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建 学 の 精 神
白百合女子大学における教育の基本理念はキリスト教、特にカトリシズムの世界観による人格形成にある。本学の母体である
シャルトル聖パウロ修道女会の創立の精神に則り、知性と感性との調和のとれた女性の育成をめざす。

教育目標 　–真・善・美–
真理の探求という知性の絶えざる研磨に加え、人格的自己完成という単独では獲得しえない徳性を、人々への誠実な愛と奉仕
の姿勢を身につけることによって可能な限り追求し、自己と自己をとりかこむ一切のものの中に美を見出し、また謙虚さに根
ざした畏敬の念を感受してゆくこと、そこに本学の教育目標は置かれている。校名、校章にも「白百合」の花を選び、清楚、
謙虚さの中に気品を保ち、豊かな人間性と広い視野のうえに専門的な知識を備えた自立的女性の育成を、その目標とする。



－ 1 －

アドミッション・ポリシー
　本学の建学の精神と教育の理念を理解し、基礎学力を備え、知性の研磨、豊かな人間性の滋養、積極的な社会貢献を志す学
生を受け入れます。
【国語国文学科】
◦�日頃より日本の古典から現代の文学作品に触れ、また、日本語や日本の文化、あるいは外国人に日本語を教えることに興味・
関心を持つ人。
・�興味ある領域について自分で問題を発見し、これを深く掘り下げられる人。
・�高校時代に古典（漢文）を含めた国語の学習に熱心に取り組み、高い語彙力を有していることが望ましい。
【フランス語フランス文学科】
・�母国以外の言語・文化に興味を持ち、フランス語圏を中心としたさまざまな世界の文化・社会問題に強い関心を持つ人。
・�異なった文化的背景を持つ人たちとの交流経験がある、または興味・関心を持つ人。
・�高校時代に、特に国語、外国語（英語・フランス語など）の学習に熱心に取り組み、十分な読解力と表現力を有しているこ
とが望ましい。

【英語英文学科】
◦�英語圏の文学・文化、および英語コミュニケーションの理論を学ぶ意欲のある人。
◦�高度な英語運用能力を駆使してグローバル／ローカルキャリアを歩みたいと強く望む人。
◦�高校時代に英語の文構造・音声構造に対する深い洞察を得ていることが望ましい。
【児童文化学科】
◦�児童の文学や文化に興味・関心を持ち、想像力と創造力に富んだ人。
◦�授業や課外活動に主体的に取り組み、自分が求めるものを見極められる人。
◦�高校時代に、特に国語、英語の学習に熱心に取り組んできた人が望ましい。
【発達心理学科】
・�人間の心を科学的・実証的に探究することに興味・関心を持つ人。
・�発達障害や心の諸問題の支援について、その専門的知識やスキルを学ぶ意欲のある人。
・�高校時代に授業や課外活動に主体的に参加し、特に、高いコミュニケーション能力（国語・外国語を含む）を有しているこ
とが望ましい。

【初等教育学科】
◦�保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を目指す人、または子どもの支援や子育て支援に興味・関心を持ち、それを通じて社会に
貢献したいと考える人。

◦�総合的な学習の時間や特別活動、部活動やボランティア活動などに主体的に参加してきた人。
◦�高校時代に教科全般を幅広く学習していることが望ましい。

入学者選抜の基本方針
　入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に掲げる求める学生像に沿った人材を得るために、次に示す多様な入学
者選抜を実施します。

本学が指定する科目の理解度や高校での学習達成度を測ることで、幅広くバランスのとれた学力を有する人を求める入試です。
大学入試センター試験を利用した３科目型入試として、（1）「国語」または「数学」（発達心理学科以外は「国語」のみ）（2）「外
国語」（「英語」または「フランス語」。ただし、英語英文学科は「英語」のみ）を必須とし、さらにもう１科目については、
自由度のある科目選択とすることで、目的に照らした形で【知識・技能】を評価します。

本学が指定する科目の理解度や高校での学習到達度を測ることで、本学での学びに際して特に重視する学力を有する人を求め
る入試です。
本学独自試験による２科目型入試として、（1）「国語」（2）「外国語」（「英語」または「フランス語」。ただし、英語英文学科
は「英語」のみ。「英語」は英語外部試験の成績利用が可能）を課しており、記述式解答を一部に取り入れることで、目的に
照らした形で【知識・技能／思考力・判断力・表現力】を評価します。

本学が指定する科目の理解度や高校での学習到達度を測ることで、自身の学びにおいて強みを持つ人を求める入試です。
大学入試センター試験を利用した２科目型入試として、自由度の高い科目選択と、得意科目を活かせる傾斜配点を行うことで、
目的に照らした形で【知識・技能】を評価します。また、人間総合学部はさらに「個別面接」によって【思考力・判断力・表
現力／主体性・多様性・協働性】を評価します。

 センター試験利用入試 

 一般入試（２月）

 ３月入試 



出願 から 入学手続き まで

センター試験利用入試および
３月入試については、出願前に
「大学入試センター試験」への
出願・受験が必要となります。

Check

本学にて出願書類を確認の上、
出願締切後に、受験票印刷の
ご案内を送信します。

Check

センター試験利用入試および
３月入試については、本学の独
自学力試験は行いません。
別途「大学入試センター試験」
の出願・受験が必要です。

Check

手順

1
手順

2
手順

3
手順

4
手順

5
手順

6
手順

7
手順

8
手順

9

入試制度の確認
入試によって、試験方法や科目、出願期間、提出書類が異なります。
入試内容については本書でご確認ください。

Web出願
大学ホームページにある特設バナーよりWeb出願サイトへアクセス。
ガイダンスに従って入試区分、学部・学科を選択し、個人情報など必要事
項を入力ください。

入学検定料の納入
入学検定料の支払期限および支払方法を確認してください。
※一般入試とセンター試験利用入試については、それぞれの入試内での
　同時出願で検定料の割引有り。

