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〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０-３１
TEL（０５２）９３７-８１１２・８１１３（直通）（平日９時～１７時）企画部入試課

〈本学試験場　交通アクセス〉
●名古屋校舎（名古屋駅地区ささしまライブ）
　（法学部・経済学部・経営学部・現代中国学部・国際コミュニケーション学部）
　名古屋市中村区平池町四丁目６０－６　TEL　０５２－５６４－６１１１（代表）
　＜アクセス＞
　〔鉄道〕　「名古屋」駅より徒歩約１０分
　　　　　あおなみ線「ささしまライブ」駅下車（名古屋駅より乗車時間１分）
　　　　　※大学まで歩行者デッキで直結
　　　　　近鉄「米野」駅徒歩約５分
　〔バス〕　名鉄バス「愛知大学前」下車
　　　　　名古屋市営バス「ささしまライブ」下車

● 豊橋校舎（愛知県豊橋市）
　（文学部・地域政策学部・短期大学部）
　愛知県豊橋市町畑町１－１　TEL　０５３２－４７－４１１１（代表）
　＜アクセス＞
　〔鉄道〕　豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅隣接（新豊橋駅より乗車時間６分）

※入学試験当日は、天候や事故などにより、予期せぬ公共交通機関の遅延などが発生する可能性があります。
　そのため、試験場までの複数の移動手段、代替ルートを事前に想定することをおすすめします。
　また、早めに試験場に到着するように心がけてください。
　試験当日、緊急時には以下のURLもしくはQRコードから本学の対応措置についての情報が確認できます。
　受験生向けサイト（パソコン・スマートフォン）　https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/

〈入試問題集２０２０配付中〉
過去問題集を配付しています。以下のURLもしくはQRコードから、ご請求ください。
https://formserv.jp/６００７/１

https://formserv.jp/6007/1

〈個人情報の取扱いについて〉
出願に当たってお知らせいただいた氏名、住所、その他の個人情報は、
（１）入学試験の実施（出願処理・受験票の発送・試験の実施等）
（２）合格通知書の発送
（３）入学手続
（４）新型コロナウイルス感染症に関連し、保健所等の行政機関が行う必要な調査
とこれらに付随する事項を行うために利用します。上記以外の目的で、本学が志願者本人に通知することなく個人情報を利用すること
はありません。
なお、本学は上記利用目的のため、その業務の一部を本学が定める個人情報取扱の基準を満たす業者（以下、「委託業者」という）において
行います。業務を委託するに当たり、委託業者に対して委託業務を遂行するために必要となる限度で、お知らせいただいた個人情報の全
部又は一部を提供します。提供に際しては、委託業者に対しても、契約により適切な管理を義務付けています。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大等の影響によって、予定している試験が実施困難と判断される場合、内容を一部変更し、実施する可能性が
あります。なお、変更内容は決定次第、速やかに受験生向けサイトにてお知らせします。
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■ 2 ■

　愛知大学では、「世界文化と平和への貢献」「国際的教養と視野をもった人材の育成」「地域社会への貢献」を建学の精神としており、
これに基づいた人材を社会に送り出すことを使命としています。また、建学の精神に即した人材として成長が期待できる学生の選
抜を目標としています。
　愛知大学には多様な専門教育を行う学部がありますが、いずれの学部に入学するにしてもカリキュラムは高等学校で身につけた
幅広い分野にわたる基礎学力を前提としています。基礎学力をバランス良く備えた入学者を選抜するために、３教科以上を課す一
般選抜に重点をおいた入学試験を実施しています。
　入学者選抜では、基礎学力に加え、課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力、主体性を持って多様な人々と協働し
て学ぶ態度を多面的・総合的に評価します。
　なお、学校推薦型選抜についても、一定水準以上の学業成績を求めるとともに、高等教育を受けるために必要な基礎学力を把握
するための学科試験（英語・国語）を課しています。また、学力以外の面においても、優れた能力や豊かな経験に基づく各学部専門
教育への強い興味や関心、勉学意欲を持つ者を求めています。

法学部　法学科
　法学部では、養成する人材として以下のことを考えています。
《養成する人材》
⑴ 社会正義や人権への理解を基礎として、対立する利益や価値を調整できる人材。
⑵ 法や政治についての基本的な知識を現実の場面で応用できる人材。
⑶ 社会の現実の問題から法や政治についての問題を見つけだし、その問題を解決できる人材。
⑷ 国際的な観点から、わが国の法や政治の特徴や問題を把握して、将来への構想を考えることができる人材。
　入学志願者に期待することとして、以下の⑴～⑶を考えています。
《入学志願者に期待すること》
⑴法や政治、さらに経済など、社会科学の扱うさまざまな事象への関心を持ち、社会正義や人権についての感覚を大切にしていること。
⑵ 法や政治、社会的な諸問題を構造的に理解した上で、その考えを応用してさまざまな問題に対処し、社会に貢献したいという強い意欲を有すること。そして、そ
の基盤として、高等学校の各教科、とりわけ国語、地理歴史・公民、数学について基本的学力、および論理的思考力を一定程度備えていること。さらに、主体性
を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を有していること。
⑶ 以上の期待される事がらをより深く理解するために、国際的な観点からわが国の法および政治の特徴や問題を把握する強い意欲を有すること。そして、そのため
に必要な外国語の基礎的な能力を備えていること。

経済学部　経済学科
　経済学部では、教育研究上の目的の一つは、「経済学に関する専門的学芸を教授することに加え、幅広く深い教養、総合的な判断力、豊かな人間性を養うことを
目標とする」ことにあります。経済学部では、以下のような学生を求めます。
⑴ 主体的に学習する意欲を持っている人。
⑵ 経済・社会に関心を持っている人。解決を必要とする問題を発見し自ら解決できる経済学の専門知識と教養を修得する意欲と実行力を持っている人。
⑶ 地域社会、国内外の社会で活躍、貢献したいと思っている人。
⑷ 他者への思いやりや公正さを重んじ、異なる考え方を尊重する、自立した社会人になりたいと思っている人。
⑸ 柔軟な思考力、創造力を備えるとともに、コミュニケーション能力や表現能力を高めたいと思っている人。
　いずれの入試においても基礎学力（具体的には、高等学校の各教科、とりわけ、国語、数学、外国語、地理歴史、公民、理科の基礎学力）を有することを求めます
　が、一般選抜以外の入試方式に関しては、学力以外の面において優れた学生や経験を持つ学生にも門戸を開き、小論文では、論理的思考力、的確な主張、文章の
　表現力などを問います。留学生については、日本語による会話・コミュニケーション能力などについても重視します。

経営学部　経営学科
　経営学部経営学科では、ビジネス・マネジメント、流通・マーケティング、情報システム、国際ビジネスの各領域について基礎的・専門的知識を体系的に学習し、
幅広い視野からさまざまなビジネスの現実を分析・解決する能力を備えた人材、そして経営管理に関する実践的なスキル・知識を習得し、グローバル化した国際ビ
ジネス社会のなかで主体的に活躍できる人材を育成することを目指しています。
　本学科は、こうした目標から、経営学の諸領域をより専門的に幅広く学びたいという学習意欲の高い人の受入れを考えており、そのために入学希望者に一定の学
力を求めています。
[一般選抜]高等学校段階の国語、外国語、地理歴史、公民、数学等について十分な基礎学力、並びに論理的思考力・判断力・表現力を総合的に備えている人。
[学校推薦型選抜]学業・人物共に優秀であると認められ、様々な課題に積極的に取り組んできた実績を有する人で、本学科での学習に円滑に移行することができる程度に
高等学校段階の国語、外国語、地理歴史、公民、数学等について一定の基礎学力、並びに論理的思考力・判断力・表現力を備えている人。
　本学科は次のような入学希望者を受入れたいと考えています。
⑴ 企業、商品、市場の動向などダイナミックに変化している経済社会に強い関心をもった人。
⑵ ビジネスや行政などのさまざまな領域で活躍し、社会に貢献することを考えている人。
⑶ 国家資格等を取得して、特定の専門職のプロフェッショナルを目指そうとする人。

経営学部　会計ファイナンス学科
　経営学部会計ファイナンス学科では、経済社会の様々な分野で活躍していくために必要となる、アカウンティング、ファイナンス、ビジネスデザインの専門的知
識と実践的技能、そして人間社会を文化的により豊かに生きていくために必要な教養をバランスよく身につけ、自己の能力を主体的に高めていくことのできる社会
的に信頼された人材の育成を目指しています。
　本学科は、こうした目標から、アカウンティング、ファイナンス、ビジネスデザインをより専門的に幅広く学びたいという学習意欲の高い人の受入れを考えてお
り、そのために入学希望者に一定の学力を求めています。
[一般選抜]高等学校段階の国語、外国語、地理歴史、公民、数学等について十分な基礎学力、並びに論理的思考力・判断力・表現力を総合的に備えている人。
[学校推薦型選抜]学業・人物共に優秀であると認められ、様々な課題に積極的に取り組んできた実績を有する人で、本学科での学習に円滑に移行することができる程度に
高等学校段階の国語、外国語、地理歴史、公民、数学等について一定の基礎学力、並びに論理的思考力・判断力・表現力を備えている人。
　本学科は次のような入学希望者を受入れたいと考えています。
⑴ 企業活動、金融市場の動向などダイナミックに変化している経済社会に強い関心をもった人。
⑵ 一般企業、行政および教育などのさまざまな領域で活躍し、社会に貢献することを考えている人。
⑶ 公認会計士、税理士および国税専門官などの会計専門職を目指そうとする人。

現代中国学部　現代中国学科
　現代中国学部は、現代中国について総合的に教育・研究する日本唯一の学部として、国際的な視野と識見を備え、中国・アジアを中心にグローバルに活躍できる人
材を養成することをめざします。具体的には、相手の背景を理解しつつ自分のことを説明するための基礎的な知識とコミュニケーション能力を備え、主体的に他者と
関わり、自ら判断し、お互いの違いを乗り越えて協働できるような人材で、その養成のために現地主義教育を中心とした多彩な教育プログラムを用意しています。
　現代中国学部はこのような教育目標にふさわしい者として、高校で学ぶ基礎的な学力を有することに加えて次のような学生を求めて、選抜します。
⑴ 中国に対して強い関心と勉学意欲を持っている人。
⑵ 現地主義教育を通じて自ら成長したい人。
⑶ アジアを中心とした国際社会で活躍したい人。
⑷ グローバルな視野で社会貢献したい人。
⑸ 異文化体験を通して、自らが所属する文化・社会を理解したい人。
　また、各選抜方式では、次のような方針で選抜します。
[一般選抜]基礎学力をバランス良く備えた人を選抜します。
[学校推薦型選抜]一定水準以上の基礎学力を備え、学力以外の優れた能力や豊かな経験に基づく中国やアジアへ強い興味や関心、勉学意欲を持つ人を選抜します。
[総合型選抜]基礎学力に加えて資格や活動実績を有し、中国・アジアのみならずグローバルな舞台で活躍できる人材を目指し、高い勉学意欲を持つ人を選抜します。

大学全体

１．入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）
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国際コミュニケーション学部　英語学科
　国際コミュニケーション学部英語学科では、英語圏の言語であると同時に国際共通語の地位にある英語の高度な運用能力の習得を柱に、言語、文化を深く学びま
す。高校で学んだ英語の知識・技能を基に、双方型の少人数授業を通してコミュニケーション能力を身につけることに重点を置いています。
　言語に対する深い理解、異文化間コミュニケーション、日本文化に対する知識、海外研修・国際フィールドワークなどを通して、獲得した知識や経験に基づいた
思考力・表現力と多様な国際社会で互いを尊重する判断力を持って世界の人々と対等に語り合えるコミュニケーション能力を持つ人材の育成を目指しています。
　このような観点から一般選抜および学校推薦型選抜において、英語学科では以下のような主体性をもつ学生を求めるための入学試験を実施します。
⑴ 英語をはじめとする外国語を習得したい人。
⑵ 異文化理解に関心を持ち、異文化体験を通して視野を広げたい人。
⑶ 国際的な場での社会貢献をしたい人。
⑷ 企業の海外事業や国際流通部門、航空・旅行会社等、海外の人と関わる職業で活躍したい人。
⑸ 英語教師となり地域社会や教育の分野で自らの学びを還元したい人。

国際コミュニケーション学部　国際教養学科
　国際コミュニケーション学部国際教養学科では、異文化理解を通して国際コミュニケーション能力を習得し、自文化についての知見をもちながら、国際的な場で
活躍できる人材の育成を目的としています。そのため、生きたコミュニケーション能力を高めるための英語を身につける密度の濃い学習プログラムをはじめ、より
洗練された日本語能力を磨きながら、多言語環境にも慣れていくための学習条件を整備しています。さらに、アメリカ、ヨーロッパ、アジア（日本を含む）をめぐる
歴史、政治、経済、社会、文化、国際関係について国際人としてのコモンセンスを培い、国際フィールドワークを実施して、人・モノ・コトに関する具体的な交流
経験を深めます。諸外国からの留学生も広く受け入れ、多文化環境が自然に生まれるよう様々な工夫を凝らしています。
　このような観点から一般選抜および学校推薦型選抜において、国際教養学科では以下のような学生を求めるための入学試験を実施します。
【知識・技能】
⑴ 国際教養学科での教育を受けるのに必要とされる高等学校の教育課程を習得している人。
⑵ アメリカ・ヨーロッパ・アジア（日本を含む）をめぐる歴史、政治、経済、社会、文化、国際関係について関心をもち、必要な知識や技能を積極的に吸収しようとする人。
【思考・判断・表現】
⑴ 現在の国際社会の様々な問題を多面的かつ論理的に考え、自分の意見をわかりやすく説明しようと努める人。
【主体性・多様性・協働性】
⑴ 多様な文化背景をもつ人々と協働して主体的に学ぶ姿勢を身につける意欲をもった人。
⑵ 異文化を理解して国際社会や世界の中の地域社会において積極的に貢献したいと考えている人。

文学部　歴史地理学科（２０２１年４月、新設）
　文学部歴史地理学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部歴史地理学科では、求
める学生像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、地理歴史、公民、数学について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間や社会の歴史的展開や、人々が生活する地理的環境などについて興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、あるいは過去、あるいは現在に
ついて観察、考察し、さらに未来を展望することに魅力を感じている人、また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。

⑶ 大学において学習、習得した歴史学・地理学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会
貢献などに活かしていこうとする意思を有する人。

文学部　日本語日本文学科（２０２１年４月、新設）
　文学部日本語日本文学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部日本語日本文学科
では、求める学生像を次のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、公民、数学、地理歴史について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 「日本語」「日本文学」「日本語表現」について興味や関心を抱いており、過去から現在、未来へと至る日本文化について思考・構想することに魅力を感じている人。
また、それを思考・構想するための高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。

⑶ 大学において学習、習得した日本語・日本文学・日本語表現学に関する専門的知識や研究方法、広義のリテラシー能力を、将来的な自己の人生、職業、社会貢献
などに活かしていこうとする意志を有する人。

文学部　人文社会学科
　文学部人文社会学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部人文社会学科では、求
める学生像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、地理歴史、公民、数学について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間の様々な営みと活動について多様な興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、過去あるいは現在について観察、考察し、さらに未来を展望
することに魅力を感じている人。また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。

⑶ 大学において学習、習得した人文学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会貢献など
に活かしていきたいという意思を有する人。

文学部　心理学科
　文学部心理学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部心理学科では、求める学生
像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、公民、数学、生物、地理歴史について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間の様々な営みと活動について多様な興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、あるいは過去、あるいは現在について観察、考察し、さらに
未来を展望することに魅力を感じている人。また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。

⑶ 大学において学習、習得した心理学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会貢献など
に活かしていきたいという意思を有する人。

地域政策学部　地域政策学科
　地域政策学部では、「地域を見つめ、地域を活かす」という学部理念とそれに対応する高度な「地域貢献力」を備えた人材を養成する教育課程を踏まえ、入学者受け
入れ方針として、「学力の３要素」（１.知識・技能、２.思考力・判断力・表現力、３.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）を多面的・総合的に評価するこ
とはもちろんのこと、受験生に以下のような能力、意欲、適性等を求めるものとします。
⑴ 故郷や住んでいる地域、自然環境を愛し、その変化に関心を持っている人。
⑵ 地域の問題や地方の課題を解決したいと思っている人。
⑶ 新しい政治や経済、行政のあり方を追求したい人。
⑷ 安全・安心で個性的なまちづくり・社会づくりに情熱を持っている人。
⑸ 知識の習得にとどまらず、豊かな人間性を育みたいと思っている人。
⑹ 世界の人々と交流し異文化体験を糧として成長したいと願っている人。

短期大学部　ライフデザイン総合学科
　短期大学部では、カリキュラムに示す各分野の学識を高めることを通して、主体的に自らのライフデザインを描けるようにすること、さらにはその技能を社会に
還元する力を育成することを教育目標としています。
　本短期大学部は、高等学校卒業までにさまざまな科目を広く学び基礎学力を身につけた女性で、次のような学生に広く門戸を開放しています。
⑴ 豊かな教養を求め、自国のことばや文化に関心の高い人。
⑵ 英語をはじめとする外国語の習得に強い意欲をもち、異文化理解に興味のある人。
⑶ 社会人・職業人になることの意味を積極的に考え、それに向かって努力できる人。
⑷ 人と人、人と社会の関係などに問題意識をもち、自ら成長したいと思っている人。
⑸ 高校時代までにサークル活動、ボランティア活動等に熱中したことがあり、その経験を語れる人。
　一般選抜・学校推薦型選抜、いずれの入試においても基礎学力を有することを求めますが、学校推薦型選抜に関しては、豊かな経験を持つ学生に門戸を開いてい
　ます。キャリアデザイン特別入試における小論文は、キャリア形成のための取組み、働くことの意味やその目的など、あわせて論理的思考力、的確な主張、文章
　の表現力などを問います。社会人入試については、社会人としての豊かな経験に基づく学習意欲を問います。外国人留学生については、日本語による会話・コミュ
　ニケーション能力などを重視します。
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前
期
日
程（
1
・
2
月
）

後
期
日
程（
3
月
）

本学
独自試験
あり

全問マークセンス方式。一度の試験で複数の
学部・学科・コースに出願できます。

学部
短大

短大のメイン入試。英語と国語の２教科型で
全問マークセンス方式。

数学の配点割合が高い入試。
得意な数学を活かせます。

短大

募集定員が最も多い愛大のメイン入試。
前期入試は愛知大学スカラシップ※の対象。

※愛知大学スカラシップについては、P.５３をご参照ください。

学部
短大

前期入試対策と共通テストの高得点科目が活
きる入試。

学部
短大

本学
独自試験
なし

共通テストの成績のみで出願可能。５教科型と
３教科型（短大は２教科型）があります。
５教科型は愛知大学スカラシップ※の対象。

学部
短大

学部入試は前期・M方式入試と同様の３教科型
入試。全問マークセンス方式。一度の試験で複
数の学部・学科・コースに出願できます。

学部
短大

本学
独自試験
あり

本学
独自試験
なし

国公立大学との併願がしやすく、得意科目が
活かせる受験生の負担が少ない入試。

学部
短大

学部

■一般選抜募集定員１,４０４名（入学定員の７０.４％）
基礎学力をバランス良く備えた入学者を選抜するために、３教科以上を課す一般選抜に重点をおいた入学試験を実施しています。

学部 学科 入学定員 一般選抜
募集定員

法学部 法学科  　３１５  　２３７
経済学部 経済学科  　３３０  　２４５

経営学部 経営学科  　２５０  　１７４
会計ファイナンス学科  　１２５  　　７０

現代中国学部 現代中国学科  　１８０  　　９７
国際コミュニケーション
学部

英語学科  　１１５  　　７３
国際教養学科  　１１５  　　８１

文学部

歴史地理学科  　　７０  　　５２
日本語日本文学科  　　４８  　　３６
人文社会学科  　１７２  　１３７
心理学科  　　５５  　　４２

地域政策学部 地域政策学科  　２２０  　１６０
学部合計 １,９９５ １,４０４

短期大学部 ライフデザイン総合学科  　１００  　　６７

７０.４％

２３.９％

５.７％

一般選抜

学校
推薦型選抜

総合型選抜等

【２０２１年度　学部募集定員割合/入学定員・一般選抜募集定員】

・一般選抜は、共通テスト利用入試を含みます。
・学校推薦型選抜は、公募制推薦入試と指定校制推薦入試です。
・２０２０年度入試結果の詳細は、P.５５～５７をご覧ください。

【参考】一般入試志願者数・合格者数
学部・学科

法学部 
経済学部 
経営学部 
　 経営学科
　 会計ファイナンス学科
現代中国学部 
国際コミュニケーション学部
　 英語学科
　 国際教養学科
文学部 
地域政策学部

合計

2018年度
3,429
3,632
4,871
3,194
1,677
1,209
2,548
1,153
1,395
3,427
3,038

22,154

3,620
4,016
4,606
3,524
1,082
1,396
2,699
1,395
1,304
3,715
3,186

23,238

3,779
4,245
4,430
3,057
1,373
1,378
2,569
1,272
1,297
3,590
2,994

22,985

1,040
1,043
1,070
745
325
350
677
296
381
1,370
827

6,377

1,134
1,127
975
667
308
433
828
393
435
1,474
916

6,887

1,240
1,326
1,203
820
383
506
977
436
541
1,692
1,110

8,054

2019年度 2020年度 2018年度 2019年度 2020年度
志願者数 合格者数

NEW

NEW

Topic１  愛知大学は一般選抜を重視
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国際コミュニケーション学部　英語学科
　国際コミュニケーション学部英語学科では、英語圏の言語であると同時に国際共通語の地位にある英語の高度な運用能力の習得を柱に、言語、文化を深く学びま
す。高校で学んだ英語の知識・技能を基に、双方型の少人数授業を通してコミュニケーション能力を身につけることに重点を置いています。
　言語に対する深い理解、異文化間コミュニケーション、日本文化に対する知識、海外研修・国際フィールドワークなどを通して、獲得した知識や経験に基づいた
思考力・表現力と多様な国際社会で互いを尊重する判断力を持って世界の人々と対等に語り合えるコミュニケーション能力を持つ人材の育成を目指しています。
　このような観点から一般選抜および学校推薦型選抜において、英語学科では以下のような主体性をもつ学生を求めるための入学試験を実施します。
⑴ 英語をはじめとする外国語を習得したい人。
⑵ 異文化理解に関心を持ち、異文化体験を通して視野を広げたい人。
⑶ 国際的な場での社会貢献をしたい人。
⑷ 企業の海外事業や国際流通部門、航空・旅行会社等、海外の人と関わる職業で活躍したい人。
⑸ 英語教師となり地域社会や教育の分野で自らの学びを還元したい人。

国際コミュニケーション学部　国際教養学科
　国際コミュニケーション学部国際教養学科では、異文化理解を通して国際コミュニケーション能力を習得し、自文化についての知見をもちながら、国際的な場で
活躍できる人材の育成を目的としています。そのため、生きたコミュニケーション能力を高めるための英語を身につける密度の濃い学習プログラムをはじめ、より
洗練された日本語能力を磨きながら、多言語環境にも慣れていくための学習条件を整備しています。さらに、アメリカ、ヨーロッパ、アジア（日本を含む）をめぐる
歴史、政治、経済、社会、文化、国際関係について国際人としてのコモンセンスを培い、国際フィールドワークを実施して、人・モノ・コトに関する具体的な交流
経験を深めます。諸外国からの留学生も広く受け入れ、多文化環境が自然に生まれるよう様々な工夫を凝らしています。
　このような観点から一般選抜および学校推薦型選抜において、国際教養学科では以下のような学生を求めるための入学試験を実施します。
【知識・技能】
⑴ 国際教養学科での教育を受けるのに必要とされる高等学校の教育課程を習得している人。
⑵ アメリカ・ヨーロッパ・アジア（日本を含む）をめぐる歴史、政治、経済、社会、文化、国際関係について関心をもち、必要な知識や技能を積極的に吸収しようとする人。
【思考・判断・表現】
⑴ 現在の国際社会の様々な問題を多面的かつ論理的に考え、自分の意見をわかりやすく説明しようと努める人。
【主体性・多様性・協働性】
⑴ 多様な文化背景をもつ人々と協働して主体的に学ぶ姿勢を身につける意欲をもった人。
⑵ 異文化を理解して国際社会や世界の中の地域社会において積極的に貢献したいと考えている人。

文学部　歴史地理学科（２０２１年４月、新設）
　文学部歴史地理学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部歴史地理学科では、求
める学生像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、地理歴史、公民、数学について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間や社会の歴史的展開や、人々が生活する地理的環境などについて興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、あるいは過去、あるいは現在に
ついて観察、考察し、さらに未来を展望することに魅力を感じている人、また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。
⑶ 大学において学習、習得した歴史学・地理学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会
貢献などに活かしていこうとする意思を有する人。

文学部　日本語日本文学科（２０２１年４月、新設）
　文学部日本語日本文学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部日本語日本文学科
では、求める学生像を次のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、公民、数学、地理歴史について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 「日本語」「日本文学」「日本語表現」について興味や関心を抱いており、過去から現在、未来へと至る日本文化について思考・構想することに魅力を感じている人。
また、それを思考・構想するための高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。
⑶ 大学において学習、習得した日本語・日本文学・日本語表現学に関する専門的知識や研究方法、広義のリテラシー能力を、将来的な自己の人生、職業、社会貢献
などに活かしていこうとする意志を有する人。

文学部　人文社会学科
　文学部人文社会学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部人文社会学科では、求
める学生像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、地理歴史、公民、数学について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間の様々な営みと活動について多様な興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、過去あるいは現在について観察、考察し、さらに未来を展望
することに魅力を感じている人。また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。
⑶ 大学において学習、習得した人文学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会貢献など
に活かしていきたいという意思を有する人。

文学部　心理学科
　文学部心理学科では、教育研究上の目的及び学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）で示す人材を育成します。こうした観点から文学部心理学科では、求める学生
像を以下のように考えています。
《求める学生像》
⑴ ［一般選抜］高等学校の各教科、とりわけ国語、外国語、公民、数学、生物、地理歴史について基本的学力を有しており、応用、発展的内容の学習へ進む準備ができている人。
　［学校推薦型選抜］高等学校段階の各教科の基本的内容について学習、理解しており、大学における教育・学習に支障なく移行、適応できる学力を有している人。
⑵ 人間の様々な営みと活動について多様な興味や関心を抱いており、個、集団、地域などの観点から、あるいは過去、あるいは現在について観察、考察し、さらに
未来を展望することに魅力を感じている人。また、そのための新たな、より高度な知識や分析手法を習得したいという意欲のある人。
⑶ 大学において学習、習得した心理学の専門的知識、視座、研究方法と広義のリテラシー能力、コミュニケーション能力を、将来自己の人生、職業、社会貢献など
に活かしていきたいという意思を有する人。

地域政策学部　地域政策学科
　地域政策学部では、「地域を見つめ、地域を活かす」という学部理念とそれに対応する高度な「地域貢献力」を備えた人材を養成する教育課程を踏まえ、入学者受け
入れ方針として、「学力の３要素」（１.知識・技能、２.思考力・判断力・表現力、３.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度）を多面的・総合的に評価するこ
とはもちろんのこと、受験生に以下のような能力、意欲、適性等を求めるものとします。
⑴ 故郷や住んでいる地域、自然環境を愛し、その変化に関心を持っている人。
⑵ 地域の問題や地方の課題を解決したいと思っている人。
⑶ 新しい政治や経済、行政のあり方を追求したい人。
⑷ 安全・安心で個性的なまちづくり・社会づくりに情熱を持っている人。
⑸ 知識の習得にとどまらず、豊かな人間性を育みたいと思っている人。
⑹ 世界の人々と交流し異文化体験を糧として成長したいと願っている人。

短期大学部　ライフデザイン総合学科
　短期大学部では、カリキュラムに示す各分野の学識を高めることを通して、主体的に自らのライフデザインを描けるようにすること、さらにはその技能を社会に
還元する力を育成することを教育目標としています。
　本短期大学部は、高等学校卒業までにさまざまな科目を広く学び基礎学力を身につけた女性で、次のような学生に広く門戸を開放しています。
⑴ 豊かな教養を求め、自国のことばや文化に関心の高い人。
⑵ 英語をはじめとする外国語の習得に強い意欲をもち、異文化理解に興味のある人。
⑶ 社会人・職業人になることの意味を積極的に考え、それに向かって努力できる人。
⑷ 人と人、人と社会の関係などに問題意識をもち、自ら成長したいと思っている人。
⑸ 高校時代までにサークル活動、ボランティア活動等に熱中したことがあり、その経験を語れる人。
　一般選抜・学校推薦型選抜、いずれの入試においても基礎学力を有することを求めますが、学校推薦型選抜に関しては、豊かな経験を持つ学生に門戸を開いてい
　ます。キャリアデザイン特別入試における小論文は、キャリア形成のための取組み、働くことの意味やその目的など、あわせて論理的思考力、的確な主張、文章
　の表現力などを問います。社会人入試については、社会人としての豊かな経験に基づく学習意欲を問います。外国人留学生については、日本語による会話・コミュ
　ニケーション能力などを重視します。
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М方式入試は一度の試験で複数出願が可能

２月２日（火）に行うМ方式入試では、複数の学部・学科・コースに出願できます。
入学検定料の割引は、出願確認票１枚単位での適用となります。

２月２日（火）の一度の試験で
複数の学部・学科・コースに出願可能

前期入試と共通テストプラス方式入試を併願受験することで合格率UP!
前期入試と共通テストプラス方式入試はいずれも４日間試験日を設定しています。
同日程で２つの入試種別を実施しますので、併願受験することにより合格率の上昇に繋っています。

２０２０年度
入試結果

前期入試のみ受験 前期入試・センタープラス方式入試（併願受験）

受験者数 合格者数 合格率 受験者数
１つ以上合格※

合格者数 合格率
４日間合計 ４,２９８ １,０１２ ２３.５% ２,９８６ １,１４２ ３８.２%

※前期入試、センタープラス方式入試のいずれか、もしくは両方合格。
※２０２０年度入試まで実施のセンタープラス方式入試は、２０２１年度入試より共通テストプラス方式入試に名称を変更します。

М方式入試・前期入試・共通テストプラス方式入試・
数学重視型入試で一般選抜募集定員の７割以上

受験日数や併願学部・学科・コースを計画的に
組み立てることで、合格率が上昇

後期入試
［１０９名］７.８％

共通テスト利用入試（後期）
［５５名］３.９％

共通テスト
利用入試
（前期・５教科型）
［１１０名］７.８％

共通テスト
利用入試
（前期・３教科型）
［１２３名］８.８％

М方式入試
［１９７名］
１４.０％

前期入試・共通テストプラス方式入試
数学重視型入試
［８１０名］
５７.７％

一般選抜
募集定員
［１,４０４名］

合計
［1,007名］

２０２０年度一般入試 出願数別合格率
（出願数：受験者１人あたりのM方式入試・前期入試・センタープラス方式入試・
数学重視型入試併願受験の合計数）

0.0%

40.0%

50.0%

60.0%

52.2%
49.8%

42.8%

2 出願以下 3・4出願 5出願以上

経済学部
経済学科

経営学部
経営学科

地域政策学部
地域政策学科
食農環境コース

+ +
〔出願例〕

数学の配点が高い入試方式。得意な数学を活かせます。※前期入試と共通問題

・試験日は２月５日（金）～８日（月）の４日間を設定。
受験スケジュールに合わせ試験日を選択できます。
・１試験日につき、１学部・学科・コースへの出願。
最大４日間４出願が可能です。
・ 前期入試、共通テストプラス方式入試を同時に出願する場合、
最大４日間１２出願が可能です。出願先は異なっても構いません。
合否判定はそれぞれ行います。

