詳しく言え

ば、ある課題（日本史・外国史・考古学専攻の受験者が共通に解答できるような、普遍的なテーマを課します）

について、歴史上の具体的事例をあげながら、論述してもらいます。具体的事例については、受験する専攻に

かかわらず、各人の興味関心、得意不得意に応じて自由に設定することができます。複数の事例を組み合わ

せて論述することも可能です。なお、具体的事例として、いくつかの事項を例示しますが、必ずその中から選択

しなければならないという訳ではありません。もちろん、例示されている事項を選んで論述しても、いっこうに構

いません。B４版の問題・解答用紙１枚を配付し、用紙の３分の２程度のスペースに解答を記述してもらいま

す。字数制限はありません。評価のポイントは、論述内容の正確性、論旨の一貫性、および文法や表現の正

確性にあります。また、単に歴史の知識が豊富なだけではなく、それをもとに身近な問題－現代社会や国際情

勢－などに置き換え、客観的に考え、自分の意見を主張できる能力があるかどうかについても、当然、評価の

対象になります。 



② 小論文を勉強する際のアドバイス 

Ａ方式の推薦入試では、下記の⑤でも触れているように、本当に歴史が好きな学生、能動的に歴史について

考え、勉強している学生を求めているのであって、誰かに言われて、試験対策のために、受動的に歴史を勉強

するような学生を求めているのではありません。以上のことを前提に、あくまでも参考意見として言うなら、自分

が興味関心のある（好きな）時代や人物、分野などに関する情報について、書物などを通して、あるいは史跡

や博物館・歴史資料館などに足を運んで収集・整理し、小論文の課題に合わせて臨機応変に論述できるぐら

いにまで理解を深めておくのも、ひとつの方法でしょう。①で述べたように、課題に対する具体的事例の選択は

自由ですから、自分の興味関心にうまく引きつけて解答して構わないし、むしろそのような、独自性のある小論

文を期待しています。繰り返しますが、付け焼き刃の知識ではなく、ありのままの歴史学への熱意、歴史に対

する考え方を評価したいと思います。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

受験生１人に対して、２人の教員が面接に当たり、志望動機、興味のある（入学後研究したい）時代・分野な

ど、５～６項目程度の質問をします。評価のポイントはそつのない上手な受け答えではなく、自分の個性・独自

性を、臨機応変に、自分の言葉できちんと主張できるかどうかにあります。事前に想定問答を作り、それを暗唱

してきたような回答はあまり評価されません。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

柔軟な思考力、物事を客観的に理解できる能力、文章内容を正確に理解し、かつ自分の考えを正確に文章で

表現できる能力、みずから課題を設定しそれを達成できる能力などを養って欲しいと思います。また、入学後

は率先して研究活動に取り組み、リーダーシップを発揮してくれることを期待します。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

日頃から歴史に関する（教科書以外の）書物を読んだり、あるいは古墳・神社仏閣・城郭などの遺跡・史跡、博

物館・歴史資料館・記念館・顕彰館などの歴史（もしくは歴史上の人物）に関係する施設を訪ね歩いたりするよ

うな、歴史に対する知的好奇心にあふれ、みずから進んで歴史学を研究したい、そしてそれができる学生を求

めています。学業の成績だけで判定する試験ではないので、歴史学への思い、知っていること・知りたいこと

を、ありのままに、積極的にアピールしてください。 

 

☆文学部社会学科社会学専攻☆  

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

身近な社会現象や国内外の社会問題について、その基礎的理解力と論理的思考力を問います。自分の考え

を分かりやすく、正確に文章にできることが重要です。問題文の読解力や図表を読み解く力が考査の対象にな

ることもあります。字数は、８００～１２００字程度です。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

日常的に社会問題等を扱った新聞の論説や書籍（さまざまな新書など）に親しんでおくことが重要です。自分

の考えを筋道立てて簡潔にまとめる訓練もしておくとよいでしょう。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接試験は複数の試験監督者によって対話形式で行います。社会学を学ぼうとする意欲、社会に対する関心

