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10 月実施　総合型選抜 ・・・・・・・・ P. 4
・総合型選抜（英語クラス体験方式）
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【教育方針】

【教育目標と求める入学者】
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５．

上智大学短期大学部英語科の入学者受入れの方針

※「学力の三要素」とは

（ 1 ） 基礎的な知識・技能
（ 2 ） それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等
（ 3 ） 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

※「学力の三要素」による選考の配分について
各入試における学力の三要素による選考配分を記号（☆）の数で示します。
配分の高い順に星三つ（☆☆☆）、星二つ（☆☆）、そして星一つ（☆）で表記しています。

　上智大学短期大学部英語科は、多様化する国際社会で多文化共生社会の実現に向け活躍できる人材を育成する
ために、様々な背景を持つ学生がともに学ぶことを教育方針にしており、多角的視点から学生を選抜する入試制
度に取り組んでいます。

　それぞれの入試種別において「求める学生像」および「学力の三要素と関連した能力、審査方法」は、各入試
の「入学試験制度について」をご確認ください。

小・中・高校において育む力として、以下の3 点が「学力の三要素」として定義されています。

　上智大学短期大学部は、キリスト教ヒューマニズムに立脚した上智の教育の精神である「他者のために、他者
とともに（For Others, With Others）」を、国際社会において実践することのできる英語発信力と、多文化共生
の実現に向けた地球市民としての意識、そして国際的な場で主体的に他者と協働できる力を涵養する教育プログ
ラムを構築しています。そのために、上智大学短期大学部では次のような学生を求めています。

上智の教育の精神である「他者のために、他者とともに（For Others, With Others）」に共感し、これを受
け入れ学ぶ意欲のある者。

英語学修に強い意欲を持ち、英語の運用能力の向上、豊かな自己形成と社会貢献のために教養と専門的知識
を身に付けたいと望む者。

英語と英語圏の歴史や文化とともにより広い言語・文化圏における研究課題を理解しようとする柔軟な姿勢
を持ち、それらの知識に立脚した地球市民的視野や国際的に活躍できる言語力、教養、専門的知識、人間力
を身に付けたいと望む者。

授業への高い出席率、授業での意見の自己発信、会話や討論等を通した学びを重視する環境において、他者
とのかかわりの中での能動的な学びを行い、日本語と英語の双方で豊かなコミュニケーション能力を涵養す
ることを望む者。

自らの専門的知識や技能を活用し、本学の推進する社会貢献活動の実践を通して、地域社会の国際化や多文
化共生社会の実現に貢献することを望む者。
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10 月実施 総合型選抜（英語クラス体験方式）日程

9月26日（月）〜 10月 4日（火）　消印有効

10月15日 （土）　

11月 1日（火）

11月 2日（水）〜 11月10日（木）

11 月実施   学校推薦型選抜（公募制推薦A）日程

11月 1日（火）〜 11月 8日（火）　消印有効

11月19日（土）　

12月1日（木）

12月2日（金）〜 12月9日（金）

11 月実施   総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）、その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）日程

11月 1日（火）〜 11月 8日（火）　消印有効

11月19日（土）　

11月22日（火）

11月24日（木）〜 12月 2日（金）

12 月実施   学校推薦型選抜（公募制推薦B）、総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式B）、

その他の入試（社会人）、その他の入試（帰国生）日程

11月28日（月）〜 12月 5日（月）　消印有効

12月10日（土）　

12月13日（火）

12月14日（水）〜 12月21日（水）

【出願にあたってのご注意】

※ 同一試験日に実施する、異なる入試種別には出願できません。
※ 同一入試種別内各日程のうち、1回のみ出願可能です。

（例 :  公募制推薦Aに出願した場合、公募制推薦Bには出願不可）

入学手続期間

出願期間

合格発表

上智大学短期大学部の入学試験日程（10月〜12月実施）

合格発表

試　験　日

出願期間

試　験　日

合格発表

入学手続期間

入学手続期間

出願期間

試　験　日

出願期間

試　験　日

合格発表

入学手続期間

目　的

本入学試験で求める学生像

月実施
 総合型選抜について

上智大学短期大学部への入学を第一志望とする者で、本学が求める有為な人材に対して、本学固有の入学試験制度をもって広く門
戸を開き、入学者の多様化を図るものです。
「他者のために、他者とともに（ ）」という本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、広く
英語学習と英語圏文化をはじめとする異文化や社会事象を理解しようとする柔軟な姿勢と基礎学力を持ち、他者との豊かなコミュ
ニケーション能力を持つ者を、従来の選抜試験によらないスクーリング（短期集中英語クラス）での活動を経て選考します。

総合型選抜（英語クラス体験方式）
英語を能動的に使用し、学生生活における様々な活動や学生間の交流に積極的に参加し、他の学生の模範となりうる資質を持つ者
を選考することにより、大学全体を活性化する。本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を選考する。

総合型選抜（英語クラス体験方式）
【基本像】

英語を他者とのコミュニケーションの手段として積極的に使用し、他者とのかかわりの中で英語と日本語で自己表現をしようと

する意欲と基礎力を持つ者。
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Ⅰ 出願について

．募集学科　英語科（女子のみ）

．募集人員・出願資格
総合型選抜（英語クラス体験方式）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　 参照
↓
② 出願書類の準備　　 参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

．出願期間　　

インターネット出願 年 月 日 月 ～ 月 日 火  　
出願書類郵送期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 火  　消印有効、簡易書留・速達

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、

独立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。
（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する「日本
語能力試験 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。

高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの者
で以下のいずれかに該当する者

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

（ ） 「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。

・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

（ ） 出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。

（ ）上智大学短期大学部を第一志望とする者
（ ）次のいずれかに該当する者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

．出願書類

．入学検定料　 円

検定料振込期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 火 　（注）

出願書類の郵送

受験票

（ ）志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

（ ）大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（ 年間）の学業成績証明書 ①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は、「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（ ）①インターネット出願登録、②検定料納入、③出願書類の郵送、①②③が全て揃って出願が完了します。
（ ）出願書類は市販の角形 号（角２）封筒に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。巻末の返信用封筒貼り付け用紙

をご利用いただくか、インターネット出願画面よりダウンロードしてカラー印刷してください（カラー印刷できない
場合は、簡易書留・速達を赤で囲んでください）。

（ ）提出のあった出願書類、入学検定料は、原則として返還いたしません。

出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（火）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きを済ませてください。

【例】 月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日以降に出願登録をされた場合は、 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。
※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートのコピー
パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。
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Ⅰ 出願について

．募集学科　英語科（女子のみ）

．募集人員・出願資格
総合型選抜（英語クラス体験方式）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　 参照
↓
② 出願書類の準備　　 参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

．出願期間　　

インターネット出願 年 月 日 月 ～ 月 日 火  　
出願書類郵送期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 火  　消印有効、簡易書留・速達

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、

独立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。
（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する「日本
語能力試験 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。

高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの者
で以下のいずれかに該当する者

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

（ ） 「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。

・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

（ ） 出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。

（ ）上智大学短期大学部を第一志望とする者
（ ）次のいずれかに該当する者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

．出願書類

．入学検定料　 円

検定料振込期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 火 　（注）

出願書類の郵送

受験票

（ ）志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

（ ）大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（ 年間）の学業成績証明書 ①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は、「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は、「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（ ）①インターネット出願登録、②検定料納入、③出願書類の郵送、①②③が全て揃って出願が完了します。
（ ）出願書類は市販の角形 号（角２）封筒に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。巻末の返信用封筒貼り付け用紙

をご利用いただくか、インターネット出願画面よりダウンロードしてカラー印刷してください（カラー印刷できない
場合は、簡易書留・速達を赤で囲んでください）。

（ ）提出のあった出願書類、入学検定料は、原則として返還いたしません。

出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（火）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きを済ませてください。

【例】 月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日以降に出願登録をされた場合は、 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。
※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートのコピー
パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。
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Ⅱ 選考について

．日　程 年 月 日 土

．選考方法

選考を受ける心得

．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、「書類審査」と「クラス学修での成果」を通じて、志願者の資
質・能力を総合的に判断し、合否を判定します。

（ ）集合 時 分 号館（校舎） 階ロビー
※秦野駅南口から短期大学部までのスクールバス運行時刻 午前 時 分発 午前 時 分発
※付添者は構内に入場できません。スクールバスにも乗車できませんのでご注意ください。

（ ）解散 時 分（予定）
※短期大学部から秦野駅南口までのスクールバス運行時刻は、当日発表いたします。

（ ）内容
受験生は 日の短期集中英語クラス形式の入学試験内で、英語によるさまざまな活動に参加し、能力を発揮していた

だきます。
プログラム冒頭にオリエンテーションを実施し、本入試の具体的なスケジュールや趣旨などを英語で説明します。次

に、受験生の相互理解を深めるために、英語によるウォームアップを行います。
その後、小グループに分かれて、クラスセッションに参加します。クラスセッションとは、上智大学短期大学部の教

育課程内で実施されている英語の授業を基に、受験生の選考のため内容を再編成したものです。
授業内容は、英語のさまざまな技能（ など）を含み、上智大学短期大学部の英語
教育の目標の一つである自己発信力向上に力点を置いたものです。各グループは複数のクラスセッションに参加し、そ
れぞれにおいて求められる活動に取り組み自らの能力を発揮します。原則として、教室内のやり取りでは英語を使用し
ますが、一部、日本語を使い口頭と文章で言語化する活動も行われます。受験生はこのセッションにおいて、 英語力
を中心とした学力を総合的に評価されます。当日のプログラムとスケジュールは、 月下旬に本学 サイト「入試情
報」に公開予定ですのでご確認ください。

【持ち物】
・受験票
・筆記用具（鉛筆、消しゴム、黒・赤ボールペン）
・昼食（当日は食堂の営業はありません。昼食用にお弁当等をご持参ください。昼食場所として指定するソフィアホール
（ 号館 ）は、パーテーションと換気による感染症対策を行っています）。

（ ）遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
（ ）当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
（ ）集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
（ ）試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
（ ）新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
（ ）試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある

方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。

（ ）新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触
者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。

（ ）症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用してください。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。

（ ）新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期と
なり、参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的
に評価します。

（ ）新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少
ないことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の
日数，オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うこ
とがないようにします。

（ ）新型コロナウイルス感染症に罹患又は保健所より濃厚接触者に該当すると判明した等、やむを得ず試験日に受験でき
ない場合、追加の受験料を徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。原則は 月 日（金）に実施される、
総合型選抜（課題文利用方式）への振替受験を認めます。また、出願条件をみたせば、年内に実施される他の入試への
振替を認めますが、必ず個別にお問い合わせください。受験予定だった試験日に受験することができなかったことを
証明する、医師の診断書等の提出が必要です。詳しくは、上智大学短期大学部事務センター（ ）
にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通
常の欠席として扱います）。

（ ）今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

．合格発表（郵送通知：発送日）
総合型選抜（英語クラス体験方式） 年 月 日 火

．入学手続
総合型選抜（英語クラス体験方式） 年 月 日 水 ～ 月 日 木

．入学手続費用

年度の学費【参考：金額は昨年の例】

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

出願書類とクラス学修での成果に基づき、総合的に審査したうえで、合否を決定し、通知します。合格者には、入学手続書類が
簡易書留・速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否の結果を通知しますので、
マイページからも確認することが可能です。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に郵
送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

（ ）入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。

（ ）入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
（ ）いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

（注 ）英語力テストは、 を
年次生年 回、 年次生以降は年 回

受験する。

（注 ）同窓会費（ソフィア会終身会
費 円）は、最終年次（ 年次）
での納入となる。

入学手続に必要な費用は、原則として全額一括納入とします。ただし、都合により一括納入できない場合には、分割納入を選択
することができます。【参考：金額と納入期限は昨年の例】

2022 年9 月15 日（木）まで
（請求書は9月1日（木）発送予定）

1 , 1 7 7 , 7 9 0 円
全額を一括納入する。

7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

一括納入方式
2021 年11月10 日（水）まで

分割納入方式 入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

金　　額 備　　考
入　学　金 入学時のみ
在　籍　料 年　額
授　業　料 年　額
教育充実費 年　額

小　計
英 語 力 テ ス ト 受 験 料  年　額

学生教育研究災害傷害保険料 保険期間２年
小　計
合　計

金額と納入期限は 年度の例です。 年度の納入額と納入期限は合格者に送付する入学手続要項でお知らせします。
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Ⅱ 選考について

．日　程 年 月 日 土

．選考方法

選考を受ける心得

．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、「書類審査」と「クラス学修での成果」を通じて、志願者の資
質・能力を総合的に判断し、合否を判定します。

