
受験者対象
総合型

選抜 +学校推薦型選抜

入試
がんばる
ノート
2023

合格した
学生が作った
ノートだよ！

7/24 日

「入試がんばるノート」を使用して、自分だけのエントリーシートを書き上げましょう！
在学生の大学研究の方法や自分の強みの見つけ方などここでしか聞けない情報をお伝えします！

在学生がありのままの明星大学を発信中！
学生目線の「明星大学」を知ろう！

エントリーシート対策講座は

オープンキャンパスにて
実施予定！

先輩方の志望動機など
とても参考になるもの
ばかりでした。

面接での実際の
質問やそれにつ
いてどのように答

えたかを知ること
ができ参考になり
ました

合格された先輩方の対
策やアドバイスがとても
参考になりました。

私でもできるかも、
と後押しされました。

受講
者の声

＃インスタライブ
＃オープンキャンパス情報
＃入試対策
＃バッグの中身
＃学部紹介
＃長期休暇の過ごし方　　etc.

イベント詳細は
こちら！

明星大学
受験生応援アカウント 8/19 金 8/24 水

「エントリーシート対策講座」「エントリーシート対策講座」「エントリーシート対策講座」「エントリーシート対策講座」
「入試がんばるノート」をもらったら

を受講しよう！

7月のオープンキャンパスと
セットで参加しよう！

8月オープンキャンパスのポイント！

イベント内容

・学科ついてより深く理解できる！
・学科イベントで入試対策ができる！（一部の学科）
・入試対策を進めているうえで出てきた疑問を個別
　相談で解決できる！
・出願に向けての最終確認ができる！

・学科別イベント（学科説明+入試対策など）
・学科個別相談
・キャンパスツアー
・在学生による個別相談
・入試個別相談　　　など

11:00～ 16:30・全学年対象・要事前参加申込

8月以降、　　　　　　　　　　　　　　  内で
動画配信予定！



目　次

［エントリーシートQ1を書く上でのポイント！］
●自己分析～自分の特性を知ろう～ ……………………………………………… ２

●エントリーシート作成のポイント ……………………………………………… ４

●進路設計の流れ …………………………………………………………………… ５

●将来の具体的プラン・明星大学で学ぶこと …………………………………… ６

●大学研究の方法について ………………………………………………………… ８

●まとめ ……………………………………………………………………………… 10

［エントリーシートQ2を書く上でのポイント！］
●考えてみよう ……………………………………………………………………… 12

［面接対策のポイント！］
●アドミッション・ポリシーを読み解こう ……………………………………… 14

●合格した学生へのアンケート …………………………………………………… 16

●学生の体験談 ……………………………………………………………………… 17

使い方のポイント

総合型選抜・学校推薦型選抜では主に…

➀エントリーシート　　　➁ 面接　　　➂ 小論文
※学部・学科によって異なります。詳細は「2023年度学生募集要項」を確認してください。
※特にエントリーシートは全学科において必要です。本ノートでは➀エントリーシート➁面接について考えていきましょう！

が課せられます。

1

2
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入試がんばるノートとは？
　受験生の皆さんの「エントリーシートを書く上でどういう準備をしたら良いか分からない」「どういう対策
をしたら合格に近づくの？」等の悩みに対するアドバイスを、総合型選抜で合格した学生の経験を基に本ノー
トを作成しました。
　本ノートに書き込めば必ず合格できるという訳ではありません。ですが、改めて自分自身を見つめ直し、「明
星大学で学びたい」という気持ちを高められるような内容になっています。そして、受験生の皆さんにとって「こ
のノートを持っていれば自信が持てる！」というお守りのような存在になったらいいなと思っています。
　自分だけの対策ノートを作成していただければ幸いです。
　合格した先には楽しいキャンパスライフが待っています！後悔のないように頑張ってください！
　皆さんが私達の後輩になる日を楽しみにお待ちしています。

2023年度総合型選抜・学校推薦型選抜の明星大学エントリーシートについて

【全学科共通】　※一部学科を除く
Q1, あなたが出願する本学の学部学科の志望理由を記述してください。
Q2,あなたがこれまでに（特に高校時代）に打ち込んできた学内外の活動状況（学業・部活動・委員会・ボランティア他）
　　について記述してください。

【学科独自】
Q3, Q4, 　※詳細は「2023年度学生募集要項（総合型選抜）」をご確認ください。
　　　　　    ※デザイン学科は、Q1～Q4全ての学科独自の質問です。