全国１４都市で試験実施
初日の２月５日（金）は、本学試験場に加え全国１２都市に地方試験場を設置。
岐阜・浜松・四日市・津は４日間の全日程で試験場を設置しています。
すべての試験場において試験日ごとに同一問題で試験を実施しますので、
全試験場で公平性を確保しています。

〈配点〉

外国語
（１００点）

国語
（１００点）

数学
（２００点）+ +

〈募集学部・学科・コース〉
法学部　法学科
経済学部 経済学科
経営学部 経営学科／会計ファイナンス学科
文学部 心理学科
地域政策学部 地域政策学科 食農環境コース

М方式入試・前期入試・共通テストプラス方式入試
を計画的に受験することで、合格の可能性が広がるTopic３

Topic２ 前期日程にて数学重視型入試を実施
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■特色ある就職先
～公務員就職率が高い『法学部』、商社・製造業への就職率が高い『経済学部』～

♦主な就職先
（２０２０年３月卒業生）（一部抜粋）

就職希望者数 就職者数 その他 卒業者数 進路報告者数 進路報告率
３３７ ３３４ ２７ ３６１ ３５７ ９８.９％

敷島製パン
スズキ
ＣＫＤ
マキタ
クリナップ
タカラスタンダード
イノアックコーポレーション
パイロットコーポレーション
メニコン
ブラザー販売
サンゲツ
神鋼商事
ＳＣＳＫ
愛知銀行
十六銀行
百五銀行

日本政策金融公庫
東京海上日動火災保険
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）
東海旅客鉄道（ＪＲ東海）
名古屋鉄道
フジトランスコーポレーション
日本年金機構
日本赤十字社
財務省 名古屋税関
厚生労働省 愛知労働局
農林水産省 東海農政局
経済産業省 中部経済産業局
国土交通省 中部地方整備局
名古屋地方検察庁
岐阜地方検察庁
津地方検察庁

静岡地方検察庁
裁判所職員
国税専門官
労働基準監督官
愛知県庁
岐阜県庁
石川県庁
大阪府庁
名古屋市役所
名古屋港管理組合
豊橋市役所
岡崎市役所
一宮市役所
豊田市役所
岐阜市役所
愛知県警察本部

※就職者数には、自営、現職継続を含む。※その他は、資格試験等準備、進路未定者などの合計である。

サービス業
１３.５%

公務員
３２.０%

卸売・商社
１１.４% 製造業

１２.３%

金融・保険
１０.８%

運輸業・郵便業 ４.５%

建設・不動産 ５.７%

通信業(電気・ガス含む) ５.１%

小売業 ４.５%
その他 ０.３%

就職者数
３３４名

♦主な就職先
（２０２０年３月卒業生）（一部抜粋）

就職希望者数 就職者数 その他 卒業者数 進路報告者数 進路報告率
３５４ ３５３ ２１ ３７４ ３６３ ９７.１％

カルビー
久光製薬
敷島製パン
スタンレー電気
住友電装
ヤマザキマザック
新東工業
マキタ
オーエスジー
参天製薬
杏林製薬
小島プレス工業
クリナップ
三協立山
ノーリツ
アイシン化工
アイシン機工
興和
アルフレッサ

メディセオ
サンゲツ
シャープマーケティングジャパン
ユアサ商事
リコージャパン
日本アクセス
伊藤忠テクノソリューションズ
ＮＥＣソリューションイノベータ
白泉社
東日本電信電話（ＮＴＴ東日本）
三菱ＵＦＪ銀行
大垣共立銀行
十六銀行
名古屋銀行
百五銀行
岡崎信用金庫
岐阜信用金庫
日本政策金融公庫
損害保険ジャパン

東京海上日動火災保険
三井住友海上火災保険
東海労働金庫
全国共済農業協同組合連合会 愛知県本部
ＮＴＴファシリティーズ東海
トヨフジ海運
近畿日本鉄道
東海旅客鉄道（ＪＲ東海）
愛知県厚生農業協同組合連合会
財務省 名古屋税関
国税専門官
労働基準監督官
愛知県庁
岐阜県庁
名古屋市役所
一宮市役所
岐阜市役所
愛知県教育委員会（中学校・社会）
愛知県教育委員会（小学校）

※就職者数には、自営、現職継続を含む。※その他は、資格試験等準備、進路未定者などの合計である。

サービス業
１１.６%

卸売・商社 
１７.３%

公務員
９.６% 製造業 

１５.３%

金融・保険
１５.３%通信業

（電気・ガス含む）
１３.３%

建設・不動産 ７.９%

運輸業・郵便業 ３.４%
教員 ０.６%

就職者数
３５３名

小売業 ５.７%

　ゼミでは、女性の政治参加について研究しました。日本では、女性議員の
割合が国会でも地方議会でも諸外国と比べて著しく低いという事実がありま
す。各政党の候補者を男女同数に義務づけているフランスなどと比較して、改
善策を模索しました。ここで培った多角的な探究力を、高校生の頃から憧れ
た検察事務官の仕事に活かします。

岐阜地方検察庁
法学部 法学科４年　内藤 千聡さん
愛知県立五条高校出身

　「金融業」の授業では金融の仕組みから最新の経済トピックまで、臨場感あ
ふれる金融のダイナミズムを学びました。ゼミでフィンテックを研究したと
きには、AI化が進む世界で今後の日本経済の要となる分野だと実感。卒業研
究ではAmazonプライム・ビデオやNetflixなどの動画配信サービスに着目し、
映画館に与える影響を研究しました。

久光製薬株式会社
経済学部 経済学科４年　糸魚川 智也さん
私立高田高校出身

経済学部

法学部

※小数第２位を四捨五入しています。
　そのため合計が１００％にならない場合があります。

※小数第２位を四捨五入しています。
　そのため合計が１００％にならない場合があります。

愛知大学法科大学院との連携コースを設置構想中です。
（２０２１年４月設置予定）

・法学部と法科大学院で連携し、司法試験合格に向けて、一貫した教育プログラムを提供します。
・最短で大学入学から５年で司法試験合格も可能です（大学３年間＋法科大学院２年間）。

Topic４  法学部・経済学部
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М方式入試は一度の試験で複数出願が可能

２月２日（火）に行うМ方式入試では、複数の学部・学科・コースに出願できます。
入学検定料の割引は、出願確認票１枚単位での適用となります。

２月２日（火）の一度の試験で
複数の学部・学科・コースに出願可能

前期入試と共通テストプラス方式入試を併願受験することで合格率UP!
前期入試と共通テストプラス方式入試はいずれも４日間試験日を設定しています。
同日程で２つの入試種別を実施しますので、併願受験することにより合格率の上昇に繋っています。

２０２０年度
入試結果

前期入試のみ受験 前期入試・センタープラス方式入試（併願受験）

受験者数 合格者数 合格率 受験者数
１つ以上合格※

合格者数 合格率
４日間合計 ４,２９８ １,０１２ ２３.５% ２,９８６ １,１４２ ３８.２%

※前期入試、センタープラス方式入試のいずれか、もしくは両方合格。
※２０２０年度入試まで実施のセンタープラス方式入試は、２０２１年度入試より共通テストプラス方式入試に名称を変更します。

М方式入試・前期入試・共通テストプラス方式入試・
数学重視型入試で一般選抜募集定員の７割以上

受験日数や併願学部・学科・コースを計画的に
組み立てることで、合格率が上昇

後期入試
［１０９名］７.８％

共通テスト利用入試（後期）
［５５名］３.９％

共通テスト
利用入試
（前期・５教科型）
［１１０名］７.８％

共通テスト
利用入試
（前期・３教科型）
［１２３名］８.８％

М方式入試
［１９７名］
１４.０％

前期入試・共通テストプラス方式入試
数学重視型入試
［８１０名］
５７.７％

一般選抜
募集定員
［１,４０４名］

合計
［1,007名］

２０２０年度一般入試 出願数別合格率
（出願数：受験者１人あたりのM方式入試・前期入試・センタープラス方式入試・
数学重視型入試併願受験の合計数）

0.0%

40.0%

50.0%

60.0%

52.2%
49.8%

42.8%

2 出願以下 3・4出願 5出願以上

経済学部
経済学科

経営学部
経営学科

地域政策学部
地域政策学科
食農環境コース

+ +
〔出願例〕

数学の配点が高い入試方式。得意な数学を活かせます。※前期入試と共通問題

・試験日は２月５日（金）～８日（月）の４日間を設定。
受験スケジュールに合わせ試験日を選択できます。
・１試験日につき、１学部・学科・コースへの出願。
最大４日間４出願が可能です。
・ 前期入試、共通テストプラス方式入試を同時に出願する場合、
最大４日間１２出願が可能です。出願先は異なっても構いません。
合否判定はそれぞれ行います。

全国１４都市で試験実施
初日の２月５日（金）は、本学試験場に加え全国１２都市に地方試験場を設置。
岐阜・浜松・四日市・津は４日間の全日程で試験場を設置しています。
すべての試験場において試験日ごとに同一問題で試験を実施しますので、
全試験場で公平性を確保しています。

〈配点〉

外国語
（１００点）

国語
（１００点）

数学
（２００点）+ +

〈募集学部・学科・コース〉
法学部　法学科
経済学部 経済学科
経営学部 経営学科／会計ファイナンス学科
文学部 心理学科
地域政策学部 地域政策学科 食農環境コース

М方式入試・前期入試・共通テストプラス方式入試
を計画的に受験することで、合格の可能性が広がるTopic３

Topic２ 前期日程にて数学重視型入試を実施
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■専門教育科目ピックアップ

専門的な知識の修得をめざし「経営学科」と「会計ファイナンス学科」の２学科体制を採用しています。
「経営学」と「会計学」は相補の関係にあり、「経営学科」と「会計ファイナンス学科」もまた、いわば車の両輪のように存
在しています。車輪がその役目を果たすためには、両輪をつなぐ車軸がなくてはならず、二つの学科をつなぐ車軸の
役割を担う学部共通科目を設置。これによって２学科の連携はますます密接で強固なものとなっています。経営学部
で開講される専門教育科目（１７６科目）のうち、半数以上である８９科目が両学科履修可能科目として設置され、経
営学科、会計ファイナンス学科、どちらに所属していても受講できます。学びを広げ深めることができます。
※共通教育科目、隣接関連科目、教職課程科目は除く。

■学科の枠を越えた
　学びのスタイル

■経営学部　経営学科

■経営学部専門教育科目（１７６科目※）のうち、半数以上の８９科目が両学科とも履修可能

私たちの身の回りにはさまざま
な外国製品があふれ、多くの外資
系企業が日本国内で活動していま
す。同様に日本の企業も、規模の
大小に関わらず、世界中の市場で
国際競争を続けています。この講
義では、国際経営の基本的な概念
や理論を学び、国際経営の現状を
理解した上で、今後の日本企業の
課題についても考察します。

【国際経営論】

■経営学部　会計ファイナンス学科

電気、水道、道路、学校、ごみ処
理などの公共サービスには、すべて
税金が使われています。税金は具体
的に何に使われるかわからないまま
徴収されます。そこで、それを住民
にわかりやすく説明するための技術
が公会計です。公会計論では、講義
に加えグループワーク、ディベート
などを取り入れ、主体的に学ぶ取り
組みも行っています。

   その名の通り、ビジネスデザイン
コースで学ぶための土台を築く必
修科目です。豊富な事例に基づく
講義で、ビジネスプランニングや
企業戦略論・組織論などを学び、事
業構想や戦略立案の基礎を養いま
す。その過程で現代ビジネスや組
織の現状を分析する力と問題解決
能力を身につけ、コース専門教育
科目への発展を図ります。

【公会計論】 【ビジネスデザイン】

会計ファイナンス学科 教授  望月 恒男会計ファイナンス学科 准教授  吉本 理沙

経営学科 教授  田中 英式経営学科 教授  太田 幸治

「ヒット商品誕生の背景にある仕
組みとは？」「価格が安いだけで商
品は売れるのか？」「コンビニや量
販店とメーカーとの力関係はどう
なっている？」 こうした身近な疑問
に答える入門科目です。マーケテ
ィングの根本思想から市場調査の
手法まで幅広く講義します。企業
から講師を招いてレクチャーを受
ける機会も設けます。

【マーケティング論】

会計ファイナンス学科

ビジネスデザイン
コース

アカウンティング
コース

ファイナンス
コース

専門演習（3・4年次）、卒業論文 

経営学科

ビジネス・マネジメント
コース

流通・マーケティング
コース

国際ビジネス
コース

情報システム
コース

専門演習（3・4年次）、卒業論文 

学部共通 ● 経営学入門  ● 会計学入門  ● マーケティング論 他 入門ゼミ（1年次） 

Topic５  経営学部
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中国・台湾・マレーシアのいずれかへ４カ月間の全員留学
現地プログラム
現代中国学部の最大の特長といえるのが、この「現地プログラム」。２
年次春学期に南開大学（中国・天津市）、国立台湾師範大学（台湾・台
北市）、南方大学学院（マレーシア・ジョホールバル）のいずれかに全
員が４カ月間留学します。いずれの拠点でも、授業ではネイティブ
教員のもと、中国語運用能力の向上をめざすことはもちろん、各地
の伝統文化を学びます。マレーシアでは、英語を学ぶことができる
点も特長です。全員参加の必須プログラムとなりますので、ご理解
の上出願してください。

中国を企業・都市・農村などの視点で調査
現地研究調査
学部開設時から続く現地主義教育の３本柱の一つです。現代中国学
部３年次の希望者から選抜された約２０名が、夏季休暇中の約２週
間、テーマに基づいた班に分かれ、中国で調査活動に取り組みます。
実践の中でフィールドワークの技法を身につけ、現地の社会および
異文化理解を深化させると同時に、中国語能力とプレゼンテーション
能力を磨くことのできるプログラムです。

北京・上海での企業研修を含む１年間の長期プログラム
現地インターンシップ
夏季休暇中の約２週間、北京または上海の企業で行うインターンシップと事前・事後学習からなる長期プログラム。学生が国際的なキャ
リアデザインを描く機会となっています。２年次の１２月に約２０名が選抜され、３年次からは正課科目と課外講座で事前学習。帰国後
の秋学期には事後学習を経て１２月の成果報告会で発表します。

■中国語力と英語力を鍛え、世界で活躍できる人材に

■３つの現地体験でグローバル・アジアを体験し、たくましい国際人を育てる

■ダブルディグリー・プログラム

ASEANの中でもとくに経済成長が著しいフィリピンでフィールドワー
クを行いました。現地企業や日系企業、農村や学校などを訪ねて気づい
たのは、経済発展のすさまじさとその影にある貧富の格差。この事実か
ら私は、企業は利益の創出だけを考えるのではなく、国に貢献する経営
が大切だと実感、この問題を卒業研究で掘り下げました。

アサヒビール株式会社
現代中国学部 現代中国学科４年　太田 剛生さん
私立愛知啓成高校出身

現代中国学部

愛知大学の学位に加えて、中国または台湾を代表する名門大学の学位が５年
間で取得できるプログラムです。現地プログラム終了後の２年次秋学期から
２年間を留学先大学で学んで留学先の学位に必要な単位を修得。４年次秋学
期から５年次にかけては愛知大学で卒業に向けた単位修得と卒業研究に取り
組み、それぞれの卒業要件を満たした場合、２大学の学位が得られます。

南開大学（中国 天津）または東呉大学（台湾 台北）と
愛知大学の学位を取得

年次・学期 1年次

1年次

2年次

2年次

3年次

3年次

4年次

4年次

5年次

5年次年次
（愛知大学）

愛知大学

愛知大学
名古屋キャンパス

愛知大学
名古屋キャンパス

現地
プログ
ラム※1

ダブルディグリー・
プログラム

（南開大学・東呉大学）※2

春 秋 春 秋 春 秋 春 秋 春 秋

（留学先大学）

授業拠点

※1 中国（南開大学）・台湾（国立台湾師範大学）・マレーシア（南方大学学院）のいずれかに全員留学
※2 出願時要件あり（国籍、既修得単位、TOEIC®600以上またはTOEFL®iBT61以上など）

■ ダブルディグリー・プログラム留学スケジュール（南開大学・東呉大学）

在籍 ■ 学費全額免除制度

留学先での学費は全額免除制度（南開大学2名、東呉大学2名）があります。

簡体字と繁体字に精通し、HSK6級も取得。
　多様な華人の姿に触れたいと考え、
現地プログラムではマレーシアへ。
ダブルディグリー・プログラムでは
台湾を選択しました。東呉大学では
現地学生と共に政治学を２年間専攻
しました。当初は現地の中国語で行
われる授業についていけずとまどい
ましたが、先生や友人に助けられて
乗り切りました。簡体字に加え、台
湾で用いられる繁体字にも精通でき
たことは私の強みとなりました。

［体験者の声］
現代中国学部 現代中国学科4年

波田 愛莉さん
佐賀県立致遠館高校出身

Topic６  現代中国学部

ippan_nyushi_h1h4_01-p13.indd   8 2020/10/26   16:59

■ 7 ■

■専門教育科目ピックアップ

専門的な知識の修得をめざし「経営学科」と「会計ファイナンス学科」の２学科体制を採用しています。
「経営学」と「会計学」は相補の関係にあり、「経営学科」と「会計ファイナンス学科」もまた、いわば車の両輪のように存
在しています。車輪がその役目を果たすためには、両輪をつなぐ車軸がなくてはならず、二つの学科をつなぐ車軸の
役割を担う学部共通科目を設置。これによって２学科の連携はますます密接で強固なものとなっています。経営学部
で開講される専門教育科目（１７６科目）のうち、半数以上である８９科目が両学科履修可能科目として設置され、経
営学科、会計ファイナンス学科、どちらに所属していても受講できます。学びを広げ深めることができます。
※共通教育科目、隣接関連科目、教職課程科目は除く。

■学科の枠を越えた
　学びのスタイル

■経営学部　経営学科

■経営学部専門教育科目（１７６科目※）のうち、半数以上の８９科目が両学科とも履修可能

私たちの身の回りにはさまざま
な外国製品があふれ、多くの外資
系企業が日本国内で活動していま
す。同様に日本の企業も、規模の
大小に関わらず、世界中の市場で
国際競争を続けています。この講
義では、国際経営の基本的な概念
や理論を学び、国際経営の現状を
理解した上で、今後の日本企業の
課題についても考察します。

【国際経営論】

■経営学部　会計ファイナンス学科

電気、水道、道路、学校、ごみ処
理などの公共サービスには、すべて
税金が使われています。税金は具体
的に何に使われるかわからないまま
徴収されます。そこで、それを住民
にわかりやすく説明するための技術
が公会計です。公会計論では、講義
に加えグループワーク、ディベート
などを取り入れ、主体的に学ぶ取り
組みも行っています。

   その名の通り、ビジネスデザイン
コースで学ぶための土台を築く必
修科目です。豊富な事例に基づく
講義で、ビジネスプランニングや
企業戦略論・組織論などを学び、事
業構想や戦略立案の基礎を養いま
す。その過程で現代ビジネスや組
織の現状を分析する力と問題解決
能力を身につけ、コース専門教育
科目への発展を図ります。

【公会計論】 【ビジネスデザイン】

会計ファイナンス学科 教授  望月 恒男会計ファイナンス学科 准教授  吉本 理沙

経営学科 教授  田中 英式経営学科 教授  太田 幸治

「ヒット商品誕生の背景にある仕
組みとは？」「価格が安いだけで商
品は売れるのか？」「コンビニや量
販店とメーカーとの力関係はどう
なっている？」 こうした身近な疑問
に答える入門科目です。マーケテ
ィングの根本思想から市場調査の
手法まで幅広く講義します。企業
から講師を招いてレクチャーを受
ける機会も設けます。

【マーケティング論】

会計ファイナンス学科

ビジネスデザイン
コース

アカウンティング
コース

ファイナンス
コース

専門演習（3・4年次）、卒業論文 

経営学科

ビジネス・マネジメント
コース

流通・マーケティング
コース

国際ビジネス
コース

情報システム
コース

専門演習（3・4年次）、卒業論文 

学部共通 ● 経営学入門  ● 会計学入門  ● マーケティング論 他 入門ゼミ（1年次） 

Topic５  経営学部
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2021年4月 新設歴史地理学科

歴史学と地理学は“時間”と“空間”という双方の軸から人間の営みを考える学問分野であり、本学の歴史地理学科
は、東海地方において歴史学と地理学を総合的に学ぶことのできる数少ない学科です。2022年に高校の必修科目
として「歴史総合」「地理総合」が新設され、教育現場では歴史と地理それぞれの総合的な理解が求められています。
またグローバル社会で生じる諸問題を理解する上で、時間軸と空間軸から国際関係を捉える歴史学・地理学の素
養は欠かすことができません。大学では「面白い」「楽しい」と感じたテーマや関心領域を探求し、思考を深めてく
ださい。歴史史料の読解や地理データの分析など、研究活動を通して身につけた方法論は社会のあらゆる場面で
力となります。そして時代や地域によって異なる出来事や現象を学び、価値観の多様性を理解する中で、柔軟な
思考力と自由な発想力を育んでもらえればと思います。

グローバル化が進む現代、教育現場では海外にルーツを持つ児童・生徒が多く学び、日常生活においても外国人
と日本語でコミュニケーションを行う機会が増えています。多文化共生社会を生きる上で必要となるのが、日本
の言葉や文化についての理解と豊かな教養です。たとえば教育やビジネスの現場で日本語を母国語としない人と
関わるとき、日本語の特性や日本語教育についての知識は欠かせないものとなるでしょう。日本語日本文学科で
は、「日本語」の歴史的成り立ちや特性について学び、それを起点として「日本文学」や「日本語表現」についての探
究を行います。なかでも日本語表現学は、文章や会話のコミュニケーションをはじめ日本語による表現を包括的
に学ぶ、新たな学問分野です。本学科で「世界の中の日本語・日本文学・日本語表現」を多角的に見つめ、豊かな
教養と次世代を生き抜く力を養ってもらえればと思います。

2021年4月 新設日本語日本文学科

人文社会学科

人類は、その長い歴史を通じて、言葉によって思考し、思考した内容をさまざまな形で表現してきました。言葉
をあやつる生物としての人間は、そのことで互いの結びつきを強め高度に発達した社会を形作りました。また、
生み出されてきた表現の中には、優れた文学や芸術作品として人類の遺産とみなされるものさえあります。本学
科は、こうした思考、表現、社会という人類に固有の営みとそれらを根底で支える言語について、全体的に捉え、
学ぶことを目的とします。人文社会学科の学びの対象は、人類の活動の総体なのです。この多彩で豊かな対象を
学ぶために、本学科は現役アーティストや外国人教員を含めた多くの教員と専攻を擁しています。同時に、一つ
の科目を複数教員が担当するチームティーチング、創作や調査に関する実習といった、これまでの形式にとらわ
れない、アクティブで新しい教育方法が常に試みられています。

AI（人工知能）やビッグデータなど、情報技術が発達する社会において人間の行動や心の働きを研究する心理学の
知見は欠かせません。経済学や工学など多方面の分野と融合し、発展しているのが現代の心理学です。心理学は、
人の行動を科学の目で分析し、それを実践に活かすための考え方であり方法です。本学科では、心理学の理論を
学ぶとともに、実験・実践を通して人間行動の謎を解き明かします。基礎を身につけた後は「認知心理学」「学習・
行動心理学」「発達・教育心理学」「臨床心理学」「比較心理学」「産業・健康心理学」といった領域に分かれ、専門性を
深めます。

心理学科

日本史学専攻／世界史学専攻／地理学専攻

日本語日本文学専攻

心理学専攻

現代文化コース　　　東アジア文化専攻／哲学専攻／図書館情報学専攻／メディア芸術専攻
社会学コース　　　　社会学専攻
欧米言語文化コース　現代国際英語専攻／ドイツ語圏文化専攻／フランス語圏文化専攻

国際フィールドワーク
アメリカ、アジア、ヨーロッパ地域など６カ国の中から２週間の現地
調査を実施しています。現地での活動を通じて、これらの国を体験的
に学び、より深く理解することができます。

・アメリカ　ハワイ州、ジョージア州アトランタ
・イギリス　南西部コーンウォール地方周辺
・ドイツ　　ベルリン周辺
・韓　国　　協力機関は中央大学校と建国大学校
・中　国　　上海市の諸大学の関連機関、又は杭州・天津
・タ　イ　　協力機関はナレースワン大学

認定留学
学位の授与権を有する外国の大学の正規課程に留学を希望する学生が
所定の手続きをし、教授会において許可されれば在学のまま留学でき、
単位も１年間に３０単位を上限として認められる制度です。

・カナダ　　クィーンズ大学QSoE
・アメリカ　サウスイーストミズーリ州立大学
・イギリス　ニューカッスル大学
　　　　　  クィーンズ大学BISC

海外短期語学セミナー
留学先大学での成績により、単位認定されるため、春季・夏季休暇を
利用し、毎年多くの学生が参加しています。期間は約４週間で、国際
的視野を広げることができます。

・カナダ　　　クィーンズ大学
・アメリカ　　 ハワイ大学　リーワードコミュニティカレッジ
　　　　　　  トリード大学
・イギリス　　エクセター大学
・フランス　　オルレアン大学
・オーストラリア　クイーンズランド大学

交換留学
選考の上、選抜された学生が対象となり半年あるいは１年間の留学が
可能です。留学先大学の学費は免除されます。また、単位認定制度も
あるため、４年間で卒業が可能です。

・アメリカ　トリード大学　サウスイーストミズーリ州立大学
　　　　　  ハワイ大学コミュニティカレッジ
・フランス　オルレアン大学　パリ・ディドロ（第７）大学
・ドイツ　　ブレーメン経済工科大学
・リトアニア ミーコラス・ロメリス大学
・タ　イ　　ナレースワン大学
・ベトナム　貿易大学
・中国・台湾 南開大学、上海外国語大学、国立台湾師範大学
・韓　国　　中央大学校、建国大学校

■留学先・留学期間・留学費用など、自分のスタイルに合った様々な留学制度

海外留学
奨励金制度対象

海外留学
奨励金制度対象

など

など

など

など

奨励金給付
交換留学奨励金 認定留学奨励金
●１学期２０万円
●２学期４０万円

●１学期   ５万円
●２学期１０万円

春学期または秋学期の１セメスターで英語を中心に学ぶプログラムです。短期語学セミナーよりも長期滞在ができる
ので、英語コミュニケーション能力を伸ばしたい人に最適です。留学先は、カナダ、アメリカ、イギリス。ネイティ
ブスピーカーから英語を学ぶだけでなく、世界各国から集まる留学生たちとの交流から学ぶこともできます。留学先
で取得した単位は本学の卒業に必要な単位として認定しますので、４年間での卒業も可能です。

※他の奨学金と併給できない場合があります。

※海外短期留学セミナー、認定留学、交換留学は、全学部対象です。

１セメスター認定留学プログラム

海外留学奨励金制度
愛知大学では、海外留学にかかる経済的負担を少しでも軽減して、国
際経験を積んでもらうために、給付制の奨学金制度を用意していま
す。奨学金制度以外にも交換留学では留学先大学の授業料を免除、
認定留学では留学期間の本学授業料の減額制度を設けるなど、海外
留学への経済的支援を行っています。

■英語学科
国際共通語“英語”の実践力を高め、国際社会へ

■国際教養学科
多様な文化の比較研究を通して、人間の本質に迫る

自らの知的関心・興味や将来の専門的活動分野等に応じて、２年次
に選択する３つのコースと、３つの専門理論研究領野を柱として、専門
知識の系統的な修得をめざします。また、所属するコース以外の科目も
単位修得ができるため、幅広い学びが可能です。

高度な英語運用能力と
言語文化に対する深い
理解を基礎に、国際社
会で対等に渡り合えるコ
ミュニケーション能力を養
います。

企業の海外事業・国際
流通部門、エアライン、旅
行、ホテルなどに適応で
きる、高い語学能力と国
際理解能力を養います。

外国語学習の基礎・背
景、教授法などを理解し、
小・中・高および幼児教育
に携わる英語教師をめざ
す人材を養成します。

※コース選択は
　２年次からとなります。

3つの領野と6つの履修モデル

アメリカ研究　　　 ヨーロッパ研究
日本・アジア研究

グローバルスタディーズ
カルチュラルスタディーズ
国際観光学（異文化理解）

基幹科目群 Preseminar･Seminar

地域・フィールドによる
3つのコース

専門理論研究領野

英語コミュニケーション
能力向上をめざすコース

エアライン･
国際ビジネスの分野で
活躍をめざすコース

英語教員を
めざすコース

Education コースLanguage
Studies コース Business コース

Topic７  国際コミュニケーション学部

ippan_nyushi_h1h4_01-p13.indd   9 2020/11/02   18:08



■ 10 ■

2021年4月 新設歴史地理学科

歴史学と地理学は“時間”と“空間”という双方の軸から人間の営みを考える学問分野であり、本学の歴史地理学科
は、東海地方において歴史学と地理学を総合的に学ぶことのできる数少ない学科です。2022年に高校の必修科目
として「歴史総合」「地理総合」が新設され、教育現場では歴史と地理それぞれの総合的な理解が求められています。
またグローバル社会で生じる諸問題を理解する上で、時間軸と空間軸から国際関係を捉える歴史学・地理学の素
養は欠かすことができません。大学では「面白い」「楽しい」と感じたテーマや関心領域を探求し、思考を深めてく
ださい。歴史史料の読解や地理データの分析など、研究活動を通して身につけた方法論は社会のあらゆる場面で
力となります。そして時代や地域によって異なる出来事や現象を学び、価値観の多様性を理解する中で、柔軟な
思考力と自由な発想力を育んでもらえればと思います。

グローバル化が進む現代、教育現場では海外にルーツを持つ児童・生徒が多く学び、日常生活においても外国人
と日本語でコミュニケーションを行う機会が増えています。多文化共生社会を生きる上で必要となるのが、日本
の言葉や文化についての理解と豊かな教養です。たとえば教育やビジネスの現場で日本語を母国語としない人と
関わるとき、日本語の特性や日本語教育についての知識は欠かせないものとなるでしょう。日本語日本文学科で
は、「日本語」の歴史的成り立ちや特性について学び、それを起点として「日本文学」や「日本語表現」についての探
究を行います。なかでも日本語表現学は、文章や会話のコミュニケーションをはじめ日本語による表現を包括的
に学ぶ、新たな学問分野です。本学科で「世界の中の日本語・日本文学・日本語表現」を多角的に見つめ、豊かな
教養と次世代を生き抜く力を養ってもらえればと思います。

2021年4月 新設日本語日本文学科

人文社会学科

人類は、その長い歴史を通じて、言葉によって思考し、思考した内容をさまざまな形で表現してきました。言葉
をあやつる生物としての人間は、そのことで互いの結びつきを強め高度に発達した社会を形作りました。また、
生み出されてきた表現の中には、優れた文学や芸術作品として人類の遺産とみなされるものさえあります。本学
科は、こうした思考、表現、社会という人類に固有の営みとそれらを根底で支える言語について、全体的に捉え、
学ぶことを目的とします。人文社会学科の学びの対象は、人類の活動の総体なのです。この多彩で豊かな対象を
学ぶために、本学科は現役アーティストや外国人教員を含めた多くの教員と専攻を擁しています。同時に、一つ
の科目を複数教員が担当するチームティーチング、創作や調査に関する実習といった、これまでの形式にとらわ
れない、アクティブで新しい教育方法が常に試みられています。

