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趣旨
全国にある指定校の高等学校長が推薦した者の中から、東京女子大学の建学の精神と伝統に共鳴し、現代教養学部の教育理念・目的のもと本学で学ぶことを強く希望し、
かつ豊かな能力・資質をもった積極性に富む者を選抜することを目的とした入試です。

学校推薦型選抜（指定校制）と学力の3要素の関係
◎特に強く関連している
〇強く関連している
△関連している

知識・技能
思考力・
判断力・
表現力

主体性等

推薦書・調査書 ◎ ○ ◎
作文 ○ ◎
小論文※ ○ ◎
英語外部検定試験 ◎ ○
面接 ○ ◎ ○

概要
高等学校長の推薦（「学力の3要素」に基づく評価）を尊重の上、出願書類および
個人面接により合否を判定します。

入学検定料　35,000円

※一部の専攻のみ、出願時に提出

特徴
● 英語外部検定試験のスコア（4技能）の提出が必要です。

特色
帰国生入学試験は、海外生活を経験した人に対し大学教育の門戸をより積極的に開
くことを目的とし、一般選抜とは別に海外経験を考慮した選考による入試制度です。

入学検定料　35,000円

募集学部・学科・専攻、募集人員 各専攻若干名

国際英語学科(1専攻)、人文学科(3専攻)、
国際社会学科(4専攻)、
心理・コミュニケーション学科(2専攻)、数理科学科(2専攻)

現代教養
学部

入学試験日程
出願期間 試験日※2 合格者発表日 入学手続締切日

2022年10月3日(月)
～ 10月7日(金)
締切日消印有効※1

2022年
11月20日(日)
予備日：11月23日(水)

2022年
12月2日(金)
10:00

2022年
12月16日(金)

※1　日本国外から出願する場合は、10月7日（金）必着とします。
※2　 試験日当日に、受験生の責任ではない通信障害等が生じ、試験の続行が不可能になった

場合は、試験当日の時間繰り下げまたは予備日に試験を実施する可能性があります。

出願資格
日本国籍を有する者あるいは日本に永住する外国人(特別永住者、または「出入国管
理及び難民認定法」第二条の二に規定する別表第二による在留者と認められる者)で、
外国において学校教育を受けた後、わが国に帰国する次のいずれかに該当する女子。

（1） 通常の学校教育課程12年のうち、海外において外国の教育課程に基づく高等
学校に最終学年を含めて2学年以上継続して在籍し、2021年4月1日から2023
年3月31日までの間に卒業した者、または卒業見込みの者。ただし、日本の高等学
校における在籍期間(休学期間を含まない)が2年未満の者。

（2） 2021年または2022年に国際バカロレア資格証明を取得した者。ただし、日本
の高等学校における在籍期間（休学期間を含まない）が2年未満の者。

 注意： 外国に設置されたものであっても、日本の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に在学した者につ
いては、その期間を外国において学校教育を受けたものとはみなしません。

注意：出願資格について不明な点がある場合は、出願前に早めに入学課に問い合わせてください。

出願条件
出願に際して、2020年11月以降に受験した英語資格・検定試験の基準を満たし
ていること。資格・検定試験の種類およびスコアはP.103を参照してください。

学校推薦型選抜 学校推薦型選抜（指定校制）

特色
社会人入学試験は、社会人として社会経験を経た人に大学教育の門戸をより積極
的に開くことを目的とし、一般選抜とは別に社会経験を考慮した選考による入試
制度です。

募集学部・学科・専攻、募集人員 各専攻若干名

国際英語学科(1専攻)、人文学科(3専攻)、
国際社会学科(4専攻)、
心理・コミュニケーション学科(2専攻)、数理科学科(2専攻)

現代教養
学部

入学試験日程
出願期間 試験日※2 合格者発表日 入学手続締切日

2022年10月3日(月)
～ 10月7日(金)
締切日消印有効※1

2022年
11月20日(日）
予備日：11月23日(水)