や洞察力が評価のポイントになります。さらに、高校時代の生活も判断材料にしています。 

 

 



④ Ａ方式の受験生に期待すること  

社会学を勉強していくには、人間や社会に対するどん欲なまでの問題関心が求められます。人間や社会の諸

問題や矛盾について、日ごろから論理的に考え、問題を発見する力を養っておく必要があります。社会学科社

会学専攻に入学して、何を学びたいのかもはっきりさせておくとよいでしょう。さらに、それを自分の言葉で表現

することも重要です。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

推薦入試は、一般の入試で求められる受験学力にはとどまらないユニークな能力をもった人材を選抜すること

が目的です。日ごろから、論理的に考える習慣を身につけるとともに、豊かな感性とユニークな発想を磨き上

げてください。 

 

☆文学部社会学科社会福祉学専攻☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

国内外で話題になっているような福祉に関連する諸問題に関する設問を通して、問題の基礎的理解、データ分

析能力を問います。併せて、小論文により、論理的思考力と文章表現力を評価します（字数制限あり）。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

高校レベルでの社会問題（社会福祉の諸問題）に関する基礎知識を備えていることはもちろんのこと、福祉の

分野では人権に配慮することがより重要になります。身の回りの多種多様な人権問題についての理解を深め

ておくことが大切です。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接試験は個別面接により実施します。試験では、受験生の面接態度や学習意欲はもちろんのこと、福祉の

諸問題に関する意見、大学での学習計画などを総合的に評価します。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

社会福祉学専攻の推薦Ａ方式では、小論文と面接による試験を行っています。試験では課題に関する知識量

や理解力が重要になります。また、意見を求められた時、自分の言葉で簡潔かつ論理的に表現できる能力が

必要になります。よって、日頃から社会問題や福祉に関する問題について自分なりの考えを持つように心がけ

ることが大切です。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

推薦入試では、意欲的に取り組む姿勢のある学生を高く評価しています。特に、社会福祉に関する実践経験

は受験に有益であるばかりでなく、社会に対する貢献や自分の人生においても極めて有益なものとなります。

より積極性のある人材が、社会福祉の分野で学ばれることを心から期待しています。 

 

☆文学部心理学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

人間の行動を理解するための基礎的知識と科学的態度を問い、あわせて文章や図表の読解力をみます。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

小論文の試験対策というよりも、日常生活において、ものごとをさまざまな角度から捉え、常に客観的なものの

見方や考え方を心がけることが大切です。また、それを明確に文章で表現できることが望まれます。 



③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

個別面接により実施します。どのような質問にも臨機応変に自分の意見を述べることができるかどうかを重視

します。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

心理学は自然科学としての学問ですから、科学的なものの考え方や、科学的なものの見方を身につける必要

があります。そのために心理学では実験や実習を非常に重視しています。生きた人間を対象に実験・実習を行

うわけですから、真面目な責任のある行動や協調性が求められます。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

心理学を学ぶためには普段からの着実な勉学姿勢が大切であり、試験だけでなく毎日の積み重ねを惜しまな

い人物であってほしいと思います。また、人間の社会に対する旺盛な好奇心と関心を持つことが大切です。 

 

☆経済学部経済学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

推薦Ａ方式の小論文では、現代の社会・経済問題に関する基礎的な知識や問題意識を問います。新聞の社説

などを題材とする出題文を読み取り、関連する設問に所定の文字数内で解答してもらい、基礎的知識量、文章

読解力、論理的思考力、文章説明力などを評価します。文章説明力には、正しい漢字の使用、誤字・当て字等

を含みます。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

新聞を毎日読むようにしましょう。読みやすいところから始め、慣れてきたらやさしい経済関連コラムなども読ん

でみてください。また、社説を毎日読んで１００字程度に要約すると、文章読解力と文章説明力が身につくでしょ

う。興味がわいたことについて、ＷＥＢや解説書を利用して背景や影響を調べてみると、理解が深まります。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接形態は複数の教員による個別面接です。面接評価は、経済学科での勉学に意欲をもって取り組めるよう

