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個人情報の取扱い

について

         本学では，個人情報について，個人のプライバシーを保護し，個人情報に関わる法律

に基づき慎重に取り扱っており，出願および入学手続においてご記入いただいた氏名，

住所，生年月日等の個人情報は入学試験の実施，合格発表，入学手続およびその他の付

随する業務を処理するためにのみ利用します。

         また，その処理業務の一部は，本学入試係より業者に委託し，その際，個人情報の全

部または一部を業者に提供しますが，当該業者から個人情報が第三者に渡されることは

一切ありません。

         一般選抜の出願には受験ポータルサイト「UCARO」への会員登録（無料・随時登録

可能）が必須となります。UCAROへの会員登録により，Web 出願の際の入力作業が軽

減されると共に，ご自身の出願手続状況や受験番号の確認，試験当日の試験実施情報（天

候，交通事情による試験時間の変更等）の受信，合否成績の照会が可能となります。   

※登録方法等，詳細は P. 9・10を参照。

受験ポータルサイト

「UCARO」（ウカロ）

について

         新型コロナウイルス感染拡大に伴い緊急事態宣言が発令された場合，および文部科学

省が大学入学者選抜実施要項の方針を変更した場合などには，本入学者選抜要項の内容

を変更する可能性があります。その際は本学ホームページにて最新の情報をお知らせし

ますので，確認するようにしてください。

本冊子内容変更

について
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Ａ方式（3教科試験）

　　入学検定料

　　　　35,000円

　試　験　日

2月2日（火）

2月10日（水）

～2月16日（火）
（消印有効）

〔入学手続期限〕

～3月16日（火）  15：00〔延納者入学手続期限〕

1月4日（月）～1月22日（金）
　　　　　　　　（消印有効）

志望学科・選択科目・受験番号確認
1月29日（金）までに未着の場合は
入試係までTEL

②写真の用意（志願者写真票
　に貼付）

①入学志願情報の入力（Web）
 （UCARO登録含む）
②写真の用意（志願者写真票
　に貼付）
③出身高等学校調査書等用意

Ｂ方式（2教科試験）

　　入学検定料

　　　　35,000円

　試　験　日

2月22日（月）

3月2日（火）

～3月5日（金）
（消印有効）

〔入学手続期限〕

1月25日（月）～2月13日（土）
　　　　　　　　　（消印有効）

志望学科・受験番号確認
2月19日（金）までに未着の場合は
入試係までTEL

①入学志願情報の入力（Web）
 （UCARO登録含む）

③出身高等学校調査書等用意
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1．アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

【日本文化学科】
（１）入学者に期待される資質・能力（求める学生像）

　学習院女子大学国際文化交流学部は，本学学則第 1条と第 3条第 2項にある本学および本学部の目的にも

とづき，次のような人が入学することを期待します。

　•　国際文化交流を通じて人類の平和と文化の発展に貢献しようと考えている人。

　•　文化の多様性を尊重し，人間の尊厳を守ることのできる人。

　•　幅広い教養と地球的視野を身につけ，自らの人生を切り拓こうとする人。

　•　大学で学ぶために必要な論理的思考力，知識，語学力をもつ人。

　•　他者と協働しながら主体的，積極的に学ぶことのできる人。

　日本文化学科は，本学学則第 3条第 3項の一にある目的，さらには学科で定めるディプロマ・ポリシー（学

位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）にもとづき，特に次のような人が入学

することを期待します。

　•　 日本文化について幅広い関心をもち，その歴史や特質を十分理解し，たしかな根拠にもとづいて世界

に発信しようと考えている人。

（２）入学試験

　（１）に示した資質・能力をもつ人を選抜し，また多様な学生を受け入れるため，本学科は一般選抜A方式，

一般選抜B方式，学校推薦型選抜A（指定校制），学校推薦型選抜B（公募制），海外帰国生徒入学試験，社

会人入学試験，外国人留学生入学試験を実施します。また，本学への編入を望む人のために編入学試験（3

年次）を実施します。

　•　 一般選抜A方式は国語，英語，地理歴史（日本史または世界史）の 3科目の学力試験を行い，その結

果によって合否を決定します。知識だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問い

だけでなく記述式の問いも多く出題します。国語（100点），英語（100点），地理歴史（100点）の

300点満点となります。

　•　 一般選抜 B方式は国語，英語の 2科目の学力試験を行い，その結果によって合否を決定します。知識

だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問いだけでなく記述式の問いも多く出題

します。国語（100点），英語（100点）の 200点満点となります。

【国際コミュニケーション学科】
（１）入学者に期待される資質・能力（求める学生像）

　学習院女子大学国際文化交流学部は，本学学則第 1条と第 3条第 2項にある本学および本学部の目的にも

とづき，次のような人が入学することを期待します。

　•　 国際文化交流を通じて人類の平和と文化の発展に貢献しようと考えている人。

　•　 文化の多様性を尊重し，人間の尊厳を守ることのできる人。

　•　 幅広い教養と地球的視野を身につけ，自らの人生を切り拓こうとする人。

　•　 大学で学ぶために必要な論理的思考力，知識，語学力をもつ人。

　•　 他者と協働しながら主体的，積極的に学ぶことのできる人。

　国際コミュニケーション学科は，本学学則第 3条第 3項の二にある目的，さらには学科で定めるディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）にもとづき，特に次のよ

うな人が入学することを期待します。

　•　 国際関係と異文化に強い関心をもち，自らのコミュニケーション能力によって国際社会に貢献しよう
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と考えている人。

（２）入学試験

　（１）に示した資質・能力をもつ人を選抜し，また多様な学生を受け入れるため，本学科は一般選抜A方式，

一般選抜B方式，学校推薦型選抜A（指定校制），学校推薦型選抜B（公募制），海外帰国生徒入学試験，社

会人入学試験，外国人留学生入学試験を実施します。また，本学への編入を望む人のために編入学試験（3

年次）を実施します。

　•　 一般選抜A方式は国語，英語，地理歴史（日本史または世界史）の 3科目の学力試験を行い，その結

果によって合否を決定します。知識だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問い

だけでなく記述式の問いも多く出題します。国語（100点），英語（100点），地理歴史（100点）の

300点満点となります。

　•　 一般選抜 B方式は国語，英語の 2科目の学力試験を行い，その結果によって合否を決定します。知識

だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問いだけでなく記述式の問いも多く出題

します。国語（100点），英語（100点）の 200点満点となります。

【英語コミュニケーション学科】
（１）入学者に期待される資質・能力（求める学生像）

　学習院女子大学国際文化交流学部は，本学学則第 1条と第 3条第 2項にある本学および本学部の目的にも

とづき，次のような人が入学することを期待します。

　•　 国際文化交流を通じて人類の平和と文化の発展に貢献しようと考えている人。

　•　 文化の多様性を尊重し，人間の尊厳を守ることのできる人。

　•　 幅広い教養と地球的視野を身につけ，自らの人生を切り拓こうとする人。

　•　 大学で学ぶために必要な論理的思考力，知識，語学力をもつ人。

　•　 他者と協働しながら主体的，積極的に学ぶことのできる人。

　英語コミュニケーション学科は，本学学則第 3条第 3項の三にある目的，さらには学科で定めるディプロマ・

ポリシー（学位授与方針）とカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成実施方針）にもとづき，特に次のよ