2022年
12月2日(金)
10:00

2022年
12月16日(金)

※1 　日本国外から出願する場合は、10月7日（金）必着とします。
※2　 試験日当日に、受験生の責任ではない通信障害等が生じ、試験の続行が不可能になった

場合は、 試験当日の時間繰り下げまたは予備日に試験を実施する可能性があります。

出願資格
2023年3月31日までに満22歳に達している者(2001年4月1日以前生まれ)で、 
大学入学資格を有する女子。　　　　　
注意:詳細は入学試験要項で確認してください。

入学検定料　35,000円

出願条件
出願に際して、2020年11月以降に受験した英語資格・検定試験の基準を満たし
ていること。資格・検定試験の種類およびスコアはP.103を参照してください。

選考方法
事前課題、面接（オンライン方式で実施）および出願書類の総合判定により合否を
判定します。

その他の選抜 社会人入学試験

その他の選抜 帰国生入学試験

選考方法
事前課題、面接（オンライン方式で実施）および出願書類の総合判定により合否を
判定します。

専攻 概要
国際英語・哲学・日本文学・歴史文化・
国際関係・経済学・社会学・コミュニティ構想・
心理学・コミュニケーション

各専攻に関連する文章の読解力、および理解
した内容を踏まえた思考力・表現力を問う

数学・情報理学
数学(数学I、数学II、数学III、 

数学A(全範囲)、 
数学B(「数列」、「ベクトル」)

事前課題の概要

専攻 概要
国際英語・哲学・日本文学・歴史文化・
国際関係・経済学・社会学・コミュニティ構想・
心理学・コミュニケーション

各専攻に関連する文章の読解力、および理解
した内容を踏まえた思考力・表現力を問う

数学・情報理学
数学( 数学I、数学II、数学III、  

数学A(全範囲)、 
数学B(「数列」、「ベクトル」)

事前課題の概要

※7月上旬に指定校に要項を送付します。詳細は高等学校にお問い合わせください。
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特色
外国人留学生を対象に行う入学試験です。 出願資格

次の要件をすべて満たす者。
1．日本国籍を有しない女子。
2．2023年3月31日までに次のいずれかに該当する（見込み）者。

①外国において、日本以外の学校教育制度による12年の課程を修了した者
　（いわゆる「飛び級」により通常の課程を12年未満で修了した者を含む）。
② 通常の高等学校教育の課程の修了までに12年を要しない国において、高等学校

教育の課程を修了した者で、文部科学大臣の指定する教育施設において日本の
大学に入学するための準備教育課程を修了し、18歳に達した者。

③ 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と同等の学力がある
かどうかに関する認定試験であると認められる当該国の検定（国の検定に準ずる
者を含む。）に合格した者で、18歳に達した者。

④ 外国において、高等学校に対応する学校の課程（その修了者が当該外国の学校教育に
おける11年以上の課程を修了したとされるもの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修了した者。

注意：詳細は入学試験要項で確認してください。

入学検定料　15,000円

募集学部・学科・専攻、募集人員 各専攻若干名

国際英語学科(1専攻)、人文学科(3専攻)、国際社会学科(4専攻)、
心理・コミュニケーション学科(2専攻)、数理科学科(2専攻)

現代教養
学部

入学試験日程
出願期間 第一次選考

結果発表 第二次選考※ 合格者
発表日

入学手続
締切日

2022年11月18日(金)
～ 11月29日(火)必着

2023年
1月6日(金)
15:00

2023年
1月17日(火)
予備日：1月19日(木)

2023年
1月27日(金)
10:00

2023年
2月10日(金)

※ 試験日当日に、受験生の責任ではない通信障害等が生じ、 試験の続行が不可能になった場
合は、試験当日の時間繰り下げまたは予備日に試験を実施する可能性があります。