AI（人工知能）やビッグデータなど、情報技術が発達する社会において人間の行動や心の働きを研究する心理学の
知見は欠かせません。経済学や工学など多方面の分野と融合し、発展しているのが現代の心理学です。心理学は、
人の行動を科学の目で分析し、それを実践に活かすための考え方であり方法です。本学科では、心理学の理論を
学ぶとともに、実験・実践を通して人間行動の謎を解き明かします。基礎を身につけた後は「認知心理学」「学習・
行動心理学」「発達・教育心理学」「臨床心理学」「比較心理学」「産業・健康心理学」といった領域に分かれ、専門性を
深めます。

心理学科

日本史学専攻／世界史学専攻／地理学専攻

日本語日本文学専攻

心理学専攻

現代文化コース　　　東アジア文化専攻／哲学専攻／図書館情報学専攻／メディア芸術専攻
社会学コース　　　　社会学専攻
欧米言語文化コース　現代国際英語専攻／ドイツ語圏文化専攻／フランス語圏文化専攻

Topic８  文学部
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2021年4月 新設歴史地理学科

歴史学と地理学は“時間”と“空間”という双方の軸から人間の営みを考える学問分野であり、本学の歴史地理学科
は、東海地方において歴史学と地理学を総合的に学ぶことのできる数少ない学科です。2022年に高校の必修科目
として「歴史総合」「地理総合」が新設され、教育現場では歴史と地理それぞれの総合的な理解が求められています。
またグローバル社会で生じる諸問題を理解する上で、時間軸と空間軸から国際関係を捉える歴史学・地理学の素
養は欠かすことができません。大学では「面白い」「楽しい」と感じたテーマや関心領域を探求し、思考を深めてく
ださい。歴史史料の読解や地理データの分析など、研究活動を通して身につけた方法論は社会のあらゆる場面で
力となります。そして時代や地域によって異なる出来事や現象を学び、価値観の多様性を理解する中で、柔軟な
思考力と自由な発想力を育んでもらえればと思います。

グローバル化が進む現代、教育現場では海外にルーツを持つ児童・生徒が多く学び、日常生活においても外国人
と日本語でコミュニケーションを行う機会が増えています。多文化共生社会を生きる上で必要となるのが、日本
の言葉や文化についての理解と豊かな教養です。たとえば教育やビジネスの現場で日本語を母国語としない人と
関わるとき、日本語の特性や日本語教育についての知識は欠かせないものとなるでしょう。日本語日本文学科で
は、「日本語」の歴史的成り立ちや特性について学び、それを起点として「日本文学」や「日本語表現」についての探
究を行います。なかでも日本語表現学は、文章や会話のコミュニケーションをはじめ日本語による表現を包括的
に学ぶ、新たな学問分野です。本学科で「世界の中の日本語・日本文学・日本語表現」を多角的に見つめ、豊かな
教養と次世代を生き抜く力を養ってもらえればと思います。

2021年4月 新設日本語日本文学科

人文社会学科

人類は、その長い歴史を通じて、言葉によって思考し、思考した内容をさまざまな形で表現してきました。言葉
をあやつる生物としての人間は、そのことで互いの結びつきを強め高度に発達した社会を形作りました。また、
生み出されてきた表現の中には、優れた文学や芸術作品として人類の遺産とみなされるものさえあります。本学
科は、こうした思考、表現、社会という人類に固有の営みとそれらを根底で支える言語について、全体的に捉え、
学ぶことを目的とします。人文社会学科の学びの対象は、人類の活動の総体なのです。この多彩で豊かな対象を
学ぶために、本学科は現役アーティストや外国人教員を含めた多くの教員と専攻を擁しています。同時に、一つ
の科目を複数教員が担当するチームティーチング、創作や調査に関する実習といった、これまでの形式にとらわ
れない、アクティブで新しい教育方法が常に試みられています。

AI（人工知能）やビッグデータなど、情報技術が発達する社会において人間の行動や心の働きを研究する心理学の
知見は欠かせません。経済学や工学など多方面の分野と融合し、発展しているのが現代の心理学です。心理学は、
人の行動を科学の目で分析し、それを実践に活かすための考え方であり方法です。本学科では、心理学の理論を
学ぶとともに、実験・実践を通して人間行動の謎を解き明かします。基礎を身につけた後は「認知心理学」「学習・
行動心理学」「発達・教育心理学」「臨床心理学」「比較心理学」「産業・健康心理学」といった領域に分かれ、専門性を
深めます。

心理学科

日本史学専攻／世界史学専攻／地理学専攻

日本語日本文学専攻

心理学専攻

現代文化コース　　　東アジア文化専攻／哲学専攻／図書館情報学専攻／メディア芸術専攻
社会学コース　　　　社会学専攻
欧米言語文化コース　現代国際英語専攻／ドイツ語圏文化専攻／フランス語圏文化専攻

国際フィールドワーク
アメリカ、アジア、ヨーロッパ地域など６カ国の中から２週間の現地
調査を実施しています。現地での活動を通じて、これらの国を体験的
に学び、より深く理解することができます。

・アメリカ　ハワイ州、ジョージア州アトランタ
・イギリス　南西部コーンウォール地方周辺
・ドイツ　　ベルリン周辺
・韓　国　　協力機関は中央大学校と建国大学校
・中　国　　上海市の諸大学の関連機関、又は杭州・天津
・タ　イ　　協力機関はナレースワン大学

認定留学
学位の授与権を有する外国の大学の正規課程に留学を希望する学生が
所定の手続きをし、教授会において許可されれば在学のまま留学でき、
単位も１年間に３０単位を上限として認められる制度です。

・カナダ　　クィーンズ大学QSoE
・アメリカ　サウスイーストミズーリ州立大学
・イギリス　ニューカッスル大学
　　　　　  クィーンズ大学BISC

海外短期語学セミナー
留学先大学での成績により、単位認定されるため、春季・夏季休暇を
利用し、毎年多くの学生が参加しています。期間は約４週間で、国際
的視野を広げることができます。

・カナダ　　　クィーンズ大学
・アメリカ　　 ハワイ大学　リーワードコミュニティカレッジ
　　　　　　  トリード大学
・イギリス　　エクセター大学
・フランス　　オルレアン大学
・オーストラリア　クイーンズランド大学

交換留学
選考の上、選抜された学生が対象となり半年あるいは１年間の留学が
可能です。留学先大学の学費は免除されます。また、単位認定制度も
あるため、４年間で卒業が可能です。

・アメリカ　トリード大学　サウスイーストミズーリ州立大学
　　　　　  ハワイ大学コミュニティカレッジ
・フランス　オルレアン大学　パリ・ディドロ（第７）大学
・ドイツ　　ブレーメン経済工科大学
・リトアニア ミーコラス・ロメリス大学
・タ　イ　　ナレースワン大学
・ベトナム　貿易大学
・中国・台湾 南開大学、上海外国語大学、国立台湾師範大学
・韓　国　　中央大学校、建国大学校

■留学先・留学期間・留学費用など、自分のスタイルに合った様々な留学制度

海外留学
奨励金制度対象

海外留学
奨励金制度対象

など

など

など

など

奨励金給付
交換留学奨励金 認定留学奨励金
●１学期２０万円
●２学期４０万円

●１学期   ５万円
●２学期１０万円

春学期または秋学期の１セメスターで英語を中心に学ぶプログラムです。短期語学セミナーよりも長期滞在ができる
ので、英語コミュニケーション能力を伸ばしたい人に最適です。留学先は、カナダ、アメリカ、イギリス。ネイティ
ブスピーカーから英語を学ぶだけでなく、世界各国から集まる留学生たちとの交流から学ぶこともできます。留学先
で取得した単位は本学の卒業に必要な単位として認定しますので、４年間での卒業も可能です。

※他の奨学金と併給できない場合があります。

※海外短期留学セミナー、認定留学、交換留学は、全学部対象です。

１セメスター認定留学プログラム

海外留学奨励金制度
愛知大学では、海外留学にかかる経済的負担を少しでも軽減して、国
際経験を積んでもらうために、給付制の奨学金制度を用意していま
す。奨学金制度以外にも交換留学では留学先大学の授業料を免除、
認定留学では留学期間の本学授業料の減額制度を設けるなど、海外
留学への経済的支援を行っています。

■英語学科
国際共通語“英語”の実践力を高め、国際社会へ

■国際教養学科
多様な文化の比較研究を通して、人間の本質に迫る

自らの知的関心・興味や将来の専門的活動分野等に応じて、２年次
に選択する３つのコースと、３つの専門理論研究領野を柱として、専門
知識の系統的な修得をめざします。また、所属するコース以外の科目も
単位修得ができるため、幅広い学びが可能です。

高度な英語運用能力と
言語文化に対する深い
理解を基礎に、国際社
会で対等に渡り合えるコ
ミュニケーション能力を養
います。

企業の海外事業・国際
流通部門、エアライン、旅
行、ホテルなどに適応で
きる、高い語学能力と国
際理解能力を養います。

外国語学習の基礎・背
景、教授法などを理解し、
小・中・高および幼児教育
に携わる英語教師をめざ
す人材を養成します。

※コース選択は
　２年次からとなります。

3つの領野と6つの履修モデル

アメリカ研究　　　 ヨーロッパ研究
日本・アジア研究

基幹科目群 Preseminar･Seminar

地域・フィールドによる
3つのコース

専門理論研究領野

英語コミュニケーション
能力向上をめざすコース

エアライン･
国際ビジネスの分野で
活躍をめざすコース

英語教員を
めざすコース

Education コースLanguage
Studies コース Business コース

Topic７  国際コミュニケーション学部
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■『食農環境コース』は数学、理科が得意な方に受験しやすい入試制度があります
食農環境コースでは、共通テストプラス方式入試、共通テスト利用入試（前期５教科型・前期３教科型）において、
大学入学共通テストの成績から数学、理科の得点が必要となり、文系理系問わず数学、理科が得意な方に受験しやす
い入試制度となっています。また数学重視型入試では、数学の配点が高いため、得意な数学を活かせます。

＊選択科目を所定の科目数を超えて受験した場合、高得点の科目から採用。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目受験の場合）」は第１解答科目を採用。

共通テストプラス方式入試
前期入試対策と大学入学共通テストの高得点科目が活きる入試。

験
試
自
独

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語
国語
数学

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１教科選択
１００点

１教科選択
１００点

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

１教科１科目選択
※独自試験で選択した

教科を除く
１００点

２科目選択

各１００点＊

※独自試験で選択した
　教科を除く

※数学又は理科の中から
必ず１教科１科目を含む１教科１科目選択

※独自試験で選択した
教科を除く
１００点
３００点 ３００点

食農環境

共通テスト利用入試（前期５教科型）
大学入学共通テストの成績のみで出願可能な入試。

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１科目選択
１２０点

１科目選択
１２０点

１００点 ４科目選択

各１００点＊

※数学及び理科の中から
必ず各１教科１科目を含む

３教科３科目選択
各１００点

５２０点 ５２０点

共通テスト利用入試（前期３教科型）
大学入学共通テストの成績のみで出願可能な入試。

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１科目選択
１２０点

１科目選択
１２０点

１００点 ２科目選択

各１００点＊

※数学又は理科の中から
必ず各１教科１科目を含む

１教科１科目選択
１００点

３２０点 ３２０点

食農環境

数学重視型入試
得意な数学が活かせる入試。

教科

コース

独
自
試
験

外国語

国語

数学

満点

点
配

１００点

１００点

２００点

４００点

食農環境
教科

コース

教科

コース

教科

コース
食農環境

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

地域を捉える
6つの
専門分野

　経済や流通システム、地域経済を支える産業
の歴史、産業立地と蓄積の論理、さらに地域の
国際企業のマーケティング理論や労働・雇用戦
略、また、企業と地域の連携などについても学
び、将来、起業や地場産業振興、国際展開に活
躍できることをめざします。

地域産業コース
国際的な観点も交えて産業振興に取り組む 　都市や中山間部に関する基礎知識を学び、

地域分析方法や住民合意形成の手法、ワーク
ショップ技法を修得するとともに、チームを組ん
で現地調査や社会実験の体験を通じ、地方公
共団体やＮＰＯの一員など、地域を担いまちづ
くりに参画する人材を養成します。

まちづくりコース
地域の特性に合わせた活性化の手法とは

　住民の誇りや情熱の対象である地域文化の意義
について学び、歴史地理学、文化人類学、民俗学、言
語学、異文化論などのさまざまな視点を通じて、グ
ローバル化と生活観の変化に対応する新たな文化の
創造ができる人材を育てます。

地域文化コース
住民の暮らしに息づく歴史・文化に焦点を

　国や地方自治体における健康・スポーツ政策の現状
と課題を学び、併せてスポーツ科学の手法、スポーツ産
業マーケティングやマネジメント能力を修得し、地域に
根ざした健康づくりと地域活性化につながるスポーツ振
興に役立つ人材を養成します。

健康・スポーツコース
健康ではつらつとした地域づくりに向けて

　人間生活の基本である食料・食品、これを支える
農業や水産業、さらにこれらを取りまく自然環境や社
会システムについて幅広く学んだ上で、農業や水産
業を新たな地域ビジネスに育て上げ、地域活性化に
つなぐことのできる人材を育てます。

食農環境コース
農業や水産業を活用し活力ある地域をつくる

　法学、行政学、経済学などを地域に関連づけながら学
際的・総合的に学ぶことにより、地域の問題を発見し、地
域を活かす新たな公共サービスと公共空間を提案・提供
できる人材を育成します。

公共政策コース
公共マインドを養い、政策立案能力を磨く

■「地域」と「政策」の基礎を知り、地域貢献力を養う

■編入学制度

２年後に選択できる
もう一つの進路、編入学

編入学実績

短期大学部で学ぶことで芽生えたあなたの興味・探究心をさらに深
めるために、４年制学部への編入学（３年次）制度を用意しています。
進学に備えた履修指導を随時実施。愛知大学の学部で行われている
授業を履修して単位認定する制度もあり、短大在学中から編入を意
識した学びが可能です。愛知大学への編入学は、全学部・学科への
推薦枠や、入学金の振替制度などが利用できます。

　地域活性化やフィールドワークに興味があり、入学当初から地域
政策学部の編入学を目標に掲げて勉学に励みました。短期大学部で
は英語コミュニケーションエリアを中心に履修。それまで英語があ
まり得意ではありませんでしたが、ネイティブの先生による充実し
た授業のおかげで苦手意識を克服できました。学生地域貢献事業に
参加して農家を訪問するうちに農業への関心が高まり、食農環境コー
スへの編入学を決めました。地域政策学部では、短期大学部の卒業
論文のテーマに取り上げた野菜生産農家の経営について研究を深め
る予定です。

　短期大学部で英語・ビジネスマナー・文学など幅広く学ぶうちに、
日本の近現代文学に強い関心を持ちました。そこで日本文学の研究
をしたいと考え、文学部への編入学を決めました。文学部では専門
性の高い講義やゼミでの熱い討論に刺激を受けました。その後、教
員の仕事に関心を持ち、国語科教員をめざす学生の自主ゼミ「国語
会」に参加しました。仲間や先生に背中を押されて教員になる意志
を固め、教員採用試験合格に向けて忙しくも充実した日々を送りま
した。教員となった今でも国語会の仲間と、授業力向上のため教材
研究を行うことがあります。４年間で学んだ知識を生徒の指導へと
活かしながら、日々仕事を頑張っています。

短期大学部
ライフデザイン総合学科２年

愛知県立豊橋南高校出身

愛知大学 地域政策学部３年次へ編入学

食農環境コースで、
さらなる研究を。

三輪 綾香さん

文学部 人文社会学科 2017年卒業
（短期大学部から編入学）
愛知県教育委員会（高校・国語）

編入学を経て就職

日本文学を学ぶために編入学、
高校の国語科教員に。

中山 由紀子さん

２５名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部4名、経営学部3名
現代中国学部1名、国際コミュニケーション学部2名、
文学部8名、地域政策学部3名

２０２０年度

２８名
合格者内訳

志願者 ２６名合格者

法学部1名、経済学部3名、経営学部3名、
国際コミュニケーション学部4名、
文学部11名、地域政策学部4名

２４名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部1名、経営学部4名、
国際コミュニケーション学部3名、
文学部10名、地域政策学部3名

２０１９年度

２０１８年度

Topic９  地域政策学部
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■一般選抜を充実させ、受験機会を多く設定

入試種別 募集定員 インターネット出願登録期間 試験日 合格発表日

短大前期入試A ２８
２０２１年１月　６日（水）～
　　　　１月１４日（木）
〈１５：００まで〉

１月２９日（金） ２月　５日（金）

短大M方式入試 １２
２０２１年１月　６日（水）～
　　　　１月１９日（火）
〈１５：００まで〉

２月　２日（火）

２月２０日（土）
短大前期入試B ５ ２０２１年１月　６日（水）～

　　　　　１月２５日（月）　
〈１５：００まで〉

２月　５日（金）
２月　６日（土）
２月　７日（日）
２月　８日（月）短大共通テストプラス方式入試 ６

短大共通テスト利用入試（前期） ５
２０２１年１月　６日（水）～
　　　　　２月　３日（水）　
〈１５：００まで〉

独自試験なし
（共通テストのみ）

短大後期入試 ８
２０２１年２月１２日（金）～
　　　　　３月　１日（月）　
〈１５：００まで〉

３月　９日（火）

３月１７日（水）

短大共通テスト利用入試（後期） ３
２０２１年２月１２日（金）～
　　　　　３月　５日（金）　
〈１５：００まで〉

独自試験なし
（共通テストのみ）

■編入学制度

２年後に選択できる
もう一つの進路、編入学

編入学実績

短期大学部で学ぶことで芽生えたあなたの興味・探究心をさらに深
めるために、４年制学部への編入学（３年次）制度を用意しています。
進学に備えた履修指導を随時実施。愛知大学の学部で行われている
授業を履修して単位認定する制度もあり、短大在学中から編入を意
識した学びが可能です。愛知大学への編入学は、全学部・学科への
推薦枠や、入学金の振替制度などが利用できます。

　地域活性化やフィールドワークに興味があり、入学当初から地域
政策学部の編入学を目標に掲げて勉学に励みました。短期大学部で
は英語コミュニケーションエリアを中心に履修。それまで英語があ
まり得意ではありませんでしたが、ネイティブの先生による充実し
た授業のおかげで苦手意識を克服できました。学生地域貢献事業に
参加して農家を訪問するうちに農業への関心が高まり、食農環境コー
スへの編入学を決めました。地域政策学部では、短期大学部の卒業
論文のテーマに取り上げた野菜生産農家の経営について研究を深め
る予定です。

　短期大学部で英語・ビジネスマナー・文学など幅広く学ぶうちに、
日本の近現代文学に強い関心を持ちました。そこで日本文学の研究
をしたいと考え、文学部への編入学を決めました。文学部では専門
性の高い講義やゼミでの熱い討論に刺激を受けました。その後、教
員の仕事に関心を持ち、国語科教員をめざす学生の自主ゼミ「国語
会」に参加しました。仲間や先生に背中を押されて教員になる意志
を固め、教員採用試験合格に向けて忙しくも充実した日々を送りま
した。教員となった今でも国語会の仲間と、授業力向上のため教材
研究を行うことがあります。４年間で学んだ知識を生徒の指導へと
活かしながら、日々仕事を頑張っています。

短期大学部
ライフデザイン総合学科２年

愛知県立豊橋南高校出身

愛知大学 地域政策学部３年次へ編入学

食農環境コースで、
さらなる研究を。

三輪 綾香さん

文学部 人文社会学科 2017年卒業
（短期大学部から編入学）
愛知県教育委員会（高校・国語）

編入学を経て就職

日本文学を学ぶために編入学、
高校の国語科教員に。

中山 由紀子さん

２５名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部4名、経営学部3名
現代中国学部1名、国際コミュニケーション学部2名、
文学部8名、地域政策学部3名

２０２０年度

２８名
合格者内訳

志願者 ２６名合格者

法学部1名、経済学部3名、経営学部3名、
国際コミュニケーション学部4名、
文学部11名、地域政策学部4名

２４名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部1名、経営学部4名、
国際コミュニケーション学部3名、
文学部10名、地域政策学部3名

２０１９年度

２０１８年度

Topic１０  短期大学部
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■『食農環境コース』は数学、理科が得意な方に受験しやすい入試制度があります
食農環境コースでは、共通テストプラス方式入試、共通テスト利用入試（前期５教科型・前期３教科型）において、
大学入学共通テストの成績から数学、理科の得点が必要となり、文系理系問わず数学、理科が得意な方に受験しやす
い入試制度となっています。また数学重視型入試では、数学の配点が高いため、得意な数学を活かせます。

＊選択科目を所定の科目数を超えて受験した場合、高得点の科目から採用。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目受験の場合）」は第１解答科目を採用。

共通テストプラス方式入試
前期入試対策と大学入学共通テストの高得点科目が活きる入試。

験
試
自
独

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語
国語
数学

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１教科選択
１００点

１教科選択
１００点

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

１教科１科目選択
※独自試験で選択した

教科を除く
１００点

２科目選択

各１００点＊

※独自試験で選択した
　教科を除く

※数学又は理科の中から
必ず１教科１科目を含む１教科１科目選択

※独自試験で選択した
教科を除く
１００点
３００点 ３００点

食農環境

共通テスト利用入試（前期５教科型）
大学入学共通テストの成績のみで出願可能な入試。

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１科目選択
１２０点

１科目選択
１２０点

１００点 ４科目選択

各１００点＊

※数学及び理科の中から
必ず各１教科１科目を含む

３教科３科目選択
各１００点

５２０点 ５２０点

共通テスト利用入試（前期３教科型）
大学入学共通テストの成績のみで出願可能な入試。

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

外国語

国語

地理歴史
公民
数学
理科

満点

点
配

１科目選択
１２０点

１科目選択
１２０点

１００点 ２科目選択

各１００点＊

※数学又は理科の中から
必ず各１教科１科目を含む

１教科１科目選択
１００点

３２０点 ３２０点

食農環境

数学重視型入試
得意な数学が活かせる入試。

教科

コース

独
自
試
験

外国語

国語

数学

満点

点
配

１００点

１００点

２００点

４００点

食農環境
教科

コース

教科

コース

教科

コース
食農環境

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

公共政策  地域産業
まちづくり  地域文化
健康・スポーツ

地域を捉える
6つの
専門分野

　経済や流通システム、地域経済を支える産業
の歴史、産業立地と蓄積の論理、さらに地域の
国際企業のマーケティング理論や労働・雇用戦
略、また、企業と地域の連携などについても学
び、将来、起業や地場産業振興、国際展開に活
躍できることをめざします。

地域産業コース
国際的な観点も交えて産業振興に取り組む 　都市や中山間部に関する基礎知識を学び、

地域分析方法や住民合意形成の手法、ワーク
ショップ技法を修得するとともに、チームを組ん
で現地調査や社会実験の体験を通じ、地方公
共団体やＮＰＯの一員など、地域を担いまちづ
くりに参画する人材を養成します。

まちづくりコース
地域の特性に合わせた活性化の手法とは

　住民の誇りや情熱の対象である地域文化の意義
について学び、歴史地理学、文化人類学、民俗学、言
語学、異文化論などのさまざまな視点を通じて、グ
ローバル化と生活観の変化に対応する新たな文化の
創造ができる人材を育てます。

地域文化コース
住民の暮らしに息づく歴史・文化に焦点を

　国や地方自治体における健康・スポーツ政策の現状
と課題を学び、併せてスポーツ科学の手法、スポーツ産
業マーケティングやマネジメント能力を修得し、地域に
根ざした健康づくりと地域活性化につながるスポーツ振
興に役立つ人材を養成します。

健康・スポーツコース
健康ではつらつとした地域づくりに向けて

　人間生活の基本である食料・食品、これを支える
農業や水産業、さらにこれらを取りまく自然環境や社
会システムについて幅広く学んだ上で、農業や水産
業を新たな地域ビジネスに育て上げ、地域活性化に
つなぐことのできる人材を育てます。

食農環境コース
農業や水産業を活用し活力ある地域をつくる

　法学、行政学、経済学などを地域に関連づけながら学
際的・総合的に学ぶことにより、地域の問題を発見し、地
域を活かす新たな公共サービスと公共空間を提案・提供
できる人材を育成します。

公共政策コース
公共マインドを養い、政策立案能力を磨く

■「地域」と「政策」の基礎を知り、地域貢献力を養う

■編入学制度

２年後に選択できる
もう一つの進路、編入学

編入学実績

短期大学部で学ぶことで芽生えたあなたの興味・探究心をさらに深
めるために、４年制学部への編入学（３年次）制度を用意しています。
進学に備えた履修指導を随時実施。愛知大学の学部で行われている
授業を履修して単位認定する制度もあり、短大在学中から編入を意
識した学びが可能です。愛知大学への編入学は、全学部・学科への
推薦枠や、入学金の振替制度などが利用できます。

　地域活性化やフィールドワークに興味があり、入学当初から地域
政策学部の編入学を目標に掲げて勉学に励みました。短期大学部で
は英語コミュニケーションエリアを中心に履修。それまで英語があ
まり得意ではありませんでしたが、ネイティブの先生による充実し
た授業のおかげで苦手意識を克服できました。学生地域貢献事業に
参加して農家を訪問するうちに農業への関心が高まり、食農環境コー
スへの編入学を決めました。地域政策学部では、短期大学部の卒業
論文のテーマに取り上げた野菜生産農家の経営について研究を深め
る予定です。

　短期大学部で英語・ビジネスマナー・文学など幅広く学ぶうちに、
日本の近現代文学に強い関心を持ちました。そこで日本文学の研究
をしたいと考え、文学部への編入学を決めました。文学部では専門
性の高い講義やゼミでの熱い討論に刺激を受けました。その後、教
員の仕事に関心を持ち、国語科教員をめざす学生の自主ゼミ「国語
会」に参加しました。仲間や先生に背中を押されて教員になる意志
を固め、教員採用試験合格に向けて忙しくも充実した日々を送りま
した。教員となった今でも国語会の仲間と、授業力向上のため教材
研究を行うことがあります。４年間で学んだ知識を生徒の指導へと
活かしながら、日々仕事を頑張っています。

短期大学部
ライフデザイン総合学科２年

愛知県立豊橋南高校出身

愛知大学 地域政策学部３年次へ編入学

食農環境コースで、
さらなる研究を。

三輪 綾香さん

文学部 人文社会学科 2017年卒業
（短期大学部から編入学）
愛知県教育委員会（高校・国語）

編入学を経て就職

日本文学を学ぶために編入学、
高校の国語科教員に。

中山 由紀子さん

２５名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部4名、経営学部3名
現代中国学部1名、国際コミュニケーション学部2名、
文学部8名、地域政策学部3名

２０２０年度

２８名
合格者内訳

志願者 ２６名合格者

法学部1名、経済学部3名、経営学部3名、
国際コミュニケーション学部4名、
文学部11名、地域政策学部4名

２４名
合格者内訳

志願者 ２３名合格者

法学部2名、経済学部1名、経営学部4名、
国際コミュニケーション学部3名、
文学部10名、地域政策学部3名

２０１９年度

２０１８年度

Topic９  地域政策学部
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●出願資格
次の⑴～⑶いずれかの項目に該当する者。ただし、短期大学部志願者は女子に限る。
※ 共通テストプラス方式入試、短大共通テストプラス方式入試、共通テスト利用入試、短大共通テスト利用入試
に出願する者は、令和３年度大学入学共通テストを受験していること。

⑴ 高等（中等教育）学校を卒業した者及び２０２１年３月卒業見込みの者。
⑵ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（特別支援学校の高等部又は高等専門学校の３年次を修了した者
等、通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む）及び２０２１年３月修了見込みの
者。

⑶ 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及
び２０２１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及び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もの。

② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する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及び２０２１年３月３１日までに修了見込みの者。

③ 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文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び２０２１年３月３１日ま
でに修了見込みの者。

④文部科学大臣の指定した者。
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定
に合格した者を含む）及び２０２１年３月３１日までに合格見込みの者。

⑥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。
　※個別の入学資格審査希望者は、下記のとおり企画部入試課へ申請してください。
　【申請期間】
　•前期日程：２０２０年１２月１１日（金）まで【必着】
　•後期日程：２０２１年　１月　８日（金）まで【必着】
　【申請書類】
　１．入学資格個別審査申請書
　２．入学志願者履歴書
　　　※ 申請書及び履歴書は、企画部入試課（TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３）へお問い合わせください。
　　　　申請手続を説明し、必要書類をお送りします。
　３． 高等学校を卒業した者と同等以上の学力を証明するもので、次の中で該当するものすべてを提出してくだ

さい。
　　•専修学校・各種学校等の卒業（見込）等の者
　　　 当該教育施設の調査書（または成績証明書）、卒業（見込）証明書、カリキュラム（修業年限、授業時間数、授

業科目、必要単位数が明記されたもの）等。
　　•上記以外の者
　　　 最終学歴の卒業証明書、社会における実務経験の期間及び内容を証明できる書類、取得済みの免許状・資

格等の取得証明書等。

●特別な配慮
障がい等により、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、２０２０年１２月１１日（金）

までに企画部入試課（TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３）へお問い合わせください。配慮が必要な理由の確認
と本学で可能な対応について相談の上、申請手続を説明し、必要書類をお送りします。
本学の入学試験における特別措置は、原則として大学入学共通テストでの措置内容に準じ、可能な限り対応します。

また、出願後の不慮の事故等により、受験時に特別な配慮を必要とする場合も速やかにお問い合わせください。

３．出願資格・特別な配慮
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学部 学科 コース 入学
定員

入試種別募集定員

M方式 前期 共通テスト
プラス方式

数学
重視型 後期 共通テスト利用

前期５ 前期３ 後期

法学部 法学科
司法
行政
企業

３１５ ３０ ８５ ３０ １２ ２０ ２５ ２５ １０

経済学部 経済学科
経済分析
政策・地域
世界経済

３３０ ３０ １００ ２０ ２５ ２０ ２０ ２０ １０

経営学部

経営学科
ビジネス・マネジメント
流通・マーケティング
情報システム
国際ビジネス

２５０ ３０ ８５ １５ １０ １０ ８ １２ ４

会計ファイナンス
学科

アカウンティング
ファイナンス
ビジネスデザイン

１２５ １０ ３０ ５ ５ ５ ５ ６ ４

現代中国学部 現代中国学科
ビジネス
言語文化
国際関係

１８０ １５ ４５ １２ ― １０ ６ ６ ３

国際コミュニケーション 
学部

英語学科
Language Studies
Business
Education

１１５ １５ ３５ ８ ― ５ ４ ４ ２

国際教養学科
アメリカ研究
日本・アジア研究
ヨーロッパ研究

１１５ １５ ３８ １０ ― ５ ５ ５ ３

文学部

歴史地理学科 ― ７０ ８ ２０ ７

―

５ ４ ５ ３

日本語日本文学科 ― ４８ ４ １７ ５ ２ ３ ４ １

人文社会学科

現代文化

１７２

４ ２０ ６ ５ ５ ６ ２

社会学 ３ １８ ６ ３ ４ ５ ２

欧米言語文化 ３ ２０ ７ ５ ５ ６ ２

心理学科 ― ５５ ５ １５ ５ ３ ３ ５ ５ １

地域政策学部 地域政策学科

公共政策 ５５ ７ ２０ ２ ― ３ ３ ４ ２

地域産業 ５５ ７ ２０ ２ ― ３ ３ ４ ２

まちづくり ３５ ４ １３ ２ ― ２ ２ ２ １

地域文化 ２０ ２ ７ ２ ― １ １ １ １

健康・スポーツ ３０ ２ １０ １ ― １ １ １ １

食農環境 ２５ ３ ７ ２ ３ １ １ ２ １

短期大学部
（女子のみ出願可能）

ライフデザイン
総合学科 ― １００ １２

A B
６ ― ８ ―

前期２
３

２８ ５ ５

※入学定員には表中の入試種別のほか、学校推薦型選抜等の募集定員も含まれます。
※短期大学部共通テスト利用入試（前期）は、２教科型。

NEW

NEW

４．募集定員
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●出願資格
次の⑴～⑶いずれかの項目に該当する者。ただし、短期大学部志願者は女子に限る。
※ 共通テストプラス方式入試、短大共通テストプラス方式入試、共通テスト利用入試、短大共通テスト利用入試
に出願する者は、令和３年度大学入学共通テストを受験していること。