うな人が入学することを期待します。

　•　 英語による高度なコミュニケーション能力の習得と向上を目指し，あわせて国際教養と論理的思考力

によって国際社会で活躍しようと考えている人。

（２）入学試験

　（１）に示した資質・能力をもつ人を選抜し，また多様な学生を受け入れるため，本学科は一般選抜A方式，

一般選抜B方式，学校推薦型選抜A（指定校制），総合型選抜を実施します。

　•　 一般選抜A方式は国語，英語，地理歴史（日本史または世界史）の 3科目の学力試験を行い，その結

果によって合否を決定します。知識だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問い

だけでなく記述式の問いも多く出題します。英語力を重視する本学科では，国語（100点），英語（200

点），地理歴史（100点），英語によるライティング（100点）の 500点満点となります。

　•　 一般選抜 B方式は国語，英語の 2科目の学力試験を行い，その結果によって合否を決定します。知識

だけでなく思考力や表現力も重視することから，マーク式の問いだけでなく記述式の問いも多く出題

します。英語力を重視する本学科では，国語（100点），英語（100点），英語によるライティング（100

点）の 300点満点となります。
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2．募集する学部・学科，募集人員

学
　

部
学　　　　　　科

募　集

人　員

一 般 選 抜 学校推薦型選抜 総合型

選　抜

外国人

留学生

海外帰国

生　　徒
社会人

A方式 B方式 A B

国
際
文
化
交
流
学
部

日 本 文 化 学 科 140名 60名 20名 40名 10名 — 10名 若干名 若干名

国際コミュニケーション学科 170名 70名 30名 50名 10名 — 10名 若干名 若干名

英語コミュニケーション学科 45名 30名 10名 5名 — 若干名 — — —

学 　 部 　 合 　 計 355名 160名 60名 95名 20名 若干名 20名 若干名 若干名

注 1 ．募集人員の中には，学習院女子高等科からの進学者（若干名）を含みます。
　 2 ．学校推薦型選抜 A は指定校制，学校推薦型選抜 B は公募制です。

3．出願資格（一般選抜）

　次のいずれかに該当する女性

 1  ．  高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および 2021年 3 月 31日までに卒業見込みの者。
 2  ． 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および 2021年 3 月 31日までに修了見込みの者。
 3  ． 学校教育法施行規則第 150条の規定により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 2021年 3 月 31日までにこれに該当する見込みの者。
　⑴　 外国において，学校教育における 12年の課程を修了した者および 2021年 3 月 31日までに修了見込

みの者，またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。

　⑵　 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

修了した者，および 2021年 3 月 31日までに修了見込みの者。
　⑶　 専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であり，その他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 2021
年 3 月 31日までに修了見込みの者。

　⑷　 文部科学大臣の指定した者。

　⑸　 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者および 2021年 3 月 31日までに合格
見込みの者。

　⑹　 その他本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で，2021年 3 月 31日までに 18歳に達する者。

身体の機能の障がいにより，受験に際して特別な配慮を必要とする場合は，
必ず 2020年 11月 30日（月）12：00までに入試係に申し出てください。
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4．入学試験日程・試験科目

一般選抜　　 A　方　式 　　3 教科試験

学  部 国 際 文 化 交 流 学 部

学  科 日 本 文 化 学 科 国際コミュニケーション学科 英語コミュニケーション学科

募 集 人 員 60 名 70 名 30 名

出 願 期 間  1 月 4 日（月）〜 1 月 22 日（金）　（締切日の消印有効）

試験科目・配点

（英語ライティ

ングを除き，全

学科で同じ試験

問題を使用）

教　　　科 試　験　科　目 配　　　点

国　語

国語総合

漢文は含まない

なお，各学科とも試験時に次の

ア．またはイ．のいずれかを選択

　　　ア．現代文と古文

　　　イ．現代文のみ

100 点

地理歴史
日本史 B，世界史 B の

 2 科目のうち 1 科目選択
100 点

外国語

《全学科共通》

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，

英語表現Ⅰ・Ⅱ

100 点
（日本文化学科・国際コミ

（ュニケーション学科）

200 点
（英語コミュニケーション

学科）

《英語コミュニケーション学科のみ》

英語ライティング ※
100 点

合否判定は，3科目（英語コミュニケーション学科は 4科目）の総合（合計）点で行います。

試 験 日

試 験 時 間

 2 月 2 日（火） 10：00〜 11：00　国語

  11：30〜 12：30　地理歴史（日本史／世界史）

  13：40〜 14：40　外国語（英語）

  15：10〜 15：50　外国語（英語ライティング／英語コミュニケーション学科のみ）

試験当日は，8：40〜 9：40の間に試験場に入場してください。

試 験 場
学習院女子大学キャンパス

　　　東京都新宿区戸山 3 − 20− 1　TEL　03（3203）1906（代）

合 格 発 表 日
 2 月 10 日（水）11：00　2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページに掲示。
  詳細については，P. 15 を参照してください。

入学手続締切日
 2 月 16 日（火）入学手続は，郵送に限ります。
  （締切日の消印有効）

延納分納入期限  3 月 16 日（火）15：00　詳細については，P. 16 を参照してください。

 ※英語ライティング：英語によるショート・エッセー等
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一般選抜　　 B　方　式 　　2 教科試験

学  部 国 際 文 化 交 流 学 部

学  科 日 本 文 化 学 科 国際コミュニケーション学科 英語コミュニケーション学科

募 集 人 員 20 名 30 名 10 名

出 願 期 間  1 月 25 日（月）〜 2 月 13 日（土）　（締切日の消印有効）

試験科目・配点

（英語ライティ

ングを除き，全

学科で同じ試験

問題を使用）

教　　　科 試　験　科　目 配　　　点

国　語

国語総合

漢文は含まない

なお，各学科とも試験時に次の

ア．またはイ．のいずれかを選択

　　　ア．現代文と古文

　　　イ．現代文のみ

100点

外国語

《全学科共通》

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，

英語表現Ⅰ・Ⅱ

100点

《英語コミュニケーション学科のみ》

英語ライティング ※
100点

合否判定は，2科目（英語コミュニケーション学科は 3科目）の総合（合計）点で行います。

試 験 日

試 験 時 間

 2 月 22 日（月） 10：00〜 11：00　国語   
11：30〜 12：30　外国語（英語）   
13：30〜 14：10　外国語（英語ライティング／英語コミュニケーション学科のみ）

試験当日は，8：40〜 9：40の間に試験場に入場してください。

試 験 場
学習院女子大学キャンパス

　　　東京都新宿区戸山 3 − 20− 1　TEL　03（3203）1906（代）

合 格 発 表 日
 3 月 2 日（火）11：00　2号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページに掲示。

  詳細については，P. 15 を参照してください。

入学手続締切日
 3 月 5 日（金）入学手続は，郵送に限ります。
  （締切日の消印有効）

延納分納入期限  3 月 16 日（火）15：00　詳細については，P. 16 を参照してください。

 ※英語ライティング：英語によるショート・エッセー等
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5．出願方法