（ ）集合 時 分 号館（校舎） 階ロビー
※秦野駅南口から短期大学部までのスクールバス運行時刻 午前 時 分発 午前 時 分発
※付添者は構内に入場できません。スクールバスにも乗車できませんのでご注意ください。

（ ）解散 時 分（予定）
※短期大学部から秦野駅南口までのスクールバス運行時刻は、当日発表いたします。

（ ）内容
受験生は 日の短期集中英語クラス形式の入学試験内で、英語によるさまざまな活動に参加し、能力を発揮していた

だきます。
プログラム冒頭にオリエンテーションを実施し、本入試の具体的なスケジュールや趣旨などを英語で説明します。次

に、受験生の相互理解を深めるために、英語によるウォームアップを行います。
その後、小グループに分かれて、クラスセッションに参加します。クラスセッションとは、上智大学短期大学部の教

育課程内で実施されている英語の授業を基に、受験生の選考のため内容を再編成したものです。
授業内容は、英語のさまざまな技能（ など）を含み、上智大学短期大学部の英語
教育の目標の一つである自己発信力向上に力点を置いたものです。各グループは複数のクラスセッションに参加し、そ
れぞれにおいて求められる活動に取り組み自らの能力を発揮します。原則として、教室内のやり取りでは英語を使用し
ますが、一部、日本語を使い口頭と文章で言語化する活動も行われます。受験生はこのセッションにおいて、 英語力
を中心とした学力を総合的に評価されます。当日のプログラムとスケジュールは、 月下旬に本学 サイト「入試情
報」に公開予定ですのでご確認ください。

【持ち物】
・受験票
・筆記用具（鉛筆、消しゴム、黒・赤ボールペン）
・昼食（当日は食堂の営業はありません。昼食用にお弁当等をご持参ください。昼食場所として指定するソフィアホール
（ 号館 ）は、パーテーションと換気による感染症対策を行っています）。

（ ）遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
（ ）当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
（ ）集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
（ ）試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
（ ）新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
（ ）試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある

方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。

（ ）新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触
者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。

（ ）症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用してください。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。

（ ）新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期と
なり、参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的
に評価します。

（ ）新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少
ないことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の
日数，オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うこ
とがないようにします。

（ ）新型コロナウイルス感染症に罹患又は保健所より濃厚接触者に該当すると判明した等、やむを得ず試験日に受験でき
ない場合、追加の受験料を徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。原則は 月 日（金）に実施される、
総合型選抜（課題文利用方式）への振替受験を認めます。また、出願条件をみたせば、年内に実施される他の入試への
振替を認めますが、必ず個別にお問い合わせください。受験予定だった試験日に受験することができなかったことを
証明する、医師の診断書等の提出が必要です。詳しくは、上智大学短期大学部事務センター（ ）
にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通
常の欠席として扱います）。

（ ）今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

．合格発表（郵送通知：発送日）
総合型選抜（英語クラス体験方式） 年 月 日 火

．入学手続
総合型選抜（英語クラス体験方式） 年 月 日 水 ～ 月 日 木

．入学手続費用

年度の学費【参考：金額は昨年の例】

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

出願書類とクラス学修での成果に基づき、総合的に審査したうえで、合否を決定し、通知します。合格者には、入学手続書類が
簡易書留・速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否の結果を通知しますので、
マイページからも確認することが可能です。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に郵
送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

（ ）入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。

（ ）入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
（ ）いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

（注 ）英語力テストは、 を
年次生年 回、 年次生以降は年 回

受験する。

（注 ）同窓会費（ソフィア会終身会
費 円）は、最終年次（ 年次）
での納入となる。

入学手続に必要な費用は、原則として全額一括納入とします。ただし、都合により一括納入できない場合には、分割納入を選択
することができます。【参考：金額と納入期限は昨年の例】

2022 年9 月15 日（木）まで
（請求書は9月1日（木）発送予定）

1 , 1 7 7 , 7 9 0 円
全額を一括納入する。

7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

一括納入方式
2021 年11月10 日（水）まで

分割納入方式 入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

金　　額 備　　考
入　学　金 入学時のみ
在　籍　料 年　額
授　業　料 年　額
教育充実費 年　額

小　計
英 語 力 テ ス ト 受 験 料  年　額

学生教育研究災害傷害保険料 保険期間２年
小　計
合　計

金額と納入期限は 年度の例です。 年度の納入額と納入期限は合格者に送付する入学手続要項でお知らせします。
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．入学手続書類

入学手続後の学習について

．入学辞退について

入学手続に必要な書類は次の ）から ）です。ただし、このうち ）は、別途、 年 月末日までに提出するものです。

（ ）誓約書・学籍原簿・身上記録（本学所定用紙）
（ ）住民票記載事項証明書（本学所定用紙）外国籍の場合は住民票の写し（コピー不可で原本。国籍、在留カード番号、

在留資格が記載されたもの）
（ ）写真（縦 ×横 ）１枚 （出願時に使用したものと同じもの）
（ ）出身高等学校の卒業証明書（卒業見込みで出願された方のみ）

入学手続を完了した者には、後日、入学準備のための自己学習に関する資料を送付します。

本学を第一志望とすることを出願資格に定める 年度入試において、本学への入学手続を完了した後、事情により
入学を辞退する場合でも、納入された「入学手続に必要な費用」は、原則として返還いたしません。

目　的

本入学試験で求める学生像

11月実施
 学校推薦型選抜・総合型選抜・その他の入試について

上智大学短期大学部への入学を第一志望とする者で、かつ本学が求める有為な人材に対して、本学固有の入学制度をもって広く門戸
を開き、入学者の多様化を図るものです。
「他者のために、他者とともに（ ）」という本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、広く英
語学習と英語圏文化をはじめとする異文化や社会事象を理解しようとする柔軟な姿勢と基礎学力を持ち、他者との豊かなコミュニ
ケーション能力を持つ者を選考します。

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）
出身高等学校と本学との架け橋となり、将来の入学者へ系譜を繋ぐ。本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を集め
る。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
英検、 、 等による英語の学力審査を行うことで、受験の機会を拡充する。本学の教育方針に共感し理念を実践してい
く志を持つ学生を選考する。

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）
本学の教育方針への理解と共感を抱く卒業生の期待に応え、その子女・姉妹の本学への帰属意識の一層の醸成とその効果を他の学
生に波及させる。本学の理念を学生の中心的存在となって実践しうる人材を獲得する。

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）
【基本像】
高等学校において、英語及びその他の科目においてバランスのとれた基礎
学力を有する者で、高等学校教員が推薦する者。高等学校において、部活
動や特別活動を通して自己を高め、それらの経験を通して本学における学
生生活をさらに充実させ発展させていく意欲と資質、人柄を持つ者。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
【基本像】
英語能力検定試験において、本学における英語学修を行う基礎力
（ 四技能 点、 四技能 点、英検準二級、

及び 四技能 点等）を示した者。
英語及び本学の学修について広く関心を持ち、それらについて自己の
考えを積極的に表現する意欲を持つ者。

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）
【基本像】
本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、積極的に英語及び
その他の本学の学修に取り組む意欲を持つ者。
これらの学修を行う基礎学力を持つ者。
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Ⅰ.出願について

1．募集学科　英語科（女子のみ）

2．募集人員・出願資格

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　5名
 次の全項目に該当する者に限ります。

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）　6名
 次の全項目に該当する者に限ります。

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）  3名
 次の全項目に該当する者に限ります。

（ ）上智大学短期大学部を第一志望とする者
（ ）次の英語検定試験①～⑨のいずれかの基準を満たす者

① TEAP（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 135点
② TEAP  CBT（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 235点
③ TOEFL（Paper-Based） 437点
④ TOEFL（Internet-Based） 42点
⑤ TOEIC® L&R、S&W 625点
⑥ 英検 準2級
⑦
⑧ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点
⑨ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点

• ①②③④⑤⑦⑧⑨については、提出期限から遡って 年以内に発行された公式スコアを有効とします。
• ⑥は、 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）試験以降の受験・合格資格のみ有効とします。従来型英検、英

検 、英検 、英検 などすべての受験方式を利用可です。
（ ）次のいずれかに該当する者

高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの
者で以下のいずれかに該当する者

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

（ ）上智大学短期大学部の教育目的に賛同する、上智大学、上智大学短期大学部、上智社会福祉専門学校、 聖母大学、
聖母看護学校卒業生・ 在学生の子女および姉妹

（ ） 年 月に日本の教育制度に基づく高等学校を卒業見込み、または既卒の 者（注）で上智大学短期大学部を第一
志望とする者 （注）日本の教育制度に基づき設置・運営されている在外教育施設からの志願者を含む

（ ）高等学校における成績が、全体の学習成績の状況 以上

年 月に日本の教育制度に基づく高等学校を卒業見込み、または既卒の者（注）で上智大学短期大学部を第一志望
とする者 （注）日本の教育制度に基づき設置・運営されている在外教育施設からの志願者を含む
高等学校における成績が、全体の学習成績の状況 以上であること
「高等学校長」、「高等学校進路指導担当教員」または「クラス担任教員」に推薦された者
高等学校において、部活動や特別活動に積極的に取り組んでいる者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

3．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　P.27参照
↓
② 出願書類の準備　　P.13~P.14参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

4．出願期間　　

インターネット出願 2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)　
出願書類郵送期間　 2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)　消印有効、簡易書留・速達

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。

「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※マイページの作成はあらかじめ行うことが可能です。出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。
・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

【出願にあたってのご注意】
※同一試験日に実施する、異なる入試種別には出願できません。
※同一入試種別内各日程のうち、 回のみ出願可能です。
（例 公募制推薦 に出願した場合、公募制推薦 には出願不可）

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、
独立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。

（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する
「日本語能力試験 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。
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した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

3．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　P.27参照
↓
② 出願書類の準備　　P.13~P.14参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

4．出願期間　　

インターネット出願 2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)　
出願書類郵送期間　 2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)　消印有効、簡易書留・速達

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。

「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※マイページの作成はあらかじめ行うことが可能です。出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。
・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

【出願にあたってのご注意】
※同一試験日に実施する、異なる入試種別には出願できません。
※同一入試種別内各日程のうち、 回のみ出願可能です。
（例 公募制推薦 に出願した場合、公募制推薦 には出願不可）

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、
独立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。

（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する
「日本語能力試験 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。
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5．出願書類

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

英語能力試験結果書類
出願資格の英語検定試験の基準を満たしていることを証明する書類です。
英検を受験した者は、合格証明書（和文・英文どちらも可）を提出してください。従来型英検、英検 、英検 、
英検 などすべての受験方式を利用可です。英検は 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）
試験以降の受験・合格証明書を有効とします。

、 、 、 、 を受験した者は、出願書類提出期限から遡って 年以内に受験したもので、
試験成績を証明する公式スコアの原本（オリジナル）を提出ください。原本は確認後返却します。
出身高等学校長が原本と相違ない旨を証明していればコピーの提出でも結構です。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

（ 志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
「部活動や特別活動についての取り組み」について、併せて記入してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入してください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出身高等学校調査書
出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行されたもので、学習成績の状況を記入し、厳封したものを提出してください。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付してください。
なお、留学中の成績（在学する高等学校で認定評価）と国内に在籍していた期間の成績を含め、出願基準を満たしてい
ることを高等学校長が文書で保証する必要があります。

推薦状（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
高等学校長、進路指導教員、もしくはクラス担任教員からの推薦状を提出してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

（ ）戸籍謄本
志願者との直系の続柄を示す戸籍謄本

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は、「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は、「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は、「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

（ ）ソフィア会員・聖母同窓会員の卒業証明書、または在学生の在学証明書
該当証明書の発行を出身（在学）教育機関（上智・聖母）に依頼し、原本を提出してください（コピー不可）。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。

※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートのコピー
パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。
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5．出願書類

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

英語能力試験結果書類
出願資格の英語検定試験の基準を満たしていることを証明する書類です。
英検を受験した者は、合格証明書（和文・英文どちらも可）を提出してください。従来型英検、英検 、英検 、
英検 などすべての受験方式を利用可です。英検は 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）
試験以降の受験・合格証明書を有効とします。

、 、 、 、 を受験した者は、出願書類提出期限から遡って 年以内に受験したもので、
試験成績を証明する公式スコアの原本（オリジナル）を提出ください。原本は確認後返却します。
出身高等学校長が原本と相違ない旨を証明していればコピーの提出でも結構です。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

（ 志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
「部活動や特別活動についての取り組み」について、併せて記入してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入してください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出身高等学校調査書
出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行されたもので、学習成績の状況を記入し、厳封したものを提出してください。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付してください。
なお、留学中の成績（在学する高等学校で認定評価）と国内に在籍していた期間の成績を含め、出願基準を満たしてい
ることを高等学校長が文書で保証する必要があります。