本ノートでは主に全学科共通の題目について触れていきますが、ここで間違えてはいけないのは学科独自の題目を含め
て「エントリーシート」を完成させることが目的ではないということです。エントリーシートにどんなに良いことを書
いても、大学や志望学科の研究や志望動機などについて自らで「深堀り」することを怠ってしまうと、面接で面接官に
鋭く質問されたことに満足のいく回答ができず、良い結果はついてきません。したがって、面接を想定した事前の準備
がとても大切です。

「入試がんばるノート」をもらったけど、どう使っていいか分からない…
と悩んでいるそこのあなた！使い方をいくつか紹介するよ！

ノート 1冊に自分の考え（途中過程も全て含む）を全てまとめたい…
➡ 入試がんばるノートに全て書き込もう！

入試がんばるノートには何も書き込みたくない…
➡ 入試がんばるノートをテキストとして使用し、別のノートに自分の考えをまとめよう！（2冊使用）

最終的な考えのみをまとめたい…
➡ 入試がんばるノートに最終的にまとまった文章のみ記入し、その過程は別のノートに記入しよう！

私たちも
『入試がんばるノート』を使っていました！

このノート
を活用して明星大学に合格しよう！

※総合型選抜のみ
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大学生活でどう活かすか

４年間でどう克服するか

自己分析
～自分の特性を知ろう～

p2-3

A B Cがんばったこと 苦手なこと 趣味・たのしいこと
うれしいこと

自分の長所・強み

（例）を参考に自分の特徴や性格などを書き足してね。

マインドマップから、自分の持っている性質や特徴を分けてみよう！！

（例）
今後の方向性弱み（課題）

ステップ1ステップ2を活用して下の枠内に具体的な文章になるように書いてみよう

強み

弱み

弱みもマインドマップを活用して噛み砕いてみてね！
弱みを克服したエピソードや強みに変化したエピソードが見つかるかも！

マインドマップを利用した自己分析は、次のページにあるエントリーシートでも
活用できる分析方法なのでぜひ活用してみてね。

ステップ 1

ステップ 2

マインドマップを書いてみよう！

エントリーシートQ1を書く上でのポイント！Q1
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自分のこと、大学のことを良く理解して、自分と大学の相性が抜群にいいことをアピールしよう！
明星大学でなければならない理由を完成させよう！

主張の一貫性が大事！

将来像が決まっていなく、
何から始めたらいいか分からない人

興味・関心のある分野調べから始めよう

分野選択

将来像又は大学で学びたいことが
決まっている人

大学を卒業する時どんな自分に成長していたいか、将来像を明確にしよう

将来像や 4年間の学びについて、次のページに書いてみよう！

実際にエントリーシートに書いてみよう！

エントリーシートを書く時には次の項目に注意して書いてみよう！

自分の選んだ道（大学）でどのように過ごすのかを明確にしよう。

エントリーシート作成のポイント 進路設計の流れ

将来は決まっている?
学部・学科について理解している?
大学でどのように過ごすか決まっている?
自分のエピソードは入っている?

Check

エントリーシートってなんですか？

総合型選抜・学校推薦型選抜合格に向けた
自分の意志や考え、将来の夢などをしっかりと伝えられるように準備すること

すでに書き終わっている人は、自分のエントリーシートの内容が下記チェック項目に当てはまっているか
確かめてみよう！当てはまっている項目が多いほど内容の濃いエントリーシートになるよ！

エントリーシートでは自分の主張を明確にしよう！

エントリーシートを書いているうちに「あれ！？私の学びたい分野は、この分野ではないかも」とならな
いように自分を知ろう！その為にも分野選び・大学選びは大切！
自分のことと大学のことをきちんと理解して、自分だけのエントリーシートを完成させよう！

もしも当てはまらない項目があったらエントリ
ーシートの内容が薄くなっているかも…
WEB OPEN CAMPUSを活用したり、対面型
オープンキャンパスで大学の教職員や学生スタ
ッフに話を聞いたりして、理解を深めよう！