出願条件
1． 独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試

験を2022年6月または2022年11月に受験している
こと。試験科目は専攻により異なる。
右記の＜日本留学試験指定科目＞を参照してください。

2． 国際英語、哲学、歴史文化、経済学、社会学、心理学、
コミュニケーション、数学、情報理学専攻に出願する場合、
2021年1月以降に受験した英語資格・検定試験の基準
を満たしていること。資格・検定試験の種類およびスコア
はP.103を参照してください。
※ 日本文学専攻に出願する場合、2021年1月以降に受験した英

語資格・検定試験のスコア（4技能）を提出すること。スコアは
P.103の基準を満たしていない場合でも出願可とするが、基準
相当レベルの英語力を有していることが望ましい。

※その他の出願条件は、入学試験要項で確認してください。

＜日本留学試験指定科目＞

選考方法
日本留学試験の成績および出願書類に基づいて第一次選考を行います。
第二次選考は、第一次選考合格者を対象に、事前課題（国際英語専攻、数学専攻、情報理学専攻のみ）および面接（オンライン方式で実施）を行い、合否を判定します。

学部 学科 専攻 指定科目
日本語 数学 総合科目

現
代
教
養
学
部

国際英語学科 国際英語 ○ ― ○

人文学科
哲学 ○ ― ○
日本文学 ○ ― ○
歴史文化 ○ ― ○

国際社会学科
国際関係 ○ ― ○
経済学 ○ ○(コース1) ○
社会学 ○ ○(コース1) ○
コミュニティ構想 ○ ○(コース1) ○

心理・コミュニケーション学科 心理学 ○ ○(コース1) ○
コミュニケーション ○ ― ○

数理科学科 数学 ○ ○(コース2) ―
情報理学 ○ ○(コース2) ―

※出題言語は日本語、英語どちらを選択してもよい。

その他の選抜 外国人留学生入学試験

特色 入学検定料　15,000円
※7月以降に指定校である日本語学校に要項を送付します。詳細は日本語学校にお問い合わせください。

外国人留学生を対象に、指定校である日本語学校長の推薦に基づき、
出願書類と面接により、合否を判定する入試制度です。

その他の選抜 外国人留学生対象日本語学校指定校制推薦入学

事前課題の概要　歴史文化専攻は日本史・アジア史・西洋史のいずれかを選択

専攻 概要
国際英語 専攻の専門科目を履修するための英語力および学修内容についての基礎的な理解を問う問題
哲学 基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
日本文学 日本語・日本文学(古典を含む)の基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
歴史文化 選択した領域に関する基礎的な学力を問う問題
国際関係 国際関係学を学ぶための基礎的な学力、国際関係専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
経済学 経済学の基礎的な理論や知識についての理解を問う問題
社会学 基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
コミュニティ構想 基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
心理学 基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
コミュニケーション コミュニケーション学に関する基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題
数学 数学(微分積分、線形代数、集合と写像)
情報理学 基礎的な学力、および専攻での学修内容についての基礎的な理解を問う問題

特色   一般編入学・一般学士入学は学部の3年次に入学する制度です。

募集学部・学科・専攻、募集人員 各専攻若干名

国際英語学科（1専攻）※、人文学科（3専攻）、国際社会学科(4専攻) 、
心理・コミュニケーション学科（2専攻）、数理科学科(2専攻)

現代教養
学部

一般対象

※ 一般編入学・一般学士入学試験で国際英語学科国際英語専攻に入学する場合、履修等に関す
る注意点があります。入学試験要項（6月下旬公開予定）をよく確認の上、出願してください。

入学年次
3年次

選考方法
第一次選考(事前課題および外国語資格・検定試験の成績)、
第二次選考(面接（オンライン方式で実施）：第一次選考合格
者のみ)および出願書類の総合判定により合否を判定します。

入学検定料　35,000円

特色　

募集学部・学科・専攻、募集人員 各専攻若干名

人文学科(3専攻)、国際社会学科(4専攻)、
心理・コミュニケーション学科(2専攻)、数理科学科(2専攻)