推薦状（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
高等学校長、進路指導教員、もしくはクラス担任教員からの推薦状を提出してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

（ ）戸籍謄本
志願者との直系の続柄を示す戸籍謄本

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は、「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は、「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は、「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

（ ）ソフィア会員・聖母同窓会員の卒業証明書、または在学生の在学証明書
該当証明書の発行を出身（在学）教育機関（上智・聖母）に依頼し、原本を提出してください（コピー不可）。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。

※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートのコピー
パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。

（ ）出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。
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6．入学検定料　30,000 円

検定料振込期間　2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)    （注）

7.  出願書類の郵送

8.  受験票

Ⅱ.   選考について

1．日　程 2022年 11月19日(土) 選考時間は、出願受理後にお知らせします。

2．選考方法

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）　

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）

3．集合場所 上智大学短期大学部（秦野キャンパス）

（ ）①インターネット出願登録、②検定料振込、③出願書類の郵送、①②③が全て揃って出願が完了します。
（ ）出願書類は市販の角形 号（角２）封筒に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。巻末の返信用封筒貼り付け用紙

をご利用いただくか、インターネット出願画面よりダウンロードしてカラー印刷してください（カラー印刷できない
場合は、簡易書留・速達を赤で囲んでください）。

（ ）提出のあった出願書類、入学検定料は、原則として返還いたしません。

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への

年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きをませてください。
【例】 月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。

月 日以降に出願登録をされた場合は 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では言語や異文化、社会事情に関することについて質疑応答を行います。一部
英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

※面接会場は当日発表します。
※集合時刻は受験生によって異なります。出願受理後、選考時間をお知らせする際に、スクールバスの運行時刻をご案内

します。
※開場は午前 時 分です。
※選考終了後の秦野駅行きスクールバスの運行時刻は当日発表します。
※当日は食堂の営業はありません。昼食時前後の面接になった方は、予め昼食を済ませておくか、ご持参ください。持参し

た昼食は、ソフィアホール（ 号館食堂）でとることができます パーテーションと換気による感染症対策を行っています）。
※付添者は構内に入場できません。スクールバスにも乗車できませんのでご注意ください。

出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（月）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

4.  選考を受ける心得

５．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

1．合格発表（郵送通知：発送日）
学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　 2022年 12月1日(木)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A） 2022年 11月22日(火)
その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹） 2022年 11月22日(火)

2．入学手続
学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　 2022年 12月 2日(金) ～ 12月9日(金)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A） 2022年 11月24日(木) ～ 12月2日(金)
その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹） 2022年 11月24日(木) ～ 12月2日(金)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期と
なり、参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的
に評価します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少な

いことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の日数，
オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うことが
ないようにします。
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者と判明した等、やむを得ず試験日に受験できない場合、追加の受
験料を徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。 月 日（土）に実施される、公募制推薦 、
英検・ ・ 等利用方式 、卒業生・在学生子女姉妹の振替 日程は 月 日（土）とします。
受験予定だった試験日に受験することができなかったことを証明する、医師の診断書等の提出が必要です。詳しくは、
上智大学短期大学部事務センター（ ）にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、
各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通常の欠席として扱います）。

今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

出願書類、面接をもとに総合的に審査したうえで、合否を決定します。合格者には、合格通知と入学手続書類が簡易書留・
速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否の結果を通知しますので、マイ
ページからも確認することが可能です。

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に
郵送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

（ ）入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。

（ ）入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
（ ）いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある
方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。
新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触

者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。
症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用して下さい。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。
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6．入学検定料　30,000 円

検定料振込期間　2022年 11月1日(火) ～ 11月8日(火)    （注）

7.  出願書類の郵送

8.  受験票

Ⅱ.   選考について

1．日　程 2022年 11月19日(土) 選考時間は、出願受理後にお知らせします。

2．選考方法

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）　

その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）

3．集合場所 上智大学短期大学部（秦野キャンパス）

（ ）①インターネット出願登録、②検定料振込、③出願書類の郵送、①②③が全て揃って出願が完了します。
（ ）出願書類は市販の角形 号（角２）封筒に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。巻末の返信用封筒貼り付け用紙

をご利用いただくか、インターネット出願画面よりダウンロードしてカラー印刷してください（カラー印刷できない
場合は、簡易書留・速達を赤で囲んでください）。

（ ）提出のあった出願書類、入学検定料は、原則として返還いたしません。

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への

年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きをませてください。
【例】 月 日に出願登録をされた場合、 月 日までに支払手続きを済ませてください。

月 日以降に出願登録をされた場合は 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では言語や異文化、社会事情に関することについて質疑応答を行います。一部
英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

※面接会場は当日発表します。
※集合時刻は受験生によって異なります。出願受理後、選考時間をお知らせする際に、スクールバスの運行時刻をご案内

します。
※開場は午前 時 分です。
※選考終了後の秦野駅行きスクールバスの運行時刻は当日発表します。
※当日は食堂の営業はありません。昼食時前後の面接になった方は、予め昼食を済ませておくか、ご持参ください。持参し

た昼食は、ソフィアホール（ 号館食堂）でとることができます パーテーションと換気による感染症対策を行っています）。
※付添者は構内に入場できません。スクールバスにも乗車できませんのでご注意ください。

出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（月）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

4.  選考を受ける心得

５．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

1．合格発表（郵送通知：発送日）
学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　 2022年 12月1日(木)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A） 2022年 11月22日(火)
その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹） 2022年 11月22日(火)

2．入学手続
学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）　 2022年 12月 2日(金) ～ 12月9日(金)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A） 2022年 11月24日(木) ～ 12月2日(金)
その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹） 2022年 11月24日(木) ～ 12月2日(金)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期と
なり、参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的
に評価します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少な

いことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の日数，
オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うことが
ないようにします。
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者と判明した等、やむを得ず試験日に受験できない場合、追加の受
験料を徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。 月 日（土）に実施される、公募制推薦 、
英検・ ・ 等利用方式 、卒業生・在学生子女姉妹の振替 日程は 月 日（土）とします。
受験予定だった試験日に受験することができなかったことを証明する、医師の診断書等の提出が必要です。詳しくは、
上智大学短期大学部事務センター（ ）にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、
各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通常の欠席として扱います）。

今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

出願書類、面接をもとに総合的に審査したうえで、合否を決定します。合格者には、合格通知と入学手続書類が簡易書留・
速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否の結果を通知しますので、マイ
ページからも確認することが可能です。

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に
郵送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

（ ）入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。

（ ）入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
（ ）いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある
方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。
新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触

者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。
症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用して下さい。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。
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3．入学手続費用

2022年度の学費【参考：金額は昨年の例】

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）【参考：金額と納入期限は昨年の例】　

総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式A）、その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）
【参考：金額と納入期限は昨年の例】

4．入学手続書類

5. 入学手続後の学習について

6. 入学辞退について

（注 ）英語力テストは、 を
年次生年 回、 年次生以降は年 回

受験する。

（注 ）同窓会費（ソフィア会終身会
費 円）は、最終年次（ 年次）
での納入となる。

入学手続に必要な費用は、原則として全額一括納入とします。ただし、都合により一括納入できない場合には、分割納入を選択
することができます。【金額と納入期限は昨年の例】

入学手続に必要な書類は次の ）から ）です。ただし、このうち ）は、別途、 年 月末日までに提出するものです。

本学を第一志望とすることを出願資格に定める 年度入試において、本学への入学手続を完了した後、事情により入学を辞退
する場合でも、納入された「入学手続に必要な費用」は、原則として返還いたしません。

2022 年9 月15 日（木）まで
（請求書は9月1日（木）発送予定）

1 , 1 7 7 , 7 9 0 円
全額を一括納入する。

7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

2021 年12 月10 日（金）まで

入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

一括納入方式

分割納入方式

（ ）誓約書・学籍原簿・身上記録（本学所定用紙）
（ ）住民票記載事項証明書（本学所定用紙）外国籍の場合は住民票の写し（コピー不可で原本。国籍、在留カード番号、

在留資格が記載されたもの）
（ ）写真（縦 ×横 ）１枚（出願時に使用したものと同じもの）
（ ）出身高等学校の卒業証明書（卒業見込みで出願された方のみ）

入学手続を完了した者には、後日、入学準備のための自己学習に関する資料を送付します。

2022 年9 月15 日（木）まで
（請求書は9月1日（木）発送予定）

1 , 1 7 7 , 7 9 0 円
全額を一括納入する。

7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

一括納入方式
2021 年12 月2 日（木）まで

分割納入方式
入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

金　　額 備　　考
入　学　金 入学時のみ
在　籍　料 年　額
授　業　料 年　額
教育充実費 年　額

小　計
英 語 力 テ ス ト 受 験 料  年　額

学生教育研究災害傷害保険料 保険期間２年
小　計
合　計

金額と納入期限は 年度の例です。 年度の納入額と納入期限は合格者に送付する入学手続要項でお知らせします。

目　的

本入学試験で求める学生像

月実施
 学校推薦型選抜・総合型選抜・その他の入試について

上智大学短期大学部への入学を第一志望とする者で、かつ本学が求める有為な人材に対して、本学固有の入学制度をもって広く門戸を
開き、入学者の多様化を図るものです。
「他者のために、他者とともに ）」という本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、広く英語学
習と英語圏文化をはじめとする異文化や社会事象を理解しようとする柔軟な姿勢と基礎学力を持ち、他者との豊かなコミュニケーショ
ン能力を持つ者を選考します。

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）
出身高等学校と本学との架け橋となり、将来の入学者へ系譜を繋ぐ。本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を集める。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
英検、 、 等による英語の学力審査を行うことで、受験の機会を拡充する。本学の教育方針に共感し理念を実践していく志を
持つ学生を選考する。
その他の入試（社会人）
実社会での職業経験等を活かし、学業や他の学生との交流において本学に多様性や多角的な影響を与えることのできる人材を選考する。
生涯学習に対する社会の要請に応える。社会人の学び直し（リカレント）の場を提供する。本学の教育方針に共感し理念を実践する志
を持つ学生を選考する。
その他の入試（帰国生）
海外生活経験者を広く集めることにより、様々な背景や文化を持った学生が集い、それにより学業及び学内文化に多様性を醸成する。
本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を選考する。

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）
【基本像】
高等学校において、英語及びその他の科目においてバランスのとれた基礎
学力を有する者で、高等学校教員が推薦する者。高等学校において、部活
動や特別活動を通して自己を高め、それらの経験を通して本学における学
生生活をさらに充実させ発展させていく意欲と資質、人柄を持つ者。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
【基本像】
英語能力検定試験において、本学における英語学修を行う基礎力
（ 四技能 点、 四技能 点、英検準二級、

及び 四技能 点等）を示した者。
英語及び本学の学修について広く関心を持ち、それらについて自己の考え
を積極的に表現する意欲を持つ者。

その他の入試（社会人）
【基本像】
本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、積極的に英語及
びその他の本学の学修に取り組む意欲を持つ者。社会経験をこれらの学
修に活かす意欲と資質を持つ者。

その他の入試（帰国生）
【基本像】
本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、英語及びその他の
本学の学修について広く興味を持ち、それらについて自己の考えを積極的
に英語で表現する意欲を持つ者。海外での学びや生活の経験をこれらの学
修に活かす意欲と資質を持つ者。
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3．入学手続費用

2022年度の学費【参考：金額は昨年の例】

学校推薦型選抜（公募制推薦Ａ）【参考：金額と納入期限は昨年の例】　
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6. 入学辞退について

（注 ）英語力テストは、 を
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受験する。

（注 ）同窓会費（ソフィア会終身会
費 円）は、最終年次（ 年次）
での納入となる。
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することができます。【金額と納入期限は昨年の例】

入学手続に必要な書類は次の ）から ）です。ただし、このうち ）は、別途、 年 月末日までに提出するものです。

本学を第一志望とすることを出願資格に定める 年度入試において、本学への入学手続を完了した後、事情により入学を辞退
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2022 年9 月15 日（木）まで
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7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

2021 年12 月10 日（金）まで

入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。
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（ ）出身高等学校の卒業証明書（卒業見込みで出願された方のみ）
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育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

金　　額 備　　考
入　学　金 入学時のみ
在　籍　料 年　額
授　業　料 年　額
教育充実費 年　額

小　計
英 語 力 テ ス ト 受 験 料  年　額

学生教育研究災害傷害保険料 保険期間２年
小　計
合　計

金額と納入期限は 年度の例です。 年度の納入額と納入期限は合格者に送付する入学手続要項でお知らせします。

目　的

本入学試験で求める学生像

月実施
 学校推薦型選抜・総合型選抜・その他の入試について

上智大学短期大学部への入学を第一志望とする者で、かつ本学が求める有為な人材に対して、本学固有の入学制度をもって広く門戸を
開き、入学者の多様化を図るものです。
「他者のために、他者とともに ）」という本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、広く英語学
習と英語圏文化をはじめとする異文化や社会事象を理解しようとする柔軟な姿勢と基礎学力を持ち、他者との豊かなコミュニケーショ
ン能力を持つ者を選考します。