STEP 1 Web 出願に必要な環境確認
　①　 インターネットに接続可能なパソコン，スマートフォン，タブレット等の情報入力端末，プリンター，

角２サイズの封筒（無地）をご自身で用意してください（自宅外の機器を利用する場合，個人情報の

管理について特にご注意ください）。

　②　 利用可能なＥメールアドレスを用意し，「gwc-wbap@gakushuin.ac.jp」からのメールを受信できるか

どうか，予め受信設定を確認してください。

STEP 2 Web 出願
　①　 本学Web 出願サイトへアクセスしてください（https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/admission/

general.html）。はじめに表示されるページに記載されている，「Web 出願の流れ」，「入学検定料の支

払方法について」等の各説明をよく確認してください。

　②　  「UCARO」（ウカロ）の登録   

UCAROとは，受験生がWeb 上で出願手続状況や受験番号の確認，合否成績照会等ができるシステ

ムです。本学への出願を開始する前に，まずUCAROの会員登録およびお気に入り大学選択を行って

ください（必須）。UCAROの詳細，会員登録については，「6．UCARO（ウカロ）について」（P.9・

10）を参照してください。

−−−−−−−−−−−−−−−−以下，出願期間中に入力作業を行う−−−−−−−−−−−−−−−−

　③　 入力画面に沿って志願情報の入力を行います。画面に表示される注意に従い，間違いのないよう入力

してください。   

・入試方式，学科，選択科目（Ａ方式のみ）の選択   

・氏名，住所，出身学校等，個人情報の入力   

・主体性・協働性を示すエピソードの入力（100 字から 300 字程度）   

・入学検定料の納入方法の選択   

※個人情報入力画面は，15 分間操作がなければタイムアウトしますのでご注意ください。

　④　 入力を終えると，確認画面が表示されます。出願番号（受験番号ではありません。出願内容の確認等

に使用します）等の情報を必ず控えてください。また，登録したメールアドレスに届く完了通知メー

ルの内容を確認してください。

　⑤　 入学検定料を納入します（P. 11）。入学検定料納入後は，志願情報の変更ができなくなります。

STEP 3 出願書類の郵送
　①　 出願書類（P. 11）を本学へ郵送します。任意の角２封筒（無地）を用意し，Web 出願サイトにてダ

ウンロードできる「宛名ラベル」を印刷・貼付して，各方式の出願期間（P. 8）中に，出願書類を一

括して簡易書留速達にて本学へ送付してください（郵送のみ受付，窓口への持参は不可）。

　　※ 郵便事情を考慮して，なるべく早めに本学宛送付してください。 

　　※ 出願書類を郵送する際，入学検定料の納入を済ませたか再度確認してください。
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出願期間

　　　 A方式 　2021 年 1 月  4 日（月）〜 1 月 22日（金）　締切日の消印有効

　 B方式 　2021 年 1 月 25日（月）〜 2 月 13日（土）　締切日の消印有効

　　※ 志願情報の入力可能期間は，各方式の出願期間と同じです（出願期間最終日は 23:59 まで）。なお，入

学検定料納入および出願書類郵送にかかる時間を考慮して，志願情報の入力を行ってください。

　　※  Web出願は，インターネット上での志願情報入力だけで出願が完了するものではありません。志願

情報の入力完了後，出願期間内に，入学検定料を納め出願書類（P. 11）を本学へ郵送する必要があり

ます。志願情報の入力および入学検定料の納入手続は，出願書類の郵送に間に合うよう行ってくださ

い。入学検定料の未納，出願書類の未提出は，出願が無効になります。

出願に関する注意

　⑴　  締切日の翌日以降の消印のもの，および書類不備で到着したものは受理しません。
　⑵　 出願後（出願書類郵送後）は，試験方式（ A 方式・ B 方式），志望学科および選択科目（ A 方式のみ）

等，出願内容の変更は認めません。また，出願書類は返却しません。   

ただし，入学検定料入金後，出願書類を郵送する前の段階で誤操作・誤入力に気づいた場合は，入試

係（TEL 03（3203）1906）にご相談ください。

　⑶　 出願時に届け出た志願情報の誤りによる，本学からの各通知の誤配・遅配に関して，本学は一切責任
を負いません。

　⑷　 Ａ方式，Ｂ方式それぞれに出願する場合は，各方式ごとにWeb 出願サイトにて志願情報を入力，出
願書類を用意し，該当する方式の宛名ラベルを用いて出願してください。

　⑸　 Web 出願サイトの操作で不明な点はヘルプデスクへお問い合わせください。
〔ヘルプデスク〕

受付期間：2021 年１月４日（月）〜２月 13 日（土）

電　　話：0570−06−5124

時　　間：10:00 〜 18:00
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6．UCARO（ウカロ）について

受路大学 受路学院大学

会員登録

• 他大学への出願等で既にUCAROへ会員登録した方は、再度会員登録手続を行う必要はありません。
• 会員登録は、Web出願受付開始（2021年1月4日（月））以前でも可能です。
• 会員登録と合わせて、アカウント情報（氏名・住所等）を登録しておくと、本学へのWeb出願時に個人
情報の入力の手間を省くことができます。

1. https://www.ucaro.netにスマートフォンまたはパソコンからアクセスしてください。
2. 会員登録のページから以下の手順で会員登録を行ってください。会員登録にはメールアドレスが必要です。

〈UCAROとは〉
UCAROとは、受験番号の確認、合否照会、成績照会等、受験生が利用するシステムを集約したWeb上の
ポータルサイトです。
本学の一般選抜への出願にはUCAROの会員登録（無料）及びお気に入り大学選択が必須となります
（Web出願サイトでの出願登録時に会員登録することもできます）。
会員登録をすると、マイページから出願手続状況や受験番号、合否照会、成績照会が可能になります。
また大学からのメッセージ（入試当日に交通機関の大規模な混乱等不測の事態が生じた場合を含む）を
受け取ることや、出願や手続に関するスケジュールを確認することもできます。

① メールアドレスを
登録します。

② 本登録用のURLが
記載されたメールが
配信されます。

③ メールに記載され
たURL からパスワー
ド・ニックネームを
登録します。

④ 出願を希望する
大学を選択し、会員
登録は完了です。

※「noreply@ucaro.
net」からのメールが
受信できるように
あらかじめ設定をして
ください。

UCAROに関する問い合わせ先（UCARO事務局お問い合わせ窓口）※志願者本人がお問い合わせください。
電話：0570 – 06 – 5524
時間：10：00～18：00（年末年始（12月30日～1月3日）は受け付けません）
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UCAROでできること

※ 以上の図はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。
※ UCAROの「誤操作」「見間違い」等による損害・不利益に対して、本学は一切責任を負いません。

UCAROを使って簡単に出願を管理

または

UCAROから出願

出願時にUCAROにログイン

• https://www.ucaro.net/ にアクセスし、会員登録時のメールアドレスとパスワードでUCAROに
ログインしてください。

• 合否結果を確認したい場合は、メニューから「受験一覧」にアクセスし「合否照会」のボタンを
押して確認してください。

• 合否結果の他、受験番号、成績の確認（不合格者に限る）も「受験一覧」から行うことができます。

UCAROの大学一覧の「出願する」から本学のWeb出願サイトにアクセスするか、本学のWeb出願サ
イト上でUCAROにログインを行ってください。出願情報がUCAROに反映されます。