入学志願票等の印刷
Web出願サイトの『出願内容の確認／志願票・受験票の印刷』から、
Web志願票、宛名シート、注意文の３点を印刷してください。

出願書類の郵送
手順４で印刷したWeb志願票と顔写真、調査書等、必要書類を速達の簡
易書留で本学に郵送してください。

受験票・写真票の印刷
試験当日までにWeb出願サイトよりダウンロードの上、必ず印刷し、写
真票に「顔写真」を貼り付け、試験会場に持参してください。

受験
一般入試および３月入試における人間総合学部の面接試験については
本学キャンパスで行います。

合格発表
インターネット（スマートフォン・パソコン）から合否の確認ができます。
（合格発表日の10：00より案内します。）

納入金手続
納入期間および納入金額を確認してください。
一般入試およびセンター試験利用入試を対象に「二段階手続」が可能。
※３月入試は対象外。

一般 
➡ P.14・P.25 参照

センター

３月 ➡ P.20・P.25 参照

一般 
➡ P.14・P.24 参照

センター

３月 ➡ P.20・P.24 参照

一般 ➡ P.7 参照
センター ➡ P.13 参照
３月 ➡ P.19 参照

➡ P.21参照

➡ P.22参照

➡ P.23参照

➡ P.23参照

<検定料について>

<支払い方法について>
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<検定料について>

<支払い方法について>
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一般入試■

一般入試

１．募集人員・試験日程　

学部・学科 募集人員
出願期間

（郵送期間）
試験日 合格発表日

納入金手続
期間

文
学
部

国語国文学科 40名

2020年
１月６日（月）

～
１月22日（水）
（消印有効）

２月２日（日）
・

２月３日（月）
２月９日（日）

一次
２月９日（日）

～
２月19日（水）

二次
２月20日（木）

～
２月28日（金）

フランス語フランス文学科 40名

英語英文学科 40名

人
間
総
合
学
部

児童文化学科 20名

発達心理学科 20名

初等教育学科 30名

◎ ２日間の試験日から選択できます。また、両日にわたって同一学科あるいは異なる学科を併せて２回受験することも可能です。
◎ 合否判定はそれぞれの試験日ごとに行います。
◎ 同じ試験日に出願できる学科数は１つになります。

２．出願資格　
　下記のいずれかに該当する女子。

（1） 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者。
（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2020年３月修了見込みの者。
（3）  学校教育法施行規則の規定により、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次の各号の１つに該

当する者、および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　① 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2020年３月31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が指定した者。
　② 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2020年３月31日までに修了見込みの者。
　③文部科学大臣の指定した者。
　④ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他文部科学大臣が定めた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降に修了した者、および2020年３月31日までに修了見
込みの者。

　⑤ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定の合格者を含む）、および2020年３月31日までに合格見
込みの者で、かつ2020年３月31日までに18歳に達する者。

　⑥ 本学において個別の入学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本学が認めた者で、かつ2020年
３月31日までに18歳に達する者。

　　個別の入学資格審査を要する者は、11月29日（金）までに入試広報課へお問い合わせください。
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３．試験科目・時間・配点　

学部・学科 受験教科・科目 時間 配点 満点

文
　
学
　
部

国語国文学科

国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 200点

300点外国語
（英語またはフランス語）

右記から 
１科目選択

英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 90分 100点
フランス語（記述式）：フランス語（リスニング含む）

フランス語
フランス文学科

国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 100点

300点外国語
（英語またはフランス語）

右記から 
１科目選択

英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 90分 200点
フランス語（記述式）：フランス語（リスニング含む）

英語英文学科
国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 100点

300点
外国語（英語） 英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語

表現Ⅰ・Ⅱ 90分 200点

人
　
間
　
総
　
合
　
学
　
部

児童文化学科

国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 150点

300点外国語
（英語またはフランス語）

右記から 
１科目選択

英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 90分 150点
フランス語（記述式）：フランス語（リスニング含む）

発達心理学科

国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 150点

300点外国語
（英語またはフランス語）

右記から 
１科目選択

英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 90分 150点
フランス語（記述式）：フランス語（リスニング含む）

初等教育学科

国語（マーク・記述併用方式） 国語総合、現代文B、古典B（漢文を除く） 90分 150点

300点外国語
（英語またはフランス語）

右記から
１科目選択

英語（マークシート方式）：コミュニケーション英語Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 90分 150点
フランス語（記述式）：フランス語（リスニング含む）

〈英語外部試験の活用〉
　下記の表に掲げる英語外部試験の基準を満たしている受験者については、「外国語（英語）」の試験の得点とみなします。
ただし、利用できる英語外部試験の成績は一つのみです。本学独自の「外国語（英語）」の試験を受験した者については、
いずれかの高得点の点数で合否判定を行います。

みなし得点
（100点満点中）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

ケンブリッジ 
英語検定

英検
CSE2.0

GTEC
（R/L/W/S） IELTS TEAP CBT TEAP

（R/L/W/S） TOEFL iBT
TOEICⓇ

（LR） （LR/SW）

100点 180以上 2600以上 1350以上 7.0以上 800 375以上 95以上 945以上 1305以上

 90点 160-179 2300-2599 1190-1349 5.5-6.5 600-795 309-374 72-94 785以上 1095-1300

 70点 140-159 1950-2299 960-1189 4.0-5.0 420-595 225-308 42-71 550以上 790-1090

有効期間 2018年２月以降に合格または成績を取得したもの

摘　　要
２級以上の 

受験時スコアに
限る

CBTに限る
アカデミック 
モジュール 

に限る

２技能成績は
認めない

２技能成績は
認めない

・ TOEFL ITP
は認めない

・ Test Dateス
コアに限る

TOEIC IPは認めない

◎ 判定は国語と外国語の２教科で行うため、国語科目を受験しない場合は、欠席とみなされます。
◎ みなし得点は100点満点中のもので、配点に合わせて換算します。



書類の取り寄せ不要
ネット環境があれば、大学
ホームページからすぐに出
願できます。

24時間支払いOK
入学検定料を24時間コン
ビニエンスストアから納入
できます。また、クレジット
カードからの支払いも可能
です。

記入ミスがなくなる
志願票を手書きで記入する
ことなく、パソコンで入力
ができます。間違いがなく
安心です。

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭
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一般入試■

４．試験時間割　

試験日 学部・学科
試験時間割

１時限（90分） ２時限（90分）

２月２日（日）
・

２月３日（月）

文
学
部

国語国文学科

9：00〜10：30
国　語

（8：40までに試験室入室）

11：10〜12：40
外国語

フランス語フランス文学科

英語英文学科
人
間
総
合
学
部

児童文化学科

発達心理学科

初等教育学科

５．出願方法　
　Web出願サイトより出願手続後、必要書類を郵送してください。➡ P.21「Web出願の流れ」参照。

■インターネット出願のメリット

　※出願期間最終日の入力締切は23：00までです。

■インターネット出願の利用条件
（1）E-mailアドレスをもっていること

出願登録後および入学検定料の入金確認後、受験票・写真票の配信後にE-mailで通知を行います。受信設定アドレ
スが迷惑メール対策などで「アドレス指定受信」や「ドメイン指定受信」などの設定をされていると、メールが受信で
きないことがあります。出願申し込み前に通知メールが受信できるように設定しておいてください。
※ 特定のアドレスからのメールのみ許可する「メールの受信／拒否設定」の手順は、携帯電話の取扱説明書または、メー