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）
出身高等学校と本学との架け橋となり、将来の入学者へ系譜を繋ぐ。本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を集める。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
英検、 、 等による英語の学力審査を行うことで、受験の機会を拡充する。本学の教育方針に共感し理念を実践していく志を
持つ学生を選考する。
その他の入試（社会人）
実社会での職業経験等を活かし、学業や他の学生との交流において本学に多様性や多角的な影響を与えることのできる人材を選考する。
生涯学習に対する社会の要請に応える。社会人の学び直し（リカレント）の場を提供する。本学の教育方針に共感し理念を実践する志
を持つ学生を選考する。
その他の入試（帰国生）
海外生活経験者を広く集めることにより、様々な背景や文化を持った学生が集い、それにより学業及び学内文化に多様性を醸成する。
本学の教育方針に共感し理念を実践する志を持つ学生を選考する。

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）
【基本像】
高等学校において、英語及びその他の科目においてバランスのとれた基礎
学力を有する者で、高等学校教員が推薦する者。高等学校において、部活
動や特別活動を通して自己を高め、それらの経験を通して本学における学
生生活をさらに充実させ発展させていく意欲と資質、人柄を持つ者。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）
【基本像】
英語能力検定試験において、本学における英語学修を行う基礎力
（ 四技能 点、 四技能 点、英検準二級、

及び 四技能 点等）を示した者。
英語及び本学の学修について広く関心を持ち、それらについて自己の考え
を積極的に表現する意欲を持つ者。

その他の入試（社会人）
【基本像】
本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、積極的に英語及
びその他の本学の学修に取り組む意欲を持つ者。社会経験をこれらの学
修に活かす意欲と資質を持つ者。

その他の入試（帰国生）
【基本像】
本学のキリスト教ヒューマニズムの教育方針に共感し、英語及びその他の
本学の学修について広く興味を持ち、それらについて自己の考えを積極的
に英語で表現する意欲を持つ者。海外での学びや生活の経験をこれらの学
修に活かす意欲と資質を持つ者。
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Ⅰ 出願について

．募集学科　英語科（女子のみ）

．募集人員・出願資格

学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

その他の入試（社会人）  名
 次の全項目に該当する者に限ります。

（ ）上智大学短期大学部を第一志望とする者
（ ）次の英語検定試験①～⑨のいずれかの基準を満たす者

① TEAP（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 135点
② TEAP  CBT（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 235点
③ TOEFL（Paper-Based） 437点
④ TOEFL（Internet-Based） 42点
⑤ TOEIC® L&R、S&W 625点
⑥ 英検 準2級
⑦
⑧ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点
⑨ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点

• ①②③④⑤⑦⑧⑨については、提出期限から遡って 年以内に発行された公式スコアを有効とします。
• ⑥は、 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）試験以降の受験・合格資格のみ有効とします。従来型英検、英検

、英検 、英検 などすべての受験方式を利用可。

（ ）次のいずれかに該当する者
高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの
者で以下のいずれかに該当する者

（注）・上記出願資格 ⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

年 月に日本の教育制度に基づく高等学校を卒業見込み、または既卒の者（注）で上智大学短期大学部を第一志望
とする者 （注）日本の教育制度に基づき設置・運営されている在外教育施設からの志願者を含む
高等学校における成績が、全体の学習成績の状況 以上であること
「高等学校長」、「高等学校進路指導担当教員」または「クラス担任教員」に推薦された者
高等学校において、部活動や特別活動に積極的に取り組んでいる者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

上智大学短期大学部を第一志望とする者
入学時に 歳以上である者

高等学校を卒業した者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で以下のいずれかに該当する者

その他の入試（帰国生）  名
 次の全項目に該当する者に限ります。

．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　 参照
↓
② 出願書類の準備　　 参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの
者で以下のいずれかに該当する者

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、独

立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。
（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する「日本
語能力試 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了

した者
③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で

文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると、上智大学短期大学部が認めた者

上智大学短期大学部を第一志望とする者
日本国籍を有し、かつ外国にある外国の教育制度に基づく教育課程に通算 年以上在学した者

（ 次のいずれかに該当する者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。
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Ⅰ 出願について

．募集学科　英語科（女子のみ）

．募集人員・出願資格

学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）　 名
 次の全項目に該当する者に限ります。

その他の入試（社会人）  名
 次の全項目に該当する者に限ります。

（ ）上智大学短期大学部を第一志望とする者
（ ）次の英語検定試験①～⑨のいずれかの基準を満たす者

① TEAP（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 135点
② TEAP  CBT（リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 235点
③ TOEFL（Paper-Based） 437点
④ TOEFL（Internet-Based） 42点
⑤ TOEIC® L&R、S&W 625点
⑥ 英検 準2級
⑦
⑧ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点
⑨ （リスニング・リーディング・ライティング・スピーキング） 690点

• ①②③④⑤⑦⑧⑨については、提出期限から遡って 年以内に発行された公式スコアを有効とします。
• ⑥は、 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）試験以降の受験・合格資格のみ有効とします。従来型英検、英検

、英検 、英検 などすべての受験方式を利用可。

（ ）次のいずれかに該当する者
高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの
者で以下のいずれかに該当する者

（注）・上記出願資格 ⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

年 月に日本の教育制度に基づく高等学校を卒業見込み、または既卒の者（注）で上智大学短期大学部を第一志望
とする者 （注）日本の教育制度に基づき設置・運営されている在外教育施設からの志願者を含む
高等学校における成績が、全体の学習成績の状況 以上であること
「高等学校長」、「高等学校進路指導担当教員」または「クラス担任教員」に推薦された者
高等学校において、部活動や特別活動に積極的に取り組んでいる者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

上智大学短期大学部を第一志望とする者
入学時に 歳以上である者

高等学校を卒業した者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者で以下のいずれかに該当する者

その他の入試（帰国生）  名
 次の全項目に該当する者に限ります。

．出願の流れ　　

① インターネット出願　マイページ作成、出願登録、検定料納入　　 参照
↓
② 出願書類の準備　　 参照
↓
③ 出願書類をそろえ、簡易書留・速達で郵送

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

高等学校を卒業した者、および 年 月までに卒業見込みの者
通常の課程による 年の学校教育を修了した者、および 年 月までに修了見込みの者
高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者、および 年 月までにこれに該当する見込みの
者で以下のいずれかに該当する者

※外国籍の志願者について
外国籍（日本国籍を有しない者、永住者を除く）で、日本国以外の高等学校を卒業した者は全ての入試において上記の出願資格に加え、独

立行政法人日本学生支援機構および国外関係機関が実施する「日本留学試験（注）」を受験した者でなければなりません。
（注）日本留学試験が実施されない国・都市に在住し、日本留学試験の受験が不可能な場合には独立行政法人国際交流基金が実施する「日本
語能力試 」を受験することで、これに代えることができます。

外国籍の出願者は、出願前に必ず、上智大学短期大学部入試係（ ）へお問い合わせください。「留学」の在留資格で日本
に在留を希望する者は、その際、係へ申し出てください。

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了

した者
③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で

文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると、上智大学短期大学部が認めた者

上智大学短期大学部を第一志望とする者
日本国籍を有し、かつ外国にある外国の教育制度に基づく教育課程に通算 年以上在学した者

（ 次のいずれかに該当する者

①外国において学校教育における 年の課程を修了した者、および 年 月 日までに修了見込みの者、または
これに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

②文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有する者として認定（指定）した在外教育施設の当該課程を修了
した者、および 年 月 日までに修了見込みの者

③専修学校の高等課程（修業年限が 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者および 年 月 日までに修了見込
みの者

④文部科学大臣の指定した者
⑤大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者、および

年 月 日までに合格見込みの者で、 年 月 日までに 歳に達する者
⑥その他、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者または 年 月 日までに卒業見込みの者と同等以上の学力

があると、上智大学短期大学部が認めた者

（注）・上記出願資格⑥により受験を希望する者は、出願前に、入試係に出身学校および生年月日を明らかにして
お問い合わせください。

・「飛び級」、「繰り上げ卒業」の者は、それを証明する出身学校の発行する書類を提出してください。

サイズが折らずに入る市販の封筒（角形 号）を利用し、宛名は巻末にある返信用封筒貼り付け用紙を、封筒か
ら剥がれないようにしっかり糊付けし、簡易書留・速達で郵送してください。
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．出願期間　　

インターネット出願 年 月 日 月 ～ 月 日 月 　
出願書類郵送期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 月 　消印有効、簡易書留・速達

．出願書類

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）　

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）

「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※マイページの作成はあらかじめ行うことが可能です。出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。
・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

【出願にあたってのご注意】
※同一試験日に実施する、異なる入試種別には出願できません。
※同一入試種別内各日程のうち、 回のみ出願可能です。
（例 公募制推薦 に出願した場合、公募制推薦 には出願不可）

出身高等学校調査書
出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行されたもので、学習成績の状況を記入し、厳封したものを提出してください。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付してください。
なお、留学中の成績（在学する高等学校で認定評価）と国内に在籍していた期間の成績を含め、出願基準を満たしてい
ることを高等学校長が文書で保証する必要があります。

推薦状（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
高等学校長、進路指導教員、もしくはクラス担任教員からの推薦状を提出してください。

（ 志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
「部活動や特別活動についての取り組み」について、併せて記入してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入してください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合は
ホチキス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

（ ）志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

その他の入試（社会人）

その他の入試（帰国生）

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

英語能力試験結果書類
出願資格の英語検定試験の基準を満たしていることを証明する書類です。
英検を受験した者は、合格証明書（和文・英文どちらも可）を提出してください。従来型英検、英検 、英検 、
英検 などすべての受験方式を利用可です。英検は 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）
試験以降の受験・合格証明書を有効とします。

、 、 、 、 を受験した者は、出願書類提出期限から遡って 年以内に受験したもので、
試験成績を証明する公式スコアの原本（オリジナル）を提出ください。原本は確認後返却します。
出身高等学校長が原本と相違ない旨を証明していればコピーの提出でも結構です。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者は「卒業証明書」と「成績証明書」。
③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。

※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）。
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

外国にある外国の教育制度に基づく教育課程の在籍期間を証明する書類
外国にある外国の教育制度に基づく教育課程に通算2 年以上在籍、または在籍見込みであることを証明する、教育機関
発行の証明書類を提出してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（ 年間）の学業成績証明書 ①～④のうち、該当する書類を提出
① 外国において 年の学校教育課程を修了したものは、卒業証明書または卒業証書（ のコピー。 年 月 日

までに修了見込みの場合は、卒業見込証明書または修了見込証明書。
外国の高等学校に在学していた者、または在学中のものは、高等学校の発行する在学全期間の学業成績証明書。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

② 日本の高等学校に在学していた者、または在学中のものは、高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に
発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。

③文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業証明書
（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

④国内外の大学入学資格試験に合格したものは、資格試験合格を証明する書類および資格試験の成績証明書。
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．出願期間　　

インターネット出願 年 月 日 月 ～ 月 日 月 　
出願書類郵送期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 月 　消印有効、簡易書留・速達

．出願書類

学校推薦型選抜（公募制推薦 ）　

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式 ）

「インターネット出願について」を参照の上、マイページの作成、出願登録、検定料納入を行ってください。
※マイページの作成はあらかじめ行うことが可能です。出願登録は出願期間内のみ可能です。
※以下の事前準備が必要です。
・メールアドレス
・顔写真のデータ（ ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。 以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます
・インターネット環境（ 、タブレット、スマートフォン）、印刷環境（プリンター等）

出願登録後に必要書類を印刷し、他の提出必要書類と一緒に出願期間内に郵送してください（簡易書留・速達）。

上智大学短期大学部の入学試験においては、障がいのある志願者に対し、「大学入学共通テスト」に準じ、審査の
うえ、障がいの種類・程度に応じた特別措置を行います。特別の措置を希望する志願者は、出願に先立ち、障がい
の状況、受験の際の希望措置を明記し、 月 日までに文書で入試係に申し出てください。その内容を審査のうえ、
それぞれの障がいの種類・程度に応じて特別の措置を講じます。

【出願にあたってのご注意】
※同一試験日に実施する、異なる入試種別には出願できません。
※同一入試種別内各日程のうち、 回のみ出願可能です。
（例 公募制推薦 に出願した場合、公募制推薦 には出願不可）