な知的好奇心を持っているかはもちろん、これまでの学校生活の中で培われた論理的思考力、コミュニケーシ

ョン能力、社会問題への関心度などから総合的に判断します。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

推薦Ａ方式は、高校で普段の授業に真剣に取り組み、一定水準以上の優れた成績を残した人を対象とする入

学試験です。受験生に期待するのは、大学の授業を理解できる基礎学力だけでなく、社会や経済の動きや問

題に対する強い関心、自分なりの答えを模索する探究心、そして自分の意見を的確に人へ伝える表現力など

です。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

経済理論ならびに経済の歴史に関する広範な知識を踏まえて経済社会の現状や仕組みを分析し、そこにある

社会的課題を析出する能力を持ち、公正で豊かな社会を担える自立した人材を養成することが、経済学科の

教育目標です。 

 

 



☆経済学部商学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

推薦Ａ方式の小論文では、現代の経済問題・社会問題について、基本的な知識を持っているか、いかに考え

ているかを問います。新聞の社説などを題材に、文章の読解力や論理的記述力をみます（答案には字数制限

あり）。また、漢字表記の誤り等、誤字・脱字は減点対象となります。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

新聞を毎日読むようにしましょう。読みやすいところからはじめ、少し慣れたら易しい経済関係の社説を毎日読

んで、それを１００字程度に要約すると良い勉強になります。新聞以外にも TV やインターネットのニュースなど

をみて、わからないことを調べ、その出来事の背景等についても自分なりにまとめると効果的です。漢字の勉

強もしてください。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は複数の教員による個別面接です。高校での基礎的な知識はもちろん、大学で勉強したいこと、卒業後

の進路希望などを質問されます。高校生として関心を持っている社会の出来事は何か、その関心を大学での

学びにどのようにつなげ、将来に活かしたいのかを答えてください。明朗な受け答え、礼儀正しさ、自己アピー

ル力も評価のポイントになります。 

④ A方式の受験生に期待すること 

推薦Ａ方式は、高校での成績が優秀で、大学へ入学する基礎学力が十分にあると考えられる高校生が対象で

す。また、部活動や生徒会などでリーダーシップを発揮したことが望まれます。大学では、その基礎学力や経

験を活かし、ゼミナールで活躍したり、サークルや部活動でリーダーとなり、大学を活気づけてくれることを期待

しています。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

経済および商業に関する高い見識と深い専門的知識および豊かなコミュニケーション能力を身につけることに

より、ビジネス界をはじめとする世界中の様々な分野で理論的かつ実践的に活躍できる人材を養成することが

商学科の教育目標です。 

 

☆経済学部現代応用経済学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

推薦A方式の小論文では、現代の社会経済問題について、基礎的な知識と問題意識を問います。問題文を提

示し、問題文の読解力をみるとともに、答案の文章表現力、論理的思考力などを評価します。素材となる問題

文は新聞の社説などです（答案には字数制限あり）。誤字脱字は減点となります。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

新聞、TV、WEBなど各種メディアを通じて、経済関係や企業の動向などのニュースをチェックする習慣をつけま

しょう。日常の学習を通じて、自分の考えをまとめ、論理構成を意識した文章表現を心がけてください。社会動

向に関心を持ち、自分の考えをノートにまとめることも学習効果があるでしょう。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接形態は、複数教員による個別面接方式です。面接評価は、大学生活を送るにあたって、目的意識を持っ