受験番号照会

合否照会

受験一覧

成績照会
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7．入学検定料および納入方法

 1  ．  入学検定料…………35,000円
　⑴　A 方式， B  方式それぞれに出願する場合は，各方式ごとに入学検定料が必要です。

　⑵　いったん納入された入学検定料の返還には応じません。

　⑶　別途，手数料が発生します（志願者負担）。

 2  ．  納入方法
　⑴ 　利用可能な納入方法   

　Web 出願サイトにて志願情報を入力したのち，クレジットカード，コンビニエンスストア，金融機関

ATM（Pay-easy），ネットバンキングを利用して，納入することができます。各納入手順等については，

Web 出願サイトの「入学検定料の支払方法について」および納入画面の指示に従ってください。   

※　クレジットカードの名義は志願者本人でなくてもかまいません。   

※　納入操作に関する不明点は，Web 出願ヘルプデスク（P. 8）へお問い合わせください。

　⑵ 　納入期限   

　いずれの納入方法でも，Web出願サイトにて志願情報の入力が完了し次第，速やかに納入を行ってください。

納入期限は，各方式の出願期間（P. 8）最終日 23:59です。   

※　期限までに納入が完了しない場合，出願は無効になります。

8．出願書類

　 A 方式， B 方式それぞれに以下の書類が必要です。

 1  ． 志願者写真票（写真を貼付したもの） 1 枚
　 　志願者写真票をWeb 出願サイトまたは本学ウェブサイトよりダウンロードし，プリントアウトしてく

ださい。

　 　写真（スナップ写真不可）の裏面に志望学科と氏名を明記のうえ，志願者写真票の所定欄に貼付してく

ださい。（縦 4 cm×横 3 cm，枠なし。上半身・正面向で出願日より 3 ヶ月以内に撮影されたもの。カラー・

白黒いずれでも可。なお，裏面がシールの場合は志願学科・氏名を記入せずそのまま貼ってください。）

 2  ．  出願資格を証明する書類（提出書類は出願日より 3 ヶ月以内に発行されたもので，「調査書」は厳封さ
れたものとします。出願資格を証明する書類は合否判定の資料としては用いません。）   

※  A 方式に出願した方が B 方式にも出願する場合，再度出願資格を証明する書類を提出する必要はあり

ません。B 方式出願の際，A 方式での受験票のコピーを同封してください（本学での照合作業のため）。

ただし，このコピーの提出がなされない場合は出願資格を証明する書類の提出が必要です。



― 12 ― ― 13 ―

該当する資格 必要な書類

⑴　 高等学校もしくは中等教育学校卒業者お
よび卒業見込者

出身学校調査書
⑵　 通常の課程による 12年の学校教育を修了

した者（見込者）

⑶　 外国において，学校教育における 12年の

課程を修了した者
①修了（見込）証明書　②成績証明書

　　（日本と外国の両方の高校に在学した者） ③日本の高等学校等在学中の調査書（①，②に加えて）

⑷　 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資
格検定）合格者

①合格成績証明書（文部科学省発行）

② 免除科目がある場合は，調査書または成績証明書

（履修した高等学校等で発行）

　　（高等学校卒業程度認定試験合格見込者） ①合格見込成績証明書（文部科学省発行）

② 免除科目がある場合は，調査書または成績証明書

（履修した高等学校等で発行）

⑸　 その他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た者（見込者）   

〈在外教育施設，専修学校高等課程，文部

科学大臣指定 等〉

出身学校調査書 等

出身学校調査書がない場合は，①修了（見込）証明

書　②成績証明書

　※　 健康診断書は必要ありません。  

9．受験票・受験番号の区分

　出願書類を本学で確認して不備なく受理したのち，受験番号を付した受験票を送付します。受験票は，出

願手続日にかかわらず出願締切日以降に一斉発送となります。

　受験票のお届けが郵便事情や事務処理状況により遅れる場合があります。受験票が下記の日までに届かな

かった場合は，その翌日の 11：00までに入試係（TEL　03（3203）1906）まで本人が連絡してください。

　A 方式　2021年 1月 29日（金）

　   B 方式　2021年 2月 19日（金）

　また，補助的な手段として，UCARO 上で受験番号を確認することができます（P. 10参照）。なお，

UCAROの「受験一覧」画面において「出願登録受理」と表示されていれば，出願自体は完了しています。

※　 試験当日は，郵送された受験票を必ず持参してください。UCAROの画面提示およびそれをプリントア

ウトしたものでは受験を認めません。

　受験番号は受験する学科および地理歴史の選択科目（ A 方式のみ）によって P. 13の表のように分かれてい

ます。

　受験票が手元に届き次第，自分が出願した学科および選択科目に合致した受験番号であるか，必ず確認し

てください（例：国際コミュニケーション学科志望の世界史選択者の場合，受験番号は 4000番台）。

　もし，受験番号が出願内容と異なる場合には，ただちに本学入試係へご連絡ください。

　なお，出願後の出願学科・選択科目の変更は一切認めません。
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一般選抜 A 方式

日 本 文 化 学 科
日本史選択者 1 0 0 1〜
世界史選択者 2 0 0 1〜

国際コミュニケーション学科
日本史選択者 3 0 0 1〜
世界史選択者 4 0 0 1〜

英語コミュニケーション学科
日本史選択者 5 0 0 1〜
世界史選択者 6 0 0 1〜

 一般選抜 B 方式

日 本 文 化 学 科 7 0 0 1〜
国際コミュニケーション学科 8 0 0 1〜
英語コミュニケーション学科 9 0 0 1〜

10．受験上の注意

 1  ． 試験当日は受験票を必ず携帯し，案内掲示板等に従い 8 時 40分より 9 時 40分までの間に試験場へ入り，

受験番号の席に着席してください。なお，入構時には受験票を必ず係員に提示してください。

 2  ． A 方式 日本文化学科の受験生は，学習院女子大学キャンパス内の女子中・高等科校舎が試験会場になり
ますので，必ず上履きを持参してください。やむを得ず持参できなかった方（忘れた方）にはスリッパ

を貸し出しますので，当日女子中・高等科校舎の入り口にて申し出てください。

 3  ． 付添者は，構内へは入れません。また，自動車の構内乗入れは認めません。
 4  ． 試験開始後 20分を過ぎた場合は，試験場へ入れません。

 5  ． 受験票を忘失したとき，遅刻したとき，その他受験上の事故等については，腕章をつけた係員に申し出て，
指示を受けてください。

 6  ． 不測の事態により，所定の日程どおりに入学者選抜を実施することが困難であると本学が判断した場合，
試験開始時刻の繰り下げなどの対応措置をとることがあります。この場合，本入学者選抜要項に示した