ルサービス各社・携帯電話各社サポートにてご確認ください。
（2）出願必要書類がプリンターにより出力できること

志願票・受験票・写真票の印刷が必要となります。

６．出願書類　
　入学検定料を納付の上、出願期間内に下記の（1）〜（4）の出願書類を提出してください。

（1）志願票（Webにて必要項目の入力および支払い手続きを完了後印刷できます。）
（2）写真（タテ４cm×ヨコ３cm／正面上半身脱帽／３ヶ月以内に撮影したもの）
　・出願時に１枚、試験当日に持参の写真票に１〜２枚必要です。志願票および写真票に貼付けてください。
　・裏面に志望学部・学科と氏名を記入してください。

（3）調査書（出身高等学校長または中等教育学校長が証明し厳封したもの）
　・必要通数は１度の出願手続きにつき１通。
　・ P.3『２．出願資格』（3）については下記「調査書に代わる提出書類」を確認してください。
　・ 卒業者は卒業後に発行された調査書、卒業見込みの者は最終学年１学期（前期）または２学期までの成績が記載さ

れている調査書を提出してください。
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　・ 高等学校卒業後５年以上が経過、または廃校・被災その他の理由で調査書の交付が受けられない場合には、「卒業証
明書」および「成績証明書」等、調査書に代わる証明書を提出してください。

　・志願票の氏名と証明書類の氏名が異なる場合は、改姓を証明する書類を添付してください。
　　※公的な改姓・名の事実が記載されているもの（現在の氏名旧氏名の関連性がわかるもの）。

〈調査書に代わる提出書類〉

・高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者）
 （旧大学入学資格検定合格者を含む）

・合格（見込）成績証明書
（厳封されたもの）

・上記以外の者

出身学校長が証明する
・修了（見込）証明書
・成績証明書

（厳封されたもの）
出願資格を確認するため、必要に応じ、他の書類を求める場合が
あります。日本語または英語以外で書かれている場合は、公的機関
等の証明を受けた日本語または英語の訳文を添付してください。

（4）英語外部試験証明書類（英語外部試験活用者のみ）

提出書類名 有効となる期間 注意事項

① ケンブリッジ英語検定 Certificate

2018年２月以降に
合格または成績を
取得したもの

② 英検 CSE2.0

合格証明書
または
英検CSEスコア 
証明書

◦２級以上受験時のものに限る
◦ 合格はしていないが、CSEスコア

が基準に達している場合は、英検
CSEスコア証明書を取り寄せるこ
と。

◦「合格証明書（和文）」は、「合格
証書（賞状）とカード」から切り
離して提出のこと。

③ GTEC（R/L/W/S） Official Score 
Certificate ◦ CBTに限る

④ IELTS Test Report Form ◦ アカデミックモジュールに限る

⑤ TEAP CBT Official Score 
Report ◦２技能成績は認めない

⑥ TEAP（R/L/W/S）

⑦ TOEFL iBT
Test Taker Score 
Report/Examinee 
Score Report

◦TOEFL ITPは認めない
◦Test Dateスコアに限る

⑧ TOEICⓇ
（LR） Official Score 

Certificate ◦TOEIC IPは認めない
（LR/SW）

◎ 上記①〜⑧のいずれか１種類の検定の証明書の原本またはコピー（コピーの場合は所属学校の公印、押印日、証明者名があるもの）
を提出してください。

◎ 上記で指定された以外の書類を提出した場合は、みなし得点として認められません。
◎ 出願書類は返却しませんので、原本を提出する際は注意してください。
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７．出願にあたっての注意　
（1） 出願後の試験日の変更、志望学科の変更、および選択受験科目の変更は一切認めません。
　　なお、１日のうち出願できるのは１学科のみで、同一日内で複数出願はできません。

（2）出願書類に不備があった場合は受付できません。送付する前にもう一度よく確認してください。
（3）Web出願手続きを済ませても、期日までにすべての出願手続きを完了できない場合は、受験できません。
（4）出願後の提出書類および納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。

■障害や疾病のある受験生への特別措置
　身体上の理由で、受験に際し特別措置を希望する場合は、11月29日（金）までに入試広報課へ申し出てください。また、
急な病気やけがにより、同様に配慮を要する場合も速やかにご連絡ください。ただし、希望の措置内容のすべてに対応でき
るとは限りません。

■災害により被災した受験生に対する特別措置
　大規模自然災害により被災した受験生に対する特別措置（経済的支援）については、詳細を大学ホームページに掲載します。

８．入学検定料　
　入学検定料：35,000円
　納入期間：2020年１月６日（月）〜2020年１月22日（水）
　納入方法：コンビニエンスストア、クレジットカード、金融機関ATM（Pay-easy）、ネットバンキング
 ➡ P.22「入学検定料の支払い」参照

＜検定料の割引について＞
　「一般入試」２月２日と２月３日を同時に出願手続きすると、60,000円（10,000円割引）となります。
　ただし、同時に出願しない場合、割引は適用されません。

１日のみ出願 35,000円

２日間同時出願 60,000円
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９．受験票について　
（1） 本学で出願および必要書類を確認後、受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願期間受付終了後から試験前

日までに出願時に登録したアドレスへメールで通知します。
（2）試験当日までにWeb出願サイトよりダウンロードの上、印刷してください。
（3）印刷後、受験票と写真票を切り離し、所定の位置に写真を貼り付けてください。
（4）試験当日は、受験票と写真票を必ず持参してください。

10．試験場および入試当日の諸注意　
（1）  入学試験は、すべて白百合女子大学で実施します。交通案内図（裏表紙）を参照してください。
（2）  試験場案内は、試験当日、本学構内に掲示します。
（3）   試験場へは、8：40までに入室し、机の上の受験番号が受験票の受験番号と同一であることを確認して着席してくだ

さい。試験当日の構内への入構（開門）は、7：50からできます。
（4）   受験票または写真票を忘れたり、紛失したりした場合は、係員または受付に申し出て再交付を受けてください。
（5）   遅刻をした場合は、係員の指示に従ってください。試験開始後40分を経過した場合は、当該試験を受験することは