⑴ 高等（中等教育）学校を卒業した者及び２０２１年３月卒業見込みの者。
⑵ 通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（特別支援学校の高等部又は高等専門学校の３年次を修了した者
等、通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む）及び２０２１年３月修了見込みの
者。
⑶ 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及
び２０２１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及び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もの。
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する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及び２０２１年３月３１日までに修了見込みの者。
③ 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文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び２０２１年３月３１日ま
でに修了見込みの者。
④文部科学大臣の指定した者。
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資格検定
に合格した者を含む）及び２０２１年３月３１日までに合格見込みの者。
⑥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。
　※個別の入学資格審査希望者は、下記のとおり企画部入試課へ申請してください。
　【申請期間】
　•前期日程：２０２０年１２月１１日（金）まで【必着】
　•後期日程：２０２１年　１月　８日（金）まで【必着】
　【申請書類】
　１．入学資格個別審査申請書
　２．入学志願者履歴書
　　　※ 申請書及び履歴書は、企画部入試課（TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３）へお問い合わせください。
　　　　申請手続を説明し、必要書類をお送りします。
　３． 高等学校を卒業した者と同等以上の学力を証明するもので、次の中で該当するものすべてを提出してくだ

さい。
　　•専修学校・各種学校等の卒業（見込）等の者
　　　 当該教育施設の調査書（または成績証明書）、卒業（見込）証明書、カリキュラム（修業年限、授業時間数、授

業科目、必要単位数が明記されたもの）等。
　　•上記以外の者
　　　 最終学歴の卒業証明書、社会における実務経験の期間及び内容を証明できる書類、取得済みの免許状・資

格等の取得証明書等。

●特別な配慮
障がい等により、受験・修学に際して特別な配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、２０２０年１２月１１日（金）

までに企画部入試課（TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３）へお問い合わせください。配慮が必要な理由の確認
と本学で可能な対応について相談の上、申請手続を説明し、必要書類をお送りします。
本学の入学試験における特別措置は、原則として大学入学共通テストでの措置内容に準じ、可能な限り対応します。

また、出願後の不慮の事故等により、受験時に特別な配慮を必要とする場合も速やかにお問い合わせください。

３．出願資格・特別な配慮
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２月 ３月
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 ２ 3 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水
第
一
次
入
学
手
続
期
限（
入
学
金
の
納
入
）

第
二
次
入
学
手
続
期
限（
授
業
料
等
の
納
入
、
入
学
手
続
書
類
提
出
）（
注
３
）

合
格
発
表
日

第
一
次
入
学
手
続
期
限（
入
学
金
の
納
入
）

２月 ３月
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 ２ 3 ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

インターネット出願登録期間
２月１２日（金）～３月１日（月）１５：００まで

出願書類郵送期限
３月１日（月）消印有効

受
験
票
・
写
真
票
発
送
予
定
日（
注
１
）

試
験
日

合
格
発
表
日
　

第
一
次
・
第
二
次
入
学
手
続
期
限（
一
括
手
続
）﹇
持
参
受
付
：３
月
２４
日（
水
）﹈

インターネット出願登録期間
２月１２日（金）～３月５日（金）１５：００まで

出願書類郵送期限
３月５日（金）消印有効

Web受験票利用期間（前期）（注２）
※受験票は発送しません。Webにて取得してください。
　詳細はＰ.４２を参照してください。

Web受験票利用期間（後期）（注２）
※受験票は発送しません。Webにて取得してください。
　詳細はＰ.４２を参照してください。

注１ 受験票・写真票発送予定日は、本学から一括発送する日です。到着は２～３日後になる場合があります。
注２  共通テスト利用入試の受験票は本学から発送しません。Web受験票利用期間にインターネットを利用して受験番号を取得

してください（詳細はＰ.４２を参照）。
注３  第二次入学手続書類に同封されている「第二次入学手続延期願」を期限内に提出すると、第二次入学手続期限を延期するこ

とができます（詳細はＰ.５０を参照）。
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〈２０２１年〉

前期日程
１月

6 ７ 8 ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

短 大 前 期 A

インターネット出願登録期間
１月６日（水）～１月１４日（木）

１５：００まで

出願書類郵送期限
１月１４日（木）消印有効

受
験
票・写
真
票
発
送
予
定
日（
注
１
）

試
験
日

合
格
発
表
日

M 方 式

短 大 M 方 式

インターネット出願登録期間
１月６日（水）～１月１９日（火）

１５：００まで

出願書類郵送期限
１月１９日（火）消印有効

受
験
票
・
写
真
票
発
送
予
定
日（
注
１
）

試
験
日

前 期
短 大 前 期 B 
共通テストプラス方式
短大共通テストプラス方式
数 学 重 視 型

インターネット出願登録期間
１月６日（水）～１月２５日（月）

１５：００まで

出願書類郵送期限
１月２５日（月）消印有効

大学入学
共通
テスト
試験日

受
験
票
・
写
真
票
発
送
予
定
日（
注
１
）

大学入学
共通
テスト
試験日

試
験
日

共 通 テ ス ト 利 用
（ 前 期 ）

短 大 共 通
テ ス ト 利 用
（ 前 期 ）

インターネット出願登録期間
１月６日（水）～２月３日（水）

１５：００まで

出願書類郵送期限
２月３日（水）消印有効

大学入学
共通
テスト
試験日

大学入学
共通
テスト
試験日

後期日程
１月

6 ７ 8 ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11
水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

後 期

短 大 後 期

共 通 テ ス ト 利 用
（ 後 期 ）

短 大 共 通
テ ス ト 利 用
（ 後 期 ）

大学入学
共通
テスト
試験日

大学入学
共通
テスト
試験日

■東海４県では一般選抜（学部）全入試種別全試験日の受験が可能
名古屋、豊橋、岐阜、浜松、津試験場で一般選抜（学部）全入試種別全試験日の受験が可能です。
自宅から近くの試験場で安心して受験いただけます。

入試種別 試験日
本学試験場 地方試験場

名古屋
校舎

豊橋
校舎

車道　
校舎※ 東京 富山 金沢 松本 飯田 岐阜 大垣 静岡 浜松 四日市 津 広島 福岡

短大前期入試A １月２９日（金） ● ● ●
M方式入試

短大M方式入試 ２月　２日（火） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

数学重視型入試
前期入試

短大前期入試B
共通テストプラス方式入試
短大共通テストプラス方式入試

２月　５日（金） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
２月　６日（土） ● ● ● ● ● ●
２月　７日（日） ● ● ● ● ● ●
２月　８日（月） ● ● ● ● ● ●

後期入試
短大後期入試 ３月　９日（火） ● ● ● ● ●

※車道校舎：名古屋市東区

５．入学試験日程
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大学入学共通テストの出題形式と同じマークセンス方式。一度の試験で複数の学部・学科・コースに出願できます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ３０

２０２１年
１月　６日（水）～ 
１月１９日（火）　 
１５：００まで

２月２日（火）
名古屋
豊橋
（注１）

２月２日（火）
東京
富山
金沢
松本
岐阜
静岡
浜松
四日市
津
広島
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ３０

経営学部 経営学科 ３０
会計ファイナンス学科 １０

現代中国学部 現代中国学科 １５

国際コミュニケーション学部 英語学科 １５
国際教養学科 １５

文学部

歴史地理学科 ８
日本語日本文学科 ４
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ４
社会学コース ３
欧米言語文化コース ３

心理学科 ５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ７
地域産業コース ７
まちづくりコース ４
地域文化コース ２
健康・スポーツコース ２
食農環境コース ３

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 １２
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２ 出願完了後、出願内容の追加・変更・取消はできません。

●試験科目・配点・試験時間
教科 試験科目 配点 試験時間学部 短大※

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」 
（リスニングを除く）

１５０点 １５０点 １０時００分～１１時２０分
（８０分）

国語 「国語総合、現代文B、古典B」
（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択） １００点 １００点 １２時３０分～１３時５０分

（８０分）
地理歴史
公民
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」
（５科目から出願時に１科目選択）

１００点 １４時３０分～１５時３０分
（６０分）

※M方式入試・短大M方式入試は全問マークセンス方式です。
※ M方式入試と短大Ｍ方式入試を併願する場合は、３教科の受験が必要になります。ただし、短大M方式入試の合否判定は、「外国語」
「国語」の２教科で行います。

●出願書類
出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。

詳細はＰ.３５～３９を参照してください。
調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出して

ください。
出願書類
郵送期限 ２０２１年１月１９日（火）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
入学検定料の割引は出願確認票（M方式入試・短大M方式入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円
２出願目以降１出願につき １５,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月１９日（火）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２５日（月）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

NEW

NEW

６–①．Ｍ方式入試・短大Ｍ方式入試
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短大のメイン入試。英語と国語の２教科型で全問マークセンス方式。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方

短期大学部
（女子のみ出願可能）

ライフデザイン
総合学科 ２８

２０２１年
１月　６日（水）～
１月１４日（木）　
１５：００まで

１月２９日（金）
豊橋
車道
（注１）

１月２９日（金）
浜松
（注１）

２月５日（金）

注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくこと
がありますのでご了承ください。

注２ 出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。

●試験科目・配点・試験時間
教科 試験科目 配点 試験時間

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーシ
ョン英語Ⅱ、英語表現Ⅰ」（リスニングを除く） １００点 １０時００分～１１時００分（６０分）

国語 「国語総合、国語表現」（現代文のみ） １００点 １１時４０分～１２時４０分（６０分）

※短大前期入試Aは全問マークセンス方式です。

●出願書類

出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。
詳細はＰ.３５～３９を参照してください。

調査書 １通提出してください。複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出して
ください。

出願書類
郵送期限 ２０２１年１月１４日（木）〈消印有効〉

●入学検定料
入学検定料 ２５,０００円
納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月１４日（木）１７：００まで

納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２０日（水）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

Ｍ
方
式
入
試
・
短
大
Ｍ
方
式
入
試

短
大
前
期
入
試
Ａ

６–②．短大前期入試Ａ
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大学入学共通テストの出題形式と同じマークセンス方式。一度の試験で複数の学部・学科・コースに出願できます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ３０

２０２１年
１月　６日（水）～ 
１月１９日（火）　 
１５：００まで

２月２日（火）
名古屋
豊橋
（注１）

２月２日（火）
東京
富山
金沢
松本
岐阜
静岡
浜松
四日市
津
広島
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ３０

経営学部 経営学科 ３０
会計ファイナンス学科 １０

現代中国学部 現代中国学科 １５

国際コミュニケーション学部 英語学科 １５
国際教養学科 １５

文学部

歴史地理学科 ８
日本語日本文学科 ４
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ４
社会学コース ３
欧米言語文化コース ３

心理学科 ５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ７
地域産業コース ７
まちづくりコース ４
地域文化コース ２
健康・スポーツコース ２
食農環境コース ３

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 １２
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２ 出願完了後、出願内容の追加・変更・取消はできません。

●試験科目・配点・試験時間
教科 試験科目 配点 試験時間学部 短大※

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」 
（リスニングを除く）

１５０点 １５０点 １０時００分～１１時２０分
（８０分）

国語 「国語総合、現代文B、古典B」
（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択） １００点 １００点 １２時３０分～１３時５０分

（８０分）
地理歴史
公民
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」「倫理、政治・経済」
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」
（５科目から出願時に１科目選択）

１００点 １４時３０分～１５時３０分
（６０分）

※M方式入試・短大M方式入試は全問マークセンス方式です。
※ M方式入試と短大Ｍ方式入試を併願する場合は、３教科の受験が必要になります。ただし、短大M方式入試の合否判定は、「外国語」
「国語」の２教科で行います。

●出願書類
出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。

詳細はＰ.３５～３９を参照してください。
調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出して

ください。
出願書類
郵送期限 ２０２１年１月１９日（火）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
入学検定料の割引は出願確認票（M方式入試・短大M方式入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円
２出願目以降１出願につき １５,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月１９日（火）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２５日（月）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

NEW

NEW

６–①．Ｍ方式入試・短大Ｍ方式入試
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募集定員が最も多い愛大のメイン入試。前期入試は愛知大学スカラシップの対象。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ８５

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

２月５日（金）
 東京 富山
 金沢 松本
 飯田 岐阜
 大垣 静岡
 浜松 四日市
 津 福岡

２月６日（土）
 岐阜 浜松
 四日市 津 

２月７日（日）
 岐阜 浜松
 四日市 津 

２月８日（月）
 岐阜 浜松
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 １００

経営学部 経営学科 ８５
会計ファイナンス学科 ３０

現代中国学部 現代中国学科 ４５

国際コミュニケーション学部 英語学科 ３５
国際教養学科 ３８

文学部

歴史地理学科 ２０
日本語日本文学科 １７
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ２０
社会学コース １８
欧米言語文化コース ２０

心理学科 １５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ２０
地域産業コース ２０
まちづくりコース １３
地域文化コース ７
健康・スポーツコース １０
食農環境コース ７

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ５
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
注４  前期入試と短大前期入試Bの同日出願はできません。
注５  数学重視型入試と同日程で併願する場合は、数学受験が必須となります。
共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試、数学重視型入試と併願する場合は、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の前期入試に出願完了後、同日の共通テストプラス方式入試や数学重視型入試を追加出願することはできません）

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
同日出願の場合、共通テストプラス方式入試の本学独自試験科目は、前期入試で受験する該当試験科目（出願時に選択）を採用します。前期
入試で最大４出願、共通テストプラス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願
　

［給付型奨学金]
愛知大学スカラシップ〈前期入試〉
【概要】前期入試の成績上位者１３６名以内に対し、１年次の授業料及
び教育充実費の半額相当額を給付します（入学金･実習費は自己負担）。
【目的】本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を
担う将来を地方創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本
（海外の在外教育施設を含む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの
者）が広く高等教育を学ぶ機会を確保し、その才能を十分発揮され
るよう修学を奨励することを目的としています。
※詳細はＰ.５３を参照してください。

学部 採用人数 採用得点
（２０２０年度実績）

法学部 ２２名 ２６９点以上

経済学部 ２２名 ２６０点以上

経営学部 ２２名 ２６２点以上

現代中国学部 １６名 ２５０点以上

国際コミュニケーション学部 １６名 ２７０点以上

文学部 ２２名 ２６２点以上

地域政策学部 １６名 ２５３点以上

NEW

NEW

６–③．前期入試・短大前期入試B
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●試験科目・配点・試験時間
教科 試験科目 配点 試験時間学部 短大

外国語

「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

１５０点 １５０点 １０時００分～１１時２０分
（８０分）現代中国学部は、２月５日（金）のみ「中国語」の選択が可能

（出願時に選択）

国語 「国語総合、現代文B、古典B」
（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択） １００点 １００点 １２時３０分～１３時５０分

（８０分）

地理歴史
公民
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B（注）」「倫理、政治・経済（注）」
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」
（５科目から出願時に１科目選択）
（注）「地理B」「倫理、政治・経済」は２月５日（金）のみ選択が可能

１００点 １４時３０分～１５時３０分
（６０分）

前期入試では、「英語」「国語」がおおよそマークセンス方式７０％、記述式３０％の割合となります（目安）。また、「世界史」はおおよそ
マークセンス方式４０％、記述式６０％、「日本史」はおおよそマークセンス方式３０％、記述式７０％、「地理」「倫理、政治・経済」「数
学」はすべて記述式、「中国語」はおおよそマークセンス方式５５％、記述式４５％となります（目安）。全学部共通問題であり、同一傾向、
同一形式による出題です。

●出願書類

出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。
詳細はＰ.３５～３９を参照してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出して
ください。

出願書類
郵送期限 ２０２１年１月２５日（月）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
 入学検定料の割引は出願確認票（前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試・数学重視型
入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円

２出願目以降１出願につき ２０,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月２５日（月）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２９日（金）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

●英語能力試験スコア等を本学独自試験「外国語（英語）」に活用できます。
M方式入試・短大M方式入試、前期入試・短大前期入試A・Bにおいて、出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持
している場合は、外国語（英語）の得点に３０点（上限）を加点※し、合否判定を行います。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　 ※本学独自試験「外国語（英語）」の得点率が７０％以上取得した場合のみ加点対象とします。
　 ※本学独自試験「外国語（英語）」において、M方式・短大M方式入試（１５０点満点）及び前期・短大前期入試B（１５０点満点）は加点後の上限を１５０点、短大
　 　前期入試A（１００点満点）は加点後の上限を１００点として取り扱います。
　 ※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。
　 ※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　 ※TEAPは４技能（Listening、Speaking、Reading、Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　 ※共通テスト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・後期）にも英語能力試験スコア等を活用できます。詳細は、P.２７、３３をご覧ください。

前
期
入
試
・
短
大
前
期
入
試
Ｂ
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募集定員が最も多い愛大のメイン入試。前期入試は愛知大学スカラシップの対象。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ８５

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

２月５日（金）
 東京 富山
 金沢 松本
 飯田 岐阜
 大垣 静岡
 浜松 四日市
 津 福岡

２月６日（土）
 岐阜 浜松
 四日市 津 

２月７日（日）
 岐阜 浜松
 四日市 津 

２月８日（月）
 岐阜 浜松
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 １００

経営学部 経営学科 ８５
会計ファイナンス学科 ３０

現代中国学部 現代中国学科 ４５

国際コミュニケーション学部 英語学科 ３５
国際教養学科 ３８

文学部

歴史地理学科 ２０
日本語日本文学科 １７
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ２０
社会学コース １８
欧米言語文化コース ２０

心理学科 １５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ２０
地域産業コース ２０
まちづくりコース １３
地域文化コース ７
健康・スポーツコース １０
食農環境コース ７

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ５
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
注４  前期入試と短大前期入試Bの同日出願はできません。
注５  数学重視型入試と同日程で併願する場合は、数学受験が必須となります。
共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試、数学重視型入試と併願する場合は、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の前期入試に出願完了後、同日の共通テストプラス方式入試や数学重視型入試を追加出願することはできません）

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
同日出願の場合、共通テストプラス方式入試の本学独自試験科目は、前期入試で受験する該当試験科目（出願時に選択）を採用します。前期
入試で最大４出願、共通テストプラス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願
　

［給付型奨学金]
愛知大学スカラシップ〈前期入試〉
【概要】前期入試の成績上位者１３６名以内に対し、１年次の授業料及
び教育充実費の半額相当額を給付します（入学金･実習費は自己負担）。
【目的】本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を
担う将来を地方創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本
（海外の在外教育施設を含む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの
者）が広く高等教育を学ぶ機会を確保し、その才能を十分発揮され
るよう修学を奨励することを目的としています。
※詳細はＰ.５３を参照してください。

学部 採用人数 採用得点
（２０２０年度実績）

法学部 ２２名 ２６９点以上

経済学部 ２２名 ２６０点以上

経営学部 ２２名 ２６２点以上

現代中国学部 １６名 ２５０点以上

国際コミュニケーション学部 １６名 ２７０点以上

文学部 ２２名 ２６２点以上

地域政策学部 １６名 ２５３点以上

NEW

NEW

６–③．前期入試・短大前期入試B
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前期入試対策と大学入学共通テストの高得点科目が活きる入試。
「令和３年度大学入学共通テスト」と「本学独自試験」の得点を合わせて合否判定します。試験科目・配点は学部・学
科・コースごとに異なりますのでＰ.２２～２４をご確認ください。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ３０

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

【本学独自試験】
２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

【本学独自試験】
２月５日（金）
 東京 富山 
 金沢 松本 
 飯田 岐阜 
 大垣 静岡 
 浜松 四日市 
 津 福岡 

２月６日（土）
 岐阜 浜松 
 四日市 津 

２月７日（日）
 岐阜 浜松 
 四日市 津 

２月８日（月）
 岐阜 浜松 
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２０

経営学部
経営学科 １５
会計ファイナンス学科 ５

現代中国学部 現代中国学科 １２
国際コミュニケー
ション学部

英語学科 ８
国際教養学科 １０

文学部

歴史地理学科 ７
日本語日本文学科 ５
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ６
社会学コース ６
欧米言語文化コース ７

心理学科 ５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ２
地域産業コース ２
まちづくりコース ２
地域文化コース ２
健康・スポーツコース １
食農環境コース ２

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ６
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
 注４  共通テストプラス方式入試と短大共通テストプラス方式入試の同日出願はできません。
前期入試・短大前期入試B、数学重視型入試と併願する場合、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の共通テストプラス方式入試に出願完了後、同日の前期入試や数学重視型入試を追加出願することはできません）

●【本学独自試験】試験時間
教科 試験時間
外国語 １０時００分～１１時２０分（８０分）
国語 １２時３０分～１３時５０分（８０分）
数学 １４時３０分～１５時３０分（６０分）

出願時に選択し、試験当日いずれか１教科を受験します。

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
同日出願の場合、共通テストプラス方式入試の本学独自試験科目は、前期入試で受験する該当試験科目（出願時に選択）を採用します。前期
入試で最大４出願、共通テストプラス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願

NEW

NEW

６–④．共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試
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●試験科目・配点
学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

法学部

               ※１
本学

独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）

数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」

本学独自試験で選
択した教科を除く
２教科２科目選択

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

経済学部

               ※１
本学

独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）

数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」

本学独自試験で選
択した教科を除く
２教科２科目選択
（ただし外国語･
国語･数学の中
から必ず１教科
１科目を含む）

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

経営学部

               ※１
本学

独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点

国語 「国語総合、現代文B、古典B」
（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）

数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」 本学独自試験で選
択した教科を除く
１教科１科目選択

１００点
国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

本学独自試験で選
択した教科を除く
１教科１科目選択

１００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

※２

※３

※２

※３

※３

※２

共
通
テ
ス
ト
プ
ラ
ス
方
式
入
試
・

短
大
共
通
テ
ス
ト
プ
ラ
ス
方
式
入
試 
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前期入試対策と大学入学共通テストの高得点科目が活きる入試。
「令和３年度大学入学共通テスト」と「本学独自試験」の得点を合わせて合否判定します。試験科目・配点は学部・学
科・コースごとに異なりますのでＰ.２２～２４をご確認ください。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ３０

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

【本学独自試験】
２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

【本学独自試験】
２月５日（金）
 東京 富山 
 金沢 松本 
 飯田 岐阜 
 大垣 静岡 
 浜松 四日市 
 津 福岡 

２月６日（土）
 岐阜 浜松 
 四日市 津 

２月７日（日）
 岐阜 浜松 
 四日市 津 

２月８日（月）
 岐阜 浜松 
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２０

経営学部
経営学科 １５
会計ファイナンス学科 ５

現代中国学部 現代中国学科 １２
国際コミュニケー
ション学部

英語学科 ８
国際教養学科 １０

文学部

歴史地理学科 ７
日本語日本文学科 ５
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ６
社会学コース ６
欧米言語文化コース ７

心理学科 ５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ２
地域産業コース ２
まちづくりコース ２
地域文化コース ２
健康・スポーツコース １
食農環境コース ２

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ６
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり

ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。
注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
 注４  共通テストプラス方式入試と短大共通テストプラス方式入試の同日出願はできません。
前期入試・短大前期入試B、数学重視型入試と併願する場合、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の共通テストプラス方式入試に出願完了後、同日の前期入試や数学重視型入試を追加出願することはできません）

●【本学独自試験】試験時間
教科 試験時間
外国語 １０時００分～１１時２０分（８０分）
国語 １２時３０分～１３時５０分（８０分）
数学 １４時３０分～１５時３０分（６０分）

出願時に選択し、試験当日いずれか１教科を受験します。

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
同日出願の場合、共通テストプラス方式入試の本学独自試験科目は、前期入試で受験する該当試験科目（出願時に選択）を採用します。前期
入試で最大４出願、共通テストプラス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願

NEW

NEW

６–④．共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試
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学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

現代中国学部

本学
独自試験

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）
※２月５日（金）のみ「中国語」の選択が可能（出願時に選択） 出願時に

１教科選択 １００点
国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」「中国語」

本学独自試験
で選択した
教科を除く
２教科２科目
選択

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

国際
コミュニケーション
学部

本学
独自試験 外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ

ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く） 必須 ２００点

大学入学
共通テスト

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１教科１科目
選択 １００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

文学部

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点
国語 「国語（近代以降の文章及び古文または漢文）」

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

公共政策コース
地域産業コース
まちづくりコース
地域文化コース
健康・スポーツコース

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」 本学独自試験で
選択した教科を除く
１教科１科目選択

１００点
国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

※２

※３

※３

※２

※４

※３

※２

※３

※１

※１

※１

※１
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学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

地域政策学部

食農環境コース

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュ
ニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」
本学独自試験で
選択した教科を除く
２科目選択

（ただし数学又
は理科の中から
必ず１教科１科
目を含む）

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

短期大学部
（女子のみ出願可能）

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュ
ニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」

本学独自試験で
選択した教科を除く
１教科１科目選択

１００点

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

［注］  •大学入学共通テストの成績については、令和３年度の試験成績を使用し、令和２年度以前の試験成績は使用しない。
　　 •大学入学共通テスト利用科目は、各科目の配点分に換算して利用する。
　　 • 所定の科目数を超えて受験した場合は高得点の科目から採用する。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科

目受験の場合）」は、第１解答科目の得点を採用する。
※１ 本学独自試験は「英語」「国語」がおおよそマークセンス方式７０％、記述式３０％の割合となります（目安）。「数学」はすべて記述式

です。前期入試と共通問題となります。
※２  大学入学共通テスト「外国語」について、英語２００点満点を１００点に換算（リスニング免除者はリーディングの得点を採用）。そ

の他の外国語については２００点満点を１００点に換算。なお、特例追試験受験者は、大学入学共通テスト「外国語」について、英
語２５０点満点を１００点に換算（リスニング免除者は筆記２００点満点を１００点に換算）。

※３  大学入学共通テスト「理科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目
の成績と基礎を付していない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用する。

※４  大学入学共通テスト「国語」について、古文・漢文の両方を受験している場合は、高得点の方を採用し、１５０点満点を１００点に換算。

●出願書類

出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。詳細はP.３５～３９を参照してく
ださい。必ず「令和３年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を貼付してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してください。
出願書類
郵送期限 ２０２１年１月２５日（月）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
 入学検定料の割引は出願確認票（前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試・数学重視型
入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円
２出願目以降１出願につき ２０,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月２５日（月）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２９日（金）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

※２

※２

※３

※１

※１
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学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

現代中国学部

本学
独自試験

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）
※２月５日（金）のみ「中国語」の選択が可能（出願時に選択） 出願時に

１教科選択 １００点
国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」「中国語」

本学独自試験
で選択した
教科を除く
２教科２科目
選択

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

国際
コミュニケーション
学部

本学
独自試験 外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ

ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く） 必須 ２００点

大学入学
共通テスト

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１教科１科目
選択 １００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

文学部

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」
本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点
国語 「国語（近代以降の文章及び古文または漢文）」

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

公共政策コース
地域産業コース
まちづくりコース
地域文化コース
健康・スポーツコース

本学
独自試験

外国語 「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」（リスニングを除く）

出願時に
１教科選択 １００点国語 「国語総合、現代文B、古典B」

（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択）
数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」

大学入学
共通テスト

外国語 「英語（リスニングを含む）」 本学独自試験で
選択した教科を除く
１教科１科目選択

１００点
国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

本学独自試験
で選択した
教科を除く
１教科１科目
選択

１００点

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」
「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

※２

※３

※３

※２

※４

※３

※２
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数学の配点割合が高い入試。得意な数学を活かせます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方

法学部 法学科 １２

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

２月５日（金）
 東京 富山
 金沢 松本
 飯田 岐阜
 大垣 静岡
 浜松 四日市
 津 福岡
２月６日（土）
 岐阜 浜松
 四日市 津 
２月７日（日）
 岐阜 浜松
 四日市 津 
２月８日（月）
 岐阜 浜松
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２５

経営学部
経営学科 １０

会計ファイナンス学科 ５

文学部 心理学科 ３

地域政策学部 地域政策学科
食農環境コース ３

注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり
ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。

注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
 前期入試・短大前期入試B、共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試と併願する場合、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の数学重視型入試に出願完了後、同日の前期入試や共通テストプラス方式入試を追加出願することはできません）

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
前期入試と同日出願の場合、前期入試の選択教科は数学を選んでください。前期入試で最大４出願、共通テストプラ
ス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願

６–⑤．数学重視型入試
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●試験科目・配点・試験時間
教科 試験科目 配点 試験時間

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
（リスニングを除く）

１００点 １０時００分～１１時２０分
（８０分）

国語 「国語総合、現代文B、古典B」
（古文・漢文はいずれか一方を試験当日に選択） １００点 １２時３０分～１３時５０分

（８０分）

数学 「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」 ２００点 １４時３０分～１５時３０分
（６０分）

数学重視型入試では、「英語」「国語」がおおよそマークセンス方式７０％、記述式３０％の割合となります（目安）。「数学」はすべて記
述式となります。全学部共通問題であり、同一傾向、同一形式による出題です。前期入試と共通問題となります。

●出願書類

出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。
詳細はＰ.３５～３９を参照してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出して
ください。

出願書類
郵送期限 ２０２１年１月２５日（月）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
 入学検定料の割引は出願確認票（前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試・数学重視型
入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円

２出願目以降１出願につき ２０,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～１月２５日（月）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年１月２９日（金）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

数
学
重
視
型
入
試
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数学の配点割合が高い入試。得意な数学を活かせます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方

法学部 法学科 １２

２０２１年
１月　６日（水）～
１月２５日（月）　
１５：００まで

２月５日（金）
名古屋
豊橋

２月６日（土）
名古屋
豊橋

２月７日（日）
名古屋
豊橋

２月８日（月）
名古屋
豊橋
（注１）

２月５日（金）
 東京 富山
 金沢 松本
 飯田 岐阜
 大垣 静岡
 浜松 四日市
 津 福岡
２月６日（土）
 岐阜 浜松
 四日市 津 
２月７日（日）
 岐阜 浜松
 四日市 津 
２月８日（月）
 岐阜 浜松
四日市 津 
（注１）

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２５

経営学部
経営学科 １０

会計ファイナンス学科 ５

文学部 心理学科 ３

地域政策学部 地域政策学科
食農環境コース ３

注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあり
ますのでご了承ください。また、１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。

注２  １試験日につき１学科・コースの受験となります（最大４日間４出願が可能です）。
注３  出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。ただし、出願完了後、他の日程に出願する場合は、新たに出願登録および支払