出身高等学校調査書
出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行されたもので、学習成績の状況を記入し、厳封したものを提出してください。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付してください。
なお、留学中の成績（在学する高等学校で認定評価）と国内に在籍していた期間の成績を含め、出願基準を満たしてい
ることを高等学校長が文書で保証する必要があります。

推薦状（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
高等学校長、進路指導教員、もしくはクラス担任教員からの推薦状を提出してください。

（ 志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
「部活動や特別活動についての取り組み」について、併せて記入してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大に
より、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入してください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合は
ホチキス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

（ ）志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。
※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業
証明書（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

その他の入試（社会人）

その他の入試（帰国生）

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

英語能力試験結果書類
出願資格の英語検定試験の基準を満たしていることを証明する書類です。
英検を受験した者は、合格証明書（和文・英文どちらも可）を提出してください。従来型英検、英検 、英検 、
英検 などすべての受験方式を利用可です。英検は 次・ 次試験ともに 年度第一回（ 月実施）
試験以降の受験・合格証明書を有効とします。

、 、 、 、 を受験した者は、出願書類提出期限から遡って 年以内に受験したもので、
試験成績を証明する公式スコアの原本（オリジナル）を提出ください。原本は確認後返却します。
出身高等学校長が原本と相違ない旨を証明していればコピーの提出でも結構です。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（3年間）の学業成績証明書（①～④のうち、該当する書類を提出）
①高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。
留学中に取得した単位が、卒業に必要な単位として認定されている場合は、留学期間中の成績証明書も添付。

②文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者は「卒業証明書」と「成績証明書」。
③大学入学資格検定または高等学校卒業程度認定試験に合格した者は「合格証明書」と「合格成績証明書」。
免除科目がある場合は「高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

④外国において高等学校を卒業した者は「卒業証明書（卒業証書の写しでも可）」と「在籍期間の成績証明書」。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

志望理由書（巻末の本学所定用紙を使用。出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）
「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか｣､ ｢上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理解をしたうえで
何を学びたいのか｣､そして ｢上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かしていきたいのか｣等を明確かつ
具体的に述べてください。※楷書で丁寧に記入し、黒ボールペンで清書してください。

※書類が日本語・英語以外の場合は、公的機関等で作成した和訳または英訳を添付してください。
※「高等学校調査書」や、その他証明書等は原本を提出してください（コピー不可）。

※出願書類として健康診断書は不要です。健康診断は入学時に本学で実施します。
健康診断の結果、重大な疾患のため学業が継続困難であると認められた者については、休学処置をとる場合があります。

※日本国以外の高等学校を卒業した外国籍の出願者（永住者を除く）は、出願資格のある全ての入試において上記の出願書類の他に、
以下の書類が必要です。
▪日本留学試験の受験票のコピー
出願期間内に日本留学試験の受験票が届かなかった場合は、届き次第速達で入試係までお送りください。
入学手続時に原本が必要となるので大切に保管しておいてください。

▪パスポートの「顔写真のあるページ」のコピーを提出してください。

出願登録詳細 （受験番号はまだ付番されていないので「 」と表示されたもの）。
【インターネット出願】で登録した各志願者の「詳細」ページを印刷した用紙（ サイズ。用紙が 枚になる場合はホチ
キス止め。）インターネット出願を通じて出願登録後、各志願者のマイページより印刷可能になります。

「インターネット出願について」を参照してください。

外国にある外国の教育制度に基づく教育課程の在籍期間を証明する書類
外国にある外国の教育制度に基づく教育課程に通算2 年以上在籍、または在籍見込みであることを証明する、教育機関
発行の証明書類を提出してください。

大学入学資格を証明する書類および高等学校在学期間（ 年間）の学業成績証明書 ①～④のうち、該当する書類を提出
① 外国において 年の学校教育課程を修了したものは、卒業証明書または卒業証書（ のコピー。 年 月 日

までに修了見込みの場合は、卒業見込証明書または修了見込証明書。
外国の高等学校に在学していた者、または在学中のものは、高等学校の発行する在学全期間の学業成績証明書。
日本の高等学校にも在籍していた場合は「日本の高等学校の調査書（発行されない場合は成績証明書）」も併せて提出。

② 日本の高等学校に在学していた者、または在学中のものは、高等学校調査書。出身高等学校長が証明し、 ヶ月以内に
発行、学習成績の状況が記入され厳封されたもの。

③文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程の学科を卒業した者（ 年 月卒業見込み者を含む）は「卒業証明書
（卒業見込証明書）」と「成績証明書」。

④国内外の大学入学資格試験に合格したものは、資格試験合格を証明する書類および資格試験の成績証明書。
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．入学検定料　 円

検定料振込期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 月 （注）

出願書類の郵送

受験票

Ⅱ 選考について
．日　程 年 月 日 土

．選考方法
学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）　

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）　

その他の入試（社会人）、その他の入試（帰国生）

．集合場所・時間
学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）、総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）
集合場所：上智大学短期大学部（秦野キャンパス）※面接会場は当日発表します。
集合時刻：選考時間は、出願受理後にお知らせします。

その他の入試（社会人）、その他の入試（帰国生）
集合場所：上智大学短期大学部（秦野キャンパス）※試験場は当日発表します。
集合時刻：午前 時 分　設問を含む小論文：午前 時 時　　面接：午前 時 分
　　　　　　

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害等で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きを済ませてください。

【例】 月 日に出願登録をされた場合 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日以降に出願登録をされた場合は 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では言語や異文化、社会事情に関することについて質疑応答を行います。面接
では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、「小論文による筆記試験」、
および「個人面接」を通じて総合的に判断し、合否判定を行います。面接では一部英語で質問をします。

※開場は午前 時 分です。
※ 月 日（土）のスクールバス時刻表
（往路）秦野駅南口発上智大学短期大学部行： 午前 時 分発
（復路）上智大学短期大学部発秦野駅南口行：当日発表
※当日は食堂の営業はありません。面接の順番によっては、しばらくお待ちいただくこともありますので、適宜昼食をご
持参ください。持参した昼食は、ソフィアホール（ 号館食堂）でとることができます パーテーションと換気による
感染症対策を行っています）。

※付添者は構内に入場できません。スクールバスにも乗車できませんのでご注意ください。

（ ）①インターネット出願登録、②検定料納入、③出願書類の郵送、①②③が全て揃って出願が完了します。
（ ）出願書類は市販の角形 号（角２）封筒に入れ、簡易書留・速達で郵送してください。巻末の返信用封筒貼り付け用紙

をご利用いただくか、インターネット出願画面よりダウンロードしてカラー印刷してください（カラー印刷できない
場合は、簡易書留・速達を赤で囲んでください）。

（ ）提出のあった出願書類、入学検定料は、原則として返還いたしません。

出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（水）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

4.  選考を受ける心得

５．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

1．合格発表（郵送通知：発送日）
学校推薦型選抜（公募制推薦B）　 2022年12月13日(火)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式B） 2022年12月13日(火)
その他の入試（社会人） 2022年12月13日(火)
その他の入試（帰国生） 2022年12月13日(火)

2．入学手続
学校推薦型選抜（公募制推薦B）　 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式B） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
その他の入試（社会人） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
その他の入試（帰国生） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期となり、
参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的に評価します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少な

いことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の日数，
オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うことが
ないようにします。
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者と判明した等、やむを得ず試験日に受験できない場合、追加の受験料を
徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。 月 日（土）に実施される、公募制推薦Ｂ、英検・ ・

等利用方式 の振替日程は 月 日（金）とします。社会人・帰国生については個別にお問い合わせください。
受験予定だった試験日に受験することができなかったことを証明する、医師の診 断書等の提出が必要です。詳しくは、
上智大学短期大学部事務センター（ ）にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、
各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通常の欠席として扱います）。
今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

出願書類、面接、小論文（社会人・帰国生）にもとづき、総合的に審査したうえで、合否を決定します。合格者には、合格
通知と入学手続書類が簡易書留・速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否
の結果を通知しますので、マイページからも確認することが可能です。

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に郵
送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。
入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある
方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。
新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触

者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。
症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用して下さい。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。
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．入学検定料　 円

検定料振込期間　 年 月 日 月 ～ 月 日 月 （注）

出願書類の郵送

受験票

Ⅱ 選考について
．日　程 年 月 日 土

．選考方法
学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）　

総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）　

その他の入試（社会人）、その他の入試（帰国生）

．集合場所・時間
学校推薦型選抜（公募制推薦Ｂ）、総合型選抜（英検・ ・ 等利用方式Ｂ）
集合場所：上智大学短期大学部（秦野キャンパス）※面接会場は当日発表します。
集合時刻：選考時間は、出願受理後にお知らせします。

その他の入試（社会人）、その他の入試（帰国生）
集合場所：上智大学短期大学部（秦野キャンパス）※試験場は当日発表します。
集合時刻：午前 時 分　設問を含む小論文：午前 時 時　　面接：午前 時 分
　　　　　　

コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。
※入学検定料のほかに、支払手数料（一律 円）が必要です。
※大規模災害等で被災された志願者について、詳細は 「大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
年度入学志願者に対する特別措置について」をご確認ください。

（注）インターネット出願登録日から 週間以内、出願登録日が締切日から 週間以内の場合は、出願締切日までに
支払手続きを済ませてください。

【例】 月 日に出願登録をされた場合 月 日までに支払手続きを済ませてください。
月 日以降に出願登録をされた場合は 月 日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では本要項の巻末にある「課題文」に関することや上智大学短期大学部で学び
たいこと、その他の事項について日本語で質疑応答を行います。面接では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、および「個人面接」を通じて
総合的に判断し、合否判定を行います。面接では言語や異文化、社会事情に関することについて質疑応答を行います。面接
では一部英語で質問します。

の「目的」「本入学試験で求める学生像」の観点により、出願書類による「書類審査」、「小論文による筆記試験」、
および「個人面接」を通じて総合的に判断し、合否判定を行います。面接では一部英語で質問をします。

※開場は午前 時 分です。
※ 月 日（土）のスクールバス時刻表
（往路）秦野駅南口発上智大学短期大学部行： 午前 時 分発
（復路）上智大学短期大学部発秦野駅南口行：当日発表
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感染症対策を行っています）。
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出願書類と検定料入金を本学が確認後、【インターネット出願】マイページ内の「受験票」に、 桁の「受験番号」が表
示されます。 月 日（水）以降も表示されない場合、入試係までお問い合わせください（ 。試験
当日は、印刷した受験票を忘れずにご持参ください。

4.  選考を受ける心得

５．新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する本学の措置・対応について

Ⅲ ．合格発表と入学手続について

1．合格発表（郵送通知：発送日）
学校推薦型選抜（公募制推薦B）　 2022年12月13日(火)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式B） 2022年12月13日(火)
その他の入試（社会人） 2022年12月13日(火)
その他の入試（帰国生） 2022年12月13日(火)

2．入学手続
学校推薦型選抜（公募制推薦B）　 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式B） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
その他の入試（社会人） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)
その他の入試（帰国生） 2022年12月14日(水) ～ 12月21日(水)

新型コロナウイルス感染症の拡大により、参加予定であった、スポーツ・文化関係の行事や大会等が中止・延期となり、
参加できなかった等の影響があった場合は、成果獲得に向けた努力のプロセス等を、出願書類の中で総合的に評価します。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う臨時休業等により、休講による出席日数、特別活動の記録等の記載が少な

いことをもって、受験生の不利益とならないよう考慮し、選考を行います。また授業日数，出席停止・忌引き等の日数，
オンラインを活用した特例の授業の参加日数等の記載の有無によって，特定の入学志願者を不利益に取り扱うことが
ないようにします。
新型コロナウイルス感染症に罹患又は濃厚接触者と判明した等、やむを得ず試験日に受験できない場合、追加の受験料を
徴収せずに、他の入試日程への受験の振替を認めます。 月 日（土）に実施される、公募制推薦Ｂ、英検・ ・

等利用方式 の振替日程は 月 日（金）とします。社会人・帰国生については個別にお問い合わせください。
受験予定だった試験日に受験することができなかったことを証明する、医師の診 断書等の提出が必要です。詳しくは、
上智大学短期大学部事務センター（ ）にお問い合わせください（振替・追試験の申し出締切は、
各試験日当日の 時まで。締切りまでに連絡のない欠席は通常の欠席として扱います）。
今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、追加の対応や連絡が生じた場合には、本学 サイトで周知
しますので、必ず最新の情報を確認してください。

出願書類、面接、小論文（社会人・帰国生）にもとづき、総合的に審査したうえで、合否を決定します。合格者には、合格
通知と入学手続書類が簡易書留・速達で郵送されます。合格発表日の 時までにマイページ内の出願登録状況一覧にも合否
の結果を通知しますので、マイページからも確認することが可能です。