現代教養
学部

社会人対象

国際英語学科の募集は行いません。

入学年次
2年次

選考方法
事前課題、面接（オンライン方式で実施）および出願書類
の総合判定により合否を判定します。

入学検定料　35,000円

社会人編入学・社会人学士入学は30歳以上の方を対象とし、
学部の2年次に入学する制度です。

その他の選抜 編入学・学士入学試験（一般対象/社会人対象）
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入学試験日程
出願期間 第一次選考結果発表 試験日※2※3 合格者発表日 入学手続締切日

2022年10月10日(月)～ 10月14日(金)
締切日消印有効※1 2022年11月10日(木)15:00 2022年11月20日(日)

予備日：11月23日(水) 2022年12月2日(金)10:00 2022年12月16日(金)

※1　日本国外から出願する場合は、10月14日（金）必着とします。
※2　試験日当日に、受験生の責任ではない通信障害等が生じ、試験の続行が不可能になった場合は、試験当日の時間繰り下げまたは予備日に試験を実施する可能性があります。
※3　一般編入学・学士入学試験は第二次選考。

出願資格
一般編入学   下記いずれかに該当する女子とします。

社会人編入学     下記いずれかに該当し、2023年3月31日までに満30歳に達して
いる(1993年4月1日以前生まれ)女子とします。

1 短期大学または高等専門学校を卒業した者および2023年3月31日までに卒業
見込みの者

2
大学に2年以上在学し当該大学において62単位以上を修得した者および2023年
3月31日までに大学に2年以上在学する見込みの者で当該大学において62単位以
上を修得見込みの者

3
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上であること。その他の文部科学大臣の
定める基準を満たすものに限る。)を修了した者及び2023年3月31日までに修
了見込みの者(学校教育法第90条第1項に規定する者に限る。)

注意:① 学士の学位を有する者(2023年3月31日までに学士の学位を取得する見込みの者
を含む)が入学を志願する場合は学士入学となります。

② 外国の大学(外国大学日本校を含む)を修了または在学中の場合は、必ず出願前に出
願資格審査を受けてください。詳細は入学試験要項で確認してください。

③出願資格の2の大学在学期間「2年以上」には、休学期間を含みません。

一般学士入学   下記いずれかに該当する女子とします。
社会人学士入学     下記いずれかに該当し、2023年3月31日までに満30歳に達して

いる(1993年4月1日以前生まれ)女子とします。
1 大学を卒業した者および2023年3月31日までに卒業見込みの者

2 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者および
2023年3月31日までに学士の学位を授与される見込みの者

注意： 外国の大学(外国大学日本校を含む)を修了または在学中の場合は、 
必ず出願前に出願資格審査を受けてください。詳細は入学試験要項で確認してください。

出願条件
出願に際して、2020年11月以降に受験した以下いずれかの外国語資格・検定試
験の基準を満たしていること。利用できる外国語は右記の通り。
●  英検（従来型）については、二次試験を2020年度第2回以降に受験したものを

有効とします（一次試験の受験日は問いません）。
● TEAPについては2021年4月以降に受験したものを有効とします。

〈 英　　語 〉  指定した英語資格・検定試験のうちいずれかの成績を提出
　　　　　　 英語資格・検定試験の種類およびスコアは下記の表を参照してください

〈 ド イ ツ語 〉 ドイツ語技能検定試験 3級以上
〈フランス語〉 実用フランス語技能検定試験 3級以上
〈スペイン語〉 スペイン語技能検定試験 4級以上
〈 中  国  語 〉 中国語検定試験 3級以上
〈 韓  国  語 〉 韓国語能力試験 2級以上または「ハングル」能力検定試験 4級以上

