
総合型選抜 〈探 Q 入試〉 ってどんな入試？

皆さんから寄せられた質問を集めました！ぜひ参考にしてください。

Ｑ１． 　総合型選抜 〈探 Q 入試〉 とは何ですか？

Ａ１．    以前は 「AO 入試」 と呼ばれていた入試方式です。

             大学が定めるアドミッションポリシーに合った人物を選抜する方式で、 「あなたがその大学で何を学

             び、 どのように将来に活かしていきたいのか」 という意欲や情熱を、 提出する書類や面談を通して

　　　　評価します。 「興味や関心のある分野がある！」 「将来やりたいことがある！」 という方は、 それ

　　　　を強みにして受験の幅を広げることができます。

Ｑ２． 　総合型選抜 〈探 Q 入試〉 にはどのようなタイプがありますか？

Ａ２．    自己探究型、 学び探究型、 課題探究型、 探究活動報告型の 4 タイプがあります。

　　　　 まずは、 オープンキャンパスなどで情報を集め、 自分を一番アピールできるタイプでエントリー

              してください。

　　　　 ※ 学科により実施するタイプが異なります。

Ｑ３． 　同時に複数のタイプでチャレンジすることは可能ですか？

Ａ３．    面談日が同じとなるタイプ （自己探究型と学び探究型または課題探究型と探究活動報告型） は

              同時にエントリーすることはできません。

Ｑ４． 　一度出願不許可（一次選考不通過）になっても再度チャレンジすることは可能ですか？

Ａ４．    もちろんエントリーできます。

　　　　 その際は志望学科、 タイプを変更いただいても構いません。

総合型選抜 〈探Ｑ入試〉よくわかる！

Ｑ＆Ａ



Ｑ５． 　エントリーと出願の違いは何ですか？

Ａ５．    総合型選抜 〈探 Q 入試〉 では、 出願前に本学の求める人物像に適しているか面談等を通じて確認

             （出願許可判定） し、 その結果、 適していると判断された受験生には 「出願許可」 の通知をお送り

　　　　 いたします。

　　　　 エントリーとは、この出願許可判定を受けるための申し込みのことを指し、総合型選抜 〈探 Q 入試〉

              での受験を検討されている方には必須の手続きとなります。

Ｑ６． 　出願許可と合格の違いは何ですか？

Ａ６．    出願許可は合格内定であり、 事実上の合格と考えてください。

              出願を許可された方は、 所定の期間内に出願することで、 特段書類不備などが無ければ、 合格

              発表日に合格となります。

Ｑ７． 　出願許可となったら必ず出願しなければいけませんか？

Ａ７．    必ずしも出願する必要はありません。

Ｑ８． 　出願許可を受けて出願をした場合で、 不合格となるのはどのような時ですか？

Ａ８．    例えば、 出願期間までに在籍高校の卒業見込みを得られない場合などは、 不合格となります。

Ｑ９． 　他大学と迷っています。 併願は可能ですか？

Ａ９．    エントリー期間中は併願が可能です。 ただし、 出願許可の判定を受けた方が、 出願期間内に出願   

              した場合は、 専願扱いとなりますので、 他大学との併願はできません。

Ｑ１０． エントリー費用はいくらですか？

Ａ１０．   本学ではエントリーに費用はかかりません。

               出願許可の判定を受けた方が出願する際に、 入学検定料 （30,000 円） が必要となります。



Ｑ１１． エントリーにあたり、 オープンキャンパスへの参加は必要ですか？

Ａ１１．  タイプにより参加が必要なものがあります。 ご自身が希望されるタイプをご確認ください。

　　　　 なお、 参加が必須ではないタイプでも、 本学への理解度を高めるため、 オープンキャンパスへの

　　　　 参加をお勧めしています （選考には影響いたしません）。

Ｑ１２． 既卒生もチャレンジできますか？

Ａ１２．  既卒生の方もチャレンジできます。

Ｑ１３． エントリーの際に調査書は必要ですか？

Ａ１３．  エントリーの段階では、 人間栄養学科のみ必要です。 その他の学科は必要ありませんが、

              出願の際には、 いずれの学科も出願許可通知受理後に発行された調査書が必要になります。

Ｑ１４． 選択するタイプにより有利、 不利はありますか？

Ａ１４．  ありません。 ご自身をもっともアピールできるタイプをお選びください。

Ｑ１５． 総合型選抜 〈探 Q 入試〉 について具体的に相談したいのですが、 どのような
           機会がありますか？

Ａ１５． 以下の 4 つのイベントを積極的にご利用ください。 いずれも本学ホームページから申し込みが可

              能です。

　          ①  オープンキャンパス

　          ②  総合型選抜 〈探 Q 入試〉 対策セミナー （月 2 回程度実施）

　　　　　  概要説明と個別相談があります。

　          ③  オンライン個別相談

　　            ②の対策セミナーの開催日に都合がつかない、 その他の入試も考えているといった方は、

                   こちらをご利用ください。

　          ④  キャンパス見学

　　           平日の見学も随時お受けします。

　　　　※いずれも本学ホームページから申し込みが可能です。



Ｑ１６． 出願にあたり学業成績の条件はありますか？

Ａ１６．   ありません。

                ただし、 人間栄養学科の二次選考では学業成績を判定に使用します。

Ｑ１７． 自己探究イベントに参加しましたが、 必ずエントリーしなければいけませんか？