手続きを行い、調査書を含めた出願書類を送る必要があります。
 前期入試・短大前期入試B、共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試と併願する場合、同時出願が必要です。
すでに出願完了した日程に追加をすることはできません。
（例：２月５日の数学重視型入試に出願完了後、同日の前期入試や共通テストプラス方式入試を追加出願することはできません）

前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試は同日出願が可能
試験日毎に、前期入試と共通テストプラス方式入試、数学重視型入試への出願が可能です。
前期入試と同日出願の場合、前期入試の選択教科は数学を選んでください。前期入試で最大４出願、共通テストプラ
ス方式入試で最大４出願、数学重視型入試で最大４出願、合わせて最大１２出願することができます。

前期入試 共通テスト
プラス方式入試

数学
重視型入試 ４日間で最大１２出願可能

前期入試、共通テストプラス方式入試、
数学重視型入試 いずれも１試験日につき１出願。
・同日に、同じ学部・学科・コース、異なる学部・
　学科・コースのいずれも出願できます。
・複数出願の場合、入学検定料割引制度が適用されます。
　（出願確認票１枚単位での適用）。
・合格判定は全日あわせて行います。
　（日程による有利・不利はありません。）

２月５日（金） １出願 １出願 １出願

２月６日（土） １出願 １出願 １出願

２月７日（日） １出願 １出願 １出願

２月８日（月） １出願 １出願 １出願

６–⑤．数学重視型入試
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大学入学共通テストの成績のみで出願可能。５教科型は愛知大学スカラシップの対象。
「令和３年度大学入学共通テスト」の結果のみで合否判定します。本学独自の試験は課しません。５教科型と３教科
型の併願、複数学部・学科・コースに併願、共通テスト利用入試（前期）と短大共通テスト利用入試（前期）に併願でき
ます。同時の出願登録では、入学検定料割引が適用されます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・合格発表日

学部・学科・コース 募集定員 インターネット
出願登録期間 合格発表日５教科型 ３教科型 ２教科型

法学部 法学科 ２５ ２５ ―

２０２１年
１月６日（水）～
２月３日（水）　
１５：００まで

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２０ ２０ ―

経営学部 経営学科 ８ １２ ―
会計ファイナンス学科 ５ ６ ―

現代中国学部 現代中国学科 ６ ６ ―
国際コミュニ
ケーション学部

英語学科 ４ ４ ―
国際教養学科 ５ ５ ―

文学部

歴史地理学科 ４ ５ ―
日本語日本文学科 ３ ４ ―
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ５ ６ ―
社会学コース ４ ５ ―
欧米言語文化コース ５ ６ ―

心理学科 ５ ５ ―

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ３ ４ ―
地域産業コース ３ ４ ―
まちづくりコース ２ ２ ―
地域文化コース １ １ ―
健康・スポーツコース １ １ ―
食農環境コース １ ２ ―

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ― ― ５
注１ 出願内容の変更・取消はできません。

［給付型奨学金]愛知大学スカラシップ
〈共通テスト利用入試（前期）５教科型〉
【概要】共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者、６４名以内に対し、
１年次の授業料及び教育充実費の半額相当額を給付します（入学金･実習費は
自己負担）。
※特例追試験受験者は対象外となります。
【目的】本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を担う将来
を地方創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本（海外の在外教育施
設を含む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの者）が広く高等教育を学ぶ機会
を確保し、その才能を十分発揮されるよう修学を奨励することを目的として
います。詳細はＰ.５３を参照してください。

学部 採用人数
法学部

６４名以内
（各学部最低
２名を含む）

基準得点率
（２０２０年度実績）
８０.２％

経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部

●共通テスト利用入試に英語能力試験を活用できます。
出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持し、令和３年度大学入学共通テストにおいて「英語（リスニングを含む）」を受験
　している場合は、「英語（リスニングを含む）」を満点として換算します。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　※TEAPは４技能（Listening, Speaking, Reading, Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。
〈受験生の皆さんを経済面で支援する２つの制度〉

愛知大学
スカラシップ

共通テスト利用入試（前期）〔５教科型〕の成績上位者に対して、
１年次の授業料半額相当額と教育充実費半額相当額を給付する制度です。
★詳しくはP.５３をご覧ください。

入学検定料
割引制度

１出願２０,０００円、
２出願目以降１出願につき１０,０００円となります。

NEW

NEW

６–⑥．共通テスト利用入試（前期）・短大共通テスト利用入試（前期）
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●試験科目・配点
５教科型・愛知大学スカラシップ対象

学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

法学部
経済学部
経営学部

現代中国学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」１科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択

３００点
（各１００点）

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」 １科目選択

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います） １科目選択

国際
コミュニケーション

学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」 必須 ２００点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択

３００点
（各１００点）

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」 １科目選択

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います） １科目選択

文学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」１科目選択 １００点

国語 「国語（近代以降の文章及び古文または漢文）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択

３００点
（各１００点）

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」 １科目選択

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います） １科目選択

地域政策学部

公共政策コース
地域産業コース
まちづくりコース
地域文化コース
健康・スポーツコース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」１科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択

３００点
（各１００点）

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」 １科目選択

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います） １科目選択

地域政策学部

食農環境コース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」１科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」

４科目選択
（ただし数学
及び理科を
必ず各１教科
１科目を含む）

４００点
（各１００点）

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

〔注１〕  大学入学共通テストの成績については、令和３年度の試験成績を使用し、令和２年度以前の試験成績は使用しない。
〔注２〕  大学入学共通テスト利用科目は、各科目の配点分に換算して利用する。
〔注３〕  所定の科目数を超えて受験した場合は高得点の科目から採用する。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目
　　 受験の場合）」は、第１解答科目の得点を採用する。
※１  英語について、リーディング１００点満点を８０点に換算、リスニング１００点満点を４０点に換算（リスニング免除者はリー

ディング１００点満点を１２０点に換算）。その他の外国語については２００点満点を１２０点に換算。なお、特例追試験受験
者は、英語について、筆記２００点満点を１００点に換算、リスニング５０点満点を２０点に換算（リスニング免除者は筆記
２００点満点を１２０点に換算）。

※２  「理科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目の成績と基礎を付し
ていない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用する。

※３ 国際コミュニケーション学部の英語について、リスニング免除者はリーディング１００点満点を２００点に換算。なお、特例追試
　　 験受験者は、 英語について、２５０点満点を２００点に換算（リスニング免除者は筆記の得点を採用）。
※４ 文学部の英語について、２００点満点を１００点に換算（リスニング免除者はリーディングの得点を採用）。
　　 その他の外国語については２００点満点を１００点に換算。なお、特例追試験受験者は、英語について、２５０点満点を１００点
　　 に換算（リスニング免除者は筆記２００点満点を１００点に換算）。
※５ 文学部の国語について、古文・漢文の両方を受験している場合は高得点の方を採用し、１５０点満点を１００点に換算。

※１

※２

※３

※２

※４

※５

※２

※１

※２

※１
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大学入学共通テストの成績のみで出願可能。５教科型は愛知大学スカラシップの対象。
「令和３年度大学入学共通テスト」の結果のみで合否判定します。本学独自の試験は課しません。５教科型と３教科
型の併願、複数学部・学科・コースに併願、共通テスト利用入試（前期）と短大共通テスト利用入試（前期）に併願でき
ます。同時の出願登録では、入学検定料割引が適用されます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・合格発表日

学部・学科・コース 募集定員 インターネット
出願登録期間 合格発表日５教科型 ３教科型 ２教科型

法学部 法学科 ２５ ２５ ―

２０２１年
１月６日（水）～
２月３日（水）　
１５：００まで

２月２０日（土）

経済学部 経済学科 ２０ ２０ ―

経営学部 経営学科 ８ １２ ―
会計ファイナンス学科 ５ ６ ―

現代中国学部 現代中国学科 ６ ６ ―
国際コミュニ
ケーション学部

英語学科 ４ ４ ―
国際教養学科 ５ ５ ―

文学部

歴史地理学科 ４ ５ ―
日本語日本文学科 ３ ４ ―
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ５ ６ ―
社会学コース ４ ５ ―
欧米言語文化コース ５ ６ ―

心理学科 ５ ５ ―

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース ３ ４ ―
地域産業コース ３ ４ ―
まちづくりコース ２ ２ ―
地域文化コース １ １ ―
健康・スポーツコース １ １ ―
食農環境コース １ ２ ―

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ― ― ５
注１ 出願内容の変更・取消はできません。

［給付型奨学金]愛知大学スカラシップ
〈共通テスト利用入試（前期）５教科型〉
【概要】共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者、６４名以内に対し、
１年次の授業料及び教育充実費の半額相当額を給付します（入学金･実習費は
自己負担）。
※特例追試験受験者は対象外となります。
【目的】本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を担う将来
を地方創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本（海外の在外教育施
設を含む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの者）が広く高等教育を学ぶ機会
を確保し、その才能を十分発揮されるよう修学を奨励することを目的として
います。詳細はＰ.５３を参照してください。

学部 採用人数
法学部

６４名以内
（各学部最低
２名を含む）

基準得点率
（２０２０年度実績）
８０.２％

経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部
地域政策学部

●共通テスト利用入試に英語能力試験を活用できます。
出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持し、令和３年度大学入学共通テストにおいて「英語（リスニングを含む）」を受験
　している場合は、「英語（リスニングを含む）」を満点として換算します。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　※TEAPは４技能（Listening, Speaking, Reading, Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。
〈受験生の皆さんを経済面で支援する２つの制度〉

愛知大学
スカラシップ

共通テスト利用入試（前期）〔５教科型〕の成績上位者に対して、
１年次の授業料半額相当額と教育充実費半額相当額を給付する制度です。
★詳しくはP.５３をご覧ください。

入学検定料
割引制度

１出願２０,０００円、
２出願目以降１出願につき１０,０００円となります。

NEW

NEW

６–⑥．共通テスト利用入試（前期）・短大共通テスト利用入試（前期）
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３教科型

学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

法学部
経営学部

現代中国学部
国際コミュニケーション学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

経済学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」

２科目選択 ２００点
（各１００点）

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

文学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章及び古文または漢文）」 必須 １００点

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

公共政策コース
地域産業コース
まちづくりコース
地域文化コース
健康・スポーツコース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

食農環境コース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」
２科目選択
（ただし数学
又は理科の
中から必ず
１教科

１科目を含む）

２００点
（各１００点）

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

〔注１〕  大学入学共通テストの成績については、令和３年度の試験成績を使用し、令和２年度以前の試験成績は使用しない。
〔注２〕  大学入学共通テスト利用科目は、各科目の配点分に換算して利用する。
〔注３〕   所定の科目数を超えて受験した場合は高得点の科目から採用する。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目
　　  受験の場合）」は、第１解答科目の得点を採用する。
※１  英語について、リーディング１００点満点を８０点に換算、リスニング１００点満点を４０点に換算（リスニング免除者はリー

ディング１００点満点を１２０点に換算）。その他の外国語については２００点満点を１２０点に換算。なお、特例追試験受験
者は、英語について、筆記２００点満点を１００点に換算、リスニング５０点満点を２０点に換算（リスニング免除者は筆記
２００点満点を１２０点に換算）。

※２  「理科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目の成績と基礎を付し
ていない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用する。

※３ 文学部の国語について、古文・漢文の両方を受験している場合は高得点の方を採用し、１５０点満点を１００点に換算。

※１

※２

※１

※２

※１

※３

※２

※１

※２

※１
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２教科型

学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

短期大学部
（女子のみ出願可能）

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」

２教科２科目
選択

２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

〔注１〕  大学入学共通テストの成績については、令和３年度の試験成績を使用し、令和２年度以前の試験成績は使用しない。
〔注２〕  大学入学共通テスト利用科目は、各科目の配点分に換算して利用する。
〔注３〕  所定の科目数を超えて受験した場合は高得点の科目から使用する。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目
　　 受験の場合）」は、第１解答科目の得点を利用する。
※１ 英語について、２００点満点を１００点に換算（リスニング免除者はリーディングの得点を採用）。
　　 その他の外国語については２００点満点を１００点に換算。なお、特例追試験受験者は、英語について、２５０点満点を１００点
　　 に換算（リスニング免除者は筆記２００点満点を１００点に換算）。
※２  「理科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目の成績と基礎を付し

ていない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用する。

●出願書類

出願確認票
インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。詳細はＰ.３５～３９
を参照してください。必ず「令和３年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大
学用）」を貼付してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してくだ
さい。

出願書類
郵送期限 ２０２１年２月３日（水）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
入学検定料の割引は出願確認票（共通テスト利用入試［前期］・短大共通テスト利用入試［前期］）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２０,０００円
２出願目以降１出願につき １０,０００円

納入期間 ２０２１年１月６日（水）～２月３日（水）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●Web受験票利用期間

利用期間 ２０２１年２月１５日（月）１０時００分～２月２６日（金）２３時５９分

受験票は発送しません。Web受験票の取得方法についてはＰ.４２を参照してください。

※１

※２
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３教科型

学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

法学部
経営学部
現代中国学部

国際コミュニケーション学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

経済学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」

２科目選択 ２００点
（各１００点）

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

文学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章及び古文または漢文）」 必須 １００点

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

公共政策コース
地域産業コース
まちづくりコース
地域文化コース
健康・スポーツコース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」 必須 １００点
地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

１科目選択 １００点
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

地域政策学部

食農環境コース

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」
「中国語」「韓国語」 １科目選択 １２０点

国語 「国語（近代以降の文章）」
２科目選択
（ただし数学
又は理科の
中から必ず
１教科

１科目を含む）

２００点
（各１００点）

地理歴史「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」
公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

〔注１〕  大学入学共通テストの成績については、令和３年度の試験成績を使用し、令和２年度以前の試験成績は使用しない。
〔注２〕  大学入学共通テスト利用科目は、各科目の配点分に換算して利用する。
〔注３〕   所定の科目数を超えて受験した場合は高得点の科目から採用する。ただし、「地理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目
　　  受験の場合）」は、第１解答科目の得点を採用する。
※１  英語について、リーディング１００点満点を８０点に換算、リスニング１００点満点を４０点に換算（リスニング免除者はリー

ディング１００点満点を１２０点に換算）。その他の外国語については２００点満点を１２０点に換算。なお、特例追試験受験
者は、英語について、筆記２００点満点を１００点に換算、リスニング５０点満点を２０点に換算（リスニング免除者は筆記
２００点満点を１２０点に換算）。

※２  「理科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目の成績と基礎を付し
ていない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用する。

※３ 文学部の国語について、古文・漢文の両方を受験している場合は高得点の方を採用し、１５０点満点を１００点に換算。

※１

※２

※１

※２

※１

※３

※２

※１

※２

※１
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学部入試は前期・M方式入試と同様の３教科型入試。全問マークセンス方式。一度の試験で複数の学部・学科・コー
スに出願できます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ２０

２０２１年
２月１２日（金）～ 
３月　１日（月）　 
１５：００まで

３月９日
（火）
名古屋
豊橋
（注１）

３月９日
（火）
岐阜
浜松
津

（注１）

３月１７日
（水）

経済学部 経済学科 ２０

経営学部
経営学科 １０
会計ファイナンス学科 ５

現代中国学部 現代中国学科 １０

国際コミュニケーション学部
英語学科 ５
国際教養学科 ５

文学部

歴史地理学科 ５
日本語日本文学科 ２
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ５
社会学コース ３
欧米言語文化コース ５

心理学科 ３

地域政策学部
地域政策学科

公共政策コース ３
地域産業コース ３
まちづくりコース ２
地域文化コース １
健康・スポーツコース １
食農環境コース １

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ８
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくこと

がありますのでご了承ください。
注２ 出願完了後、出願内容の追加・変更・取消はできません。

●試験科目・配点・試験時間
学部 教科 試験科目 配点 試験時間

法学部
経済学部
経営学部

現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部

地域政策学部

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
（リスニングを除く）

１００点 １０時００分～１１時００分
（６０分）

国語 「国語総合、現代文B」（現代文のみ） １００点 １１時４０分～１２時４０分
（６０分）

地理歴史
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」
（４科目から出願時に１科目選択）

１００点 １３時５０分～１４時５０分
（６０分）

※後期入試は全問マークセンス方式です。

学部 教科 試験科目 選択の方法・
配点 試験時間

短期大学部
外国語

「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
（リスニングを除く）

１００点 １０時００分～１１時００分
（６０分）

国語 「国語総合、現代文B」（現代文のみ） １００点 １１時４０分～１２時４０分
（６０分）

※ 学部後期入試と併願する場合は、３教科の受験が必要になります。
※短大後期入試は全問マークセンス方式です。

NEW

NEW

６–⑦．後期入試・短大後期入試
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●出願書類

出願確認票 インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。
詳細はＰ.３５～３９を参照してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してくだ
さい。

出願書類
郵送期限 ２０２１年３月１日（月）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
入学検定料の割引は出願確認票（後期入試・短大後期入試）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２５,０００円

２出願目以降１出願につき １５,０００円

納入期間 ２０２１年２月１２日（金）～３月１日（月）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●受験票・写真票発送

発送予定日
２０２１年３月５日（金）一括発送
試験前日までに受験票・写真票が届かない場合は、企画部入試課へお問い合わせください。
TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３

●英語能力試験スコア等を本学独自試験「外国語（英語）」に活用できます。
後期入試・短大後期入試において、出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持している場合は、外国語（英語）の得点に
３０点（上限）を加点※し、合否判定を行います。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　 ※本学独自試験「外国語（英語）」の得点率が７０％以上取得した場合のみ加点対象とします。
　 ※本学独自試験「外国語（英語）」において、後期・短大後期入試（１００点満点）は加点後の上限を１００点として取り扱います。
　 ※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。
　 ※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　 ※TEAPは４技能（Listening、Speaking、Reading、Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　 ※共通テスト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・後期）にも英語能力試験スコア等を活用できます。詳細は、P.２７、３３をご覧ください。

後
期
入
試
・
短
大
後
期
入
試
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学部入試は前期・M方式入試と同様の３教科型入試。全問マークセンス方式。一度の試験で複数の学部・学科・コー
スに出願できます。
●募集定員・インターネット出願登録期間・試験日・試験場・合格発表日

学部・学科・コース 募集
定員

インターネット
出願登録期間

試験日・試験場 合格発表日本学 地方
法学部 法学科 ２０

２０２１年
２月１２日（金）～ 
３月　１日（月）　 
１５：００まで

３月９日
（火）
名古屋
豊橋
（注１）

３月９日
（火）
岐阜
浜松
津

（注１）

３月１７日
（水）

経済学部 経済学科 ２０

経営学部
経営学科 １０
会計ファイナンス学科 ５

現代中国学部 現代中国学科 １０

国際コミュニケーション学部
英語学科 ５
国際教養学科 ５

文学部

歴史地理学科 ５
日本語日本文学科 ２
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ５
社会学コース ３
欧米言語文化コース ５

心理学科 ３

地域政策学部
地域政策学科

公共政策コース ３
地域産業コース ３
まちづくりコース ２
地域文化コース １
健康・スポーツコース １
食農環境コース １

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ８
注１  希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくこと

がありますのでご了承ください。
注２ 出願完了後、出願内容の追加・変更・取消はできません。

●試験科目・配点・試験時間
学部 教科 試験科目 配点 試験時間

法学部
経済学部
経営学部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部
文学部

地域政策学部

外国語
「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
（リスニングを除く）

１００点 １０時００分～１１時００分
（６０分）

国語 「国語総合、現代文B」（現代文のみ） １００点 １１時４０分～１２時４０分
（６０分）

地理歴史
数学

「世界史B」「日本史B」「地理B」
「数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B（数列、ベクトル）」
（４科目から出願時に１科目選択）

１００点 １３時５０分～１４時５０分
（６０分）

※後期入試は全問マークセンス方式です。

学部 教科 試験科目 選択の方法・
配点 試験時間

短期大学部
外国語

「コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ」
（リスニングを除く）

１００点 １０時００分～１１時００分
（６０分）

国語 「国語総合、現代文B」（現代文のみ） １００点 １１時４０分～１２時４０分
（６０分）

※ 学部後期入試と併願する場合は、３教科の受験が必要になります。
※短大後期入試は全問マークセンス方式です。

NEW

NEW

６–⑦．後期入試・短大後期入試
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国公立大学との併願がしやすく、得意科目が活かせる受験生の負担が少ない入試。
「令和３年度大学入学共通テスト」の結果のみで合否判定します。本学独自の試験は課しません。
※ 共通テスト利用入試（後期）と短大共通テスト利用入試（後期）は併願可能で、入学検定料割引も適用されます。

●募集定員・インターネット出願登録期間・合格発表日
学部・学科・コース 募集

定員
インターネット
出願登録期間 合格発表日

法学部 法学科 １０

２０２１年
２月１２日（金）～
３月　５日（金）　
１５：００まで

３月１７日（水）

経済学部 経済学科 １０

経営学部
経営学科 ４
会計ファイナンス学科 ４

現代中国学部 現代中国学科 ３

国際コミュニケーション学部
英語学科 ２
国際教養学科 ３

文学部

歴史地理学科 ３
日本語日本文学科 １
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ２
社会学コース ２
欧米言語文化コース ２

心理学科 １

地域政策学部
地域政策学科

公共政策コース ２
地域産業コース ２
まちづくりコース １
地域文化コース １
健康・スポーツコース １
食農環境コース １

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ３
注１ 出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。 

●共通テスト利用入試に英語能力試験を活用できます。
出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持し、令和３年度大学入学共通テストにおいて「英語（リスニングを含む）」を受験

　している場合は、「英語（リスニングを含む）」を満点として換算します。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　※TEAPは４技能（Listening, Speaking, Reading, Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。

〈受験生の皆さんを経済面で支援する制度〉
入学検定料
割引制度

１出願２０,０００円、
２出願目以降１出願につき１０,０００円となります。

NEW

NEW

６–⑧．共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）
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●試験科目・配点
大学入学共通テストについて、所定の科目数を超えて受験した場合、高得点の科目から採用します。ただし、「地

理歴史・公民」、「理科（基礎を付していない２科目受験の場合）」については、第１解答科目の得点を採用します。「理
科」について、基礎を付した２科目及び基礎を付していない１科目を受験した場合は、基礎を付した２科目の成績と
基礎を付していない１科目の成績のうち、いずれか高得点のものを採用します。

学部 教科 試験科目 選択の方法 配点

法学部
経済学部
経営学部

現代中国学部
国際コミュニケーション学部

文学部
地域政策学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 １科目選択 １００点

国語 「国語（近代以降の文章）」

２教科２科目選択 ２００点
（各１００点）

地理歴史 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

短期大学部

外国語 「英語（リスニングを含む）」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」

２教科２科目選択 ２００点
（各１００点）

国語 「国語（近代以降の文章）」

地理歴史 「世界史A」「世界史B」「日本史A」「日本史B」「地理A」「地理B」

公民 「現代社会」「倫理」「政治･経済」「倫理、政治･経済」

数学 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ･数学A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ･数学B」
「簿記･会計」「情報関係基礎」

理科 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」「物理」「化学」「生物」「地学」
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱います）

※ 英語について、２００点満点を１００点に換算（リスニング免除者はリーディングの得点を採用）。
　 その他の外国語については２００点満点を１００点に換算。なお、特例追試験受験者は、英語について、２５０点満点を１００点に
　 換算（リスニング免除者は筆記２００点満点を１００点に換算）。

●出願書類

出願確認票
インターネット出願登録完了後に表示される出願確認票を印刷してください。詳細はＰ.３５～３９
を参照してください。必ず「令和３年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大
学用）」を貼付してください。

調査書 複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してくだ
さい。

出願書類
郵送期限 ２０２１年３月５日（金）〈消印有効〉

●入学検定料（割引制度あり）
入学検定料の割引は出願確認票（共通テスト利用入試〔後期〕・短大共通テスト利用入試〔後期〕）１枚単位での適用となります。

入学検定料
１出願 ２０,０００円

２出願目以降１出願につき １０,０００円

納入期間 ２０２１年２月１２日（金）～３月５日（金）１７：００まで
納入方法の詳細はＰ.４０を参照してください。

●Web受験票利用期間

利用期間 ２０２１年３月１２日（金）１０時００分～３月２４日（水）２３時５９分

受験票は発送しません。Web受験票の取得方法についてはＰ.４２を参照してください。

 ※

 ※

共
通
テ
ス
ト
利
用
入
試（
後
期
）・

短
大
共
通
テ
ス
ト
利
用
入
試（
後
期
）
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国公立大学との併願がしやすく、得意科目が活かせる受験生の負担が少ない入試。
「令和３年度大学入学共通テスト」の結果のみで合否判定します。本学独自の試験は課しません。
※ 共通テスト利用入試（後期）と短大共通テスト利用入試（後期）は併願可能で、入学検定料割引も適用されます。

●募集定員・インターネット出願登録期間・合格発表日
学部・学科・コース 募集

定員
インターネット
出願登録期間 合格発表日

法学部 法学科 １０

２０２１年
２月１２日（金）～
３月　５日（金）　
１５：００まで

３月１７日（水）

経済学部 経済学科 １０

経営学部
経営学科 ４
会計ファイナンス学科 ４

現代中国学部 現代中国学科 ３

国際コミュニケーション学部
英語学科 ２
国際教養学科 ３

文学部

歴史地理学科 ３
日本語日本文学科 １
人
文
社
会
学
科

現代文化コース ２
社会学コース ２
欧米言語文化コース ２

心理学科 １

地域政策学部
地域政策学科

公共政策コース ２
地域産業コース ２
まちづくりコース １
地域文化コース １
健康・スポーツコース １
食農環境コース １

短期大学部（女子のみ出願可能） ライフデザイン総合学科 ３
注１ 出願完了後、出願内容の変更・取消はできません。 

●共通テスト利用入試に英語能力試験を活用できます。
出願時点で以下のいずれかの英語能力試験スコア等を保持し、令和３年度大学入学共通テストにおいて「英語（リスニングを含む）」を受験

　している場合は、「英語（リスニングを含む）」を満点として換算します。

英語能力
試験

実用英語
技能検定

ケンブリッジ
英語検定

国際連合公用語
英語検定

TOEFL-
iBTⓇ

TOEICⓇ
L&R

TOEICⓇ
L&R+S&W GTEC TEAP IELTSTM

スコア
総合２３０４
以上かつ各技
能４６０以上

１６０
以上 A級以上 ７２以上 ７８５

以上
１０９５
以上

１１９０
以上

３０９
以上 ５.５以上

　※実用英語技能検定は２級以上を対象とし、基準スコアの条件をすべて満たしていることが必要です。英検CBTも対象とします。
　※TEAPは４技能（Listening, Speaking, Reading, Writing）の受験パターンで受験することが必要です。
　※２０１８年４月以降に取得したスコア等を対象とします（ただし、出願時において有効期限内のもの、オフィシャルスコアに限ります）。

〈受験生の皆さんを経済面で支援する制度〉
入学検定料
割引制度

１出願２０,０００円、
２出願目以降１出願につき１０,０００円となります。

NEW

NEW

６–⑧．共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）
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• 出願完了後の入試種別、試験日、志願学部・学科・コース、選択科目、試験場等の変更・
取消は一切認めません。

• 入試結果（合否から入学状況まで）を出身学校へ通知しますので、承諾できない方は志願者
情報入力時に「出身高等学校への入試結果・成績の通知を承諾する」欄のチェックを外して
ください。

注意
事項

クレジットカード

セブンイレブン、
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア、

セイコーマート

レジで「インターネット代金支払」または「オンライン決済」であること
を店員に伝え、請求内容を確認の上、支払ってください。

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ

出願登録後に別画面で「クレジットカード」支払を選択し、決済を完了してください。
※使用できるクレジットカードは、VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Clubのいずれかです。

銀行ATM（Pay-easy） ネットバンキング
銀行ATMによる支払いは、Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみで可能です。
ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行のATMおよびネットバンキングがご利用いただけます。
※窓口での支払いはできません。
※コンビニエンスストアに設置されているATMはご利用できません。

コンビニエンスストア
支払いに必要なお支払い情報を取得後、印刷した「払込票」または各種番号の控えを持参し、以下のコンビニエンスストアで
検定料を支払います。お支払い情報は、支払いをする際に必要となりますので、必ずメモをとるか印刷してください。

店頭設置端末は使用しません 店頭設置端末の画面の指示に従って入力

レジでお支払い
端末から出力される「受付票／申込券」を持って

３０分以内にレジでお支払い

愛知大学の一般選抜における出願方法はインターネット出願となります。

STEP①　事前準備
出願環境の準備

インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォン等を用意してください。

出願期間の確認
インターネット出願は、出願期間内に「出願登録」、「入学検定料の支払い」、「出願書類の郵送」の３つの手続きを全

て行うことで、出願完了となります。インターネット上での「出願登録」だけでは、出願完了となりません。Ｐ.１５、
１６の「入学試験日程」からインターネット出願登録期間を確認し、余裕を持って出願してください。

写真・調査書等の準備
出願に必要な書類（STEP⑤参照）は、発行に時間がかかる場合があります。出願前に準備をしておいてください。

STEP②　インターネット出願ページにアクセス
以下の方法から出願画面へアクセスいただけます。

STEP③　出願登録
出願情報の登録、志願者情報（氏名・住所・電話番号等）の登録をします。入力した内容を十分確認してください。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

愛知大学 公式ホーム
ページからアクセス

検 索愛知大学

愛知大学受験生向けサイト
（https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/）に

アクセスし、
「インターネット出願」
バナーをクリック

ＱＲコードからアクセス

【入試種別選択】 【試験日・学部等の選択】 【志願者情報入力】

７．出願方法
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STEP④　入学検定料の支払い
以下の４つからお支払いが選択できます。

•入学検定料の他に取扱手数料が必要となります。
• 出願登録後７２時間以内に入学検定料をお支払いください。７２時間を過ぎた場合、再度出願登録からやり直
してください。

•出願最終日のお支払いは１７時００分までとなりますので注意してください。
•入学検定料割引は、出願確認票１枚単位での適用となります。
• 一旦納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由に該当し、所定の方
法で請求された場合のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を確認してください。

注意
事項

クレジットカード

セブンイレブン、
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア、

セイコーマート

レジで「インターネット代金支払」または「オンライン決済」であること
を店員に伝え、請求内容を確認の上、支払ってください。

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ

出願登録後に別画面で「クレジットカード」支払を選択し、決済を完了してください。
※使用できるクレジットカードは、VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Clubのいずれかです。

銀行ATM（Pay-easy） ネットバンキング
銀行ATMによる支払いは、Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみで可能です。
ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行のATMおよびネットバンキングがご利用いただけます。
※窓口での支払いはできません。
※コンビニエンスストアに設置されているATMはご利用できません。

コンビニエンスストア
支払いに必要なお支払い情報を取得後、印刷した「払込票」または各種番号の控えを持参し、以下のコンビニエンスストアで
検定料を支払います。お支払い情報は、支払いをする際に必要となりますので、必ずメモをとるか印刷してください。

店頭設置端末は使用しません 店頭設置端末の画面の指示に従って入力

レジでお支払い
端末から出力される「受付票／申込券」を持って

３０分以内にレジでお支払い
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• 出願完了後の入試種別、試験日、志願学部・学科・コース、選択科目、試験場等の変更・
取消は一切認めません。

• 入試結果（合否から入学状況まで）を出身学校へ通知しますので、承諾できない方は志願者
情報入力時に「出身高等学校への入試結果・成績の通知を承諾する」欄のチェックを外して
ください。

注意
事項

クレジットカード

セブンイレブン、
デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストア、

セイコーマート

レジで「インターネット代金支払」または「オンライン決済」であること
を店員に伝え、請求内容を確認の上、支払ってください。

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ

出願登録後に別画面で「クレジットカード」支払を選択し、決済を完了してください。
※使用できるクレジットカードは、VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Clubのいずれかです。