注 ．掲示による合格発表は行いません。
．合否について、電話・郵便等による問い合わせには一切応じません。

入学手続は、上記期間内に入学手続費用を本学に納入し（指定銀行口座に入金済みであること）、入学手続書類を本学に郵
送することによって完了します。詳細は、合格者に送付される「入学手続要項」を参照してください。

入学手続費用の納入は、電信扱いによる銀行振込とし、上記期間内に全額を一括納入することを原則とします。
ただし、都合により一括納入できない場合には分割納入を選択して納入することができます。
入学手続締切日までに入学手続に必要な費用の納入、および手続書類を提出しない場合は、入学資格を失います。
いったん納入した入学手続費用および提出した入学手続書類は、原則として返還いたしません。

注 入学手続費用・入学手続書類は窓口では受け取りません。

遅刻者は、受験することができません。ただし、公共交通機関の事故などによる遅刻の場合は、申し出てください。
当日は受験票を持参してください。万一、受験票を忘れた場合は、申し出てください。
集合会場では、自分の受験番号の席に着き、受験票を机の上に置いてください。
試験会場には、メモ等を持ち込むことはできません。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、試験日 週間程度前から発熱や咳等の症状がある場合は、予め医療機関を受診

してください。
試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等がある
方で、発熱・咳などの風邪の症状が続く場合は、試験当日における対応等について、かかりつけ医などに相談するととも
に追試験等の受験を検討してください。
新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者や、試験日直前に保健所等から濃厚接触

者に該当するとされたものは、追試験等の受験を検討してください。
症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、試験場では、昼食時以外は常に着用して下さい。休憩時間や昼食時、
入退場時等における他者との接触、会話を極力控えてください。何らかの事情によりマスクの着用が困難な場合は、
あらかじめ短期大学部事務センターにご相談ください（ ）。
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．入学手続費用

年度の学費【参考：金額は昨年の例】

．入学手続書類

入学手続後の学習について

入学辞退について

（注 ）英語力テストは、 を
年次生年 回、 年次生以降は年 回

受験する。

（注 ）同窓会費（ソフィア会終身会
費 円）は、最終年次（ 年次）
での納入となる。

入学手続に必要な費用は、原則として全額一括納入とします。ただし、都合により一括納入できない場合には、分割納入を選
択することができます。【参考：金額と納入期限は昨年の例】

2022 年9 月15 日（木）まで
（請求書は9月1日（木）発送予定）

1 , 1 7 7 , 7 9 0 円
全額を一括納入する。

7 9 4 , 2 9 0 円 3 8 3 , 5 0 0 円

一括納入方式
2021 年12 月21 日（火）まで

分割納入方式
入学金、在籍料および授業料の 2 分の 1 、教
育充実費、英語力テスト受験料、学生教育研
究災害傷害保険料を納入する。

残額（在籍料および授業料の残り2
分の 1 ）を納入する。

入学手続に必要な書類は次の ）から ）です。ただし、このうち ）は、別途、 年 月末日までに提出するものです。

（ ）誓約書・学籍原簿・身上記録（本学所定用紙）
（ ）住民票記載事項証明書（本学所定用紙）外国籍の場合は住民票の写し（コピー不可で原本。国籍、在留カード番号、

在留資格が記載されたもの）
（ ）写真（縦 ×横 ）１枚（出願時に使用したものと同じもの）
（ ）出身高等学校の卒業証明書（卒業見込みで出願された方のみ）

本学を第一志望とすることを出願資格に定める 年度入試において、本学への入学手続を完了した後、事情により
入学を辞退する場合でも、納入された「入学手続に必要な費用」は、原則として返還いたしません。

入学手続を完了した者には、後日、入学準備のための自己学習に関する資料を送付します。

金　　額 備　　考
入　学　金 入学時のみ
在　籍　料 年　額
授　業　料 年　額
教育充実費 年　額

小　計
英 語 力 テ ス ト 受 験 料  年　額

学生教育研究災害傷害保険料 保険期間２年
小　計
合　計

金額と納入期限は 年度の例です。 年度の納入額と納入期限は合格者に送付する入学手続要項でお知らせします。

次ページより以下の内容を記載しています。

インターネット出願について
秦野試験会場周辺の宿泊施設（参考） 
交通機関案内
上智大学短期大学部新入生奨学金について
大規模災害で被災された上智大学短期大学部への2023 年度入学志願者に対する特別措置について
上智大学祖師谷国際交流会館の入居について
秦野学生会館（本学提携）について
アパート、学生マンションの紹介について
教育ローンについて 

共通注意事項
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インターネット出願について

1）

2）

・インターネット環境（PC、タブレット、スマートフォン）

マイページの作成（志願者本人）
①事前準備
・メールアドレス
・顔写真のデータ（3ヶ月以内に撮影されたもの。上半身・正面・脱帽・背景無地。5MB以内。）

＊入学後、学生証の写真に使用されます

    （マイページ）に入ることができます。

・印刷環境（プリンター等）

②アカウント・基本情報登録
本学WEBサイトから、インターネット出願ページへアクセス
　https://www.syutsugan.net/sophia
(1)「初めて出願される方」ボタンをクリック、メールアドレスを登録。
(2) 登録したメールアドレスに「登録確認URL」が届きます。確認用URLをクリックして、
　 アカウント・基本情報登録を入力してください。

＊事前に＠syutsugan.netからのメールを受信できるように設定してください。
＊登録は「登録確認URL」受信後24時間以内に行ってください。

(3)「本登録完了」のメールが届きます。メール内に記されているURLから管理画面

■「個人情報」

(4)「本登録完了」のメールが届いたあと、本学WEBサイト、インターネット出願ページの
     「すでに出願された方」からも管理画面（マイページ）にログイン可能です。

出願登録、検定料納入
③出願登録（※出願期間内のみ登録が可能です）
(1)管理画面（マイページ）ログイン後の「新規出願」をクリック。
(2)「入試情報」→「個人情報」→「課題・質問項目」の順に必要項目を入力します。

■「入試情報」
【学科・コース】［英語科］にマークすると、【入試種別】に期間中に出願可能な
入試種別が全て表示されます。［自分が出願する入試種別］をマークしてください。
該当の【試験日・会場】にマークし、【支払方法】を選択してください。
確認画面後、登録して次へ。

＊出願登録は下書き保存が可能です。「出願する」をクリックする前であれば何度でも
修正可能です。全項目の入力が完了したら「出願する」をクリックしてください。

姓と名の間は1マス開けてください。
（例）TANDAI HANAKO

画面の項目に従って入力してください。【主な免許、資格】には［英語検定試験の結果］
を持っている場合、種類と点数・級を記入して下さい。
（例）英検準2級、TEAP 4技能（243点）、IELTS4.0　等
■「課題・質問項目」
課題・質問項目というタイトルですが、この項目には、英字氏名の登録をしてください。
【氏名（アルファベット大文字）】を姓・名の順で入力してください。

※コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。

　
・クレジットカード

・コンビニエンスストア【現金払い】

・Pay-easy (ペイジー）【現金払い】【キャッシュカード】

(3）インターネット出願登録日（「出願する」をクリックしてから）から1週間以内、出願登録日が
　　締切日から1週間以内の場合は、出願締切日までに支払手続きを済ませてください。
　　【例】公募制推薦A日程
　　11月1日に出願登録をされた場合、11月7日までに支払手続きを済ませてください。
　　11月2日以降に出願登録をされた場合は11月8日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

④入学検定料のお支払い
(1) ③の出願登録を完了後、「支払手続き」画面に進んでください。
(2) 一度マイページTOPに戻ってからも「支払手続き」に進めます。

※入学検定料のほかに、支払手数料（一律880円）が必要です。

※支払いされるカードの名義人は受験生本人でなくても構いません。

※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、デイリーヤマザキが利用できます。

ゆうちょ銀行・
Pay-easy対応ATM
を利用 「税金・各種料金

（ペイジー）」を
選択

収納機関番号に
【58082】と入力

お客様番号、
確認番号を入力

支払い方法を
選択（現金または
キャッシュカード）
し、入学検定料を
お支払いください。

※ゆうちょ銀行ATM、銀行ATMが利用できます。

ローソン/ミニストップ ファミリーマート セブンイレブン デイリーヤマザキ セイコーマート
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    （マイページ）に入ることができます。

・印刷環境（プリンター等）

②アカウント・基本情報登録
本学WEBサイトから、インターネット出願ページへアクセス
　https://www.syutsugan.net/sophia
(1)「初めて出願される方」ボタンをクリック、メールアドレスを登録。
(2) 登録したメールアドレスに「登録確認URL」が届きます。確認用URLをクリックして、
　 アカウント・基本情報登録を入力してください。

＊事前に＠syutsugan.netからのメールを受信できるように設定してください。
＊登録は「登録確認URL」受信後24時間以内に行ってください。

(3)「本登録完了」のメールが届きます。メール内に記されているURLから管理画面

■「個人情報」

(4)「本登録完了」のメールが届いたあと、本学WEBサイト、インターネット出願ページの
     「すでに出願された方」からも管理画面（マイページ）にログイン可能です。

出願登録、検定料納入
③出願登録（※出願期間内のみ登録が可能です）
(1)管理画面（マイページ）ログイン後の「新規出願」をクリック。
(2)「入試情報」→「個人情報」→「課題・質問項目」の順に必要項目を入力します。

■「入試情報」
【学科・コース】［英語科］にマークすると、【入試種別】に期間中に出願可能な
入試種別が全て表示されます。［自分が出願する入試種別］をマークしてください。
該当の【試験日・会場】にマークし、【支払方法】を選択してください。
確認画面後、登録して次へ。

＊出願登録は下書き保存が可能です。「出願する」をクリックする前であれば何度でも
修正可能です。全項目の入力が完了したら「出願する」をクリックしてください。

姓と名の間は1マス開けてください。
（例）TANDAI HANAKO

画面の項目に従って入力してください。【主な免許、資格】には［英語検定試験の結果］
を持っている場合、種類と点数・級を記入して下さい。
（例）英検準2級、TEAP 4技能（243点）、IELTS4.0　等
■「課題・質問項目」
課題・質問項目というタイトルですが、この項目には、英字氏名の登録をしてください。
【氏名（アルファベット大文字）】を姓・名の順で入力してください。

※コンビニ決済、銀行振込（ペイジー）、クレジット払いが可能です。

　
・クレジットカード

・コンビニエンスストア【現金払い】

・Pay-easy (ペイジー）【現金払い】【キャッシュカード】

(3）インターネット出願登録日（「出願する」をクリックしてから）から1週間以内、出願登録日が
　　締切日から1週間以内の場合は、出願締切日までに支払手続きを済ませてください。
　　【例】公募制推薦A日程
　　11月1日に出願登録をされた場合、11月7日までに支払手続きを済ませてください。
　　11月2日以降に出願登録をされた場合は11月8日（締切日）までに支払手続きを済ませてください。

④入学検定料のお支払い
(1) ③の出願登録を完了後、「支払手続き」画面に進んでください。
(2) 一度マイページTOPに戻ってからも「支払手続き」に進めます。

※入学検定料のほかに、支払手数料（一律880円）が必要です。

※支払いされるカードの名義人は受験生本人でなくても構いません。

※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、デイリーヤマザキが利用できます。

ゆうちょ銀行・
Pay-easy対応ATM
を利用 「税金・各種料金

（ペイジー）」を
選択

収納機関番号に
【58082】と入力

お客様番号、
確認番号を入力

支払い方法を
選択（現金または
キャッシュカード）
し、入学検定料を
お支払いください。

※ゆうちょ銀行ATM、銀行ATMが利用できます。

ローソン/ミニストップ ファミリーマート セブンイレブン デイリーヤマザキ セイコーマート
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⑤各志願者のマイページより「詳細」ページを印刷。出願書類のひとつとして、郵送してください。

＊「詳細」をクリック後の画面　→　一番下までスクロール　→　「印刷する」ボタンをクリックして
印刷してください（A4サイズ。用紙が2枚になる場合はホチキス止め）。

郵送する
[詳細ページ]

見本

詳細

秦野試験会場周辺の宿泊施設（参考）

詳細は、予約の際に各宿泊施設にご確認ください。

アパホテル
伊勢原駅前

伊勢原市桜台1-11-3 伊勢原駅下車徒歩3分

レンブラントホテル
海老名

海老名市中央2-9-50
海老名駅東口より

徒歩8分

はだの・湯河原温泉
万葉の湯

秦野市河原町2-54

伊勢原第一ホテル 伊勢原市桜台1-11-22

所在地 電話番号 備　考

グランドホテル神奈中
秦野

秦野市大秦町1-10

秦野駅前（北口）

予約時に「上智大学短
期大学部受験」とお伝
えください。

秦野駅（南口）より
無料送迎バスあり

伊勢原駅下車徒歩3分
予約時に「上智大学短
期大学部受験」とお伝
えください。
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⑤各志願者のマイページより「詳細」ページを印刷。出願書類のひとつとして、郵送してください。