認められません。また、１時限目の遅刻限度時刻を過ぎた場合、欠席扱いになります。
（6）   首都圏の主要交通機関に大幅な遅れが生じた場合は、大学ホームページを確認してください。試験実施に変更があ

る場合は、お知らせいたします。
（7）   試験場では、試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は退室させることがあります。
（8）   着席後、受験票・写真票は机上通路側に置いてください。写真票は１時限目に係員が回収します。
（9）   試験場内ではスマートフォン・タブレット・携帯電話などの通信機器は使用できません。アラーム設定を解除してから

必ず電源を切り、鞄の中に入れてから着席してください。携帯電話や時計型携帯端末を時計として使用することはで
きません。（試験場内に時計はありませんので、必要な方は腕時計を持参してください。）

（10）  試験中は受験票・写真票・黒鉛筆（HB）・消しゴム・時計以外の携帯品はすべて鞄に入れ、机の下に置いてください。
耳せんは使用できません。上履きは不要です。

（11）  試験場・試験室において、他の受験者に迷惑となる行為を行ってはいけません。また、不正な行為を行った場合は、
それ以後の受験はできません。（すでに受験した教科の受験も無効となります。）

（12）  外国語の選択科目を「フランス語」で受験する場合は、２時限のみ別室となります。係員の誘導があるまで席を立た
ないでください。

（13）  判定は国語と外国語の２教科で行うため、１科目でも受験しない場合は欠席とみなされます。ただし、外国語（英語）
にて英語外部試験の成績を提出した場合は、２時限目を欠席しても得点が計算されます。

（14）  試験中の退室は、原則として認めません。試験中に身体の具合が悪くなったときは、監督者に申し出てください。健
康相談室が利用できます。ただし、健康相談室での受験や試験時間の延長は認められません。

（15）  試験終了後、問題冊紙は回収しませんので、各自持ち帰ってください。
（16）  試験終了後は、試験場ごとの指示に従って退場してください。
（17）  試験当日、最寄り駅周辺および本学付近の路上で勧誘等が行われていても、本学とは一切関係ありません。
（18）  試験当日は、受験生以外は構内に入ることはできません。受験生の付き添い人についても、控室、駐車場の用意は

ありません。ただし、身体上の理由で付き添いを必要とする場合、または駐車場を必要とする場合は、事前に入試
広報課まで申し出てください。
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■学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項
　入学試験当日、学校において予防すべき感染症（学校保健安全法施行規則の規定によるインフルエンザ、百日咳、麻し
ん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘等）にかかり、治療等による出席停止の期間が経過していない受験生は、他の受験
生等への感染のおそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。
　ただし、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
　なお、上記理由により受験ができなかった場合でも追試験等の特別措置および入学検定料の返還は行いません。
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１．募集人員・試験日程　

学部・学科 募集人員 本学への
出願期間（郵送）センター試験日 合格発表日 納入金

手続期間

文
学
部

国語国文学科 10名

2020年
１月６日（月）

～
１月17日（金）
（消印有効）

１月18日（土）
・

１月19日（日）
２月９日（日）

一次
２月９日（日）

～
２月19日（水）

二次
２月20日（木）

～
２月28日（金）

フランス語フランス文学科 10名

英語英文学科 10名

人
間
総
合
学
部

児童文化学科 5名

発達心理学科 5名

初等教育学科 7名

◎ 本学での個別学力試験は行いません。大学入試センター試験の成績を合否判定に利用します。
◎ 利用教科は３教科です。各学科の指定する大学入試センター試験の教科・科目を受験してください。
◎ ６学科すべて併願することができます。

２．出願資格　
　下記のいずれかに該当する女子でかつ「令和２年度大学入試センター試験」において本学が指定する教科・科目を受験
する者。

（1） 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者。
（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2020年３月修了見込みの者。
（3）  学校教育法施行規則の規定により、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次の各号の１つに該

当する者、および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　① 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2020年３月31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が指定した者。
　② 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2020年３月31日までに修了見込みの者。
　③文部科学大臣の指定した者。
　④ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他文部科学大臣が定めた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降に修了した者、および2020年３月31日までに修了見
込みの者。

　⑤ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定の合格者を含む）、および2020年３月31日までに合格見
込みの者で、かつ2020年３月31日までに18歳に達する者。

　⑥ 本学において個別の入学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本学が認めた者で、かつ2020年
３月31日までに18歳に達する者。

　　個別の入学資格審査を要する者は、11月29日（金）までに入試広報課へお問い合わせください。

センター試験利用入試
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センター試験利用入試■

３．利用教科・科目および配点　

学部・学科 利用教科・科目 配点 満点

文
　
学
　
部

国語国文学科

外国語 『英語』または『フランス語』 100点

400点

国語 『国語』（近代以降の文章・古文・漢文） 200点

右記の３教科から
１科目選択

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

100点理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから1科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

フランス語
フランス文学科

外国語 『英語』または『フランス語』 200点

400点

国語 『国語』（近代以降の文章・古文） 100点

右記の３教科から
１科目選択

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

100点理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

英語英文学科

外国語 『英語』（リスニングを含む） 200点

400点

国語 『国語』（近代以降の文章・古文） 100点

右記の３教科から
１科目選択

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

100点理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

人
　
間
　
総
　
合
　
学
　
部

児童文化学科

外国語 『英語』または『フランス語』 150点

400点

国語 『国語』（近代以降の文章） 150点

右記の３教科から
１科目選択

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

100点理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

発達心理学科

外国語 『英語』または『フランス語』 150点

400点

右記の２教科から
１科目選択

国語 『国語』（近代以降の文章・古文）
150点

数学 『数Ⅰ・A』『数Ⅱ・B』

右記の２教科から
１科目選択

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります） 100点

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

初等教育学科

外国語 『英語』または『フランス語』 150点

400点

国語 『国語』（近代以降の文章） 150点

右記の３教科から
１科目選択

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

100点理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理
基礎』『化学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。

（基礎を付した科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』
『倫理、政治・経済』

※選択教科を２教科・科目以上受験した場合は、高得点の教科・科目を合否判定に使用します。
※国語国文学科の「外国語」と、フランス語フランス文学科および英語英文学科の「国語」は、大学入試センター試験の成績を100 

点満点に換算して判定に使用します。
※英語英文学科の「外国語」は、大学入試センター試験の「英語」（リスニング含む）成績を200点満点に換算して判定に使用します。
※児童文化学科・初等教育学科の「外国語」・「国語」と、発達心理学科の「外国語」・「国語／数学」は、大学入試センター試験