銀行ATM（Pay-easy） ネットバンキング
銀行ATMによる支払いは、Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみで可能です。
ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行のATMおよびネットバンキングがご利用いただけます。
※窓口での支払いはできません。
※コンビニエンスストアに設置されているATMはご利用できません。

コンビニエンスストア
支払いに必要なお支払い情報を取得後、印刷した「払込票」または各種番号の控えを持参し、以下のコンビニエンスストアで
検定料を支払います。お支払い情報は、支払いをする際に必要となりますので、必ずメモをとるか印刷してください。

店頭設置端末は使用しません 店頭設置端末の画面の指示に従って入力

レジでお支払い
端末から出力される「受付票／申込券」を持って

３０分以内にレジでお支払い

愛知大学の一般選抜における出願方法はインターネット出願となります。

STEP①　事前準備
出願環境の準備

インターネットに接続されたパソコン、タブレット、スマートフォン等を用意してください。

出願期間の確認
インターネット出願は、出願期間内に「出願登録」、「入学検定料の支払い」、「出願書類の郵送」の３つの手続きを全
て行うことで、出願完了となります。インターネット上での「出願登録」だけでは、出願完了となりません。Ｐ.１５、
１６の「入学試験日程」からインターネット出願登録期間を確認し、余裕を持って出願してください。

写真・調査書等の準備
出願に必要な書類（STEP⑤参照）は、発行に時間がかかる場合があります。出願前に準備をしておいてください。

STEP②　インターネット出願ページにアクセス
以下の方法から出願画面へアクセスいただけます。

STEP③　出願登録
出願情報の登録、志願者情報（氏名・住所・電話番号等）の登録をします。入力した内容を十分確認してください。

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

愛知大学 公式ホーム
ページからアクセス

検 索愛知大学

愛知大学受験生向けサイト
（https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/）に

アクセスし、
「インターネット出願」
バナーをクリック

ＱＲコードからアクセス

【入試種別選択】 【試験日・学部等の選択】 【志願者情報入力】

７．出願方法
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STEP⑤　出願書類の郵送
以下の出願に必要な書類一式を、市販の角形２号（２４０mm×３３２mm）の封筒を使用して、必ず簡易書留速達

で郵送してください。郵送先はインターネット出願の登録完了後に画面に表示されますので、そのページを印刷して
封筒に貼付してください。また、事前に調査書を取り寄せておくようにしてください。

①出願確認票（インターネット出願システムから印刷したもの）
• 大学提出用の出願確認票に写真（縦４.０cm×横３.０cm）を貼付してください。
• 「共通テストプラス方式入試」、「短大共通テストプラス方式入試」、「共通テスト利用入試（前期・後期）」、「短大共通テスト利用
入試（前期・後期）」を受験する場合は、「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を貼付してください。

•異なる入試種別の出願確認票を１つの出願封筒に入れることができます。

②調査書
•A４サイズ（A３サイズも可。高校の指定サイズ（任意））でご準備してください。
•出身学校長が２０２０年１０月１日以降に作成・捺印・厳封したものを提出してください。
• 調査書は複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してください。
　※ 出身学校で調査書の保存年限を過ぎていて発行されない場合は、「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してく

ださい。調査書と成績証明書がともに発行されない場合は、その旨を文書にて明記し提出してください。
• 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格（見込みを含む）による出願の場合は、下記の書類を提出し
てください（証明書発行までの日数も考慮のうえ、余裕をもって出願準備をしてください）。

　※高等学校卒業程度認定試験合格者で、免除科目がある場合、その科目の単位修得証明書は必要ありません。
高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定）合格者

合格証書のコピーまたは合格証明書（原本）を提出
（※発行年月日は不問）

高等学校卒業程度認定試験
合格見込み者 合格見込成績証明書（原本）のみ提出

③英語能力試験スコア等証明書（該当者のみ）
• 英語能力試験スコア等を保持し「希望する」を選択した志願者のみ、提出してください。証明書の提出が出願期間に間に
合わない場合や、スコアが有効期限内ではない場合は、必要事項を入力していても、スコア利用の対象とはなりません。
•TOEFL-iBTⓇ及びIELTSTMのスコアは実施機関から本学に直送することも可能です。（TOEFLスコア直送コード：００１２）
ただし、出願締切までに到着するよう余裕を持った日程で手続を行ってください。

• TEAPのスコアを利用する志願者のうち、出願登録の際に生年月日と提出するTEAPの受験番号を入力した場合
は、本学から実施機関に成績請求を行いますので成績表の提出は必要ありません。

市販の封筒

郵便窓口
調
査
書

調査書は
１回の送付につき、
１通必要

市販の封筒に郵送用宛名ラベルを貼付

郵便窓口で
簡易書留速達にて
郵送

〒

出願確認票

郵送用宛名ラベル

※大学入学共通テスト成績請求票
は、共通テストプラス方式入試、
短大共通テストプラス方式入試、
共通テスト利用入試（前期・後期）、
短大共通テスト利用入試（前期・
後期）を受験する場合に貼付

プリンタ、コンビニ等で「出願確認
票」と「郵送用宛名ラベル」を印刷。
印刷ができない場合は、Ｐ.6 0「出
願確認票（転記用）」をご利用くだ
さい。

写
真
を
貼
付

※

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

成
績
請
求
票
を
貼
付

注意
事項

• 一旦受理された書類及び納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由
に該当し、所定の方法で請求された場合のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を参照してください。

• 出願完了後の入試種別、試験日、志望学部・学科・コース、選択科目、試験場等の変更・取消は一切認めません。
• 出願確認票等に記入された個人情報については、受験票・写真票、合格通知書、入学手続の各種案内の発送等
に利用します。その際外部業者へ業務委託を行い、個人情報の一部またはすべてを提供しますが、利用目的以
外に使用することはありません。なお、入学後は学内においてのみ利用します。
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出願に関するＱ＆Ａ

Question Answer

出
願
登
録
に
関
す
る
こ
と

文学部の受験を考えているが、豊橋
校舎で受験することになりますか？

希望する試験場を出願時に選択いただきます。ただし、希望する試
験場が収容人数を超えた場合、他の試験場で受験いただくことがあ
りますのでご了承ください。

前期入試と共通テストプラス方式入
試、数学重視型入試を同日に受験する
とき、すべて同じ学部・学科・コース
に出願しなければいけませんか？

異なる学部・学科・コースへの出願もできますし、同じ学部・学科・
コースへの出願もできます。

プリンタは必要ですか？

出願登録完了画面に表示される必要情報及び郵送用宛名ラベルを印
刷するために必要です。プリンタがない場合は、USBメモリやアプ
リを使用してコンビニ等で印刷するか、P.６０の「出願確認票（転記
用）」をご利用ください。

出願登録できたか不安です。
確認できますか？

出願登録が完了すると、登録されたメールアドレス宛に確認メール
をお送りします。また、登録完了後に出願登録トップ画面からユー
ザーID、パスワードを入力し、出願内容を確認することもできます。
なお、メールアドレスはスマートフォンや携帯電話のものもご利用い
ただけます。ただし、メール受信設定でドメイン設定を行っている場
合はメールが届かないことがありますのでドメイン（@sak-sak.net）を
受信指定してください。

個人情報を誤って登録してしまいま
したが変更できますか？

【入学検定料支払い前の場合】
現在の登録はそのままにして、はじめから出願登録をやり直してく
ださい。
【入学検定料支払い後の場合】
印刷した出願確認票の訂正箇所に二重線を赤ペンで引き、空いてい
るスペースに正しい内容を赤ペンで記入してください。ただし、入試
種別、試験日、志望学部・学科・コース、選択科目、試験場等の変
更・取消はできませんのでご注意ください。

「ご指定のページがみつかりません。」
と表示されます。

一定時間操作を行わなかった場合、ブラウザの「戻る」「進む」ボタン
をクリックした場合、出願登録画面を２画面以上開いた場合等に表
示されることがあります。はじめから出願登録をやり直してくださ
い。途中でブラウザを閉じてしまった場合も、はじめから出願登録
をやり直してください。

氏名、住所の入力で正しい漢字に変
換または入力ができませんが、どう
したらいいでしょうか？

氏名や住所などの個人情報を入力する際に、JISコード第一・第二水
準外の文字等で登録エラーになる場合は、代替の漢字（ない場合はカ
タカナ）を入力してください。
入試に関する内容（出願登録、受験票、合格通知書、入学手続等）は
代替の漢字（ない場合はカタカナ）を使用します。入学後に申請する
ことで正しい漢字に変更することができます。

志願者情報入力画面でユーザIDとパ
スワードを登録しなければいけませ
んか？

志願者情報入力画面でユーザIDとパスワードを登録しない場合でも出
願登録を完了いただけます。
ユーザIDとパスワードを登録いただくと、出願登録完了後、出願登録
トップ画面からユーザIDとパスワードを入力することで、次回以降ス
ムーズに出願登録いただけるほか、既に登録済みの出願内容を確認す
ることもできるため、ユーザIDとパスワードの登録をお勧めします。

２月５日の前期入試の出願登録を終
え、入学検定料を支払い、出願書類を
郵送したが、２月５日に追加で共通テ
ストプラス方式入試や数学重視型入
試の出願登録はできますか？

出願登録が完了し、出願書類を郵送した場合には、同じ試験日に他
の入試を追加することはできません。
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STEP⑤　出願書類の郵送
以下の出願に必要な書類一式を、市販の角形２号（２４０mm×３３２mm）の封筒を使用して、必ず簡易書留速達
で郵送してください。郵送先はインターネット出願の登録完了後に画面に表示されますので、そのページを印刷して
封筒に貼付してください。また、事前に調査書を取り寄せておくようにしてください。

①出願確認票（インターネット出願システムから印刷したもの）
• 大学提出用の出願確認票に写真（縦４.０cm×横３.０cm）を貼付してください。
• 「共通テストプラス方式入試」、「短大共通テストプラス方式入試」、「共通テスト利用入試（前期・後期）」、「短大共通テスト利用
入試（前期・後期）」を受験する場合は、「大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）」を貼付してください。

•異なる入試種別の出願確認票を１つの出願封筒に入れることができます。

②調査書
•A４サイズ（A３サイズも可。高校の指定サイズ（任意））でご準備してください。
•出身学校長が２０２０年１０月１日以降に作成・捺印・厳封したものを提出してください。
• 調査書は複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１回の送付につき１通提出してください。
　※ 出身学校で調査書の保存年限を過ぎていて発行されない場合は、「卒業証明書」及び「成績証明書」を提出してく

ださい。調査書と成績証明書がともに発行されない場合は、その旨を文書にて明記し提出してください。
• 高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）合格（見込みを含む）による出願の場合は、下記の書類を提出し
てください（証明書発行までの日数も考慮のうえ、余裕をもって出願準備をしてください）。

　※高等学校卒業程度認定試験合格者で、免除科目がある場合、その科目の単位修得証明書は必要ありません。
高等学校卒業程度認定試験
（旧大学入学資格検定）合格者

合格証書のコピーまたは合格証明書（原本）を提出
（※発行年月日は不問）

高等学校卒業程度認定試験
合格見込み者 合格見込成績証明書（原本）のみ提出

③英語能力試験スコア等証明書（該当者のみ）
• 英語能力試験スコア等を保持し「希望する」を選択した志願者のみ、提出してください。証明書の提出が出願期間に間に
合わない場合や、スコアが有効期限内ではない場合は、必要事項を入力していても、スコア利用の対象とはなりません。
•TOEFL-iBTⓇ及びIELTSTMのスコアは実施機関から本学に直送することも可能です。（TOEFLスコア直送コード：００１２）
ただし、出願締切までに到着するよう余裕を持った日程で手続を行ってください。

• TEAPのスコアを利用する志願者のうち、出願登録の際に生年月日と提出するTEAPの受験番号を入力した場合
は、本学から実施機関に成績請求を行いますので成績表の提出は必要ありません。

市販の封筒

郵便窓口
調
査
書

調査書は
１回の送付につき、
１通必要

市販の封筒に郵送用宛名ラベルを貼付

郵便窓口で
簡易書留速達にて
郵送

〒

出願確認票

郵送用宛名ラベル

※大学入学共通テスト成績請求票
は、共通テストプラス方式入試、
短大共通テストプラス方式入試、
共通テスト利用入試（前期・後期）、
短大共通テスト利用入試（前期・
後期）を受験する場合に貼付

プリンタ、コンビニ等で「出願確認
票」と「郵送用宛名ラベル」を印刷。
印刷ができない場合は、Ｐ.6 0「出
願確認票（転記用）」をご利用くだ
さい。

写
真
を
貼
付

※

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト

成
績
請
求
票
を
貼
付

注意
事項

• 一旦受理された書類及び納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由
に該当し、所定の方法で請求された場合のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を参照してください。
• 出願完了後の入試種別、試験日、志望学部・学科・コース、選択科目、試験場等の変更・取消は一切認めません。
• 出願確認票等に記入された個人情報については、受験票・写真票、合格通知書、入学手続の各種案内の発送等
に利用します。その際外部業者へ業務委託を行い、個人情報の一部またはすべてを提供しますが、利用目的以
外に使用することはありません。なお、入学後は学内においてのみ利用します。
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出願に関するＱ＆Ａ

Question Answer

入
学
検
定
料
の
支
払
い
に
関
す
る
こ
と

どんな支払い方法がありますか？

次の支払い方法からお選びください。
【クレジットカード】
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club が
利用可能です。
【コンビニ】
セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デ
イリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマートが利用
可能です。
【銀行ATM（Pay-easy）・ネットバンキング】
Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみ可能です。
ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行およびネットバンキングが
ご利用いただけます。

出願登録後、７２時間以内に入学検
定料の支払いができなかった場合、ど
うしたらいいですか？

７２時間を過ぎた場合、再度出願登録からやり直してください。な
お、出願登録は出願登録最終日の１５：００まで、入学検定料の支
払いは出願登録最終日の１７：００までとなります。余裕を持って
ご利用ください。

領収証は送付しなければいけません
か？

領収証の送付は不要です。領収証（原本）は控えとなりますので保管
してください。

入学検定料の割引はありますか？ 出願確認票１枚単位で入学検定料割引があります。詳細はP.４０を
確認してください。

納入した入学検定料を返還してもら
うことはできますか？

一旦納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定め
る入学検定料返還事由に該当し、かつ所定の方法で請求された場合
のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を確認してください。

出
願
書
類
の
郵
送
に

関
す
る
こ
と

調査書は何通必要ですか？
複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１
回の送付につき１通提出してください。ただし、２回に分けて送付
する場合は再度調査書を提出してください。

写真は何枚必要ですか？
出願確認票１枚につき１枚必要です。また、写真は後日、本学より
発送する受験票の写真にも別途必要となります（受験票・写真票は試
験日ごとに１枚発行しますので予めご準備ください）。

異なる入試種別の出願確認票を１つ
の封筒に入れてもいいですか？

異なる入試種別の出願確認票を１つの封筒に入れることができます。
調査書は１つの封筒に１通同封してください。

そ
の
他

受験番号はどのように確認すればい
いですか？

受験票に受験番号が記載されていますので、受験票の到着をお待ち
ください。受験票の発送予定日はP.４１を確認してください。
共通テスト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・
後期）の受験番号については、本学Webページ上の受験番号照会シ
ステムの手順に沿って確認してください。詳細はＰ.４２を参照して
ください。

入試種別、試験日、志望学部・学科・
コース、選択科目、試験場等の変更・
取消はできますか？

入学検定料支払い後は、変更・取消ができません。出願登録前にご
確認ください。
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入試種別 納入期間
入学検定料

１出願
併願が１出願
増すごとに

（入学検定料割引制度適用※）

短大前期入試A ２０２１年１月６日（水）～１月１４日（木）
１７時００分まで ２５,０００円

M方式入試
短大M方式入試

２０２１年１月６日（水）～１月１９日（火）
１７時００分まで ２５,０００円 ＋１５,０００円

前期入試
短大前期入試B
共通テストプラス方式入試
短大共通テストプラス方式入試
数学重視型入試

２０２１年１月６日（水）～１月２５日（月）
１７時００分まで ２５,０００円 ＋２０,０００円

共通テスト利用入試（前期）
短大共通テスト利用入試（前期）

２０２１年１月６日（水）～２月３日（水）
１７時００分まで ２０,０００円 ＋１０,０００円

後期入試
短大後期入試

２０２１年２月１２日（金）～３月１日（月）
１７時００分まで ２５,０００円 ＋１５,０００円

共通テスト利用入試（後期）
短大共通テスト利用入試（後期）

２０２１年２月１２日（金）～３月５日（金）
１７時００分まで ２０,０００円 ＋１０,０００円

※入学検定料割引は、出願確認票１枚単位での適用となります。

●納入方法
•各入試の納入期間を確認し、余裕をもって納入してください。
•コンビニ・クレジットカード・銀行ATM（Pay-easy）・ネットバンキングのいずれかで納入してください。
•入学検定料の他に取扱手数料（一律９９０円）が必要となります。
•現金・郵便為替等での郵送出願は受付けません。
• 一旦納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定める入学検定料返還事由に該当し、所定の方法
で請求された場合のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を参照してください。

　①コンビニ（現金支払い）
　• 「セブン-イレブン」「ローソン」「ミニストップ」「ファミリーマート」「デイリーヤマザキ」
　　「ヤマザキデイリーストア」「セイコーマート」で納入ができます。
　•領収証（原本）は控えとなりますので保管してください。

　②クレジットカード
　• 「VISA」「MasterCard」「JCB」「AMERICAN EXPRESS」「Diners Club」で納入ができます。

　③銀行ATM（Pay-easy）・ネットバンキング
　• 銀行ATMによる支払いは、Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみで可能です。
　　ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行のATMおよびネットバンキングがご利用いただけます。
　　※窓口での支払いはできません。
　　※コンビニエンスストアに設置されているATMはご利用できません。

重要事項
• 出願登録後７２時間以内に入学検定料を納入してください。７２時間を過ぎると登録内容が取り消しとなり
ます。取り消された場合、はじめから出願登録をやり直してください。

•出願最終日の納入は１７時００分までとなりますので注意してください。

８．入学検定料
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出願に関するＱ＆Ａ

Question Answer

入
学
検
定
料
の
支
払
い
に
関
す
る
こ
と

どんな支払い方法がありますか？

次の支払い方法からお選びください。
【クレジットカード】
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club が
利用可能です。
【コンビニ】
セブンイレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、デ
イリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、セイコーマートが利用
可能です。
【銀行ATM（Pay-easy）・ネットバンキング】
Pay-easy（ペイジー）に対応した銀行のみ可能です。
ゆうちょ銀行ATM、ペイジー対応銀行およびネットバンキングが
ご利用いただけます。

出願登録後、７２時間以内に入学検
定料の支払いができなかった場合、ど
うしたらいいですか？

７２時間を過ぎた場合、再度出願登録からやり直してください。な
お、出願登録は出願登録最終日の１５：００まで、入学検定料の支
払いは出願登録最終日の１７：００までとなります。余裕を持って
ご利用ください。

領収証は送付しなければいけません
か？

領収証の送付は不要です。領収証（原本）は控えとなりますので保管
してください。

入学検定料の割引はありますか？ 出願確認票１枚単位で入学検定料割引があります。詳細はP.４０を
確認してください。

納入した入学検定料を返還してもら
うことはできますか？

一旦納入された入学検定料は、返還しません。ただし、本学が定め
る入学検定料返還事由に該当し、かつ所定の方法で請求された場合
のみ入学検定料を返還します。詳細はＰ.５８を確認してください。

出
願
書
類
の
郵
送
に

関
す
る
こ
と

調査書は何通必要ですか？
複数の学部・学科・コース、複数の入試種別に出願する場合も、１
回の送付につき１通提出してください。ただし、２回に分けて送付
する場合は再度調査書を提出してください。

写真は何枚必要ですか？
出願確認票１枚につき１枚必要です。また、写真は後日、本学より
発送する受験票の写真にも別途必要となります（受験票・写真票は試
験日ごとに１枚発行しますので予めご準備ください）。

異なる入試種別の出願確認票を１つ
の封筒に入れてもいいですか？

異なる入試種別の出願確認票を１つの封筒に入れることができます。
調査書は１つの封筒に１通同封してください。

そ
の
他

受験番号はどのように確認すればい
いですか？

受験票に受験番号が記載されていますので、受験票の到着をお待ち
ください。受験票の発送予定日はP.４１を確認してください。
共通テスト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・
後期）の受験番号については、本学Webページ上の受験番号照会シ
ステムの手順に沿って確認してください。詳細はＰ.４２を参照して
ください。

入試種別、試験日、志望学部・学科・
コース、選択科目、試験場等の変更・
取消はできますか？

入学検定料支払い後は、変更・取消ができません。出願登録前にご
確認ください。
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短大前期入試A、M方式入試・短大M方式入試、前期入試・短大前期入試B、共通テストプラス方式入試・短大共
通テストプラス方式入試、数学重視型入試、後期入試・短大後期入試は受験票・写真票（はがき）を発送します。

受験票・写真票発送
 受験票・写真票は出願登録時に入力した住所に下記の日程で一括発送します。試験前日までに受験票・写真票が届
かない場合は、企画部入試課（TEL：０５２－９３７－８１１２・８１１３）へお問い合わせください。

入試種別 発送予定日※

短大前期入試A ２０２１年１月２０日（水）

M方式入試・短大M方式入試 ２０２１年１月２５日（月）

前期入試・短大前期入試B

２０２１年１月２９日（金）共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試

数学重視型入試

後期入試・短大後期入試 ２０２１年３月　５日（金）
※発送予定日は、本学から一括発送する日です。お手元に届くのは２～３日後になる場合があります。

受験票・写真票の受け取り
•  受験票・写真票を受け取り次第、内容を確認し、受験票・写真票の記載事項が出願確認票の本人控と同じである
かを必ず確認してください。間違いがある場合は、試験前日までに企画部入試課（TEL：０５２－９３７－８１１２・
８１１３）に連絡してください。

• 写真は上半身・正面・脱帽、縦４㎝×横３㎝、写真裏面に氏名・第１志願学部名を記入してください。

《受験票・写真票見本》

４６１－８６４１
愛知県　名古屋市東区筒井二丁目
１０－３１

アイチ　　　タロウ
愛知　太郎　　　　　　様

〒461－8641
名古屋市東区筒井二丁目10－31
〔TEL〕０５２－９３７－８１１２・８１１３

●ご案内は内側にあります。
●裏面の開封方法をご覧の上、①からおはがしください。
　はがし口を内側に折り曲げると、はがし易くなります。

＊＊＊＊＊企画部入試課＊＊＊＊＊

＊詳細なご案内は内側にあります。裏面の開封方法をご覧ください。
＊本票は合格発表時まで大切に保管してください。

愛知大学一般選抜　受験票

試験当日、下記のURLにて積雪等緊急時の
対応措置について確認できます。
（URL） https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/

２０２１年度　　愛知大学・愛知大学短期大学部
前期・共通テストプラス方式・数学重視型入試　受験票

試験日:　　 ２０２１年　　２月　 ５日（金）

志願先：　　経済学部　経済学科

※試験当日、解答用紙には座席番号を記入してください。
※試験当日の連絡先　○○○－○○○－○○○○

試験場:　　 ○○校舎○○棟　○階○○○○○教室

２０２１年度　　愛知大学・愛知大学短期大学部
前期・共通テストプラス方式・数学重視型入試　写真票

アイチ　タロウフ リ ガ ナ

愛知　　太郎氏 　 　 名

数学前期・数学重視型
選 択 科 目

国語共通テストプラス
本学独自試験科目

△△△△△△

試験日:　　 ２０２１年　　２月　 ５日（金）

試験場:　○○校舎座 席 番 号

□□□□□□受 験 番 号

外国語　国語　数学試 験 科 目

△△△△△△座 席 番 号

愛知　　　太郎氏 　 　 名

志願先：　　経済学部　経済学科

●前期入試

●前期入試　　　　　　　  □□□□□□
　経済学部
　経済学科
　●共通テストプラス方式入試  □□□□□□
　経済学部
　経済学科　　　　　　　　　　
●数学重視型入試　　　　  □□□□□□
　経済学部
　経済学科　　　　　　　　　　

●共通テストプラス方式入試

□□□□□□受 験 番 号

国語本　　　　学
独自試験科目

志願先：　　経済学部　経済学科
●数学重視型入試

□□□□□□受 験 番 号

外国語　国語　数学

全面のり付け
提出前３カ月以内に撮影
上半身・正面・脱帽
縦４.０㎝×横３.０㎝

写真裏面に氏名・第１志願
学部名を記入したもの

写真貼付欄

料金後納
郵便

※試験当日この写真票に必ず写真を貼付して受験票ととも持参してくだ
さい。

※写真票は当該試験日の最初に受験する時間に、受験票から切りはなして
回収します。

① 試 験 科 目

受験票・写真票
９．受験票・写真票
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共通テスト利用入試（前期）、共通テスト利用入試（後期）、短大共通テスト利用入試（前期）、短大共通テスト利用入
試（後期）の受験番号は、インターネット（パソコン・スマートフォン等）にて各自で確認していただきます。
受験票は郵送しませんので、下記の利用期間内に、必ず受験番号を取得してください。

●受験番号照会（Web受験票）利用期間
入試種別 利用期間

共通テスト利用入試（前期）
短大共通テスト利用入試（前期） ２０２１年２月１５日（月）１０時００分～２月２６日（金）２３時５９分

共通テスト利用入試（後期）
短大共通テスト利用入試（後期） ２０２１年３月１２日（金）１０時００分～３月２４日（水）２３時５９分

●利用上の注意
• 受験番号取得には、大学入学共通テスト受験票に記載されている「大学入学共通テスト成績請求番号」が必要にな
ります。

• 本システムの「誤動作」「見間違い」等を理由とした入学手続きの遅れは認められません。
• 利用期間は入試種別ごとに定めてあり、期間外は利用できません。
• サービス開始直後はアクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合はしばらく時間を置いてから
アクセスしてください。

• パソコンの性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間がかかる場合があります。
• 操作方法ならびに合否の結果に関し、電話でのお問い合わせには応じかねます。
• パソコンのブラウザの設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する場合があります。その場合はブラ
ウザを調整してください。

●受験番号照会（Web受験票）利用方法
①インターネットで受験生向けサイトから受験番号照会ページにアクセス
　パソコン・スマートフォン https://sak-sak.net/app/ref/aidai

② 大学入学共通テスト成績請求番号（大学入学共通テスト受験票記載の試験場コード〈６桁〉、受験番号〈アルファ
ベットを含む５桁〉、発行回数〈１桁〉の合計１２桁）と生年月日を入力し、「受験番号確認」ボタンをクリック

共通テスト成績請求番号

生年月日（西暦） 年 月 日

受験番号確認

※ 大学入学共通テスト成績請求番号の数字については半角、アルファベットについては半角大文字で入力

③受験番号の確認

〈共通テスト利用入試〉
志願先 受験番号

○○学部○○学科 ７８９１２３

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

https://sak-sak.net/app/ref/aidai

Web受験票
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短大前期入試A、M方式入試・短大M方式入試、前期入試・短大前期入試B、共通テストプラス方式入試・短大共
通テストプラス方式入試、数学重視型入試、後期入試・短大後期入試は受験票・写真票（はがき）を発送します。

受験票・写真票発送
 受験票・写真票は出願登録時に入力した住所に下記の日程で一括発送します。試験前日までに受験票・写真票が届
かない場合は、企画部入試課（TEL：０５２－９３７－８１１２・８１１３）へお問い合わせください。

入試種別 発送予定日※

短大前期入試A ２０２１年１月２０日（水）

M方式入試・短大M方式入試 ２０２１年１月２５日（月）

前期入試・短大前期入試B

２０２１年１月２９日（金）共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス方式入試

数学重視型入試

後期入試・短大後期入試 ２０２１年３月　５日（金）
※発送予定日は、本学から一括発送する日です。お手元に届くのは２～３日後になる場合があります。

受験票・写真票の受け取り
•  受験票・写真票を受け取り次第、内容を確認し、受験票・写真票の記載事項が出願確認票の本人控と同じである
かを必ず確認してください。間違いがある場合は、試験前日までに企画部入試課（TEL：０５２－９３７－８１１２・
８１１３）に連絡してください。

• 写真は上半身・正面・脱帽、縦４㎝×横３㎝、写真裏面に氏名・第１志願学部名を記入してください。

《受験票・写真票見本》

４６１－８６４１
愛知県　名古屋市東区筒井二丁目
１０－３１

アイチ　　　タロウ
愛知　太郎　　　　　　様

〒461－8641
名古屋市東区筒井二丁目10－31
〔TEL〕０５２－９３７－８１１２・８１１３

●ご案内は内側にあります。
●裏面の開封方法をご覧の上、①からおはがしください。
　はがし口を内側に折り曲げると、はがし易くなります。

＊＊＊＊＊企画部入試課＊＊＊＊＊

＊詳細なご案内は内側にあります。裏面の開封方法をご覧ください。
＊本票は合格発表時まで大切に保管してください。

愛知大学一般選抜　受験票

試験当日、下記のURLにて積雪等緊急時の
対応措置について確認できます。
（URL） https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/

２０２１年度　　愛知大学・愛知大学短期大学部
前期・共通テストプラス方式・数学重視型入試　受験票

試験日:　　 ２０２１年　　２月　 ５日（金）

志願先：　　経済学部　経済学科

※試験当日、解答用紙には座席番号を記入してください。
※試験当日の連絡先　○○○－○○○－○○○○

試験場:　　 ○○校舎○○棟　○階○○○○○教室

２０２１年度　　愛知大学・愛知大学短期大学部
前期・共通テストプラス方式・数学重視型入試　写真票

アイチ　タロウフ リ ガ ナ

愛知　　太郎氏 　 　 名

数学前期・数学重視型
選 択 科 目

国語共通テストプラス
本学独自試験科目

△△△△△△

試験日:　　 ２０２１年　　２月　 ５日（金）

試験場:　○○校舎座 席 番 号

□□□□□□受 験 番 号

外国語　国語　数学試 験 科 目

△△△△△△座 席 番 号

愛知　　　太郎氏 　 　 名

志願先：　　経済学部　経済学科

●前期入試

●前期入試　　　　　　　  □□□□□□
　経済学部
　経済学科
　●共通テストプラス方式入試  □□□□□□
　経済学部
　経済学科　　　　　　　　　　
●数学重視型入試　　　　  □□□□□□
　経済学部
　経済学科　　　　　　　　　　

●共通テストプラス方式入試

□□□□□□受 験 番 号

国語本　　　　学
独自試験科目

志願先：　　経済学部　経済学科
●数学重視型入試

□□□□□□受 験 番 号

外国語　国語　数学

全面のり付け
提出前３カ月以内に撮影
上半身・正面・脱帽
縦４.０㎝×横３.０㎝

写真裏面に氏名・第１志願
学部名を記入したもの

写真貼付欄

料金後納
郵便

※試験当日この写真票に必ず写真を貼付して受験票ととも持参してくだ
さい。

※写真票は当該試験日の最初に受験する時間に、受験票から切りはなして
回収します。

① 試 験 科 目

受験票・写真票
９．受験票・写真票
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●試験当日の持ちもの

受験票
写真票

•受験票は試験時間中、座席カード（受験番号表示）の横に置いてください。
•受験票を忘れた場合は、試験開始前に試験場本部まで申し出てください。
• 受験票の住所・氏名等に間違いがある場合は、試験前日までに企画部入試課に連絡するか試
験当日に試験場本部に申し出てください。