＊「詳細」をクリック後の画面　→　一番下までスクロール　→　「印刷する」ボタンをクリックして
印刷してください（A4サイズ。用紙が2枚になる場合はホチキス止め）。

郵送する
[詳細ページ]

見本

詳細

秦野試験会場周辺の宿泊施設（参考）

詳細は、予約の際に各宿泊施設にご確認ください。

アパホテル
伊勢原駅前

伊勢原市桜台1-11-3 伊勢原駅下車徒歩3分

レンブラントホテル
海老名

海老名市中央2-9-50
海老名駅東口より

徒歩8分

はだの・湯河原温泉
万葉の湯

秦野市河原町2-54

伊勢原第一ホテル 伊勢原市桜台1-11-22

所在地 電話番号 備　考

グランドホテル神奈中
秦野

秦野市大秦町1-10

秦野駅前（北口）

予約時に「上智大学短
期大学部受験」とお伝
えください。

秦野駅（南口）より
無料送迎バスあり

伊勢原駅下車徒歩3分
予約時に「上智大学短
期大学部受験」とお伝
えください。
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交通機関案内

〈上智大学短期大学部秦野キャンパス〉
○鉄道路線案内図

【小田急線利用の場合】

【JR利用の場合】

○スクールバス乗車位置 ○秦野キャンパス近郊

○上智大学短期大学部構内図

新宿駅から小田急線で秦野駅まで約 分。小田原駅から秦野駅まで約 分。
横浜駅から相模鉄道線海老名駅乗り換えで秦野駅まで約 時間。
秦野駅南口からスクールバスで 分。

東海道線二宮駅北口から神奈川中央交通バスの秦野駅行きで約 分。西大竹停留所下車、徒歩 分。
路線バスは本数が少ないため、 で時刻表をご確認ください。

上智大学短期大学部新入生奨学金について
上智大学短期大学部を第一志望とし、入学を許可された者の中で、経済的理由により入学が困難で、
かつ本学に入学する以前の学校の成績と入学試験の結果をふまえ、優秀と判断した者に対して授業料
相当額もしくはその一部の学資金の給付を行うことにより、人材の育成に資することを目的とする奨
学金制度です。
出願を希望する人は、「郵便番号・住所・氏名」を明記し、上智大学短期大学部事務センター奨学金
担当宛に「上智大学短期大学部新入生奨学金出願のしおり」を請求してください。この「出願のしお
り」にしたがって必要書類をとり揃え、入学願書と別に出願期間内に簡易書留で出願してください。
必要書類を揃えるのに日数を要することがありますので、「出願のしおり」は各入学試験の出願開始

週間前までに請求してください。

※ 本学入学後も、上智大学短期大学部修学奨励奨学金と日本学生支援機構奨学金の募集を行います。
これらの奨学金については、 月に募集ガイダンスを実施し、説明と願書等資料を配布します。
なお、新入生奨学金と修学奨励奨学金はいずれも返還不要の給付奨学金で、併給はできません。
日本学生支援機構奨学金は、卒業後に返還義務がある奨学金と、高等教育の修学支援新制度による
給付型奨学金があります。日本学生支援機構奨学金は、上智大学短期大学部新入生奨学金または
修学奨励奨学金との併給が可能ですが、給付型奨学金に採用されている場合、本学で採用された
奨学金の給付額が調整されますのでご了承ください。

※ 奨学生としての採用期間は、入学する年度 年間です。

【請求先・問い合わせ先】
〒
神奈川県秦野市上大槻山王台 上智大学短期大学部事務センター奨学金担当
※ 件名に「新入生奨学金問合せ」と入力してください 。

※ 応募時期は、入試種別によって異なります。それぞれの「入学試験要項」に記載されている日程
に従い、事前に奨学金願書の請求を行ったうえ、出願してください。

（ただし、一般入試における窓口受付期間での受付はできません）。

大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
2023年度入学志願者に対する特別措置について

上智大学短期大学部では、大規模災害で被災された 年度入学志願者（災害発生後 年以内に入学す
る者） に対して、入学検定料を免除し、被災状況に応じた学費等の減免や生活支援金の給付を行いま
す。
対象者は、本人または父母（家計支持者）が居住する家屋が、災害救助法適用地域に指定され、罹災証
明書が発行された者、または、災害救助法適用地域に指定されないが、学生生活・進路指導専門委員会
に意見を徴し、学長が同規模災害と認めた地域に本人または父母（家計支持者）が居住する家屋がある
者です。
特別措置期間は、災害発生後 年間を特別措置期間とし、在学中に特別措置期間が終了する場合は、修
学奨励奨学金による支援へと移行します。
各入学試験の出願開始 週間前までに、上智大学短期大学部事務センターに以下の申請書類を提出して
ください。書類を提出された方は、入学検定料が免除されますので、入学検定料を納入する必要はあり
ません。合格者に対しては、合格通知・入学手続書類送付時に学費の減免等について、別途お知らせい
たします。

（ ）大規模災害被災による 年度上智大学短期大学部入学手続金等減免措置申請書
（所定様式を本学ホームページからダウンロード）

（ ）「罹災証明書」（被災状況を証明する文書）コピー可
詳細については、上智大学短期大学部ホームページ（ ）を
ご参照ください。

【問い合わせ先】
・入学検定料免除について

事務センター入試担当
・学費減免、生活支援金給付、新入生奨学金について

事務センター奨学金担当

交通機関案内

〈上智大学短期大学部秦野キャンパス〉
○鉄道路線案内図

【小田急線利用の場合】

【JR利用の場合】

○スクールバス乗車位置 ○秦野キャンパス近郊

○上智大学短期大学部構内図

新宿駅から小田急線で秦野駅まで約 分。小田原駅から秦野駅まで約 分。
横浜駅から相模鉄道線海老名駅乗り換えで秦野駅まで約 時間。
秦野駅南口からスクールバスで 分。

東海道線二宮駅北口から神奈川中央交通バスの秦野駅行きで約 分。西大竹停留所下車、徒歩 分。
路線バスは本数が少ないため、 で時刻表をご確認ください。

交通機関案内

〈上智大学短期大学部秦野キャンパス〉
○鉄道路線案内図

【小田急線利用の場合】

【JR利用の場合】

○スクールバス乗車位置 ○秦野キャンパス近郊

○上智大学短期大学部構内図

新宿駅から小田急線で秦野駅まで約 分。小田原駅から秦野駅まで約 分。
横浜駅から相模鉄道線海老名駅乗り換えで秦野駅まで約 時間。
秦野駅南口からスクールバスで 分。

東海道線二宮駅北口から神奈川中央交通バスの秦野駅行きで約 分。西大竹停留所下車、徒歩 分。
路線バスは本数が少ないため、 で時刻表をご確認ください。
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上智大学短期大学部新入生奨学金について
上智大学短期大学部を第一志望とし、入学を許可された者の中で、経済的理由により入学が困難で、
かつ本学に入学する以前の学校の成績と入学試験の結果をふまえ、優秀と判断した者に対して授業料
相当額もしくはその一部の学資金の給付を行うことにより、人材の育成に資することを目的とする奨
学金制度です。
出願を希望する人は、「郵便番号・住所・氏名」を明記し、上智大学短期大学部事務センター奨学金
担当宛に「上智大学短期大学部新入生奨学金出願のしおり」を請求してください。この「出願のしお
り」にしたがって必要書類をとり揃え、入学願書と別に出願期間内に簡易書留で出願してください。
必要書類を揃えるのに日数を要することがありますので、「出願のしおり」は各入学試験の出願開始

週間前までに請求してください。

※ 本学入学後も、上智大学短期大学部修学奨励奨学金と日本学生支援機構奨学金の募集を行います。
これらの奨学金については、 月に募集ガイダンスを実施し、説明と願書等資料を配布します。
なお、新入生奨学金と修学奨励奨学金はいずれも返還不要の給付奨学金で、併給はできません。
日本学生支援機構奨学金は、卒業後に返還義務がある奨学金と、高等教育の修学支援新制度による
給付型奨学金があります。日本学生支援機構奨学金は、上智大学短期大学部新入生奨学金または
修学奨励奨学金との併給が可能ですが、給付型奨学金に採用されている場合、本学で採用された
奨学金の給付額が調整されますのでご了承ください。

※ 奨学生としての採用期間は、入学する年度 年間です。

【請求先・問い合わせ先】
〒
神奈川県秦野市上大槻山王台 上智大学短期大学部事務センター奨学金担当
※ 件名に「新入生奨学金問合せ」と入力してください 。

※ 応募時期は、入試種別によって異なります。それぞれの「入学試験要項」に記載されている日程
に従い、事前に奨学金願書の請求を行ったうえ、出願してください。

（ただし、一般入試における窓口受付期間での受付はできません）。

大規模災害で被災された上智大学短期大学部への
2023年度入学志願者に対する特別措置について

上智大学短期大学部では、大規模災害で被災された 年度入学志願者（災害発生後 年以内に入学す
る者） に対して、入学検定料を免除し、被災状況に応じた学費等の減免や生活支援金の給付を行いま
す。
対象者は、本人または父母（家計支持者）が居住する家屋が、災害救助法適用地域に指定され、罹災証
明書が発行された者、または、災害救助法適用地域に指定されないが、学生生活・進路指導専門委員会
に意見を徴し、学長が同規模災害と認めた地域に本人または父母（家計支持者）が居住する家屋がある
者です。
特別措置期間は、災害発生後 年間を特別措置期間とし、在学中に特別措置期間が終了する場合は、修
学奨励奨学金による支援へと移行します。
各入学試験の出願開始 週間前までに、上智大学短期大学部事務センターに以下の申請書類を提出して
ください。書類を提出された方は、入学検定料が免除されますので、入学検定料を納入する必要はあり
ません。合格者に対しては、合格通知・入学手続書類送付時に学費の減免等について、別途お知らせい
たします。

（ ）大規模災害被災による 年度上智大学短期大学部入学手続金等減免措置申請書
（所定様式を本学ホームページからダウンロード）

（ ）「罹災証明書」（被災状況を証明する文書）コピー可
詳細については、上智大学短期大学部ホームページ（ ）を
ご参照ください。

【問い合わせ先】
・入学検定料免除について

事務センター入試担当
・学費減免、生活支援金給付、新入生奨学金について

事務センター奨学金担当
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上智大学祖師谷国際交流会館の入居について

秦野学生会館（本学提携）について

アパート、学生マンションの紹介について

上智大学の国際学生寮に短期大学部生（若干名）の入居が可能です。あらゆる国から集う留学生と交
流し、共同生活を送ることができます。入学試験に合わせて面接選考を行いますので、入学試験の出
願と併せて入寮面接選考に出願していただく必要があります。
詳しくは、以下までご連絡ください。
なお、定員を満たした場合は募集を停止します。その場合は本学ホームページにてお知らせします。

【問い合わせ先】
上智大学短期大学部 事務センター
学生生活担当

同寮の案内については、 コードより
サイトをご覧ください。

アクセスマップについてはサイト内、
パンフレット をご参照ください。

本学指定の女性限定シェアハウスタイプの学生会館です。管理人が常駐し、綜合警備保障
（ ）のセキュリティーシステムを導入しています。学生会館と上智大学短期大学部間お
よび小田急線秦野駅と学生会館間の送迎バスのサービスがあります 要予約 。
詳細については、秦野学生会館にお問い合わせください。
【秦野学生会館】

〒 神奈川県秦野市平沢
電話：
メール：

サイト：

本学では、アパート、学生マンションの紹介をナジック学生情報センターと提携し、行っております。

詳細については、下記へお問い合わせください。
ナジック学生情報センター 町田店 電話：

サイト

教育ローンについて
奨学金の採用基準に満たない場合や奨学金だけでは学費や学生生活費を賄えない場合は、国の教育
ローンや提携金融機関による教育ローン（提携教育ローン）を利用することができます。
特に、提携教育ローンについては、在学中に支払った利子を補填する奨学金も用意されています。
ただし、利用にあたっては、以下の点を十分ご留意ください。

【留意点】
① 審査の結果、融資を受けられない場合があります。
② ご相談、お申込みについては、直接、金融機関にお問い合わせください（下記参照）。
③ 納付期限までに入学手続に必要な費用が本学に振込まれない場合は、入学資格は無効