エントリーシートを書くには

自分の学びたい理由をハッキリさせるために…

ポイント

エントリーシートQ1を書く上でのポイント！Q1

自分の将来像にはどんな学びが必要か、4年間の学びのプランを考えよう

プラン例-A
将来像から考える人

はこちら！

プラン例-B
大学の特色から考える人

はこちら！

❶ 将来像に必要な力を考えよう
❷ ❶の力を身に付けるために必要な学びを
　 考えよう
❸ 大学で❷の学びができる場面を調べよう

❶ 大学または学科の気になる特色を調べよう
❷ ❶でどんな力が身につくか考えよう
❸ ❷の力をどう将来に活かすか考えよう

エントリーシートは自分自身についてアピールする提出書類だよ！
高校までの自分を振り返って、自分はどんなことに力を入れてきて、どう成長でき
たのかを振り返ってみよう！
振り返りをしたら、その結果を踏まえて大学生活でどう成長したいのか、どのよう
な大学生活を過ごしたいのかを考えてみよう！自分の将来の夢と関連付けてもいい
かも！

エントリーシートを完成させるには、自分の将来像を明確にして大学の特色を詳しく理解
する必要があるよ！
次のページからは大学生活のプランを考えていくよ！今すぐ次ページをチェック！
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大学の気になる授業を挙げ、学びの内容を調べる

将来の具体的プラン・明星大学で学ぶこと
このページでは、将来像や職業について考え、深めていくよ。

また、明星大学で興味のあること、何を学ぶのかについても考えてみよう！

将来像が決まっていないプランBの方はこちら！
大学の気になる授業や特色を大学生活や自分の将来にどう活かしていくかを
3つのステップで考えていくよ！

将来像が決まっているプランAの方はこちら！
ここでは自分の将来像に近づくために
大学4年間で何を深く学びたいか3つのステップで考えていくよ！

対面型オープンキャンパス、WEB OPEN CAMPUSを活用して明星大学の特色を調べよう！

例)教育インターン
　 シップ

早期に学校現場
を体験することが
できる

大学の特色を活かして自分にどんな力が身に付くか考えよう

大学の特色は理解できたかな？次は実際にどう活かしていきたいか考えよう！

例)
児童との関わり方を
知ることができる

児童との関わりの
中で、児童理解力
を身に付けられる

大学での学びを通して将来どんな自分になっていたいか将来像を明確にしよう

最後に大学での学びを通してどう成長していきたいか、自分の姿を想像しよう！

例)
児童理解力・
観察力

児童の些細な
変化に気づき、
いじめ問題を
解決できる教員に
なりたい

授　業

特　徴

活かし方

身に付く力

大学で
得られる
学び

卒業後の
活かし方
将来像

理想の将来像や学びたいことについての記事や本を読んだり、調べたりする

新聞の記事や本を読んで自分がどう思うか、どの分野を学びたいか書いてみよう！

例)いじめ

いじめに気づく
先生になりたい。

将来像に近づくために必要な能力、学びを挙げる

自分の将来像に近づくために、ステップ1で調べた内容を基に考えてみよう！

例)児童理解力

児童と関わる
機会を増やす

自分に必要な学びを得られる大学の特色を調べる

明星大学で気になること、興味があることなどを調べてみよう！

例)教育インターン
　 シップ

早期に学校現場
に出て児童と
関われる

記事

どう
思うか

必要な力

力を
身に付ける
ために

必要なこと

大学の
特色

活かし方

エントリーシートQ1を書く上でのポイント！Q1

ステップ 1

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

ステップ 2

ステップ 3
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p0809

大学研究の方法について

を活用しよう !

対面型オープンキャンパスを活用しよう！

エントリーシートQ1を書く上でのポイント！Q1

その1

ここではどのように大学や学部学科の研究・分析をしたらよいか、おすすめの方法をいくつか紹介するよ！
「WEB OPEN CAMPUS」と「対面型オープンキャンパス」の両方を活用することをおすすめするよ！

大学や学科のことは分かった！大学生はどんな生活をしているのだろう？
サークルとかボランティアのことを知りたいなぁ

学科の特色を大学生活でどう活かしていくかを考えてみよう！
活用していくことで自分はどんな風に成長できるかな？

自分の将来像と照らし合わせて考えることで自分だけの志望理由が考えられるよ！

気になる授業やゼミをピックアップしてみよう！どうして気になったのか、その授業や
ゼミを通してどんな力が身につけられるかを考えてみよう！

WEB OPEN CAMPUSはこちらからチェック

「WEB OPEN CAMPUS」の中で何を見たらいいんだろう

まずは明星大学がどんな大学なのか、自分の気になる学科について調べて
みよう！学びの特長や入試のポイントについて詳しく知ることができるよ！

私も地方出身で実際に対面型オープンキャンパスに行けなかったので、WEB OPEN 
CAMPUSを、大学調べや受験対策に活用しました。どのような感じで活用したか体
験談を紹介するね！