•写真は上半身・正面・脱帽、縦４cm×横３cm、写真裏面に氏名・第１志願学部名を記入し
　てください。

筆記用具 •HBまたはBの黒鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴムを持参してください。
•下敷き、定規、コンパスの使用は認めません。

時　計
• 試験室には時計がありませんので各自で持参してください。
• 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の通信機能や辞書機能を持つもの、またそ
れらの機能の有無が判別しづらいものを時計として使用することはできません。

昼　食 •必要に応じて昼食を持参してください。

●試験当日の注意
•試験場を間違えると受験できなくなりますので、充分注意してください。
•試験開始２０分前までに入室し、着席してください。
• 試験開始後２０分を超えて遅刻した場合は受験できません。万一、やむを得ず遅刻する場合は、試験開始前まで
に受験票記載の連絡先に連絡してください。なお、交通トラブル等により遅刻する場合は各駅で発行する遅延証
明書を必ず取得してください。

• 試験中の途中退室は認めません。試験中気分が悪くなった場合は監督者に申し出てください。
•休憩時間等、試験室の外に出る際には、必ず受験票を携帯してください。
• 携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切って
かばんにしまってください。試験開始後に操作した場合は不正行為とみなします。

• 机の上に置けるものは、受験票・写真票の他に黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、時計、メガネ、
ハンカチ、袋から出したティッシュペーパー、目薬です。また、試験室換気のためひざ掛けや上着等は、試験実
施に影響の無いもの（過度な英文字や地図等のプリントが無いもの）であれば使用できます。

•各試験場とも前日の問い合わせ等の受付窓口は開設しません。また、試験場建物内の下見はできません。
• 大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害または火災、停電、その他不可抗力による事故等が発生した場合、試
験開始時刻の繰り下げ（試験開始時刻を繰り下げた場合、最終終了時刻も変更になること、また試験時間を確保す
るために休憩時間を調整することがあります）、試験の延期等の措置をとることがあります。ただし、それによっ
て生じた受験生負担の費用、その他個人的損害について、本学はその責任を一切負いません。

●交通について
　試験場へは公共交通機関を利用してください。
　 入学試験当日は、天候や事故などにより予期せぬ公共交通機関の遅延などが発生する可能性があります。
　そのため、試験場までの複数の移動手段、代替ルートを事前に想定することをおすすめします。

　　また、早めに試験場に到着するように心がけてください。

●感染症について
• 「学校保健安全法」で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等）に罹患
し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者は受験できません。これに該当する場合は、試験当日の午
前１０時までに受験票記載の連絡先へお申し出ください。

• 一般選抜・個別学力検査での感染者等への受験機会の確保のため、次の通り対応します。前期日程入試（M方式入試・
短大M方式入試・前期入試・短大前期入試A・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス
方式入試・数学重視型入試）→後期日程への振替受験とします。後期入試・短大後期入試→追試験（特例入試）を実施
します。本学の独自試験は課さず、本学の一般選抜前期日程入試の得点、大学入学共通テストの得点、調査書を総合
的に判断のうえ、合否判定を行います（罹患の場合、後日、感染を証明する診断書等の提出が必要となります）。

• 発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関での受診を行ってください。また、試験場で発熱・咳等の症状
がある受験者には、感染拡大防止のため、試験監督等から座席の移動や試験室の変更を指示する場合があります。

本学は「入試過去問題活用宣言」に参加していますので、本学独自試験において宣言参加大学の入試過去問題を使用することがあります。
宣言の詳細は専用HP（https://www.nyushikakomon.jp）をご覧ください。

１０．試験に関する確認事項

ippan_nyushi_p16-47.indd   43 2020/11/02   18:10



■ 44 ■

名
古
屋
校
舎
試
験
場

■住　所
　〒４５３-８７７７
　名古屋市中村区平池町四丁目６０-６

■試験当日の連絡先
　（０５２）９３７-８１１２・８１１３（企画部入試課）

■交通案内
○「名古屋」駅より徒歩約１０分
○あおなみ線「ささしまライブ」駅下車
　（名古屋駅より乗車時間１分）
　※大学まで歩行者デッキで直結
○近鉄「米野」駅徒歩約５分
　（近鉄名古屋駅より乗車時間２分）
○名鉄バス「愛知大学前」下車
○名古屋市営バス「ささしまライブ」下車

豊
橋
校
舎
試
験
場

■住　所
　〒４４１-８５２２
　愛知県豊橋市町畑町１-１

■試験当日の連絡先
　（０５２）９３７-８１１２・８１１３（企画部入試課）

■交通案内
○豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅隣接
　（新豊橋駅より乗車時間６分）

車
道
校
舎
試
験
場

■住　所
　〒４６１-８６４１
　名古屋市東区筒井二丁目１０－３１

■試験当日の連絡先
　（０５２）９３７-８１１２・８１１３（企画部入試課）

■交通案内
○地下鉄桜通線「車道」駅１番出口より徒歩すぐ
　（名古屋駅より乗車時間８分）
○JR中央本線「千種」駅徒歩約５分

あおなみ線
ささしまライブ駅

大名古屋ビルヂング
JRゲートタワー

ミッドランド
スクエア

スパイラルタワー

公園

中川運河（親水空間）

笹島

下広井町

名鉄バス｢愛知大学前｣

ささしまライブ東
近鉄
名古屋線
米野駅

地下鉄東
山線

地下鉄桜通
線

中村警察署

名古屋市営バス
｢ささしまライブ｣

JRセントラル
タワーズタワーズ

桜通口

名古屋
高速道

路5号線

名
古
屋
高
速
道
路
都
心
環
状
線

グローバルゲート
名古屋プリンスホテル

JICA中部国際
センター

名古屋セントラル病院

ナナちゃん

歩行者デ
ッキ

名古屋国際センター

ささしまライブ駅下車 
歩行者デッキ直結

米野駅から徒歩約5分

名古屋駅から徒歩約10分
名古屋駅地区ささしまライブ

名古屋駅

JRセントラル
東海道
新幹線

Zepp
Nagoya
Zepp
Nagoya

マーケット
スクエア
ささしま

マーケット
スクエア
ささしま

名鉄
名古屋駅

近鉄
名古屋駅

ささしまウェルカムバス
「グローバルゲート南」

ささしまウェルカムバス
「ささしまライブ」

愛知大学 名古屋キャンパス

中京テレビ放送株式会社

駐輪場

くるま寿し

●宿泊について
　宿泊施設は大学では斡旋していませんので、ご了承ください。

本学試験場

１１．試験場案内
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●試験当日の持ちもの

受験票
写真票

•受験票は試験時間中、座席カード（受験番号表示）の横に置いてください。
•受験票を忘れた場合は、試験開始前に試験場本部まで申し出てください。
• 受験票の住所・氏名等に間違いがある場合は、試験前日までに企画部入試課に連絡するか試
験当日に試験場本部に申し出てください。
•写真は上半身・正面・脱帽、縦４cm×横３cm、写真裏面に氏名・第１志願学部名を記入し
　てください。

筆記用具 •HBまたはBの黒鉛筆（シャープペンシル可）、消しゴムを持参してください。
•下敷き、定規、コンパスの使用は認めません。

時　計
• 試験室には時計がありませんので各自で持参してください。
• 携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末等の通信機能や辞書機能を持つもの、またそ
れらの機能の有無が判別しづらいものを時計として使用することはできません。

昼　食 •必要に応じて昼食を持参してください。

●試験当日の注意
•試験場を間違えると受験できなくなりますので、充分注意してください。
•試験開始２０分前までに入室し、着席してください。
• 試験開始後２０分を超えて遅刻した場合は受験できません。万一、やむを得ず遅刻する場合は、試験開始前まで
に受験票記載の連絡先に連絡してください。なお、交通トラブル等により遅刻する場合は各駅で発行する遅延証
明書を必ず取得してください。

• 試験中の途中退室は認めません。試験中気分が悪くなった場合は監督者に申し出てください。
•休憩時間等、試験室の外に出る際には、必ず受験票を携帯してください。
• 携帯電話・スマートフォン・ウェアラブル端末等は試験室に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切って
かばんにしまってください。試験開始後に操作した場合は不正行為とみなします。

• 机の上に置けるものは、受験票・写真票の他に黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り、時計、メガネ、
ハンカチ、袋から出したティッシュペーパー、目薬です。また、試験室換気のためひざ掛けや上着等は、試験実
施に影響の無いもの（過度な英文字や地図等のプリントが無いもの）であれば使用できます。

•各試験場とも前日の問い合わせ等の受付窓口は開設しません。また、試験場建物内の下見はできません。
• 大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害または火災、停電、その他不可抗力による事故等が発生した場合、試
験開始時刻の繰り下げ（試験開始時刻を繰り下げた場合、最終終了時刻も変更になること、また試験時間を確保す
るために休憩時間を調整することがあります）、試験の延期等の措置をとることがあります。ただし、それによっ
て生じた受験生負担の費用、その他個人的損害について、本学はその責任を一切負いません。

●交通について
　試験場へは公共交通機関を利用してください。
　 入学試験当日は、天候や事故などにより予期せぬ公共交通機関の遅延などが発生する可能性があります。
　そのため、試験場までの複数の移動手段、代替ルートを事前に想定することをおすすめします。
　　また、早めに試験場に到着するように心がけてください。

●感染症について
• 「学校保健安全法」で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等）に罹患
し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者は受験できません。これに該当する場合は、試験当日の午
前１０時までに受験票記載の連絡先へお申し出ください。

• 一般選抜・個別学力検査での感染者等への受験機会の確保のため、次の通り対応します。前期日程入試（M方式入試・
短大M方式入試・前期入試・短大前期入試A・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・短大共通テストプラス
方式入試・数学重視型入試）→後期日程への振替受験とします。後期入試・短大後期入試→追試験（特例入試）を実施
します。本学の独自試験は課さず、本学の一般選抜前期日程入試の得点、大学入学共通テストの得点、調査書を総合
的に判断のうえ、合否判定を行います（罹患の場合、後日、感染を証明する診断書等の提出が必要となります）。

• 発熱・咳等の症状がある受験者はあらかじめ医療機関での受診を行ってください。また、試験場で発熱・咳等の症状
がある受験者には、感染拡大防止のため、試験監督等から座席の移動や試験室の変更を指示する場合があります。

本学は「入試過去問題活用宣言」に参加していますので、本学独自試験において宣言参加大学の入試過去問題を使用することがあります。
宣言の詳細は専用HP（https://www.nyushikakomon.jp）をご覧ください。

１０．試験に関する確認事項
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※１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。

試験当日の連絡先　※各会場への問い合わせは、ご遠慮ください。

企画部入試課（車道校舎）　TEL：（０５２）９３７－８１１２・８１１３（直通）

●交通アクセス

東
京
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

霞が関コモンゲート
霞が関ナレッジスクエア
東京都千代田区霞が関３-２-１
（霞が関コモンゲート西館ショップ＆レストラン３階）
※西館ロビー（２階）「上島珈琲店」奥のエスカレー
　ターにて３階へお進みください。

○東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅
　１１番出口より徒歩３分
○東京メトロ「霞ケ関」駅
　A１３番出口より徒歩６分

富
山
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

富山国際会議場
富山県富山市大手町１番２号

○ JR「富山」駅南口より徒歩１５分
○ あいの風とやま鉄道「富山」駅南口より
　徒歩１５分
○富山地方鉄道「国際会議場前」駅下車
　（富山駅より乗車時間７分）

金
沢
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

金沢医療技術専門学校
石川県金沢市堀川新町７-１

○ JR「金沢」駅兼六園口（東口）より  
徒歩５分

松
本
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

松本商工会館
長野県松本市中央１-２３-１

○JR「松本」駅より徒歩約７分

霞が関コモンゲート
霞が関ナレッジスクエア 霞ケ関駅

霞ケ
関駅

霞ケ関駅

霞ケ関駅
A13番出口

館

地方試験場
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飯
田
試
験
場

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

飯田女子短期大学
長野県飯田市松尾代田６１０
○JR「伊那八幡」駅より徒歩１５分

岐
阜
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）
●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月８日）

岐阜商工会議所
岐阜県岐阜市神田町２丁目２番地

○岐阜バス「岐阜市役所南庁舎前」
　バス停下車徒歩１分
○JR「岐阜」駅より徒歩１８分
○名鉄「名鉄岐阜」駅より徒歩１３分

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）
●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）

●後期
　短大後期
　（３月９日）

じゅうろくプラザ
岐阜県岐阜市橋本町１-１０-１１

○JR「岐阜」駅隣接、徒歩２分
○名鉄「名鉄岐阜」駅より徒歩７分

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

名古屋大原学園　岐阜校
岐阜県岐阜市西問屋町１１

○JR「岐阜」駅より徒歩５分
○名鉄「名鉄岐阜」駅より徒歩７分

大
垣
試
験
場

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

大垣市情報工房
岐阜県大垣市小野４丁目３５番地１０

○JR「大垣」駅より名阪近鉄バスで約１５分

※大垣駅南口３番乗り場より「ソフトピアジャパン
　方面」行きにご乗車ください。

ファミリー
マート

ソフトピアジャパンセンター

大垣市情報工房

シャトレーゼ

至豊橋

鳩ヶ嶺
八幡宮

岐阜市民
会館
岐阜市役所

岐阜商工会議所

JR岐阜駅
名鉄
岐阜駅

岐阜市文化センター

岐阜公園

長良川国際会議場

長良川
忠
節
橋

金
華
橋

長
良
橋

鵜
飼
大
橋

金華山
岐阜城
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※１試験場に複数の会場がある場合、会場を選択することはできません。会場は受験票でご確認ください。

試験当日の連絡先　※各会場への問い合わせは、ご遠慮ください。

企画部入試課（車道校舎）　TEL：（０５２）９３７－８１１２・８１１３（直通）

●交通アクセス

東
京
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

霞が関コモンゲート
霞が関ナレッジスクエア
東京都千代田区霞が関３-２-１
（霞が関コモンゲート西館ショップ＆レストラン３階）
※西館ロビー（２階）「上島珈琲店」奥のエスカレー
　ターにて３階へお進みください。

○東京メトロ銀座線「虎ノ門」駅
　１１番出口より徒歩３分
○東京メトロ「霞ケ関」駅
　A１３番出口より徒歩６分

富
山
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

富山国際会議場
富山県富山市大手町１番２号

○ JR「富山」駅南口より徒歩１５分
○ あいの風とやま鉄道「富山」駅南口より
　徒歩１５分
○富山地方鉄道「国際会議場前」駅下車
　（富山駅より乗車時間７分）

金
沢
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

金沢医療技術専門学校
石川県金沢市堀川新町７-１

○ JR「金沢」駅兼六園口（東口）より  
徒歩５分

松
本
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

松本商工会館
長野県松本市中央１-２３-１

○JR「松本」駅より徒歩約７分

霞が関コモンゲート
霞が関ナレッジスクエア 霞ケ関駅

霞ケ
関駅

霞ケ関駅

霞ケ関駅
A13番出口

館

地方試験場
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静
岡
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

レイアップ御幸町ビル
静岡県静岡市葵区御幸町１１-８

○JR「静岡」駅より徒歩３分

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

秀英予備校　静岡本部校
静岡県静岡市葵区鷹匠２-７-１

○静岡鉄道「新静岡」駅より徒歩３分
○JR「静岡」駅より徒歩１０分

浜
松
試
験
場

●短大前期A
　（１月２９日）
●M方式
　短大M方式
　（２月２日）
●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）
●後期
　短大後期
　（３月９日）

浜松労政会館
静岡県浜松市中区東伊場２-７-１
（浜松商工会議所会館７階）

○遠鉄バス「商工会議所」バス停下車すぐ

※ 浜松駅５番乗り場より「入野・宇布見・山崎」行き・
「入野・イオン志都呂・舞阪駅」行きにご乗車ください。

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）

●後期
　短大後期
　（３月９日）

浜松商工会議所会館
静岡県浜松市中区東伊場２－７－１

○遠鉄バス「商工会議所」バス停下車すぐ

※ 浜松駅５番乗り場より「入野・宇布見・山崎」行き・
「入野・イオン志都呂・舞阪駅」行きにご乗車ください。

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

浜松市勤労会館Uホール
静岡県浜松市中区城北１丁目８番１号

○遠鉄バス「Ｕホール」バス停下車すぐ

※ 浜松駅１６番乗り場より「和合西山」線下池川町
経由にご乗車ください。

　浜松北高経由は停まりません。

新静岡セノバ北街
道

JR
静岡
駅

東海
道新
幹線東海

道本
線

新静岡駅

伝馬町
通り

東急
スクエア

丸井
MODI 松坂屋

北館

松坂屋

伝馬町
小学校

レイアップ 御幸町ビル

ホテ
ルア
ソシ
ア呉 服 町 通 り

両 替 町 通 り

御幸通り

国道
1号
線

福祉交流センター

浜松労政会館
（浜松商工会議所会館７階）

福祉交流センター

新静岡駅

新静岡セノバ

静岡市立城内中学校

静岡大学教育学部
同窓会

スモールワールド
ファミリーマート

静岡銀行
伝場町支店

北
街
道

静岡大学教育学部
付属静岡小学校

学校法人静岡精華学園
静岡大成 中学校

秀英予備校 静岡本部校

JR静
岡駅

東海
道新
幹線東海

道本
線

武田塾静岡校

東海道
新幹線

東海
道本
線

八幡駅

遠州病院駅

JR浜松駅

静岡県立浜松北高校
浜松市立高校

浜松学芸高校

浜松城

浜松市役所

第一通り駅

新浜松駅

遠
州
鉄
道
鉄
道
線

浜松市勤労会館 Uホール
ホテルコンコルド浜松
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津
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）
●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
●後期
　短大後期
　（３月９日）

三重県総合文化センター
三重県津市一身田上津部田１２３４

○ 三重交通「総合文化センター前」
　バス停下車すぐ

※ 津駅西口バス停乗り場より
　「総合文化センター行き・夢が丘団地行き
　（系統番号８９）」にご乗車ください。

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月８日）

津市勤労者福祉センター
（サン・ワーク津）
三重県津市島崎町１４３-６

○近鉄「津」駅より徒歩約２０分
○三重交通「イオン津」バス停下車徒歩５分

津
駅

紀
勢
本
線 国
道

　号線

23
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

近
鉄
名
古
屋
線

ジョイフル中勢

立誠
保育園

津市労働
会館島崎公園

合同庁舎

県津庁舎

桜橋ポンプ場

県薬剤師会
ハローワーク津

イオン津店

イオン
シネマ

安濃川

志登茂川

県医師会館
橋北中学校

ショッピング
センター

津市勤労者
福祉センター

（サン・ワーク津）

広
島
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

広島国際会議場
広島県広島市中区中島町１-５
○広島バスセンターより徒歩約１０分
○路線バス
　広島駅南口バスのりばより
　•広島バス２４号線吉島営業所または吉島病院行
　•広島バス２５号線平和公園経由庚午住宅
　　または井口車庫行「平和記念公園」下車すぐ
○市内電車
　•１号線広島港行「袋町」下車徒歩約１０分
　•２号線広電宮島口行、６号線江波行
　　「原爆ドーム前」下車徒歩約１０分

福
岡
試
験
場

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

パピヨン２４
福岡県福岡市博多区千代１-１７-１

○地下鉄「千代県庁口」駅４番出口と直結

MieMu

※地図は２０２０年９月現在の情報です。

四
日
市
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）

じばさん三重
三重県四日市市安島１-３-１８

○近鉄「四日市」駅より徒歩５分

じばさん三重
都
ホ
テ
ル

国
道
23
号

国
道
1
号
線

西
浦
通
り

三
滝
通
り

市
役
所

名古屋

津・大阪

ララスクエア

市民公園

中央通り

市立博物館
百五
銀行

JA立体
パーキング

J
R
四
日
市
駅

近
鉄
四
日
市
駅
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静
岡
試
験
場

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

レイアップ御幸町ビル
静岡県静岡市葵区御幸町１１-８

○JR「静岡」駅より徒歩３分

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）

秀英予備校　静岡本部校
静岡県静岡市葵区鷹匠２-７-１

○静岡鉄道「新静岡」駅より徒歩３分
○JR「静岡」駅より徒歩１０分

浜
松
試
験
場

●短大前期A
　（１月２９日）
●M方式
　短大M方式
　（２月２日）
●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）
●後期
　短大後期
　（３月９日）

浜松労政会館
静岡県浜松市中区東伊場２-７-１
（浜松商工会議所会館７階）

○遠鉄バス「商工会議所」バス停下車すぐ

※ 浜松駅５番乗り場より「入野・宇布見・山崎」行き・
「入野・イオン志都呂・舞阪駅」行きにご乗車ください。

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

●前期
　短大前期B
　共通テストプラス方式
　短大共通テストプラス方式
　数学重視型
　（２月５日）
　（２月６日）
　（２月７日）
　（２月８日）

●後期
　短大後期
　（３月９日）

浜松商工会議所会館
静岡県浜松市中区東伊場２－７－１

○遠鉄バス「商工会議所」バス停下車すぐ

※ 浜松駅５番乗り場より「入野・宇布見・山崎」行き・
「入野・イオン志都呂・舞阪駅」行きにご乗車ください。

●M方式
　短大M方式
　（２月２日）

浜松市勤労会館Uホール
静岡県浜松市中区城北１丁目８番１号

○遠鉄バス「Ｕホール」バス停下車すぐ

※ 浜松駅１６番乗り場より「和合西山」線下池川町
経由にご乗車ください。
　浜松北高経由は停まりません。

新静岡セノバ北街
道

JR
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東海
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線
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伝馬町
通り

東急
スクエア

丸井
MODI 松坂屋

北館

松坂屋

伝馬町
小学校

レイアップ 御幸町ビル

ホテ
ルア
ソシ
ア呉 服 町 通 り

両 替 町 通 り

御幸通り

国道
1号
線

福祉交流センター

浜松労政会館
（浜松商工会議所会館７階）

福祉交流センター

新静岡駅

新静岡セノバ

静岡市立城内中学校

静岡大学教育学部
同窓会

スモールワールド
ファミリーマート

静岡銀行
伝場町支店

北
街
道

静岡大学教育学部
付属静岡小学校

学校法人静岡精華学園
静岡大成 中学校

秀英予備校 静岡本部校

JR静
岡駅

東海
道新
幹線東海

道本
線

武田塾静岡校

東海道
新幹線

東海
道本
線

八幡駅

遠州病院駅

JR浜松駅

静岡県立浜松北高校
浜松市立高校

浜松学芸高校

浜松城

浜松市役所

第一通り駅

新浜松駅

遠
州
鉄
道
鉄
道
線

浜松市勤労会館 Uホール
ホテルコンコルド浜松
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•合格発表は、合格通知書をもって正式なものとします。合格者には、合格発表日に合格通知書と入学手続書類を
　簡易書留郵便にて発送します。地域によって到着まで数日かかる場合もあります。なお、不合格者には通知書を
　送付しませんのでご了承ください。
•合否結果は、Web（パソコン・スマートフォン）にてご照会いただけます。
•合否に関する本学への問い合わせには一切応じません。

●合否照会利用期間
入試種別 利用期間

短大前期入試A ２０２１年２月　５日（金）１０時００分～ 
　　　　　２月１２日（金）２４時００分　

M方式入試・短大M方式入試・前期入試・短大前期入試B
共通テストプラス方式入試※・短大共通テストプラス方式入試※・数学重視型入試
共通テスト利用入試（前期）※・短大共通テスト利用入試（前期）※

２０２１年２月２０日（土）１０時００分～ 
　　　　　２月２６日（金）２４時００分

後期入試・短大後期入試
共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）

２０２１年３月１７日（水）１０時００分～ 
　　　　　３月２４日（水）２４時００分

※大学入学共通テストの特例追試験受験者は合格発表日を変更する場合がありますのでご了承ください。

●利用上の注意
•本システムでの「誤動作」「見間違い」等を理由とした入学手続きの遅れは認められません。
•利用期間は入試種別ごとに定めてあり、利用期間外は利用できません。
• サービス開始直後はアクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合はしばらく時間を置いてから
アクセスしてください。

•パソコンの性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間がかかる場合があります。
•操作方法ならびに合否の結果に関し、電話でのお問い合わせには応じかねます。
• パソコンのブラウザの設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する場合があります。その場合はブラ
ウザを調整してください。

●合否照会サービス利用方法
①インターネットで合否照会ページにアクセス
　パソコン・スマートフォン　https://sak-sak.net/app/pass/aidai

②受験番号と生年月日を入力し、「合否照会」ボタンをクリック

受験番号

生年月日（西暦） 年 月 日

合否照会

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

●追加合格について
合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合、追加合格を行うことがあります。追加合格通知期間は、２月

２６日（金）～３月２日（火）及び３月１７日（水）～３月２９日（月）です。追加合格者に対しては、電話等で通知し
ます。インターネットによる発表は行いません。

●成績開示について
２０２１年度一般選抜受験者に係わる成績を、本人の請求に基づき本人に限り開示します。開示を希望する

方は、本学受験生向けサイトをご覧ください。
【成績開示請求期間】２０２１年４月１日（木）～５月６日（木）〈必着〉

https://sak-sak.net/app/pass/aidai

１２．合否照会
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•入学手続は、必ず所定の期間内に行ってください。期間内に手続を行わなかった場合は、入学資格を失います。
• 「合否照会サービス」の誤動作・見間違い、「合格通知書」及び「入学手続書類」の不着・遅配等を理由とした入学手
続期間終了後の入学手続は一切認めません。

• ２０２１年３月３１日（水）〔必着〕までに、愛知大学企画部入試課へ文書による入学辞退の届出があった場合には、
入学金を除いた学納金等を返還します。詳細については、第二次入学手続書類（前期日程は第一次入学手続完了者
へ郵送）で案内します。

●前期日程
• 第一次入学手続と第二次入学手続の２回に分けて行います。第二次入学手続書類は第一次入学手続完了者に対し、
２０２１年３月１日（月）発送予定です。

入試種別 合格発表日
第一次入学手続期限 第二次入学手続期限※

入学金の納入 ①授業料等の納入　
②入学手続書類提出

短大前期入試A ２０２１年２月５日（金） ２０２１年２月１２日（金）
〈延期不可〉

２０２１年３月９日（火）
〈消印有効〉

M方式入試
短大M方式入試

２０２１年２月２０日（土） ２０２１年２月２６日（金）〈延期不可〉

前期入試
短大前期入試B

共通テストプラス方式入試
短大共通テストプラス方式入試

数学重視型入試

共通テスト利用入試（前期）
短大共通テスト利用入試（前期）
※第二次入学手続期限の延期について
　 他大学（本学を含む）と併願受験しており、３月９日（火）までに「第二次入学手続延期願」を提出した場合に限り、第二次入学手続を併
願受験大学の合格発表日の翌日〔最終３月２４日（水）〕まで延期することができます。詳細については、第二次入学手続書類（第一次入
学手続完了者）で案内します。

●後期日程
•第一次入学手続と第二次入学手続を一括で行います。

入試種別 合格発表日

第一次・第二次入学手続期限〔一括手続〕

①入学金及び授業料等の納入
②入学手続書類提出

①入学金及び授業料等の納入
②入学手続書類提出

郵送する場合 持参する場合※

後期入試
短大後期入試

２０２１年３月１７日（水） ２０２１年３月２４日（水）〈必着〉
２０２１年３月２４日（水）
９時３０分～１５時００分
〈当日持参のみ〉共通テスト利用入試（後期）

短大共通テスト利用入試（後期）
※持参受付について
　 入学手続書類を持参する場合は、必ず入学金及び授業料等の納入を済ませてから、３月２４日（水）９時３０分～１５時００分に振込
金受取書と入学手続書類を企画部入試課（車道校舎）へ持参してください（本学窓口で入学金及び授業料等の納入はできません）。

入学金の振替について
前期日程で合格し後期日程で別の学部・学科・コースに合格した場合など、先に合格した学部・学科・コースで手

続きをした入学金を、後に合格した学部・学科・コースの入学金として振り替えることができます。また、学校推薦
型選抜等（「一般推薦（併願制）」「短大一般推薦（併願制）」「情報・簿記会計推薦」「短期大学部キャリアデザイン特別入試」）
で合格し、一般選抜で別の学部・学科・コースに合格した場合も、入学金の振替ができます。詳細については、第一
次入学手続書類で通知します。

１３．入学手続
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•合格発表は、合格通知書をもって正式なものとします。合格者には、合格発表日に合格通知書と入学手続書類を
　簡易書留郵便にて発送します。地域によって到着まで数日かかる場合もあります。なお、不合格者には通知書を
　送付しませんのでご了承ください。
•合否結果は、Web（パソコン・スマートフォン）にてご照会いただけます。
•合否に関する本学への問い合わせには一切応じません。

●合否照会利用期間
入試種別 利用期間

短大前期入試A ２０２１年２月　５日（金）１０時００分～ 
　　　　　２月１２日（金）２４時００分　

M方式入試・短大M方式入試・前期入試・短大前期入試B
共通テストプラス方式入試※・短大共通テストプラス方式入試※・数学重視型入試
共通テスト利用入試（前期）※・短大共通テスト利用入試（前期）※

２０２１年２月２０日（土）１０時００分～ 
　　　　　２月２６日（金）２４時００分

後期入試・短大後期入試
共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）

２０２１年３月１７日（水）１０時００分～ 
　　　　　３月２４日（水）２４時００分

※大学入学共通テストの特例追試験受験者は合格発表日を変更する場合がありますのでご了承ください。

●利用上の注意
•本システムでの「誤動作」「見間違い」等を理由とした入学手続きの遅れは認められません。
•利用期間は入試種別ごとに定めてあり、利用期間外は利用できません。
• サービス開始直後はアクセスが多くつながりにくい状態が予想されます。その場合はしばらく時間を置いてから
アクセスしてください。

•パソコンの性能やインターネットへの接続方法などで、表示に時間がかかる場合があります。
•操作方法ならびに合否の結果に関し、電話でのお問い合わせには応じかねます。
• パソコンのブラウザの設定によっては、画像のずれ・文字化けなどが発生する場合があります。その場合はブラ
ウザを調整してください。

●合否照会サービス利用方法
①インターネットで合否照会ページにアクセス
　パソコン・スマートフォン　https://sak-sak.net/app/pass/aidai

②受験番号と生年月日を入力し、「合否照会」ボタンをクリック

受験番号

生年月日（西暦） 年 月 日

合否照会

※画面はイメージです。実際の画面とは異なります。

●追加合格について
合格者の入学手続状況により欠員が生じた場合、追加合格を行うことがあります。追加合格通知期間は、２月

２６日（金）～３月２日（火）及び３月１７日（水）～３月２９日（月）です。追加合格者に対しては、電話等で通知し
ます。インターネットによる発表は行いません。

●成績開示について
２０２１年度一般選抜受験者に係わる成績を、本人の請求に基づき本人に限り開示します。開示を希望する

方は、本学受験生向けサイトをご覧ください。
【成績開示請求期間】２０２１年４月１日（木）～５月６日（木）〈必着〉

https://sak-sak.net/app/pass/aidai

１２．合否照会
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卒業に必要な授業科目を履修し必要単位を修得することのほかに、それぞれの課程に定められた諸科目の単位を修
得すれば、下記の資格を取得できます。学部・学科によって取得できる資格が異なりますので、出願時にご確認くだ
さい。