となります。
④ 審査は一般的に 週間程度の期間を要します。事前に金融機関に融資予定日をご確認の

うえ、納付期限に間に合うように申し込んでください。

【教育ローンの種類と問い合わせ先】
（１）国の教育ローン（日本政策金融公庫）

電話：ナビダイヤル
※上記番号が利用できない場合：

（２）上智学院提携教育ローン
）みずほ銀行 ）三菱 銀行
）オリエントコーポレーション ）ジャックス

※問い合わせ先、商品概要については、本学 をご参照ください。
＞入試情報＞奨学金制度＞その他の経済支援制度＞上智学院提携教育ローン

「提携金融機関一覧〔 〕」
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上智大学祖師谷国際交流会館の入居について

秦野学生会館（本学提携）について

アパート、学生マンションの紹介について

上智大学の国際学生寮に短期大学部生（若干名）の入居が可能です。あらゆる国から集う留学生と交
流し、共同生活を送ることができます。入学試験に合わせて面接選考を行いますので、入学試験の出
願と併せて入寮面接選考に出願していただく必要があります。
詳しくは、以下までご連絡ください。
なお、定員を満たした場合は募集を停止します。その場合は本学ホームページにてお知らせします。

【問い合わせ先】
上智大学短期大学部 事務センター
学生生活担当

同寮の案内については、 コードより
サイトをご覧ください。

アクセスマップについてはサイト内、
パンフレット をご参照ください。

本学指定の女性限定シェアハウスタイプの学生会館です。管理人が常駐し、綜合警備保障
（ ）のセキュリティーシステムを導入しています。学生会館と上智大学短期大学部間お
よび小田急線秦野駅と学生会館間の送迎バスのサービスがあります 要予約 。
詳細については、秦野学生会館にお問い合わせください。
【秦野学生会館】

〒 神奈川県秦野市平沢
電話：
メール：

サイト：

本学では、アパート、学生マンションの紹介をナジック学生情報センターと提携し、行っております。

詳細については、下記へお問い合わせください。
ナジック学生情報センター 町田店 電話：

サイト

教育ローンについて
奨学金の採用基準に満たない場合や奨学金だけでは学費や学生生活費を賄えない場合は、国の教育
ローンや提携金融機関による教育ローン（提携教育ローン）を利用することができます。
特に、提携教育ローンについては、在学中に支払った利子を補填する奨学金も用意されています。
ただし、利用にあたっては、以下の点を十分ご留意ください。

【留意点】
① 審査の結果、融資を受けられない場合があります。
② ご相談、お申込みについては、直接、金融機関にお問い合わせください（下記参照）。
③ 納付期限までに入学手続に必要な費用が本学に振込まれない場合は、入学資格は無効

となります。
④ 審査は一般的に 週間程度の期間を要します。事前に金融機関に融資予定日をご確認の

うえ、納付期限に間に合うように申し込んでください。

【教育ローンの種類と問い合わせ先】
（１）国の教育ローン（日本政策金融公庫）

電話：ナビダイヤル
※上記番号が利用できない場合：

（２）上智学院提携教育ローン
）みずほ銀行 ）三菱 銀行
）オリエントコーポレーション ）ジャックス

※問い合わせ先、商品概要については、本学 をご参照ください。
＞入試情報＞奨学金制度＞その他の経済支援制度＞上智学院提携教育ローン

「提携金融機関一覧〔 〕」
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学校推薦型選抜（公募制推薦）、その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）課題文

Social Media: hidden dangers
It is well known these days that more and more people are using social media platforms such as Line,

Facebook, Instagram, and others. Also known is the fact that social media continues to have a dramatic
impact on people’s lives. Its pervasiveness has made it difficult for many of us, especially those of the
younger generations, to imagine living without using at least one form of social media. Indeed, social
media has made our lives more comfortable by enabling faster communication, providing ways of finding
new friends, and giving us access to the latest information on almost any topic. However, we might find
ourselves in danger if we are unaware of how social media platforms function. Raising our awareness can
help us use social media more wisely and protect us against some of the financial, emotional, and health
problems that may await the uninformed user.

Most of us now understand that the sharing of private information online, such as photos, credit card
information, or our location can cause serious problems. Personal data shared on social media can be used
by cyber bullies, online stalkers and even scammers. And once our private information is placed online, it
is almost impossible to remove it. Therefore, we must be cautious when disclosing sensitive personal
information online.

Research shows that an increasing number of female users report feeling lonely, anxious, and even
depressed. On certain platforms, young women are encouraged to post their photos and let other people
freely comment on and judge how they look. These young women then use the number of “likes” and the
size of their “friend” groups in comparison with others to determine their own self-worth, which can make
them feel isolated and less sure of themselves.

Spending unlimited hours on social media can lead to irregular sleep patterns, which result in poor
physical health and lower productivity. Numerous studies have shown that heavy social media users
exhibit some addictive behaviors, making it difficult for them to stop. While we know that too much time
spent on social media can lead to such consequences, it may be difficult for us to reduce the time we spend
using it because the platforms themselves are designed to keep us engaged. This creates a vicious circle,
which increases the problem.

In addition to these well-known issues, we must also be cautious about a more subtle danger: the social
network calculations that determine the content we are exposed to when using social media. The
recommended content that appears on our social media platform is based on data collected about videos we
have previously watched, items we have purchased, and other posts we have “liked.” In this case, what we
“want” is already decided for us and we may never see other views or opinions. Furthermore, many of the
messages, images and videos recommended and shown to us are paid for by advertising from companies
and political interests. This may lead us to believe prejudiced/biased ideas and stop us from thinking
critically.

Since social media is likely to be with us for a long time, we need to develop ways to critically
examine the content that we encounter on it. It is important to recognize that the number of “likes” we get
does not determine our value, and the size of our “friend” group does not reflect the true friends who care
about us. Furthermore, attractiveness does not depend on how we are seen on social media, but on inner
qualities like honesty, sincerity, kindness, fairness, and compassion, to name a few. You can develop these
qualities more through face-to-face relationships than through social media.

課題文（英語）

出願所定用紙

・課題文（英語）　・出願所定用紙

各入試種別の出願に必要な所定用紙を収めています。
必要な用紙を切り取り線で切り離し、使用してください。
（各入試種別の出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）

【学校推薦型選抜（公募制推薦）】【その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）】
の課題文を収めています。
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学校推薦型選抜（公募制推薦）、その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）課題文

Social Media: hidden dangers
It is well known these days that more and more people are using social media platforms such as Line,

Facebook, Instagram, and others. Also known is the fact that social media continues to have a dramatic
impact on people’s lives. Its pervasiveness has made it difficult for many of us, especially those of the
younger generations, to imagine living without using at least one form of social media. Indeed, social
media has made our lives more comfortable by enabling faster communication, providing ways of finding
new friends, and giving us access to the latest information on almost any topic. However, we might find
ourselves in danger if we are unaware of how social media platforms function. Raising our awareness can
help us use social media more wisely and protect us against some of the financial, emotional, and health
problems that may await the uninformed user.

Most of us now understand that the sharing of private information online, such as photos, credit card
information, or our location can cause serious problems. Personal data shared on social media can be used
by cyber bullies, online stalkers and even scammers. And once our private information is placed online, it
is almost impossible to remove it. Therefore, we must be cautious when disclosing sensitive personal
information online.

Research shows that an increasing number of female users report feeling lonely, anxious, and even
depressed. On certain platforms, young women are encouraged to post their photos and let other people
freely comment on and judge how they look. These young women then use the number of “likes” and the
size of their “friend” groups in comparison with others to determine their own self-worth, which can make
them feel isolated and less sure of themselves.

Spending unlimited hours on social media can lead to irregular sleep patterns, which result in poor
physical health and lower productivity. Numerous studies have shown that heavy social media users
exhibit some addictive behaviors, making it difficult for them to stop. While we know that too much time
spent on social media can lead to such consequences, it may be difficult for us to reduce the time we spend
using it because the platforms themselves are designed to keep us engaged. This creates a vicious circle,
which increases the problem.

In addition to these well-known issues, we must also be cautious about a more subtle danger: the social
network calculations that determine the content we are exposed to when using social media. The
recommended content that appears on our social media platform is based on data collected about videos we
have previously watched, items we have purchased, and other posts we have “liked.” In this case, what we
“want” is already decided for us and we may never see other views or opinions. Furthermore, many of the
messages, images and videos recommended and shown to us are paid for by advertising from companies
and political interests. This may lead us to believe prejudiced/biased ideas and stop us from thinking
critically.

Since social media is likely to be with us for a long time, we need to develop ways to critically
examine the content that we encounter on it. It is important to recognize that the number of “likes” we get
does not determine our value, and the size of our “friend” group does not reflect the true friends who care
about us. Furthermore, attractiveness does not depend on how we are seen on social media, but on inner
qualities like honesty, sincerity, kindness, fairness, and compassion, to name a few. You can develop these
qualities more through face-to-face relationships than through social media.

課題文（英語）

出願所定用紙

・課題文（英語）　・出願所定用紙

各入試種別の出願に必要な所定用紙を収めています。
必要な用紙を切り取り線で切り離し、使用してください。
（各入試種別の出願期間内は、インターネット出願ページからもダウンロードが可能です）

【学校推薦型選抜（公募制推薦）】【その他の入試（卒業生・在学生子女姉妹）】
の課題文を収めています。



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 総合型選抜（英語クラス体験方式）

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 総合型選抜（英語クラス体験方式）

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む

切
り
取
り
線



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

◆公募制推薦A・B 志願者用
(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 学校推薦型選抜（公募制）　A ・ B 　〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

「高等学校での部活動や特別活動への取り組み」について、具体的に述べてください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入ください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

◆公募制推薦A・B 志願者用
(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 学校推薦型選抜（公募制）　A ・ B 　〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

「高等学校での部活動や特別活動への取り組み」について、具体的に述べてください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、参加予定であった大会等の結果について十分に記載できない場合は、努力のプロセス等を記入ください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む

切
り
取
り
線



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式）　A ・ B 　〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 総合型選抜（英検・GTEC・TEAP等利用方式）　A ・ B 　〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む

切
り
取
り
線



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 その他の入試（  卒業生・在学生子女姉妹   社会人   帰国生  ）〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む



＊受験番号

年　　　　月　　　　日 生

(内容）

＊印は大学側記入

2023年度上智大学短期大学部 その他の入試（  卒業生・在学生子女姉妹   社会人   帰国生  ）〇で囲む

志　望　理　由　書

高等学校名

氏　　　名

生年月日（西暦）

「なぜ上智大学短期大学部を志望するのか」、「上智大学短期大学部の教育プログラムについて基本的理
解をしたうえで何を学びたいのか」、そして「上智大学短期大学部で学んだことをどのように将来活かし
ていきたいのか」等を明確かつ具体的に述べてください。

（ 在学 ・ 卒業 ）
〇で囲む

切
り
取
り
線



＊受験番号

2023 年度公募制推薦（ Ａ・Ｂ ）用

２０２２ 年　　　月　　　日

上智大学短期大学部学長 殿

（志願者氏名）

＊印は大学側記入

下記の志願者は私の所見として、英語およびその他の科目においてバランスのとれた基
礎学力を有する者で、本校において、部活動や特別活動を通して自己を高め、それらの
経験を通して貴学における学生生活をさらに充実させ発展させていく意欲と資質、人柄
を持っています。ここに責任をもって推薦いたします。なお、下記志願者は貴学を第一
志望としております。

推　　薦　　状

記

本 校（　　　年　　　月　　　卒 業 見 込 ・ 卒 業 ）

〈お願い〉
．推薦者は高等学校長、進路指導担当教員、もしくはクラス担任教員のいずれかの方とし

てください。
．表面のみご記入ください。
．この推薦状と調査書は、合わせて厳封のうえ、志願者にお渡しください。



＊受験番号

2023 年度公募制推薦（ Ａ・Ｂ ）用

２０２２ 年　　　月　　　日

上智大学短期大学部学長 殿

（志願者氏名）

＊印は大学側記入

下記の志願者は私の所見として、英語およびその他の科目においてバランスのとれた基
礎学力を有する者で、本校において、部活動や特別活動を通して自己を高め、それらの
経験を通して貴学における学生生活をさらに充実させ発展させていく意欲と資質、人柄
を持っています。ここに責任をもって推薦いたします。なお、下記志願者は貴学を第一
志望としております。

推　　薦　　状

記

本 校（　　　年　　　月　　　卒 業 見 込 ・ 卒 業 ）

〈お願い〉
．推薦者は高等学校長、進路指導担当教員、もしくはクラス担任教員のいずれかの方とし

てください。
．表面のみご記入ください。
．この推薦状と調査書は、合わせて厳封のうえ、志願者にお渡しください。
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