専攻 利用できる外国語
国際英語 
[一般対象のみ] 英語

心理学・
コミュニケーション・
数学・情報理学

英語

哲学・日本文学・
歴史文化・国際関係・
経済学・社会学・
コミュニティ構想

英語・ドイツ語・フランス語・スペイン語・中国語・韓国語のうちから
1か国語を選択。
ただし、そのうちのいずれかの言語を母語とする受験者は、この
範囲内で他の外国語の資格・検定試験の成績を提出すること。

英語資格・検定試験について
知のかけはし入学試験・社会人入学試験・帰国生入学試験・外国人留学生入学試験（一部の専攻）・編入学・学士入学試験（英語を利用する場合）において、出願に際し
て出願条件として課す英語資格・検定試験の種類とスコアの基準は以下の通りです。提出方法等、詳細は入学試験要項を参照してください。

2020年11月（知のかけはし入学試験は2020年10月、外国人留学生入学試験は2021年1月）以降に受験した以下いずれかの英語資格・検定試験の基準を満た
していること。
●  英検（従来型）については、二次試験を2020年度第2回（外国人留学生入学試験は第3回）以降に受験したものを有効とします（一次試験の受験日は問いません）。
●  TEAPについては2021年4月以降に受験したものを有効とします。

▶ 知のかけはし入学試験・帰国生入学試験 P.100、P.101 P.101、P.102

試験名称 基準（4技能合計）
ケンブリッジ英語検定(4技能CBTリンガスキルを含む) 140以上
実用英語技能検定(英検)[2級以上]※1 1950以上
GTEC ※2 960点以上
IELTSTM ※3 4.0以上
TEAP(RL,W,S)※4 225点以上
TEAP CBT ※4 420点以上
TOEFL iBT® ※3※5 42点以上
TOEIC®L&R／TOEIC®S&W ※3 790点以上

▶ 編入学・学士入学試験（英語を利用する場合） P.102

試験名称 国際英語学科（一般編入学・学士入学試験のみ） 国際英語学科以外
基準（4技能合計） 基準（4技能合計）

ケンブリッジ英語検定(4技能CBTリンガスキルを含む） 150以上 130以上
実用英語技能検定(英検）[2級以上]※1 2124以上 1825以上
GTEC ※2 1075点以上 825点以上
IELTSTM ※3 4.5以上 3.0以上
TEAP(RL,W,S)※4 267点以上 180点以上
TEAP CBT ※4 510点以上 325点以上
TOEFL iBT® ※3※5 57点以上 30点以上
TOEIC®L&R／TOEIC®S&W ※3 940点以上 585点以上

▶ 社会人入学試験・外国人留学生入学試験（一部の専攻）

試験名称 基準（4技能合計）
ケンブリッジ英語検定(4技能CBTリンガスキルを含む) 130以上
実用英語技能検定(英検)[2級以上]※1 1825以上
GTEC ※2 825点以上
IELTSTM ※3 3.0以上
TEAP(RL,W,S)※4 180点以上
TEAP CBT ※4 325点以上
TOEFL iBT® ※3※5 30点以上
TOEIC®L&R／TOEIC®S&W ※3 585点以上

※1　 各級の合格・不合格ではなく、CSE2.0のスコアが基準となります。従来型・CBT・S-CBT・S-Interviewいずれも対象としますが、4技能すべてを受験していない場合、出願条件を満たしません。
※2　 スコアはオフィシャルスコアに限ります。アセスメント版は対象としません。また、「大学生・社会人向けGTEC」は対象としません。
※3　 TOEFL ITP®テスト、TOEIC®IPテスト、IELTS™ (General Training Module)は対象としません。

 TOEIC®L&R/TOEIC®S&Wについては、「TOEIC®L&R」および 「TOEIC®S&W」両検定試験の受験およびスコア（4技能）を必須とします。片方（2技能）のスコアしか有していない場合、出願条件を満たしません。
※4　 同一試験日のスコアのみ有効とします（複数日のスコアの合算は不可とします）。
※5　 Test Dateスコアのみ有効とします。MyBest™スコアを利用することはできません。