内容が変更されることがありますので，予めご承知おきください。

 7  ． 机上に置けるものは，受験票（机の受験番号ラベルの下に置いてください），HBの黒鉛筆（シャープペ
ンシル可），鉛筆削り，プラスチック消しゴム，時計，眼鏡，ハンカチ（無地のもの），ティッシュ（袋

または箱から中身だけ取り出したもの）とします。その他の所持品はカバンなどに入れて，空いた席ま

たは机の下に置いてください。下敷の使用は認めません。   

時計の貸し出しは行っておりません。時計の持ち込みは計時機能だけのものに限ります（インターネッ

ト接続機能，通信機能，計算機能など計時機能以外の機能をもつものはカバンに入れてください）。携

帯電話等呼び出し音が出るものを持っている場合，試験場では必ず電源を切ってください。また，携帯

電話等を時計がわりとして使用することは禁止します。  

目薬を試験時間中に使用する場合は，監督者に申し出てください。

 8  ． 試験時間中，文字や地図等がプリントされた衣服の着用を禁止します。
 9  ． 試験場内は暖房が入っていますが，コートや膝かけ等の着用は差支えありません。
10． 問題冊子を配付されても，「始め」の合図があるまで開いてはいけません。その間に，表紙の注意をよ
く読んでください。

11． 出願時に選択した受験科目を試験場で変更することはできません（ A 方式のみ）。
12．  試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の足音・監督業務上必要な打合せに伴う話し声，航空機・自
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動車・風雨・空調の音，周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音，時計等の短時間の鳴動，周囲の

建物のチャイム音，体調不良者への対応に伴う一時的な移動の際の音など）が発生した場合でも救済措

置は行いません。

13．  試験時間中に質問があるとき，病気のため退出するときは，挙手で合図し，係員の指示に従ってください。
14．  試験開始後は退室できません。
15．  試験の際，不正を行ったり，係員の指示に従わなかった場合は，受験および入学資格を失います。
16．  昼食は各自で持参してください。
17．  いったん入構した後は，試験終了までキャンパス外へ出ることはできません。
18．  受験票は，合格発表まで大切に保管してください。
19．  新型コロナウイルス感染症への対策は以下のとおりとします。
　　・ 本感染症を疑わせる症状（37.5 度以上の発熱，喉の痛み，咳，強い倦怠感等）のある方は来校を控え，

追試験・振替試験を受験ください（P. 21 参照）。
　　・ 安全な受験環境を保持するため，入構時のマスクの着用を義務づけます。昼食時以外はマスクを着用

してください。

　　・写真照合の際には，監督者からの指示に従ってマスクを一旦外すようにしてください。

　　・換気を行うため窓を開けることがあります。防寒できるようにしてください。

　　・食事場所や休憩場所は設置しません。昼食は自席でとってください。

　　・感染予防の観点から，ごみは試験場内で廃棄せず，各自でお持ち帰りください。

11．マーク・センス方式について

　本学の入学者選抜では，解答用紙の一部にマーク・センス方式を使用している箇所があります。この方式

を使用している解答用紙は，すべて HBの黒鉛筆（シャープペンシル可）で記入することになっていますので，

他の筆記用具は使えません。HBの黒鉛筆（シャープペンシル可）のほか，鉛筆削り，プラスチック消しゴ

ムを必ず用意してください。

 1  ．  マークのしかた
　 　マークすることを要求された枠

の中を，HB の黒鉛筆（シャープ

ペンシル可）で濃く塗りつぶして

ください。

　 　なお，マーク例については，解答用

紙 マーク  にも記載されています。

 2  ．  解答用紙記入上の注意
　⑴　 解答欄は，次のようにマークしてください。
　　①　解答が 1 つの場合，たとえばロと解答したいとき。

　　　　 　
のように，ロの枠の中を塗りつぶしてください。

　　　　注意　1 つの解答欄に 2 つ以上マークすると，採点されずに 0 点となります。

　　②　解答が 2 つの場合，たとえばイとハと解答したいとき。

　　　　 　
のように，マークしてください。

〔例〕

ａを解答と

したいとき

有効なマーク 無効なマーク
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　　　　注意　1 つの解答欄に 3 つ以上マークすると，採点されずに 0 点となります。

　⑵　 誤ってマークした答えを訂正する場合は，プラスチック消しゴムでよく消してください。誤ってマー
クした答えに×をつけても，消したことにはなりません。

　⑶　 マーク・センス方式の問題は解答用紙 マーク に，記述式の問題は解答用紙 記述  に，それぞれの指
示に従って解答してください。

　⑷　 解答には対応する解答欄を使用します。それ以外の場所には記入しても採点されません。
　⑸　 解答用紙を折り曲げたり，破いたりしないでください。

12．合格発表

 1  ．  合格発表日時

方　　　　式 合格発表日時 発表場所

A 方式 2021年 2 月10日（水）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

B 方式 2021年 3 月 2 日（火）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ
　　※ 合格発表場所へは，19：00 まで入れます。

　　※ A 方式・ B 方式とも補欠者がある場合は，合格発表と同時に補欠者を発表します。

 2  ．  合格発表
　 　合格者には入学志願データに記載された住所（日本国内のみ）宛に，速達郵便により合格通知および入

学手続関係書類を，補欠者には補欠通知を送付します。通知の氏名の漢字は JIS 規格の文字を使用し，

JIS にない文字については JIS 準拠のものを使用します。不合格者には通知を行いません。

　 　なお，合格者および補欠者について，本学 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページにて
発表します。https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/

　 　また，UCARO上でも発表日の 11：00 より個別に合否照会を行うことが可能です。詳細は，P. 10 を参
照してください。

 3  ．  窓口では，入学手続書類を交付しません。

 4  ．  郵便事情等により，合格通知が下記の日までに届かなかった場合に限り，その翌日の 11：00までに入

試係（TEL　03（3203）1906）に問い合わせてください。
  A 方式　2021 年 2 月 12日（金）
  B 方式　2021 年 3 月  4 日（木）
　　なお，合否に関する照会には一切応じません。

 5  ．  成績照会について
　 　入学者選抜の成績は，不合格者（補欠者で繰上合格とならなかった者を含む）に限りUCARO（P. 10 参照）
から照会することができます。

照会期間 2021 年 5 月  1 日（土）〜 5 月 31 日（月）

開示内容
・合計得点

・合格最低点
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　・照会期間外は一切照会できません。
　・郵便や電話等による問い合わせには応じません。

13．入学手続

　入学手続方法および入学手続書類の詳細については，合格者に送付する「入学手続要項」に従ってください。

 1  ．  入学手続方法
　 　下記入学手続期間の間に，入学手続時納付金を納入（銀行振込・入学手続締切日の収納印有効）のうえ，

入学手続書類を本学入試係宛に郵送（締切日の消印有効）してください。入学手続締切日までに入学手続

を行わない場合は，入学資格を失います。

　 　なお，A 方式・B 方式とも，入学手続時納付金の納入には，①全額（923,800円）を一度に納入する方法，

②入学金（200,000 円）と授業料等（723,800）円を分けて納入（延納）する方法がありますので，希望す

る納入方法に応じ，入学手続を行ってください。

 2  ．  入学手続期間

A 方式 2021年 2 月12日（金）〜 2 月16日（火）締切日の消印有効

B 方式 2021年 3 月 3 日（水）〜 3 月 5 日（金）締切日の消印有効

 3  ．  延納希望者の入学手続方法
　⑴　 各方式の上記入学手続締切日までに，入学金（200,000 円）を銀行振込により納入のうえ，入学手続

書類を本学入試係宛に郵送してください（締切日の消印有効）。

　⑵　 延納分の授業料等（723,800 円）は，下記の日時までに銀行振込により納入してください。その後速
やかに本学入試係宛に授業料等納入済票を速達で郵送してください（締切日の消印有効）。