Ａ１７．  必ずしもエントリーする必要はありません。

　　　　 他のタイプと比較し、 ご自身の力を発揮しやすいタイプでエントリーしてください。

Ｑ１８． 自己探究イベントは複数回参加できますか？

Ａ１８．  もちろん参加できます。 2 回参加することで、 1 回目とは違う先輩の話を聞けますので、 ぜひ積

               極的に活用してください。

Ｑ１９． 学び探究型対象の体験授業を受けたら必ずエントリーしなければいけませんか？

Ａ１９．   必ずしもエントリーする必要はありません。

Ｑ２０． 学び探究型の対象となる体験授業は 7 月 10 日と 8 月 20 日に行われますが、
           授業の内容は同じですか？

Ａ２０．  日程により異なります。

               また、 学科によっては午前 ・ 午後でも異なりますので、 事前に本学ホームページで確認してくだ

               さい。

               なお、 両日参加することも可能ですので、 ご自身が最もアピールできると判断した授業でエント

               リーしてください。 （7 月の体験授業でエントリーした方が 8 月の体験授業でもエントリーする場合

               は、 7 月分は辞退扱いとなります）

Ｑ２１． 自己探究イベント、 学び探究型対象体験授業に保護者も参加することは可能
            ですか？

Ａ２１．  自己探究イベントは、 第一部で在学生による学科紹介などの発表、 第二部では座談会を予定して

               います。

　　　　  第一部のみ、 保護者の方の参観が可能です。 第二部の時間帯は保護者説明会を開催しますので、

　　　　  保護者の方は別室にご移動いただきます。

               学び探究型の体験授業も保護者の方の参観が可能ですが、 後方の保護者席での参観となります。



Ｑ２３． 自己分析レポート、 エントリーシート、 自己紹介文、 活動報告書はどのように
           準備したら良いですか？

Ａ２３．  本学ホームページからダウンロードできます。 印刷してご使用ください。

Ｑ２４． 評価のポイントを教えてください。

Ａ２４．  課題探究型の課題に対する評価のポイントは、 本学ホームページで公開しています。

　　　　 大学案内記載の QR コードからもアクセスできますので、 ぜひ確認するようにしてください。

Ｑ２５． 課題図書はどのように用意したら良いですか？

Ａ２５．  図書館で借りるまたは書店、 オンラインショップで購入するなど、 ご自身で準備するよう

               お願いします。

Ｑ２６． 課題探究型において選択する課題によって有利、 不利はありますか？

Ａ２６．  有利、 不利はありません。

Ｑ２７． 面談は集団面談ですか？

Ａ２７．  全て個人面談です。

Ｑ２２． 自宅が大学から遠いところにあるのですが、 オンラインで面談を受けることは
           できますか？

Ａ２２．  課題探究型Ⅱ期および探究活動報告型Ⅱ期はオンラインでの面談実施となりますので、 ぜひご活

　　　　 用ください。 Ⅱ期以外は全て来学方式の面談となります。



Ｑ２８． エントリー書類は大学に持参しても良いですか？

Ａ２８．  課題探究型、 探究活動報告型については、 エントリー期間中の 10:00 ～ 15:00 において、 千代

              田三番町、 町田キャンパスアドミッションオフィス窓口で受け付けています （土 ・ 日曜、 祝日、

              本学の入学試験日及び大学休業期間を除く）。

　　　　 また、 エントリー期間中のオープンキャンパス開催日も開催時間中のみ受け付けています （会場

              内指定窓口に提出）。 持参したい日が受付日であるか分からない場合は、 事前にアドミッションオ

              フィス （042-782-9411） にお問い合わせください。

Ｑ２９． エントリーをしましたが、 校内選考において学校推薦型選抜 （指定校） で
           受験できることになりました。 エントリーを辞退することは可能ですか？

Ａ２９．  可能です。

               エントリーを辞退することが決まった時点でアドミッションオフィス （042-782-9411） まで、 必ず

               ご連絡ください。

Ｑ３０． 面談日はどのような服装が良いですか？

Ａ３０．  特に指定はありませんが、 高校生の方は制服での受験が多いです。

Ｑ３２．Ⅱ期のオンライン面談は高校からアクセスしても良いですか？

Ａ３２．  特に場所の指定はありませんので、 高校からでも構いません。 インターネット環境が整っている

　　　　  静穏な場所からアクセスしてください。

　　　　  なお、 事前の通信環境テストの際も同じ場所、 環境で受けてください。

Ｑ３１．Ⅱ期のオンライン面談受験にあたり、 自宅のネット環境が不安です。 事前に
          確認する方法はありますか？

Ａ３１．  オンライン面談実施にあたり、 事前に通信環境テストを行いますので、 その際に確認可
　　　　能です。

Ｑ３３．Ⅱ期のオンライン面談受験にあたり、 家にパソコンがありません。 スマートフォンで
          受験可能でしょうか？

Ａ３３．  スマートフォンの他、 タブレットからの受験でも構いません。



Ｑ３４． 昨年度の入試結果は公表していますか？

Ａ３４．  大学案内 2023 に 「2022 入試結果」 を掲載しています。
             ぜひ参考にしてください。