の成績を150点満点に換算して判定に使用します。



書類の取り寄せ不要
ネット環境があれば、大学
ホームページからすぐに出
願できます。

24時間支払いOK
入学検定料を24時間コン
ビニエンスストアから納入
できます。また、クレジット
カードからの支払いも可能
です。

記入ミスがなくなる
志願票を手書きで記入する
ことなく、パソコンで入力
ができます。間違いがなく
安心です。

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭
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４．出願方法　
　Web出願サイトより出願手続後、必要書類を郵送してください。➡ P.21「Web出願の流れ」参照。

■インターネット出願のメリット

　※出願期間最終日の入力締切は23：00までです。

■インターネット出願の利用条件
（1）E-mailアドレスをもっていること

出願登録後および入学検定料の入金確認後、受験票・写真票の配信後にE-mailで通知を行います。受信設定アドレ
スが迷惑メール対策などで「アドレス指定受信」や「ドメイン指定受信」などの設定をされていると、メールが受信で
きないことがあります。出願申し込み前に通知メールが受信できるように設定しておいてください。
※ 特定のアドレスからのメールのみ許可する「メールの受信／拒否設定」の手順は、携帯電話の取扱説明書または、メー

ルサービス各社・携帯電話各社サポートにてご確認ください。
（2）出願必要書類がプリンターにより出力できること

志願票・受験票・写真票の印刷が必要となります。

５．出願書類　
　入学検定料を納付の上、出願期間内に下記の（1）〜（4）の出願書類を提出してください。

（1）志願票（Webにて必要項目の入力および支払い手続きを完了後印刷できます。）
（2）写真（タテ４cm×ヨコ３cm／正面上半身脱帽／３ヶ月以内に撮影したもの）
　・１出願につき１枚必要です。
　・裏面に志望学部・学科と氏名を記入してください。

（3）令和２年度センター試験成績請求票（私立大学・短期大学用）
　・１出願につき１枚必要です。

（4）調査書（出身高等学校長または中等教育学校長が証明し厳封したもの）
　・必要通数は１度の出願手続きにつき１通。
　・ P.10『２．出願資格』（3）については下記「調査書に代わる提出書類」を確認してください。
　・ 卒業者は卒業後に発行された調査書、卒業見込みの者は最終学年１学期（前期）または２学期までの成績が記載さ

れている調査書を提出してください。
　・ 高等学校卒業後５年以上が経過、または廃校・被災その他の理由で調査書の交付が受けられない場合には、「卒業証

明書」および「成績証明書」等、調査書に代わる証明書を提出してください。
　・志願票の氏名と証明書類の氏名が異なる場合は、改姓を証明する書類を添付してください。
　　※公的な改姓・名の事実が記載されているもの（現在の氏名旧氏名の関連性がわかるもの）。

〈調査書に代わる提出書類〉

・高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者）
 （旧大学入学資格検定合格者を含む）

・合格（見込）成績証明書
（厳封されたもの）

・上記以外の者

出身学校長が証明する
・修了（見込）証明書
・成績証明書

（厳封されたもの）
出願資格を確認するため、必要に応じ、他の書類を求める場合が
あります。日本語または英語以外で書かれている場合は、公的機関
等の証明を受けた日本語または英語の訳文を添付してください。
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センター試験利用入試■

６．出願にあたっての注意　
（1） 出願後の志望学科の変更は一切認めません。
（2）出願書類に不備があった場合は受付できません。送付する前にもう一度よく確認してください。
（3）Web出願手続きを済ませても、期日までにすべての出願手続きを完了できない場合は、受験できません。
（4）出願後の提出書類および納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。

■災害により被災した受験生に対する特別措置
　大規模自然災害により被災した受験生に対する特別措置（経済的支援）については、詳細を大学ホームページに掲載します。

７．入学検定料　
　入学検定料：15,000円
　納入期間：2020年１月６日（月）〜 2020年１月17日（金）
　納入方法：コンビニエンスストア、クレジットカード、金融機関ATM（Pay-easy）、ネットバンキング
 ➡ P.22「入学検定料の支払い」参照

＜検定料の割引について＞
　「センター利用入試」２学科までの出願で１学科15,000円、３学科以上同時に出願すると３学科目から１学科5,000円とな
ります。ただし、同時に出願しない場合、割引は適用されません。

１学科出願 15,000円

２学科出願 30,000円

３学科同時出願 35,000円

４学科同時出願 40,000円

５学科同時出願 45,000円

６学科同時出願 50,000円

８．受験票について　
　本学で出願および必要書類を確認後、受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメール
で通知します（出願期間受付終了後を予定）。Web出願サイトよりダウンロードの上、必ず印刷し手元に保管してください。
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１．合格発表　
■合格発表日：2020年２月９日（日）

■合否結果の確認方法
　P.24「合否結果の確認方法」参照。

（1） 合格者・補欠認定者に、合格通知書または補欠認定通知書を郵送します。
　　 合格者には、合格通知書と入学手続要項を同封し、出願時に入力された志願者連絡先に、速達郵便で発送します。

（2）試験当日、欠席をした受験生は合否判定の対象から除外されます。
〈注〉 合格通知書の郵便が、合格発表日の翌 日々を過ぎても未着の場合は、入試広報課までご連絡ください。

※入試成績の開示について
　2020年度一般入試不合格者（本人）に限り、入学試験の成績開示を行います。
詳細は白百合女子大学ホームページの入試情報、入試Q&Ａに掲載されておりますので、そちらをご参照ください。

■補欠認定者について
（1） 補欠認定者とは、繰り上げ合格候補者のことです。合格者の入学手続き状況、および入学辞退者状況により欠員が生

じた場合、入学を許可される資格者です。
（2）欠員が生じた場合、その都度本学より本人宛に連絡いたします。
（3）繰り上げ合格が許可された場合の入学手続時納入金その他は、合格者とすべて同じです。
（4）補欠認定者の繰り上げ合格状況に関する問い合わせには一切応じられません。

２．入学手続き　
■入学手続
＜二段階手続＞
　入学手続を二段階に分けて行うことができる手続制度です。特に他大学との併願を検討している方には有効な手続
方法です。一次手続期間内に入学金（35万円）を納入し、２月28日（金）の二次手続期間締切日までに、入学手続時納入
金（入学金以外）の納付をしてください。一次入学手続と二次入学手続の両方を、それぞれの期間までに完了し、かつ
入学に必要な手続書類の提出をした後、「入学許可」となりますので、期限には充分にご注意ください。なお、一次手
続期間内に二次手続をあわせて行うことも可能です。
　◆一次入学手続：2020年２月９日（日）〜2020年２月19日（水）