「WEB OPEN CAMPUS」を活用する時のポイント「WEB OPEN CAMPUS」を活用する時のポイント

point 1point 1

point 2point 2

学科イベントや学科個別相談に参加して、学科の特色やどんな学生を求めているか、
4年間でどんな力がつくのかを理解しよう！

在学生相談に参加したり、在学生スタッフに声をかけたりして、入試対策や学生生活に
ついて学生の体験談を聞いてみよう！

「対面型オープンキャンパス」を活用するときのポイント「対面型オープンキャンパス」を活用するときのポイント

point 1point 1

point 2point 2

学生生活で使用する施設や教室を確認しよう！
point 3point 3

「在学生による大学紹介」や「360°VRキャンパスツアー」を見てみよう！
先輩たちの大学生活が詳しくわかるよ！

大学について手軽に詳しく知ることができる！

私のWEB OPEN CAMPUSの活用方法

自分が気になる学部学科の
紹介動画を見る

各学科のページには、学べる内容が
詳しく紹介されているよ！

気になった内容は
すぐにメモをしよう！

入試のポイントも書いてあるから
チェックしてみてね！

もっと知りたい！と思ったことは
オンライン個別相談などを

活用したよ！
私は教授にたくさん質問しました！

WEB OPEN CAMPUSで
調べたことを活用して

エントリーシートや面接対策をしたよ

キャンパスや学生の雰囲気、
学校生活、入試情報など
知ることができるよ！

●研究室、研究内容
●取得できる免許状・資格
●ゼミ紹介　などなど

スタート
他にも…

その2
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私は、いじめから児童を守ることのできる教員を目指しています。

いじめから児童を守るには、学校生活の中で児童の些細な変化に気づくことのできる

児童理解力や観察力が必要だと考え、貴学の教育インターンシップを活用したいと考

えました。早期に学校現場に携わることで、現場の教員の姿を見ながら、児童とのか

かわり方を学ぶことができる点に魅力を感じ、明星大学教育学部を志望しました。

（例）

P6のステップ整理すると

将来像

将来像に必要な力

大学の特色の活かし方

明星大学でなければいけない理由は入っているか

誰が見てもわかりやすい文章になっているか 自分だけにしか書けない文章になっているか

分野調べは深められているか 文章に一貫性があるか

一文が長すぎないか、誤字脱字はないか 将来像は明確に書かれているか

Check

まとめ
このページでは、何のためにこの学部を選んだのか、なぜ明星大学でなければいけないのかを具体的な文
章にしていくよ。
p.5進路設計の流れやp.8・9大学研究の方法についてのページをもとに下記の手順に沿って書いてみよう。

今までのステップを基に志望理由を文章で書いてみよう！
ページ下のチェックに当てはまるかどうかもポイントだよ！

エントリーシートQ1を書く上でのポイント！Q1

明星大学　　　　　学部で学ぶ

例）小学校教員例）小学校教員

将来像

いじめから児童を
守れる教師

必要な能力・資格

児童理解力

大学で何を学ぶ？

児童との関わり方
児童理解の方法

(例)　私は、いじめから児童を守ることができる教員を目指しています。

(例)　児童の些細な変化に気づくことのできる児童理解力や観察力

(例)　現場の教員の姿を見ながら、児童とのかかわり方を学ぶことができる

明星大学 　　　　 学部で4年間を通してどのようになりたいのか？

【上の例を参考にして実際に書いてみよう】

インターンシップでの学校現場の経験を通じて児童との関わりなどから

児童を理解する力を身に付け、いじめから児童を守れる教師を目指す

教育

明星大学　　　　　学部で学ぶ

将来像 必要な能力・資格 大学で何を学ぶ？

明星大学 　　　　 学部で4年間を通してどのようになりたいのか？

志望理由を文章にしてみよう！

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

教育
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Check

あなたが高校時代に特に打ち込んできたものは何ですか？

（例）
部活動で部長を
務めていた

考えてみよう
エントリーシートや面接で、自分のことをアピールする上で大事なポイントになるよ！
今までの経験を通して自分自身がどのように成長したか、どんなことを目標に取り組
んできたか、またそれらを今後の大学生活にどのように活かしたいか具体的に考えて
いこう。