　　※　 入学手続締切日までに上記⑴の手続を完了しなかった場合，延納希望者であっても入学資格を失います。

　　※　 上記⑴の手続を完了しても，延納分の授業料等を期日までに納入しない場合，入学資格を失います。 

延納分の授業料等の納入期限　　 A 方式・ B 方式   2021年 3 月16日（火）15：00まで

 4  ．  納付金
　　2021年度入学者の納付金は次のとおりです。
　　日本文化学科，国際コミュニケーション学科，英語コミュニケーション学科とも同額です。

  （単位：円）

納　期

費　目

第 1 期 第 2 期
（ 9 月）

合計

（年額）
備考

入 学 金 200,000 200,000 入学時のみ

在 籍 料 60,000 60,000
授 業 料 430,000 430,000 860,000
施 設 設 備 費 220,000 220,000
父 母 会 費 5,000 5,000
輔 仁 会 費 7,300 7,300 本部会費・支部会費

学 会 費 1,500 1,500
計 923,800 430,000 1,353,800

入学手続時・
 2 年次以降 4 月
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　※ 　英語コミュニケーション学科については，上記のほかに 2 年次半年間の海外研修について，往復航空
運賃，現地大学授業料，ホームステイ代，現地大学にて行われる留学プログラム費用，ESL・インター

ンシップ代，企画料金等，約 1,800,000円（2019 年 12月現在金額，保険料は別途必要）の費用が必要です。
なお，海外研修期間中（半年間）の授業料・施設設備費の全額（540,000円）が減免されます。

　※ 　納付金（P. 16）のほかに，資格取得科目（司書課程等）および伝統文化演習等実習を行う科目などを
履修する場合は，それぞれの履修費および実習費（実費）が必要です。

　※ 　納付は，第 1 期 4 月，第 2 期 9 月の年 2 回に分けて行います。ただし，2 年次以降は，第 1 期の 4 月に
年額を一度に納入することもできます。

　※ 　在籍料，授業料および施設設備費については，卒業まで同額とします。それ以外の納付金に変更があ

った場合には，新たに定められた金額を納付するものとします。

　桜友会基本会費

　　 　納付金（P. 16）のほかに，桜友会基本会費（永年同窓会費：徴収は 1 回のみ）35,000円を入学後 3 年
目の学費第 1 期分にて徴収いたします。   
　桜友会基本会費に関するお問い合わせは，桜友会事務局にご照会願います。   

　桜友会事務局（TEL　03（3988）3288）学習院目白キャンパス内

　寄付金について

　　 　本学では，新入生のご父母・保証人の皆様に，学習院の発展ならびに教育改革推進のためのご寄付（任

意）をお願いしております。入学後に改めてご案内をお送りする予定でございますので，ご理解のうえ

ご協力くださいますようお願い申し上げます。

　高等教育の修学支援新制度について

　　 　本学は，国の「高等教育の修学支援新制度」による授業料等減免の対象校として認定されています。

授業料等減免に関する申請手続については入学後に案内を行いますので，同制度の利用希望者であって

も，合格者は一律に本入学者選抜要項（P. 16）および入学手続要項に沿って入学手続を完了してください。

 5  ．  入学手続書類（合格者に所定書式を送付します）
　⑴　 入学手続時納付金納入済票貼付書（納入済票を所定欄に貼付してください）
　⑵　  誓約書・保証書
　⑶　 学生身上書（写真 1 枚貼付）
　⑷　 学生証用写真台紙（写真 1 枚貼付）
　⑸　 新入学生計算機登録票
　⑹　 住民票記載事項証明書（提出日より 3 ヶ月以内に発行されたもの）。ただし，外国籍の場合は，この証

明書にかえて，住民票（提出日前 3 ヶ月以内に発行され，在留資格の明記されたもの）および在留カ
ードのコピー（表裏）を提出してください。その際，住民票および在留カードのコピーの右上部の余

白に赤ボールペンで受験番号，入学後の学科，氏名（必ずフリガナを記入）を書き，入学手続書類の

冊子にはさんで提出してください。

 6   ．卒業見込（修了見込・合格見込）の受験資格で出願した者は，後日卒業（修了・合格）証明書の提出が
必要です。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」に示します。   
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　なお，2021 年 3 月 31日までに卒業（修了・合格）できない者は，入学許可を取り消します。

 7   ．入学学科の変更について
　 　いずれかの学科に合格し入学手続を完了した後に，他方式の入学者選抜で他の学科に合格した場合，そ

の入学手続期間中に「入学学科変更願」を提出することにより，入学する学科を変更できます。その際，

あらたに入学金等の納付金を納入する必要はありません。また，入学手続書類を再提出する必要もありま

せん。詳細は，入試係までお問い合わせください。

 8   ．いったん提出された書類の返還には一切応じません。

 9   ．入学辞退
　 　入学手続完了後，入学辞退を希望し，2021 年 3 月 31日 16：00 まで（締切日の消印有効）に所定の手続
により届け出た者に対しては，入学金を除く納入済みの入学手続時納付金（在籍料・授業料・施設設備費他）

を返還します。詳細は，合格者に送付する「入学手続要項」を参照してください。なお，本学が書類を受

理してから返還までに 3 週間程かかります。

14．補欠の繰上合格発表

　補欠者は，合格者の入学手続締切後，入学手続状況により，上位の者から順に繰り上げて合格とします。

 1  ．  補欠者の繰上合格発表日時

方　式 繰上合格発表日時 発表場所

A方式（1回目） 2021年 2 月20日（土）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

A方式（2回目） 2021年 3 月10日（水）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

A方式（3回目） 2021年 3 月22日（月）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

B方式（1回目） 2021年 3 月10日（水）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

B方式（2回目） 2021年 3 月22日（月）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

※ 2月 22日（月）はB方式入学者選抜のため，入構できません。

 2  ．  繰上合格者について，本学 2号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページにて発表します。

　　https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/

　　繰上合格者には合格通知および入学手続関係書類を郵送します。

　　窓口では，入学手続書類を交付しません。

　　なお，UCARO上での合否照会はできません。

 3   ．A方式において，1回目の繰上合格発表で「該当者なし」の場合でも，2回目および 3回目の繰上合格

発表で合格者を発表することがあります。また，2回目の繰上合格発表で「該当者なし」の場合でも，3

回目の繰上合格発表で合格者を発表することがあります。

　 　同様に，B方式において，1回目の繰上合格発表で「該当者なし」の場合でも，2回目の繰上合格発表

で合格者を発表することがあります。
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　　※ 　A方式（3回目）およびB方式（2回目）の繰上合格発表で受験番号のない者は，不合格となります。