・ 合格通知書と一緒に送付された「入学手続要項」に基づき、入学金（35万円）を２月19日（水）までに金融機関窓
口より振り込んでください。納入期間締切日の収納印があれば有効です。※

・ ２月19日（水）までに入学金の納入手続をしない場合は入学資格を失います。
・ この期間内に二次手続（入学金以外の入学手続時納入金の納入と入学手続書類の提出）を行うことも可能です。

　◆二次入学手続：2020年２月20日（木）〜2020年２月28日（金）
・ 合格通知書と一緒に送付された「入学手続要項」に基づき、入学手続時納入金（入学金以外）を２月28日（金）ま

でに銀行から振り込んでください。納入期間締切日の収納印があれば有効です。※ あわせて入学に必要な手続き書
類を２月28日（金）必着で提出してください。

・ ２月28日（金）までに入学手続時納入金（入学金以外）の納入をしない場合は入学資格を失います。
※締切日に金融機関の窓口にて翌日扱となる案内がされた場合は、その旨入試広報課まで電話で連絡してください。

一般入試・センター試験利用入試 共通事項
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一般入試・センター試験利用入試 共通事項■

■入学手続時納入金
　P.25「全入試共通事項」を参照してください。

■入学辞退について
（1）入学手続完了後に入学を辞退する場合は、本学所定の辞退申請書類の提出が必要となります。
（2） 入学を辞退し、入学手続時納入金の返還を求める場合は、入学金を除く金額（諸経費を含む）から振込手数料を差

し引いた額を返還します。ただし、決められた期間内に郵送にて申請手続きをしてください。
（3） 申請書類は、合格者に送付する書類の中に同封しますので、必要事項を記入し、入学手続時納入金の振込金領収書 

（原本）を添付して、所定期間内に郵送してください。（詳細は入学手続要項を参照してください。）
（4）辞退申請期間：2020年２月20日（木）〜３月31日（火）　※締切必着
（5） 返還方法：入学辞退者の返還金申請書類が到着後、随時処理し、返還金は申請者の指定口座に振り込みます。
※提出済みの入学手続書類および入学金は返還いたしません。
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１．募集人員・試験日程　

学部・学科 募集人員 出願期間 
（郵送出願） 試験日 合格発表日 納入金

手続期間

文
学
部

国語国文学科 若干名

2020年
２月９日（日）

～
２月26日（水）
（消印有効）

１月18日（土）
・

１月19日（日）
＜大学入試センター試験＞

３月５日（木）
＜面接＞

※人間総合学部のみ

３月６日（金）
３月６日（金）

～
３月13日（金）

フランス語フランス文学科 若干名

英語英文学科 若干名

人
間
総
合
学
部

児童文化学科 若干名

発達心理学科 若干名

初等教育学科 若干名

◎ 本学での独自学力試験は実施しません。人間総合学部のみ面接試験があります。
◎ 大学入試センター試験の２教科の成績を合否判定に利用します。
※３月入試内での併願はできません。

２．出願資格　
　下記のいずれかに該当する女子でかつ「令和２年度大学入試センター試験」において本学が指定する教科・科目を受験
する者。

（1） 高等学校または中等教育学校を卒業した者、および2020年３月卒業見込みの者。
（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2020年３月修了見込みの者。
（3）  学校教育法施行規則の規定により、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次の各号の１つに該

当する者、および2020年３月31日までにこれに該当する見込みの者。
　① 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2020年３月31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が指定した者。
　② 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2020年３月31日までに修了見込みの者。
　③文部科学大臣の指定した者。
　④ 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他文部科学大臣が定めた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降に修了した者、および2020年３月31日までに修了見
込みの者。

　⑤ 高等学校卒業程度認定試験に合格した者（大学入学資格検定の合格者を含む）、および2020年３月31日までに合格見込
みの者で、かつ2020年３月31日までに18歳に達する者。

　⑥ 本学において個別の入学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本学が認めた者で、かつ2020年
３月31日までに18歳に達する者。

　　個別の入学資格審査を要する者は、11月29日（金）までに入試広報課へお問い合わせください。

３月入試
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３月入試■

３．利用教科・科目および配点　

学部・学科 利用教科・科目 配点* 満点

文
　
学
　
部

国語国文学科
右記の 
５教科から 
２科目選択

外国語 『英語』または『フランス語』

100点
・

150点
250点

国語 『国語』（近代以降の文章・古文・漢文）

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理基礎』『化
学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。（基礎を付した
科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、
政治・経済』

フランス語
フランス文学科

右記の
５教科から
２科目選択

外国語 『英語』または『フランス語』

100点
・

150点
250点

国語 『国語』（近代以降の文章・古文）

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理基礎』『化
学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。（基礎を付した
科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、
政治・経済』

英語英文学科

外国語 『英語』（リスニングを含む）

100点
・

150点
250点右記の

４教科から
１科目選択

国語 『国語』（近代以降の文章・古文）

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理基礎』『化
学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。（基礎を付した
科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、
政治・経済』

人
　
間
　
総
　
合
　
学
　
部

児童文化学科

右記の
５教科から
２科目選択

外国語 『英語』または『フランス語』

100点
・

150点 300点

国語 『国語』（近代以降の文章）

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理基礎』『化
学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。（基礎を付した
科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、
政治・経済』

面　接 個別面接（調査書に関する質疑応答を含む） 50点

発達心理学科

右記の
３教科から
２科目選択

外国語 『英語』または『フランス語』 100点
・

150点 300点
国語 『国語』（近代以降の文章・古文）

数学 『数Ⅰ・A』『数Ⅱ・B』

面　接 個別面接（調査書に関する質疑応答を含む） 50点

初等教育学科

右記の
５教科から
２科目選択

外国語 『英語』または『フランス語』

100点
・

150点 300点

国語 『国語』（近代以降の文章）

数学 『数Ⅰ』『数Ⅰ・A』『数Ⅱ』『数Ⅱ・B』

理科
『物理』『化学』『生物』『地学』のうちから１科目選択または『物理基礎』『化
学基礎』『生物基礎』『地学基礎』のうちから２科目選択。（基礎を付した
科目は２科目で１科目扱いとなります）