チームの目標を達成するために、自分一人の考え方だけでなく、チー

ムメイトや顧問の先生と意見交換することで、部長としてチームを団結

させることができた。このことから、他者との関わりの中で様々な意

見を取り入れ、幅広い視野を持つことの大切さを学ぶことができた。

ステップ1での回答の具体的なエピソードを（自分が成長した点も踏まえて）
書き出してみよう。

ステップ1・2の内容をどう大学生活に活かすかを考えてみよう！

大学生活でも、他者と積極的にコミュニケーションをとり、様々な意見を聞くことで、

より多くのことを学んでいきたいと考えている。

具体的なエピソードは入っているか

大学でどのように活かしたいかが入っているか

ステップ 2とステップ 3でまとまりはあるか

アピールポイントは明確に書けているか

（例）

（例）部活動

部活動の大会や検定の結果だけでなく、結果に辿り着くまでの過程やその後の成長が大切だよ！
高校生活を振り返って自分だけの成長エピソードをアピールしよう！

　　英検 2 級を取得した

　　毎日計画的に勉強したことで英検 2 級を取得することができた。

　　このことから計画的に物事に取り組むことの大切さを学べた。

書けたら誰かに
　　添削してもらおう！

高校時代、目立った活動もしていなかったから、アピールすることが思い
浮かばない…。

検定、習い事、学校行事、授業の取り組み方もアピールポイントになるよね。
ここからはステップを踏んで一緒に考えてみよう。

ステップ 1

ステップ 2

ステップ 3

エントリーシートQ2を書く上でのポイント！Q2
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アドミッション・ポリシーを読み解こう

アドミッション・ポリシーを理解しよう。
自分が目指す学科のアドミッション・ポリシーを書き出してみよう。

アドミッション・ポリシーは、公式ウェブサイト、「2023年度学生募集要項」に掲載されているよ。

ステップ 1

エントリーシートは自分自身についてアピールする提出書類だよ！
高校までの自分を振り返って、自分はどんなことに力を入れてきて、どう成長できたのかを振り
返ってみよう！
振り返りをしたら、その結果を踏まえて大学生活でどう成長したいのか、どのような大学生活を
過ごしたいのか考えてみよう！自分の将来の夢と関連付けてもいいかも！

Check

「明星大学　小論文・面接対策ガイドブック」も要チェック！
面接で問われていること、面接と口頭試問の違い、学部学科ごとの「面接・口頭試問に
おける質問項目」「どのような点が評価対象となるのか」等を掲載しています！

Check
「3つのポリシー」については、「大学案内 2023」の各学部のページを確認しよう。
さらにアドミッション・ポリシーは、「2023年度学生募集要項」もあわせて見ていこう。

自分が目指す学科のアドミッション・ポリシーと自分を照らし合わせてみよう。
書き出したアドミッション・ポリシーから当てはまる自分を書いてみよう。
これを見つけることで「明星大学でなければならない理由」が見えてくるよ。

例)学校教育または保育・幼児教育を学習

　 する基礎的学力や理解能力を有している人
英語、国語、数学の勉強に力を入れた。テスト勉強だけでなく、

テスト後の復習も繰り返し行うことで、知識の定着を図った。

項　目 当てはまる自分

ステップ 2

大学が掲げる「３つのポリシー」に注目しよう！大学が掲げる「３つのポリシー」に注目しよう！

大学には「ディプロマ・ポリシー（DP）」「カリキュラム・ポリシー（CP）」「アドミッション・ポリ
シー（AP）」の３つのポリシーが定められているよ。この３つのポリシーには各学部学科の特色や
こだわりが表れているので、しっかり理解しておこう。

    ディプロマ・ポリシー
（ＤＰ）

    カリキュラム・ポリシー
（ＣＰ）

    アドミッション・ポリシー
（ＡＰ）

面接対策のポイント！

実  践

計  画
受験日から逆算していつ頃か
ら面接練習をはじめるのか、
だれにいつ練習してもらうか
などの計画を立ててみよう。

準  備
志望理由や大学で学びたいこと、
自己 PR（アドミッション・ポリシ
ーにふさわしいか）を明確に伝え
られるようにしておこう。志望分野
の時事ネタもチェックしておこう。