不合格者には通知を行いません。

 4  ．  郵便事情等により，合格通知が下記の日までに届かなかった場合に限り，その翌日の 11：00までに入試

係（TEL　03（3203）1906）に問い合わせください。   

A方式（1回目） 2021 年 2 月22日（月）

A方式（2回目） 2021 年 3 月12日（金）

A方式（3回目） 2021 年 3 月24日（水）

B方式（1回目） 2021 年 3 月12日（金）

B方式（2回目） 2021 年 3 月24日（水）

　　なお，合否に関する照会には一切応じません。

15．入学手続（繰上合格者）

　入学手続方法および入学手続書類の詳細については，繰上合格者に送付する「入学手続要項」に従ってく

ださい。

 1  ．入学手続方法（繰上合格者）
　 　下記入学手続期間の間に，入学手続時納付金を納入（銀行振込・入学手続締切日の収納印有効）のうえ，

入学手続書類を本学入試係宛に郵送（締切日の消印有効）してください。入学手続締切日までに入学手続

を行わない場合は，入学資格を失います。

　 　なお，A 方式・B 方式とも，入学手続時納付金の納入には，①全額（923,800 円）を一度に納入する方法，

②入学金（200,000 円）と授業料等（723,800）円を分けて納入（延納）する方法がありますので，希望す

る納入方法に応じ，入学手続を行ってください。

 2  ． 入学手続期間（繰上合格者）   

A方式（1回目） 2021 年 2 月 22 日（月）～ 2 月 25 日（木）締切日の消印有効

A方式（2回目） 2021 年 3 月 11 日（木）～ 3 月 15 日（月）締切日の消印有効

A方式（3回目） 2021 年 3 月 23 日（火）～ 3 月 25 日（木）締切日の消印有効

B方式（1回目） 2021 年 3 月 11 日（木）～ 3 月 15 日（月）締切日の消印有効

B方式（2回目） 2021 年 3 月 23 日（火）～ 3 月 25 日（木）締切日の消印有効

 3  ．  延納希望者の入学手続方法（A 方式（1回目・2回目）およびB 方式（1回目）の繰上合格者のみ）

　⑴　 各方式の上記入学手続締切日までに，入学金（200,000 円）を銀行振込により納入のうえ入学手続書
類を本学入試係宛に郵送してください（締切日の消印有効）。

　⑵　 延納分の授業料等（723,800 円）は，下記の日時までに銀行振込により納入してください。その後速
やかに本学入試係宛に授業料等納入済票を速達で郵送してください（締切日の消印有効）。

　　※　 入学手続締切日までに上記⑴の手続を完了しなかった場合，延納希望者であっても入学資格を失います。

　　※　 上記⑴の手続を完了しても，延納分の授業料等を期日までに納入しない場合は，入学資格を失います。
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　延納分の授業料等の納入期限　　 A 方式・ B 方式   2021年 3 月 16日（火）15：00まで

　　※　 A 方式（3回目）およびB 方式（2回目）の繰上合格者は，延納できません。

 4  ．  繰上合格者の納付金は，正規合格者と同額です（P. 16・P. 17）。
 5  ．  繰上合格者の入学手続に必要な書類は，正規合格者と同じです（P. 17）。
 6  ． 卒業見込（修了見込・合格見込）の受験資格で出願した者は，後日卒業（修了・合格）証明書の提出が

必要です。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」に示します。

　　なお，2021 年 3 月 31日までに卒業（修了・合格）できなかった者は，入学許可を取り消します。
 7   ．入学学科の変更手続き方法は，正規合格者と同じです（P. 18）。
 8   ．いったん提出された書類の返還には一切応じません。
 9   ．入学辞退の手続き方法は，正規合格者と同じです（P. 18）。

16．「入学試験成績優秀者授業料減免制度」のお知らせ

　一般選抜Ａ方式にて優秀な成績をおさめた方の入学初年度の授業料を全額減免します。

 1  ．対象者
　 　一般選抜Ａ方式の全科目の合計点で高得点順に合格者を順位付けし，各合格学科において，第１位から

下記の順位までの方を対象者とします。

合格学科 対象者

日本文化学科 第 4 位まで

国際コミュニケーション学科 第 6 位まで

英語コミュニケーション学科 第 2 位まで

 2  ．通知および手続方法
　⑴　第１次通知（合格者対象）

　　　①　 本制度の対象者には，2021 年 2 月 10 日（水）発送の合格通知にて，対象者として選ばれた旨お

よび手続方法をお知らせします。

　　　②　 本制度の適用者として入学を希望する方は，①の通知に従い，入学手続と，本制度に関わる手続

を行ってください。

　⑵　第２次通知（入学手続者対象）

　　　①　 入学手続締切日（2021 年 2 月 16 日（火））までに，対象者のうち⑴ ②の手続を行わない方がいた
場合，入学手続者のうちから上記順位により再度対象者を選定し，新たに対象者となった方へ，

対象者として選ばれた旨および手続方法をお知らせします（2 月 19 日（金）発送予定）。

　　　②　 本制度の適用者として入学を希望する方は，①の通知に従い，本制度に関わる手続を行ってくだ

さい。

 3  ．減免内容
　 　入学初年度の授業料（860,000円）の全額を減免します。
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　 　※　本制度適用者でも，入学手続時には一時的にすべての入学手続時納付金を納付していただきます。

　 　　　手続後，当年度 4 月末日までに，授業料相当額を指定口座へ返金します。

 4  ．減免の取消し
　 　自己都合による退学や本学学則による懲戒などにより，減免措置が取り消される場合があります。

17．新型コロナウイルス感染症に関する対応について

　新型コロナウイルス感染症等に罹患した方の受験機会を確保するため，本学では追加の入学検定料を徴収

せずに，追試験・振替試験を実施します。本感染症を疑わせる症状がある場合，他の受験生や監督者への感

染の恐れがありますので来校せずに，追試験・振替試験を受験くださいますようお願いします。

 1  ．  対象者
　 　次の①〜④のいずれかに該当する者を対象とします。

　　①　 受験生本人が新型コロナウイルス感染症等（麻疹，風疹，インフルエンザ等を含む）に罹患し，試

験日当日に外出できない者。

　　②　 新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状（37.5 度以上の発熱，喉の痛み，咳，強い倦怠感等）の

ある者。

　　③　 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に該当するとされた者。

　　④　 国または地方自治体による外出自粛要請等により，止むを得ず試験日当日に来校できない者。

 2  ．  追試験・振替試験日程および対応内容

出願した入試区分 追試験・振替試験日程 対応内容

一般選抜A方式

2 月22日（月）
または

3 月12日（金）

一般選抜B方式への振替受験，または一般選抜B方
式の追試験の受験を可とする。

一般選抜B方式 3 月12日（金） 一般選抜B方式の追試験の受験を可とする。

 3  ．  申請方法

出願した入試区分 申請締切日

一般選抜A方式 2月 2 日（火）16：00

一般選抜B方式 2月22日（月）16：00

　申請締切日までに本学入試係（Tel：03�3203�1906）にご連絡ください。本学所定の「追試験・振替試験

申請書」をお送りしますので，記入・捺印の上，郵送にて申請していただきます。提出期限は，別途入試係

よりご連絡します。なお，申請締切日までに連絡がない場合，追試験・振替試験の受験はできません。

※　 追試験・振替試験を受験する場合は，Web 出願サイトでの登録，出願書類の提出，入学検定料の納入は

不要です。

※　 受験票は，申請した受験日の 2日前までに，本人宛に送付します。試験当日は，郵送された受験票を必

ず持参してください。なお，UCARO上での受験番号確認はできません。
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 4  ．  合否判定について
　出願した入試区分が一般選抜A方式の受験生は，一般選抜 B方式への振替試験，または一般選抜 B方式