地歴・公民 『世界史B』『日本史B』『地理B』『現代社会』『倫理』『政治・経済』『倫理、
政治・経済』

面　接 個別面接（調査書に関する質疑応答を含む） 50点

※大学入試センター試験の成績を100点満点に換算し、最高得点率の科目を150点満点に、次に高いものを100点満点として、再度換
算し、判定に使用します。



書類の取り寄せ不要
ネット環境があれば、大学
ホームページからすぐに出
願できます。

24時間支払いOK
入学検定料を24時間コン
ビニエンスストアから納入
できます。また、クレジット
カードからの支払いも可能
です。

記入ミスがなくなる
志願票を手書きで記入する
ことなく、パソコンで入力
ができます。間違いがなく
安心です。

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
｜
⎬
｜
⎭
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４．面接試験時間割　

試験日 学部・学科 面接試験時間割

３月５日（木）

人
間
総
合
学
部

児童文化学科
9：00〜　面接

＜集合時間　8：50＞
発達心理学科

初等教育学科

５．出願方法　
　Web出願サイトより出願手続後、必要書類を郵送してください。➡ P.21「Web出願の流れ」参照。

■インターネット出願のメリット

　※出願期間最終日の入力締切は23：00までです。

■インターネット出願の利用条件
（1）E-mailアドレスをもっていること

出願登録後および入学検定料の入金確認後、受験票・写真票の配信後にE-mailで通知を行います。受信設定アドレ
スが迷惑メール対策などで「アドレス指定受信」や「ドメイン指定受信」などの設定をされていると、メールが受信で
きないことがあります。出願申し込み前に通知メールが受信できるように設定しておいてください。
※ 特定のアドレスからのメールのみ許可する「メールの受信／拒否設定」の手順は、携帯電話の取扱説明書または、メー

ルサービス各社・携帯電話各社サポートにてご確認ください。
（2）出願必要書類がプリンターにより出力できること

志願票・受験票・写真票の印刷が必要となります。

６．出願書類　
　入学検定料を納付の上、出願期間内に下記の（1）〜（4）の出願書類を提出してください。

（1）志願票（Webにて必要項目の入力および支払い手続きを完了後印刷できます。）
（2）写真（タテ４cm×ヨコ３cm／正面上半身脱帽／３ヶ月以内に撮影したもの）
　・出願時に１枚必要です。人間総合学部は面接時に持参する写真票貼付用にもう１枚必要です。
　・裏面に志望学部・学科と氏名を記入してください。

（3）令和２年度センター試験成績請求票（私立大学・短期大学用）
　・１枚必要です。

（4）調査書（出身高等学校長または中等教育学校長が証明し厳封したもの）
　・必要通数は１通。
　・出願資格確認のほか、面接時の参考資料として使用します。
　・ P.16『２．出願資格』（3）については次頁「調査書に代わる提出書類」を確認してください。
　・ 卒業者は卒業後に発行された調査書、卒業見込みの者は最終学年１学期（前期）または２学期までの成績が記載さ

れている調査書を提出してください。
　・ 高等学校卒業後５年以上が経過、または廃校・被災その他の理由で調査書の交付が受けられない場合には、「卒業証

明書」および「成績証明書」等、調査書に代わる証明書を提出してください。
　・志願票の氏名と証明書類の氏名が異なる場合は、改姓を証明する書類を添付してください。
　　※公的な改姓・名の事実が記載されているもの（現在の氏名旧氏名の関連性がわかるもの）。
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３月入試■

〈調査書に代わる提出書類〉

・高等学校卒業程度認定試験合格者（見込者）
 （旧大学入学資格検定合格者を含む）

・合格（見込）成績証明書
（厳封されたもの）

・上記以外の者

出身学校長が証明する
・修了（見込）証明書
・成績証明書

（厳封されたもの）
出願資格を確認するため、必要に応じ、他の書類を求める場合が
あります。日本語または英語以外で書かれている場合は、公的機関
等の証明を受けた日本語または英語の訳文を添付してください。

７．出願にあたっての注意　
（1） ３月入試内での併願はできません。
（2） 出願後の志望学科の変更は一切認めません。
（3）出願書類に不備があった場合は受付できません。送付する前にもう一度よく確認してください。
（4）Web出願手続きを済ませても、期日までにすべての出願手続きを完了できない場合は、受験できません。
（5）出願後の提出書類および納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還いたしません。

■障害や疾病のある受験生への特別措置
　身体上の理由で、受験に際し特別措置を希望する場合は、2020年１月30日（木）までに入試広報課へ申し出てください。
また、急な病気やけがにより、同様に配慮を要する場合も速やかにご連絡ください。
　ただし、希望の措置内容のすべてに対応できるとは限りません。

■災害により被災した受験生に対する特別措置
　大規模自然災害により被災した受験生に対する特別措置（経済的支援）については、詳細を大学ホームページに掲載します。

８．入学検定料　
　入学検定料：15,000円
　納入期間：2020年２月９日（日）〜2020年２月26日（水）
　納入方法： コンビニエンスストア、クレジットカード、金融機関ATM（Pay-easy）、ネットバンキング
 ➡ P.22「入学検定料の支払い」参照

９．受験票について　
（1） 本学で出願および必要書類を確認後、受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメー

ルで通知します。Web出願サイトよりダウンロードの上、必ず印刷してください。
（2）印刷後、写真票を切り離し、所定の位置に写真を貼り付けてください。（※人間総合学部のみ）
（3）試験当日は、受験票と写真票を持参してください。（※人間総合学部のみ）



－ 20 －

10．面接試験場および入学試験当日の諸注意　
（1）人間総合学部の面接試験は、白百合女子大学で実施します。交通案内図（裏表紙）を参照してください。
（2）  試験場および面接控室の案内は、当日、構内に掲示します。
（3）8：50までに受付を済ませ面接控室へ入室してください。入構（開門）は、8：00からできます。
（4）  スマートフォン・タブレット・携帯電話などの電子機器類については、アラームを解除し、必ず電源を切り、鞄の中に

入れてから着席してください。試験終了まで、キャンパス内での利用を一切禁止します。許可無く使用した場合、不正
行為とみなします。

（5）  遅刻をした場合は、係員の指示に従ってください。
（6）  受験票・写真票は面接控室の座席の番号票側の机上に置いてください。写真票は係員が回収します。
（7）  午後の面接となる場合もありますので、必要に応じて各自昼食を持参してください。（当日、構内での販売はありません）
（8）受験生以外は構内に入ることができません。（保護者控室、駐車場の用意はありません。）
※ 天候不順、交通機関の大規模な混乱など、不測の事態の影響で、試験実施に変更がある場合は大学ホームページにて