て過ごすために必要な思考力、表現力、コミュニケーション能力、社会的問題への関心度などから総合的に判

断します。 



④ Ａ方式の受験生に期待すること 

高校で学ぶあらゆる科目は、基本的な知的教養として、また大学における勉学に必要不可欠なものです。さま

ざまな科目に真剣に取り組み、自分の考えを自分の言葉や文章で表現する能力（コミュニケーション能力）の

向上および読書の習慣をつけておいてください。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

激変する現代経済に関する最新の経済学的知見を修得し、持続可能な経済社会の発展に貢献できる豊かな

創造的能力を持ち、ビジネス経済やコミュニティー経済において活躍できる人材を養成することが、現代応用

経済学科の教育目標です。 

 

☆法学部法律学科フレックス A☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

例えば、法や政治が関わる現代の社会問題等について基礎的知識と問題意識を問うとともに、文章の表現力

や論理性を問います。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

社会科のうちでも特に政治経済について、基本的な知識とともに、関心のあるテーマについてより掘り下げた

勉強をして下さい。また、法や政治に関する本を読んで、内容を自分で把握し、整理する能力はもとより、疑問

を持った点は自分で関連する文献を探して調べたり、先生や友達に積極的に聞こうという意欲が何より必要で

す。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は２人の面接担当者が２人の受験生に交互に質問する方式で実施し、１グループにつき約１５分間を予

定しています。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

日常的に勉強する習慣がついていることを期待しています。大学入学後も講義には休まず出席し、着実に法

律の知識を積み上げることによって、優秀な成績を残して、他の学生の模範となり、司法試験予備試験、法科

大学院入学試験・公務員試験・司法書士試験のような各種試験にもチャレンジして、成果をあげてほしいと思

います。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

人間ですから、能力がないと悩んだり、他人をねたましく思ったりすることは、仕方ありません。しかし、消極的

に構えていても展望は開けて来ません。人生は何事もチャレンジであり、門は何度もたたくことによって初めて

開かれるのです。日頃の勉強によって基礎力を身につけ、推薦入試にもどうか積極的にチャレンジしてくださ

い。 

 

☆法学部法律学科フレックス B☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

例えば、法や政治が関わる現代の社会問題等について基礎的知識と問題意識を問うとともに、文章の表現力

や論理性を問います。 

 

 



② 小論文を勉強する際のアドバイス 

法律、政治および経済に関する新聞記事や文献を読み、その内容を理解し、整理してみましょう。疑問点につ

いては、関連する文献を調べたり、先生や友達に聞いてみましょう。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は２人の面接担当者が２人の受験生に交互に質問する方式で実施し、１グループにつき約１５分間を予

定しています。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

社会問題・法律問題は、色々な事象となって現れています。現実をよく観察し、これらの事象と法律がどう関わ

りあっているのか、法律を積極的に知る必要があります。日本の国会でどのような法律が作られているのか、

法律の名前を知り、法律の内容に、是非トライしてみてください。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

大学の入学は、人生の一つの節目です。自分は将来どの様な職業につきたいのか、常に長期的な展望を持っ

て努力してみましょう。弁護士になりたい人、公務員になりたい人、研究者になりたい人等、自分の夢を実現す

るためには、どの様に学習すればいいのか、今から考えてみましょう。 

 

☆法学部政治学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

現代における政治・法・社会問題について出題されます。社会に関して、若者らしい問題意識を常に持ち続け

てください。その上で、自身の見解や意見を文章にまとめると良いでしょう。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

日頃より新聞を読み、知識や視野を広げてください。当然のことながらその前提として高校における社会科目

の知識を身につけておくことが大切です。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接はグループ討論方式で実施します。５～７名１組となり、当日示されたテーマ（新聞記事等）について議論

してもらいます。分析力・論理性・判断力などを評価ポイントとします。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

日常的にニュースにふれることが必要です。さらに、新書（岩波・中公・講談社など）を読みこなせるだけのチカ

ラも身につけておいてください。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

大学４年間で自己を確立し、学問を身につけ、社会で活躍できるようになってください。 

 