の追試験を選択することができますが，いずれの場合も，一般選抜B方式の受験生として合否判定を行います。

 5  ．  一般選抜 B 方式　追試験について

①試験概要

試験科目・配点

（英語ライティ

ングを除き，全

学科で同じ試験

問題を使用）

教　　　科 試　験　科　目 配　　　点

国　語

国語総合

漢文は含まない

なお，各学科とも試験時に次の

ア．またはイ．のいずれかを選択

　　　ア．現代文と古文

　　　イ．現代文のみ

100点

外国語

《全学科共通》

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ，

英語表現Ⅰ・Ⅱ

100点

《英語コミュニケーション学科のみ》

英語ライティング ※
100点

合否判定は，2科目（英語コミュニケーション学科は 3科目）の総合（合計）点で行います。

試 験 日

試 験 時 間

 3 月 12 日（金） 10：00〜 11：00　国語   
11：30〜 12：30　外国語（英語）   
13：30〜 14：10　外国語（英語ライティング／英語コミュニケーション学科のみ）

試験当日は，8：40〜 9：40の間に試験場に入場してください。

試 験 場
学習院女子大学キャンパス

　　　東京都新宿区戸山 3 − 20− 1　TEL　03（3203）1906（代）

 ※英語ライティング：英語によるショート・エッセー等

②合格発表

方　式 合格発表日時 発表場所

B方式（追試験） 2021年 3 月22日（月）11：00 2 号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページ

　・合格者について，本学 2号館エスカレーター下掲示板および本学ホームページにて発表します。

　　https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/

　・合格者には合格通知および入学手続関係書類を郵送します。

　　窓口では，入学手続書類を交付しません。

　　なお，UCARO上での合否照会および成績照会はできません。

　・ 郵便事情等により，合格通知が下記の日までに届かなかった場合に限り，その翌日の 11：00までに入試

係（TEL　03（3203）1906）に問い合わせください。   

B方式（追試験） 2021 年 3 月24日（水）

　　なお，合否に関する照会には一切応じません。
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③入学手続

　 　下記入学手続期間の間に，入学手続時納付金（923,800 円）を納入（銀行振込・入学手続締切日の収納

印有効）のうえ，入学手続書類を本学入試係宛に郵送（締切日の消印有効）してください。入学手続締切

日までに入学手続を行わない場合は，入学資格を失います。

　　※　B 方式（追試験）の合格者は，延納できません。

入学手続期間

B方式（追試験） 2021 年 3 月 23 日（火）～ 3 月 25 日（木）締切日の消印有効

　・ B 方式（追試験）合格者の納付金は，正規合格者と同額です（P. 16・P. 17）。
　・ B 方式（追試験）合格者の入学手続に必要な書類は，正規合格者と同じです（P. 17）。
　・ 卒業見込（修了見込・合格見込）の受験資格で出願した者は，後日卒業（修了・合格）証明書の提出が

必要です。詳細は合格者に送付する「入学手続要項」に示します。

　 なお，2021 年 3 月 31日までに卒業（修了・合格）できなかった者は，入学許可を取り消します。
　・入学学科の変更手続き方法は，正規合格者と同じです（P. 18）。
　・いったん提出された書類の返還には一切応じません。

　・入学辞退の手続き方法は，正規合格者と同じです（P. 18）。
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18．Q & A

項　目 質　問 回　答

写　真

スナップ写真でもよいですか？ 受け付けられません。（証明書用のスピード写真は可。）

服装は，私服でしょうか，制服で
しょうか。

どちらでも構いません。

調査書
A 方式と B 方式を受験する場合に，
調査書はそれぞれ必要ですか？

「8．出願書類」（P. 11）を参照してください。

UCARO

UCAROへの会員登録は必須です
か？

一般選抜の出願にはUCAROへの会員登録（無料）が必須
です。P. 9・10を参照のうえ，必ず会員登録を行ってくださ
い。

メールアドレスを持っていませ
ん。どうすればいいですか？

携帯電話，スマートフォンのメールアドレスでも構いませ
ん。あるいは，UCAROから連絡メッセージを確認できる
のであれば，Gmail や Yahoo! メールなどフリーのメールア
ドレスでも構いません。

受験票
受験票が届きません。どうしたら
よいですか？

「9．受験票・受験番号の区分」（P. 12）を参照してください。

出願状況 出願状況を知りたいのですが？
 1 月 11日（月）頃から，本学ホームページでお知らせします。
https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/

学科の併願 複数の学科を併願できますか？
できません。（ A 方式と B 方式両方に出願する場合，それぞ
れの方式で異なる学科を志望することは可能）

試験科目
英語コミュニケーション学科の英
語ライティングの試験について教
えてください。

英語によるショートエッセー等の試験を 40 分間で実施しま
す（例えば，120 〜 150　words 程度で，英文による解答を
求めるなど）。

合否判定

A方式・B方式両方を受験する場
合，A方式での試験結果が B方式
の試験結果に影響を与えることは
ありますか？

一切影響ありません。それぞれの方式で個別に合否判定を
行います。

試験場下見
試験場の下見をしたいのですが，
できるでしょうか？

構内見学は随時可能です（建物内へ立ち入ることはできま
せん）。ご都合の良い日に来校してください。その際，守衛
所で受付をしてください。

なお，年末年始期間（12 月 26 日（土）〜 1 月 7 日（木））お
よび A 方式，B 方式の入学試験当日（ 2月 2 日（火），2 月 
22 日（月））は，構内見学はできません。

試験当日
試験当日に大雪の予報が出ていま
す。試験開始予定に変更はありま
せんか？

天候不順，公共交通機関の大規模な混乱など，不測の事態
の影響で試験実施全体に変更がある場合には，本学ホーム
ページおよびUCAROにてお知らせします。

https://www.gwc.gakushuin.ac.jp/
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19．お問合せ・試験場案内図

 出願および本冊子に関するお問い合わせは，以下にお願いします。

 

〒162－8650 東京都新宿区戸山3－20－1 TEL  03（3203）1906（代）

学習院女子大学 入試係

電話受付時間  平 日 ９：00～11：00，13：00～16：00

        土曜日 ９：00～12：00

        ※日曜日・祝日・年末年始期間（12月26日（土）～1月7日（木））は取り扱いできません。

JR・地下鉄駅より徒歩の場合
●東京メトロ副都心線「西早稲田」駅下車，徒歩 1 分
●東京メトロ東西線「早稲田」駅下車，徒歩10分
●JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅下車，徒歩15分