お知らせいたします。

■学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項
　入学試験当日、学校において予防すべき感染症（学校保健安全法施行規則の規定によるインフルエンザ、百日咳、麻し
ん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘等）にかかり、治療等による出席停止の期間が経過していない受験生は、他の受験
生等への感染のおそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。
　ただし、病状により学校医その他の医師が感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
　なお、上記理由により受験ができなかった場合でも追試験等の特別措置および入学検定料の返還は行いません。

11．合格発表　
■合格発表日
　2020年３月６日（金）

■合否結果の確認方法
　P.24「合否結果の確認方法」参照。

（1） 合格者には、合格通知書と入学手続要項の書類を同封し、出願時に入力された志願者連絡先に、速達郵便で発送
します。

（2）試験当日、欠席をした受験生は合否判定の対象から除外されます。
〈注〉 合格通知書の郵便が、合格発表日の翌 日々を過ぎても未着の場合は、入試広報課までご連絡ください。

■補欠認定者について
　補欠者認定は、３月入試では行いません。

12．入学手続き　　入学手続期間：2020年３月６日（金）〜３月13日（金）

（1） 合格者は合格通知書に同封する入学手続要項に基づき「入学手続時納入金」を手続期間内に納入の上、入学手続き
書類を提出してください。

（2）期間内に入学手続きをしない場合は、入学資格を失います。

■入学辞退について
（1） 入学手続完了後に辞退する場合は、本学所定の辞退申請書類の提出が必要となります。３月入試合格者で辞退する

場合は、入試広報課に申し出て手続方法の指示を受けてください。
（2） 入学を辞退し、入学手続時納入金の返還を求める場合は、入学金を除く金額（諸経費を含む）から振込手数料を差

し引いた額を返還します。ただし、決められた期間内に郵送にて申請手続きをしてください。
（3）辞退申請期間：2020年３月14日（土）〜３月31日（火）　※締切必着
（4） 返還方法：入学辞退者の返還金申請書類が到着後、随時処理し、返還金は申請者の指定口座に振り込みます。
※提出済みの入学手続書類および入学金は返還いたしません。
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20XX
20XX

20XX 20XX



１．入学手続時納入金 � 910,510円／発達心理学科：925,510円

（内訳）� （単位：円）
区分 費　　　目 入学手続時納入金（前期） 後期納入金（10月）初年度納入金（年額） 備　考

学
納
金

入 学 金 350,000 － 350,000 入学時のみ
授 業 料 350,000 350,000 700,000
施 設 設 備 費 150,000 150,000 300,000
維 持 費 50,000 50,000 100,000
心 理 学 実 験 実 習 費 15,000 15,000 30,000 発達心理学科のみ

小　計 900,000 550,000 1,450,000
発達心理学科　小計 915,000 565,000 1,480,000

諸
経
費

学 生 会 費 5,000 － 5,000
学生傷害・賠責保険料 4,010 － 4,010 入学時のみ
学 習 指 導 資 料 費 1,500 － 1,500

小　計 10,510 － 10,510
合　計 910,510 550,000 1,460,510

発達心理学科　合　計 925,510 565,000 1,490,510

《備　考》
（1）人間総合学部「発達心理学科」は、心理学実験実習費が必要となります。
（2）資格課程履修者は別途資格課程等履修費が必要となります。
（3）諸経費はこの他に学会費（1,200円〜3,000円）等が必要となります。
（4）次年度以降の学納金・諸経費については、在学期間中に改定することがあります。

２．実習諸経費 � 人間総合学部 初等教育学科（１年次後期徴収予定）

費　用 金額（円） 該当資格課程
幼児教育コース 45,000 幼稚園教諭一種、保育士
児童教育コース 18,000 小学校教諭一種

※コース上に設定されている資格以外の資格取得を希望する場合、別途経費が必要となることがあります。

３．寄付金について 
　入学後、教育研究環境の整備拡充・奨学金のため、任意の寄付（１口３万円、２口以上）をお願いしています。

■収集した個人情報について
　出願書類および入学試験により、本学が入手した個人情報は、入学試験から入学手続きまでの一連の業務のために利用
します。また、出身学校へ入試結果等の情報提供や、大学進学に関するアンケート調査等を行うことがあります。
　なお、入学者の個人情報は、在学期間中の教育支援のために利用するほか、卒業後も大学からのお知らせ、現況等の
追跡調査および在学生の就職活動支援等のために利用することがあります。（同窓会との共同利用を含む）
　本学の個人情報の取り扱いに関する詳細は大学ホームページにて公表しております。ご不明な点がございましたら、入試
広報課までお問い合わせください。

全入試共通事項

－�25�－



一 般 入 試
センター試験利用入試

３月入試

書類の取り寄せ不要
ネット環境があれば、大学ホ
ームページからすぐに出願で
きます。

記入ミスがなくなる
志願票を手書きで記入するこ
となく、パソコンで入力ができ
ます。間違いがなく安心です。

24時間支払いOK
入学検定料を24時間コンビ
ニエンスストアから納入でき
ます。また、クレジットカード
からの支払いも可能です。

Web出願のメリット

2020年度

交通案内

京　　王　　線

小 田 急 バ ス

（快速・区間急行・各駅停車）
●新宿・渋谷駅より約 20分、仙川駅下車、徒歩 10分。
●地下鉄都営新宿線で笹塚駅乗換、仙川駅下車、徒歩 10分。

●ＪＲ吉祥寺駅（南口、バス停 7番）より30分。白百合女子大学入口にて下車、徒歩 5分。
●ＪＲ三鷹駅（南口、バス停 7番）より30分。白百合女子大学入口にて下車、徒歩 5分。
●小田急線成城学園前駅（西口、バス停 1番）より15分。仙川駅入口にて下車、徒歩15分。

京王
八王子

立川 吉祥寺 新宿

品川

横浜 川崎

武蔵小杉

西国分寺 JR武蔵野線

八王子
京王線 分倍河原

高麗川

多摩都市
モノレール 府中本町

多摩センター 京王
相模原線

調布
京王線

府中
国分寺 三鷹 京王新線

JR中央線

池袋大宮

都営新宿線

市ヶ谷
JR総武線

渋谷

JR山手線

東京 至本八幡

御茶ノ水

秋葉原

下北沢
橋本

下溝
町田

JR南武線

登戸
成城学園前

東急
世田谷線

JR埼京線

JR京浜東北線

三軒茶屋

小田急線

明大前

下高井戸

京王
井の頭線

笹塚
白百合女子大学

仙川

東
急
東
横
線

白百合
女子大学