☆経営学部経営学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

現在の経済・経営の諸問題に対する考えを問う問題や、時事問題に限らず大学入学に必要な考え方・理解

力・読解力を問うような問題などが出題されます。評価のポイントは大きく分けて３つあります。第一に正しい日

本語で表現されているかどうか、第二に論文としての論理性や分析力が十分に備わっているかどうか、そして

第三に小論文は知識を直接問うための試験ではありませんが、その問題について理解しているかどうか、そ

の上で自分なりの見方を持っているかどうかです。 



② 小論文を勉強する際のアドバイス 

新聞はできるだけ毎日読むようにしましょう。また、自分の考えを明確に述べられるように論述力を磨き、物事

を的確に理解できる能力を向上させて下さい。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は、原則として、受験生１人に対し面接担当者２人という形式で行います。面接で確認したいことは、駒澤

大学経営学部経営学科で学ぶことを志望する理由と、部活や資格取得も含めた高校生活についての自己評

価です。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

高等学校における優れた学業成績は、大学入学前の基礎学力を裏づけるだけではなく、日々の学習に対する

真摯な姿勢や幅広くバランスよく学習する能力の高さを示しています。こうした素質は、大学における勉学が大

きな成果を上げるために重要なものです。推薦A方式の受験生には、入学後も引き続き、この貴重な資質に磨

きをかけることを期待します。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

大学入学はゴールではありません。４年間のキャンパスライフは、勉学を通じて高度な専門知識を習得するの

みならず、自らの世界観・人生観の基盤を形成するための貴重な時間です。入学後も、学ぶ意欲を持ち続け、

教職員や学友との交流を大切にして、社会人として活躍するための十分な素養を身につける努力を惜しまな

いように心がけてください。 

 

☆経営学部市場戦略学科☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

現在の経済・経営の諸問題に対する考えを問う問題や、時事問題に限らず大学入学に必要な考え方・理解

力・読解力を問うような問題などが出題されます。評価のポイントは、正しい日本語で表現されているかどう

か、論文としての論理性や分析力が十分に備わっているかどうか、その問題について自分なりの意見を持って

いるかどうか、の３つです。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

企業の経営やマーケティングに対する関心を高めるために、日頃から、新聞に目を通したり、TV のニュース番

組を見るよう心がけてください。また、自分の考えを明確に述べられるように論述力を磨き、物事を的確に理解

できる能力を向上させて下さい。 

③面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

原則として、受験生１人に対し担当者２人という形式で、面接をおこないます。評価のポイントは、大学に進学

する目的が明確であるかどうか、勉学に対する態度が真摯であるかどうか、円滑なコミュニケーションをとるこ

とが可能かどうか、などです。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

受験するみなさんが、大学で学ぶうえで必要とされる基礎学力、日々の勉学に対する真摯な態度、社会・経済

の変化に対する問題意識や理解力、自分の意見を論理的に表現できる能力（文章力・コミュニケーション能力）

などを有していることを期待します。 

⑤受験生へのメッセージ 

大学入学は、ゴールではありません。ぜひ、入学後も、現在の夢や希望、抱負などを忘れることなく、充実した

キャンパスライフを送ってください。みなさん一人ひとりが、卒業時に、「市場戦略学科に入学して、本当に良か



った！」と思えることを祈ります。 

 