大学卒業時に、どんな力が身につ
くか、どんな人材を育成していくか

ＤＰを達成するために、どんな教
育をしているか

ＤＰとＣＰを踏まえどんな人に入学
してほしいか

振り返り➁
実際にどんな質問をされるか自分
なりに考えよう。また答える時にア
ドミッション・ポリシーを思い出して
大学が求める人材に近づこう！

面接練習をしてみよう！先生に面接官を
してもらっている人が多かったよ。その
他にも、友達や家族と練習したりする
人もいるよ。

2

1

3

4

5

ゴールスタート

振り返り➀
先生に注意されたことや、自
分で気づいたことを書き出そ
う。自分 1 人で面接練習する
人は、スマホなどで録画をし
て振り返りをしよう！

アドミッション・ポリシーとは何ですか？

自分が目指す学科のアドミッション・ポリシー

納得するまで
3マス戻る

 『面接対策』といっても何をしたらいいか分からない ...
そんなあなたは「スゴロクステップ」で面接対策をはじめよう。

「入学者受け入れの方針」のことだよ。簡単に言い換えると、「大学や学部学科がどんな
人に入学してほしいか」を示したもの！エントリーシートや面接では、アドミッション・
ポリシーにふさわしい（当てはまっている）学生であることをアピールしていこう！

アドミッション・ポリシーの内容は理解できたかな？
気になった項目の意味を考えたり、ワードを調べたりすることで、内容をしっかり読み解いて
理解することが重要な鍵となるよ！

E
I
S
E
I
★
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学生の体験談
ここでは高校生や保護者からよく聞かれる質問を実際に受験した学生が答えてみたよ！合格した学生に入試対策についてアンケートをとってみたよ！ぜひ参考にしてみてね。

対面型オープンキャンパスは何度も行ったほうがよいですか？

行かないといけないわけではありませんが、複数回行くことで大学や学科についての
理解を深められました。初めて行ったときは説明会などのイベントに参加し、2回目
以降は、在学生個別相談や学科個別相談で疑問点を質問していました。日程によって
イベント内容が変わるので何回行っても損はないと思います。

エントリーシートは誰に添削してもらいましたか？

担任の先生や国語の先生です。又は塾の先生、進路担当の先生に添削してもらった人
もいます。

小論文の対策はどのようにしましたか？

過去問を解くのはもちろん、志望分野に関する記事や本から題材を探し、自分の意見
をノートにまとめていました。
また、複数の先生から添削してもらうことで練習をしていました。

分野についての本は読みましたか？

4冊ほど志望する分野の本を読みました。志望する分野について調べたい課題を設定
して本を選択しました。また、本の内容や自分の意見、関連する記事などを書き出す
ことで理解を深めました。

面接対策はどのようにしていましたか？

エントリーシートやアドミッション・ポリシーを基にして質問されそうな内容を書き
出し、ノートにまとめていました。学校の先生にお願いをして本番のような形式で練
習をしました。

面接本番は覚えたことを全部忘れてしまいそうで不安です。

実際の面接は私もすごく緊張していました。しかし、これだけは伝えたいということ
や、明星大学で学びたいという想いだけは面接官にしっかり伝えるぞ！と思いながら
話しました。全部覚えようとはせず、これだけは伝えたい！ということを意識しまし
た。

受験当日会場に何分前に着くように行きましたか？

遅くとも試験開始30分前には会場に着いていることをお勧めします。ですが、会場
の雰囲気に慣れたい！という人も、会場にいると緊張しちゃう！という人もいると思
います。自分に合うように時間に余裕を持って行くことをお勧めします。

Q2.
Q1.
A

Q2.
A

Q3.
A

Q4.
A

Q5.
A

Q6.
A

Q7.
A

ここに載っているものはあくまでも一例のため、ここに載っていないものは
オープンキャンパスで学生スタッフや職員に聞いてみよう！！

入試対策はいつ頃から
始めましたか？

Q1.エントリーシートをどのくらい（何枚）
書いて練習しましたか？

Q3.面接練習は何回しましたか？ Q4.小論文対策はどのくらい（何枚）書いて
対策しましたか？

Q5.事前課題の準備はいつ頃から
始めましたか？

Q6.事前課題を進める際、参考にしたり
活用したりしたものは何ですか？

合格した学生へのアンケート

■10枚　■5～10枚　■2～5枚　■1枚

■1～3回以上　■4～6回　■7～9回
■10回以上

■2ヶ月以上前　■1ヶ月前
■2～3週間前　  ■1週間前

■10枚以上　■5～10枚　■2～5枚　■1枚

■学校の先生の指導　■公式ウェブサイト　■大学案内
■書籍　■オープンキャンパス　■塾・予備校の指導

■4月　■5月　■6月　■7月
■8月　■9月　■10月
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