☆医療健康科学部☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

本学科は医療系の中でも理工学的色彩が強く、数学的・科学的な素養が欠かせません。したがって、小論文で

は数量や図形に関連する数学的・科学的な思考に基づいた論述が求められます。また、将来医療人を目指す

者としての心構えや考え方を問う問題も出題されます。いずれも唯一の正解を求めるものではなく、限られたス

ペースの中で、いかに論理的に論旨が展開されているか、主張が明確に述べられているか、文章は正確か、と

いった観点から評価されます。 

② 小論文を勉強する際のアドバイス 

科学的・論理的な見方や考え方が出来るように心がけましょう。つまり、公式や物理現象を単に暗記するので

はなく、常日頃からなぜそうなるのかというプロセスを考えることを大事にしてください。本学科を卒業すると多く

の人は医療人として活躍します。医療現場の問題点や患者さんとの接し方、医師や看護師などとのチーム医

療への取り組みなど、将来の自分自身の姿を想定して、医療人としての心構えや考え方を述べられるようにし

てください。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

15〜20分程度の個人面接が行われ、高校で学習した数学や理科の基礎的項目が問われます。教科書を精読

し、公式や原理など、各領域での基礎的事項を理解しておく必要があります。また、一般教養や医療に関する

知識も問われますので、常にその分野のトピックスやニュースに目を向け、関連する新聞記事や本などを読ん

でおくと役立つでしょう。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

本学科では、主として人体の画像情報を得るための技術・科学に関して学習します。高度な画像処理技術を学

ぶためには数学の知識が不可欠です。また、放射線の人体に対する作用を熟知して放射線を安全かつ有効に

使いこなすためには、物理や化学の知識も大切です。これらの基礎知識を持つと共に、診療放射線技師を目

指して学ぼうという強い意欲を持って受験に臨まれることを期待します。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

今、医療はすさまじい早さで発展しています。それだけに、チーム医療を支える医療技術者には、診療を受け

る人の状況を思いやる心と、様々な技術革新に対応できる広い専門知識を持つことが強く求められています。

日常的に人との対応に関心を向け、自然科学に対する好奇心を常に持ち、世界が求める高いレベルの医療技

術の専門家を目指しましょう。 

 

☆グローバル・メディア・スタディーズ学部☆ 

① 小論文の出題傾向と評価ポイントについて 

経済・社会のグローバル化によってもたらされるさまざまな問題について、高校生にふさわしい基礎的知識と

問題意識を問うものであり、簡単な資料（日本語または英語）をもとに、自分の考え方を日本語で記述します。

文字制限は設けていません。また、高等学校の特定の教科とは直接にかかわりません。簡単な資料（日本語

または英語）をもとに、論理的理解力、分析力、表現力などを総合的に評価します。評価のポイントは、キーワ

ードの明確さ、主張の明快さ、主張を裏付ける根拠の妥当性などです。 



② 小論文を勉強する際のアドバイス 

日頃から、新聞・雑誌などをもとに経済・社会・文化のグローバル化がどのように進み、どのような問題が生じ

ているか、また、それらを解決するためにはどうすればいいかについて、自分で考え、文章で整理する習慣を

身につけて欲しいです。 

③ 面接口試の面接形態・面接の評価ポイントについて 

面接は、個人面接で、複数の教員が担当します。面接は当学部の特色を理解し、自らを磨いていこうとする意

欲があるかどうか、コミュニケーションの能力があるかどうかなどを確認することを主眼とします。英語での質疑

を伴う場合もあります。 

④ Ａ方式の受験生に期待すること 

本学部は、学問分野の垣根を越え、多角的・複合的な手法でグローバルな問題に取り組む能力を育み、次世

代を担える人材を育成することを目指しています。そのために、ネイティブの教員を中心とした多角的な授業を

通じて、実践的な英語力を養成すると同時に、メディアやコンテンツ及びＩＴの本質を理解し、実際のビジネスに

活用する力を育てるためのカリキュラムを組んでいます。こうした授業に積極的に取り組めるような基礎的な学

力を身につけておくことを期待します。 

⑤ 受験生へのメッセージ 

日本だけでなく、広く国際的あるいはグローバルな出来事にも関心を持ち、単に知識を得るばかりでなく、どう

すればさまざまな問題を解決できるのかという実践的な関心で学習に臨むことを期待します。また、入学後の

実践的英語教育に十分に対応できる基礎能力を養っておいてほしいと思います。 

 

 