資格 対応学部 備考

教員 全学部※ 詳細は下記の教員免許状一覧をご確認ください

司書・司書教諭 全学部※短大（司書のみ） 豊橋校舎にて開講

博物館学芸員 全学部 必修科目は豊橋校舎にて開講（選択科目の一部を除く）

社会教育主事 全学部 豊橋校舎にて開講

社会調査士 文学部（人文社会学科社会学専攻）

認定心理士 文学部（心理学科心理学専攻）

※教員、司書教諭については、文学部心理学科心理学専攻では取得できません。

教員免許状一覧
中学校教諭１種免許状・高等学校教諭１種免許状が取得できる学部・学科

学部・学科 中学校教諭１種免許状 高等学校教諭１種免許状

法学部 社会 地理歴史、公民

経済学部 社会 地理歴史、公民、商業

経営学部

経営学科 社会 地理歴史、公民、商業、情報

会計ファイナンス学科 ― 商業

現代中国学部 社会、外国語（中国語） 地理歴史、公民、外国語（中国語）

国際コミュニケーション学部

英語学科 外国語（英語） 外国語（英語）

国際教養学科 社会 地理歴史、公民

文学部

歴史地理学科 社会（※） 地理歴史（※）

日本語日本文学科 国語（※） 国語（※）

人文社会学科 社会
外国語（英語）

公民
外国語（英語）

心理学科 ― ―

地域政策学部 社会 地理歴史、公民
（※）２０２１年度以降入学生対象の教職課程につき、文部科学省教職課程認定申請中。ただし、文部科学省における
　　審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。

■小学校教諭１種免許状
佛教大学通信教育課程との提携協定に基づき、愛知大学に在学しながら佛教大学特別科目等履修生として所要の単

位を修得し、卒業時に小学校教諭１種免許状を取得できます（別途学費が必要）。

１４．資格課程
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●学納金（２０２１年度入学生） （単位：円）
 学部

種別 

法 学 部
経 済 学 部
経 営 学 部

現代中国学部
国際コミュニケーション学部 文 学 部 地域政策学部 短期大学部

入学金 第一次入学手続 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
授業料 第二次入学手続 360,000 390,000 370,000 360,000 355,000
教育充実費 145,000 145,000 100,000 100,000 105,000

入学手続時納入額 第一次入学手続計 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
第二次入学手続計 505,000 535,000 470,000 460,000 460,000

授業料 360,000 390,000 370,000 360,000 355,000
教育充実費 145,000 145,000 100,000 100,000 105,000
秋学期計（納入期限：２０２１年９月１５日） 505,000 535,000 470,000 460,000 460,000

注意事項
① 本学では、入学前に寄付金・学校債等の募集は行っておりません。入学後に教学組織及び教育環境の整備・充実、
学生支援活動の充実・強化、社会貢献活動の推進等を使途とした募金（寄付金）を学生のご父母にお願いしており
ますが、応募は任意です。

② 学納金のうち、授業料及び教育充実費については学期毎に納入することになります。
③ いったん納入された学納金は返還しません。ただし、所定の期日までに入学辞退の手続きをした場合、入学金を
除く入学手続時納入金を返還します。

④次の学部・学科・専攻・コースは実習費の納入が必要です。
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

学部・学科・専攻・コース 種　　別 金　　額 納入時期
現代中国学部 実習費※ 280,000 ２年次

文学部

歴史地理学科
 地理学専攻 調査実習費  10,000 ２年次

人文社会学科
 東アジア文化専攻
 哲学専攻
 図書館情報学専攻
 メディア芸術専攻

表現実習費  10,000 ２年次

 メディア芸術専攻 実験実習費  60,000 ２年次以降毎年
 社会学専攻 調査実習費  20,000 ３年次
心理学科 実験実習費  50,000 ２年次以降毎年

地域政策学部 食農環境コース 実験実習費  70,000 ２年次及び３年次

※現代中国学部の実習（現地プログラム）は、中国語を母語とする外国人留学生を除く実習のため、中国語を母語と
　する外国人留学生は実習費の納入が不要です。為替相場の変動等により、追加徴収をお願いする場合もあります。

２年次以降の学納金について
授業料：２年次以降年額10,000円ずつ増額となります。
※上記の学納金は、学則の改正にともない変更する場合があります。

●委託徴収金（２０２１年度入学生）
委託徴収金は本学が関係団体から依頼を受け徴収するものです。 （単位：円）

 学部

種別 

法 学 部
経 済 学 部
経 営 学 部
現代中国学部
国際コミュニケーション学部

文 学 部
地域政策学部 短 期 大 学 部

学友会費 年額：毎年度春学期納入時 ―  7,000  2,500
後援会費 修業年限分：入学手続時１回のみ 28,000 28,000 14,000

同窓会費 ４年目秋学期１回のみ
（短期大学部は２年目秋学期） 28,000 28,000 28,000

※上記の委託徴収金額は、変更する場合があります。

１５．学納金等
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卒業に必要な授業科目を履修し必要単位を修得することのほかに、それぞれの課程に定められた諸科目の単位を修
得すれば、下記の資格を取得できます。学部・学科によって取得できる資格が異なりますので、出願時にご確認くだ
さい。

資格 対応学部 備考

教員 全学部※ 詳細は下記の教員免許状一覧をご確認ください

司書・司書教諭 全学部※短大（司書のみ） 豊橋校舎にて開講

博物館学芸員 全学部 必修科目は豊橋校舎にて開講（選択科目の一部を除く）

社会教育主事 全学部 豊橋校舎にて開講

社会調査士 文学部（人文社会学科社会学専攻）

認定心理士 文学部（心理学科心理学専攻）

※教員、司書教諭については、文学部心理学科心理学専攻では取得できません。

教員免許状一覧
中学校教諭１種免許状・高等学校教諭１種免許状が取得できる学部・学科

学部・学科 中学校教諭１種免許状 高等学校教諭１種免許状

法学部 社会 地理歴史、公民

経済学部 社会 地理歴史、公民、商業

経営学部

経営学科 社会 地理歴史、公民、商業、情報

会計ファイナンス学科 ― 商業

現代中国学部 社会、外国語（中国語） 地理歴史、公民、外国語（中国語）

国際コミュニケーション学部

英語学科 外国語（英語） 外国語（英語）

国際教養学科 社会 地理歴史、公民

文学部

歴史地理学科 社会（※） 地理歴史（※）

日本語日本文学科 国語（※） 国語（※）

人文社会学科 社会
外国語（英語）

公民
外国語（英語）

心理学科 ― ―

地域政策学部 社会 地理歴史、公民
（※）２０２１年度以降入学生対象の教職課程につき、文部科学省教職課程認定申請中。ただし、文部科学省における
　　審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。

■小学校教諭１種免許状
佛教大学通信教育課程との提携協定に基づき、愛知大学に在学しながら佛教大学特別科目等履修生として所要の単
位を修得し、卒業時に小学校教諭１種免許状を取得できます（別途学費が必要）。

１４．資格課程
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愛知大学には、さまざまな奨学金制度があります。下記は、新入生に係わる主な奨学金制度です。

●愛知大学スカラシップ〔給付〕
給付・貸与 　給付
金額 　１年次の授業料及び教育充実費の半額相当額

通知・給付時期 　対象者へ合格発表時に通知・給付時期は７月
概要 　 前期入試及び共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者に対して、

　　　　　　　　　 １年次の授業料及び教育充実費の半額相当額を給付する制度です。
目的 　 本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を担う将来を地方

創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本（海外の在外教育施設を含
む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの者）が広く高等教育を学ぶ機会を確保
し、その才能を十分発揮されるよう修学を奨励することを目的としています。

対象 　 ２０２１年３月に日本（海外の在外教育施設を含む）の高等（中等教育）学校卒業
見込みの者で、前期入試及び共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者

国家・地方上級公務員、教員をめざす人へ　愛知大学スカラシップ生公務員・教員志願者奨学制度
待遇 　対象講座受講料の無料化

通知・申請時期 　対象者へ合格発表時に通知・対象講座受講時
概要 　 愛知大学スカラシップ生の中で、卒業後国家公務員・地方上級公務員、もしくは公立学校教員をめざす学生に

対して、対象の講座を無料で提供します。（テキスト代は実費）
対象 　《名古屋校舎》２年次「行政書士講座」、３年次「公務員講座（総合１.５年コース）」もしくは「教員講座」

　　　　　　　　　《豊橋校舎※》２年次「行政書士講座」、３年次「公務員講座（総合１.５年コース）」もしくは「教員講座」
　　　　　　　　　※不開講の場合、「宅地建物取引士講座」に変更になることがあります。

●入試前予約採用給付奨学金「知を愛する奨学金」〔給付〕
本学へ入学を希望する東海四県（愛知、岐阜、三重、静岡各県）以外の国内高等（中等教育）学校出身者を対象とする奨学金です。

一般選抜（前期日程）出願前に申請いただき、一般選抜（前期日程）受験前に採用候補者を決定します。
採用候補者数は５０名以内・奨学生数５名以内となります。年額５０万円、４年間の継続で総額２００万円給付します。
【申請期間：２０２０年１０月８日（木）～２０２１年１月７日（木）消印有効】

●山形県川西町・愛知大学本間喜一奨学金〔給付〕
東北六県から愛知大学地域政策学部地域政策学科へ進学・就学し、卒業後、地域貢献を志す者の人材育成を図るため、山形県

川西町が「川西町本間喜一顕彰基金」を活用し就学支援（奨学金の給付）を行うものです。年額７５万円、４年間の継続で総額３００
万円を給付します。

詳細は受験生向けサイトでご確認ください。

●教育ローン援助奨学金〔給付〕
日本政策金融公庫等が取り扱う教育ローンを利用して、学納金等（入学金を含む）を期限内に納付した場合、奨学金を給付する制

度です。教育ローンの契約者は、父母またはそれに代わる人のいずれかに限ります。教育ローンの利子のうち、在学中（最短修業
年限内）は利子の一部（上限５%）を奨学金として給付します。また、教育ローン利用契約時に別途保証料を支払った場合について
は、その保証料を採用初年度に限り、１０万円を限度に給付するものです。申請時期は５月または１０月です。

●日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構は、国及び社会にとって有用な人材を育成することを目的とし、成績が平均水準以上で経済的な理由により奨

学金を必要とする学生に対して学資を貸与します。申込説明会は４月、決定時期は６月を予定しております。
 （２０２０年度実績）

貸与種別 第一種奨学金（無利息） 第二種奨学金（有利息）

貸与月額

自宅通学 自宅外通学

短大・学部とも
２０,０００円から１２０,０００円までの中から

１万円単位で選択

学部
２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５４,０００円

から選択
学部

２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５０,０００円、

５４,０００円、６４,０００円から選択

短大
２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５３,０００円

から選択
短大

２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５０,０００円、

５３,０００円、６０,０００円から選択

主な
成績基準

１年次 高等学校最終２か年又は専修学校高等課程最終２か年の成績が３.５以上の者 出身学校における学業成績が平均水準以上の者

２年次以上 大学における学業成績が本人の属する学部（科）の上位１/３以内の者 大学における学業成績が平均水準以上の者

貸与始期 ４月 ４月

返還方法等 卒業後に無利息で返還する 卒業後に年利率３％を上限とした利息を
上乗せして返還する（在学中は無利息）

○前期入試
学部 採用人数
法学部 ２２名
経済学部 ２２名
経営学部 ２２名
現代中国学部 １６名

国際コミュニケーション学部 １６名
文学部 ２２名

地域政策学部 １６名
合計 １３６名

○共通テスト利用入試（前期）５教科型
対象 採用人数

成績上位者
（各学部最低２名を含む） ６４名

採用人数
２００名

１６．奨学金制度
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●高等教育の修学支援新制度
本学は、２０２０年度から開始された国による「高等教育の修学支援新制度」対象機関として認定されました。学業成績や家計に係る基
準を満たす対象者は、本学在学にあたり以下の支援を受けることができます。
申込説明会は、入学後毎年春及び秋を予定しております。制度の詳細は、文部科学省のHP（https://www.mext.go.jp/kyufu/）にてご確認ください。
なお、本学では高校在学時に採用された方も入学手続期限までに入学金及び学納金等を納入いただき、入学後、区分に応じた金額を振込みます。

（参考：昨年度実績）
支援内容 第Ⅰ区分 第Ⅱ区分（第Ⅰ区分の２/３） 第Ⅲ区分（第Ⅰ区分の１/３）

入学金減免額（１年生のみ） ２００,０００円 １３３,４００円 ６６,７００円
授業料減額（年額） ７００,０００円 ４６６,７００円 ２３３,４００円

給付奨学金
（月額）

自宅通学 ３８,３００円 ２５,６００円 １２,８００円
自宅外通学 ７５,８００円 ５０,６００円 ２５,３００円

●学業への支援
名称 給付・貸与 金額 申請・給付時期 対象・概要

愛知大学奨学金 貸与
学費
（授業料および教育充実費）
相当額

４月または９月
（学費納入時）
（注１）

向学心に優れ、経済的理由により学費の納入が困難な学
生を対象。１年次の出願受付は、秋学期からとします。

応急奨学金 給付
申請した学期の学費
（授業料および教育充実費）
相当額

出願事由発生後
６ヵ月以内
（注１）

主たる家計支持者の死亡・失職・災害等によって家計が
急変し、学業の継続が困難になった学生を対象とします。
なお、出願事由は入学後を対象とします。

（公財）愛知大学教育研究支援
財団　一般奨学金 給付 年額

１２０,０００円
９月～１１月
（注１）

学業優秀であり、経済的理由により就学困難と認められ
る学生に対し給付します。採用人数は１５名程度。

（公財）愛知大学教育研究支援
財団　後援会応急奨学金 給付

申請した学期の学費
（授業料および教育充実費）
相当額

応急奨学金の給付期
間終了後６ヵ月以内
（注１）

応急奨学金の給付期間終了後も、引き続き経済的理由に
より学業の継続が困難と認められたとき。

●学業奨励
名称 給付・貸与 金額 申請・給付時期 対象・概要

学業奨励金 給付 授業料半額相当額
給付時期
７月
（申請不要）
（注１）

２年次以上を対象に、前年度に修得した科目の単位数お
よび成績に基づき審査を行い、学業成績が特に優れた学
生に対して給付します。採用人数は１３１名。

（公財）愛知大学教育研究支援
財団　後援会学業奨励金 給付 年額２００,０００円

※ 外国人留学生は１/２

給付時期
１１月～１２月
（申請不要）
（注１）

２年次以上を対象に、前年度に修得した科目の単位数お
よび成績を基準に、優秀な学生に対して給付します。

●海外留学の支援
名称 給付・貸与 金額 申請・給付時期 対象・概要

外国留学に関する奨励金
（交換留学奨励金） 給付

（交換留学生）
１学期一律２００,０００円
２学期４００,０００円を上限

給付時期
１月、７月
（申請不要）
（注１）（注２）

「学生の外国留学に関する規程」に基づき留学する者のう
ち、「学生の外国留学に関する奨励金規定」第２条（１）交
換留学をする者で留学先の学費等が全額免除となる場合、
に該当する者。

外国留学に関する奨励金
（認定留学奨励金） 給付

（認定留学生）
１学期一律５０,０００円
２学期１００,０００円を上限

給付時期
１月、７月
（申請不要）
（注１）（注２）

「学生の外国留学に関する規程」に基づき留学する者のう
ち、「学生の外国留学に関する奨励金規程」第２条（２）認
定留学をする者、に該当する者。

●就職の支援　国家・地方上級公務員、教員、資格取得をめざす人へ
名称 給付・貸与 金額 申請・給付時期 対象・概要

新入生
公務員志願者選抜
奨学制度

給付
（講座受講料の無
料化）

一部の講座の受講料相当額 対象講座
受講時

卒業後国家公務員・地方上級公務員をめざしたい１年次
を対象に、１年次の６月に５教科の試験を実施。成績優
秀者には、指定の講座を無料で提供します。（テキスト代
は実費）

学業奨励学生
公務員・教員志願者
奨学制度

給付
（講座受講料の無
料化）

公務員講座（総合１.５年コース）、
教員採用試験対策講座の
受講料相当額

学業奨励学生の
決定時

２年次の成績を基準とした学業奨励学生の中で、国家公
務員・地方上級公務員、教員をめざしたい学生を対象に、
公務員講座（総合１.５年コース）、もしくは教員講座を無
料で提供します。（テキスト代は実費）

公務員講座成績TＯP４０
選抜制度

給付
（講座受講料の無
料化）

公務員講座
（総合１.５年コース）の
直前期分受講料相当額

対象講座
受講時

公務員講座総合１.５年コース内で実施する。選抜試験（総
合１.５年コース受講生のみ対象）での高得点者上位４０
名を対象に、公務員講座総合１.５年コース直前期分の受
講料を無料で提供します。（テキスト代は学生負担）

行政書士試験合格者
奨学制度

給付
（講座受講料の無
料化）

公務員講座
（総合１.５年コース）の
受講料相当額

対象講座
受講時

行政書士試験合格者を対象に、３年次からの公務員講座
（総合１.５年コース）を無料で提供します。（テキスト代
は実費）

公務員試験合格者
奨励制度 給付

専門科目を含む試験合格者、教
養のみの試験合格者、公立学校
教員合格者に規定額

卒業年３月 本学在学中に公務員・教員採用試験に合格し、その機関
に就職をすることを条件に奨励金を授与します。

キャリア開発講座
合格奨励制度 給付

試験の難易度により、
１,０００円から１５,０００円
まで

対象講座
合格時

キャリア開発講座の受講生で、受講した国家資格などの
合格者を対象に、その難易度に応じて奨励金を授与しま
す。

注１ 採用決定は大学または財団が行います。なお、奨学金を受給するには手続書類の提出が必要です。
注２ ただし、日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣）奨学金採用決定者は除きます。
※上記、奨学・奨励制度は２０２０年度のものであり、都合により内容変更、または見直しがなされることがあります。

＋
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愛知大学には、さまざまな奨学金制度があります。下記は、新入生に係わる主な奨学金制度です。

●愛知大学スカラシップ〔給付〕
給付・貸与 　給付
金額 　１年次の授業料及び教育充実費の半額相当額

通知・給付時期 　対象者へ合格発表時に通知・給付時期は７月
概要 　 前期入試及び共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者に対して、

　　　　　　　　　 １年次の授業料及び教育充実費の半額相当額を給付する制度です。
目的 　 本学の建学の精神を具現すべく、我が国、地域社会の未来を担う将来を地方

創生のために切望する若人（２０２１年３月に日本（海外の在外教育施設を含
む）の高等（中等教育）学校卒業見込みの者）が広く高等教育を学ぶ機会を確保
し、その才能を十分発揮されるよう修学を奨励することを目的としています。

対象 　 ２０２１年３月に日本（海外の在外教育施設を含む）の高等（中等教育）学校卒業
見込みの者で、前期入試及び共通テスト利用入試（前期）５教科型の成績上位者

国家・地方上級公務員、教員をめざす人へ　愛知大学スカラシップ生公務員・教員志願者奨学制度
待遇 　対象講座受講料の無料化

通知・申請時期 　対象者へ合格発表時に通知・対象講座受講時
概要 　 愛知大学スカラシップ生の中で、卒業後国家公務員・地方上級公務員、もしくは公立学校教員をめざす学生に

対して、対象の講座を無料で提供します。（テキスト代は実費）
対象 　《名古屋校舎》２年次「行政書士講座」、３年次「公務員講座（総合１.５年コース）」もしくは「教員講座」

　　　　　　　　　《豊橋校舎※》２年次「行政書士講座」、３年次「公務員講座（総合１.５年コース）」もしくは「教員講座」
　　　　　　　　　※不開講の場合、「宅地建物取引士講座」に変更になることがあります。

●入試前予約採用給付奨学金「知を愛する奨学金」〔給付〕
本学へ入学を希望する東海四県（愛知、岐阜、三重、静岡各県）以外の国内高等（中等教育）学校出身者を対象とする奨学金です。

一般選抜（前期日程）出願前に申請いただき、一般選抜（前期日程）受験前に採用候補者を決定します。
採用候補者数は５０名以内・奨学生数５名以内となります。年額５０万円、４年間の継続で総額２００万円給付します。
【申請期間：２０２０年１０月８日（木）～２０２１年１月７日（木）消印有効】

●山形県川西町・愛知大学本間喜一奨学金〔給付〕
東北六県から愛知大学地域政策学部地域政策学科へ進学・就学し、卒業後、地域貢献を志す者の人材育成を図るため、山形県

川西町が「川西町本間喜一顕彰基金」を活用し就学支援（奨学金の給付）を行うものです。年額７５万円、４年間の継続で総額３００
万円を給付します。

詳細は受験生向けサイトでご確認ください。

●教育ローン援助奨学金〔給付〕
日本政策金融公庫等が取り扱う教育ローンを利用して、学納金等（入学金を含む）を期限内に納付した場合、奨学金を給付する制

度です。教育ローンの契約者は、父母またはそれに代わる人のいずれかに限ります。教育ローンの利子のうち、在学中（最短修業
年限内）は利子の一部（上限５%）を奨学金として給付します。また、教育ローン利用契約時に別途保証料を支払った場合について
は、その保証料を採用初年度に限り、１０万円を限度に給付するものです。申請時期は５月または１０月です。

●日本学生支援機構奨学金
日本学生支援機構は、国及び社会にとって有用な人材を育成することを目的とし、成績が平均水準以上で経済的な理由により奨

学金を必要とする学生に対して学資を貸与します。申込説明会は４月、決定時期は６月を予定しております。
 （２０２０年度実績）

貸与種別 第一種奨学金（無利息） 第二種奨学金（有利息）

貸与月額

自宅通学 自宅外通学

短大・学部とも
２０,０００円から１２０,０００円までの中から

１万円単位で選択

学部
２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５４,０００円

から選択
学部

２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５０,０００円、

５４,０００円、６４,０００円から選択

短大
２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５３,０００円

から選択
短大

２０,０００円、３０,０００円、
４０,０００円、５０,０００円、

５３,０００円、６０,０００円から選択

主な
成績基準

１年次 高等学校最終２か年又は専修学校高等課程最終２か年の成績が３.５以上の者 出身学校における学業成績が平均水準以上の者

２年次以上 大学における学業成績が本人の属する学部（科）の上位１/３以内の者 大学における学業成績が平均水準以上の者

貸与始期 ４月 ４月

返還方法等 卒業後に無利息で返還する 卒業後に年利率３％を上限とした利息を
上乗せして返還する（在学中は無利息）

○前期入試
学部 採用人数
法学部 ２２名
経済学部 ２２名
経営学部 ２２名
現代中国学部 １６名

国際コミュニケーション学部 １６名
文学部 ２２名

地域政策学部 １６名
合計 １３６名

○共通テスト利用入試（前期）５教科型
対象 採用人数

成績上位者
（各学部最低２名を含む） ６４名

採用人数
２００名

１６．奨学金制度
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１７．【参考】２０２０年度入試結果
●入学定員・入学者数

学部 学科 入学
定員

入学者数
一般入試 推薦入試 特別入試等 合計 男子 女子

法学部 法学科 ３１５ 　　２５４
（６９.８%）

　　１０４
（２８.６%）

　　　　６
　（１.６%） ３６４ 　　２２８

（６２.６%）
　　１３６
（３７.４%）

経済学部 経済学科 ３３０ 　　２７３
（７１.８%）

　　　９７
（２５.５%）

　　　１０
　（２.６%） ３８０ 　　２８１

（７３.９%）
　　　９９
（２６.１%）

経営学部
経営学科 ２５０ 　　１９２

（６７.６%）
　　　８１
（２８.５%）

　　　１１
　（３.９%） ２８４ 　　１５９

（５６.０%）
　　１２５
（４４.０%）

会計ファイナンス学科 １２５ 　　　８０
（５３.３%）

　　　６７
（４４.７%）

　　　　３
　（２.０%） １５０ 　　　７５

（５０.０%）
　　　７５
（５０.０%）

現代中国学部 現代中国学科 １８０ 　　　９０
（４２.９%）

　　　６９
（３２.９%）

　　　５１
（２４.３%） ２１０ 　　　７６

（３６.２%）
　　１３４
（６３.８%）

国際コミュニケーション学部
英語学科 １１５ 　　　７５

（５６.４%）
　　　４８
（３６.１%）

　　　１０
　（７.５%） １３３ 　　　４５

（３３.８%）
　　　８８
（６６.２%）

国際教養学科 １１５ 　　　８８
（６６.２%）

　　　３２
（２４.１%）

　　　１３
　（９.８%） １３３ 　　　４３

（３２.３%）
　　　９０
（６７.７%）

文学部
心理学科 ５５ 　　　４５

（９１.８%）
　　　　４
　（８.２%） ― 　４９ 　　　１８

（３６.７%）
　　　３１
（６３.３%）

人文社会学科 ２９０ 　　２５０
（７１.０%）

　　　９０
（２５.６%）

　　　１２
　（３.４%） ３５２ 　　１７８

（５０.６%）
　　１７４
（４９.４%）

地域政策学部 地域政策学科 ２２０ 　　１７５
（６８.６%）

　　　５８
（２２.７%）

　　　２２
　（８.６%） ２５５ 　　１７６

（６９.０%）
　　　７９
（３１.０%）

短期大学部 ライフデザイン総合学科 １００ 　　　６４
（５３.８%）

　　　４６
（３８.７%）

　　　　９
　（７.６%） １１９ ― 　　１１９

（１００.０%）
 注:入学者数の比率は小数第２位を四捨五入してあります。
●一般入試男女別集計

学部 学科
志願者数 合格者数

男子 女子 合計 男子 女子 合計

法学部 法学科 　２,４６６
（６５.３%）

　１,３１３
（３４.７%） ３,７７９ 　　 ７９１

（６３.８%）
　　４４９
（３６.２%） １,２４０

経済学部 経済学科 　３,２９２
（７７.６%）

　　９５３
（２２.４%） ４,２４５ 　　 ９９３

（７４.９%）
　　３３３
（２５.１%） １,３２６

経営学部
経営学科 　１,９５９

（６４.１%）
　１,０９８
（３５.９%） ３,０５７ 　　 ４９３

（６０.１%）
　　３２７
（３９.９%） 　 ８２０

会計ファイナンス学科 　　 ８２５
（６０.１%）

　　 ５４８
（３９.９%） １,３７３ 　　 ２２９

（５９.８%）
　　１５４
（４０.２%） 　 ３８３

現代中国学部 現代中国学科 　　 ５６７
（４１.１%）

　　 ８１１
（５８.９%） １,３７８ 　　 １７６

（３４.８%）
　　３３０
（６５.２%） 　 ５０６

国際コミュニケーション学部
英語学科 　　 ５０５

（３９.７%）
　　 ７６７
（６０.３%） １,２７２ 　　 １７１

（３９.２%）
　　２６５
（６０.８%） 　 ４３６

国際教養学科 　　 ４５３
（３４.９%）

　　 ８４４
（６５.１%） １,２９７ 　　 １８９

（３４.９%）
　　３５２
（６５.１%） 　 ５４１

文学部
心理学科 　　 ３１６

（４８.２%）
　　 ３４０
（５１.８%） 　 ６５６ 　　１２４

（４５.６%）
　　１４８
（５４.４%） 　 ２７２

人文社会学科 　１,５０８
（５１.４%）

　１,４２６
（４８.６%） ２,９３４ 　　 ６８９

（４８.５%）
　　７３１
（５１.５%） １,４２０

地域政策学部 地域政策学科 　２,０１６
（６７.３%）

　　 ９７８
（３２.７%） ２,９９４ 　　 ７３９

（６６.６%）
　　３７１
（３３.４%） １,１１０

短期大学部 ライフデザイン総合学科 ― 　　 ４２１
（１００.０%） 　 ４２１ ― 　　２３８

（１００.０%） 　 ２３８

 注:入学者数の比率は小数第２位を四捨五入してあります。

●都道府県別志願者数・合格者数
都道府県 志願者数 合格者数

北
海
道
・
東
北

北海道 ５２ １１
青森 ７ ４
岩手 ４ １
宮城 ８ ６
秋田 ６ ５
山形 ４ ０
福島 ９ １
合計 ９０ ２８

関
東

茨城 ９ ５
栃木 ３ ２
群馬 ５ １
埼玉 ５ ０
千葉 １８ ５
東京 ２５ １０
神奈川 ２６ ９
合計 ９１ ３２

都道府県 志願者数 合格者数

北
陸
・
甲
信
越

新潟 　　　 １４ 　　　　 ２
富山 　　　 ８１ 　　　 ３３
石川 　　　 ５６ 　　　 １７
福井 　　　 ３５ 　　　　 ６
山梨 　　　 ３１ 　　　 １３
長野 　　 １４６ 　　　 ４４
合計 　　 ３６３ 　　 １１５

東
海

岐阜 　２,２１２ 　　 ７９６
静岡 　１,４８７ 　　 ６０１
愛知 １９,０６４ 　７,０３５
三重 　１,７０８ 　　 ５６３
合計 ２４,４７１ 　８,９９５

近
畿

滋賀 　　　 ３０ 　　　　 ９
京都 　　　　 ９ 　　　　 ２
大阪 　　　 １５ 　　　 １１
兵庫 　　　 ５４ 　　　 ２７
奈良 　　　 １５ 　　　　 ４
和歌山 　　　　 ６ 　　　　 ０
合計 　　 １２９ 　　　 ５３

都道府県 志願者数 合格者数

中
国

鳥取 ０ ０
島根 ４ ２
岡山 ３７ ８
広島 ２０ １１
山口 １２ １
合計 ７３ ２２

四
国

徳島 １ ０
香川 ５ ０
愛媛 １４ ７
高知 １２ １
合計 ３２ ８

都道府県 志願者数 合格者数

九
州

福岡 ２２ ４
佐賀 ９ ２
長崎 ７ ７
熊本 ６ ３
大分 ２ ０
宮崎 ２ ０
鹿児島 １６ ４
沖縄 １９ ６
合計 ８３ ２６

その他 ２９７ ９３

総合計 ２５,６２９ ９,３７２ 

※その他は高卒認定合格者、外国の学校卒業者、専修学校卒業者、外国人留学生を
　集計しています。
※ 通信制高等学校出身者は、本部所在地にてカウント
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●M方式入試・短大M方式入試
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 ３０ ６０５ ５９４ １６３ ２３８ ２９４ ２５４.９
経済学部 経済学科 ３０ ７１９ ７０８ ２３１ ２３１ ２９５ ２４９.５

経営学部
経営学科 ３０ ６９４ ６８８ １７６ ２３５ ２９５ ２５１.８
会計ファイナンス学科 １０ ３０４ ２９６ 　７２ ２３０ ２８１ ２４５.５

現代中国学部 現代中国学科 １５ ２７３ ２７０ 　９０ ２２７ ２８０ ２４４.７

国際コミュニケーション学部
英語学科 １５ ２５３ ２４６ 　９５ ２３８ ２９４ ２５４.３
国際教養学科 １５ ２８２ ２７６ １２３ ２３６ ３０８ ２５５.３

文学部
人文社会学科 ２２ ４９６ ４８９ ３２９ ２０２ ３１３ ２３６.９
心理学科 　５ １２２ １２２ 　５４ ２１４ ２８７ ２３５.７

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　７ １８１ １７７ 　６４ ２２３ ２８５ ２４１.５
地域産業コース 　７ １６８ １６７ 　４６ ２１８ ２８７ ２４１.９
まちづくりコース 　４ １０５ １０２ 　３３ ２１３ ２７６ ２３２.３
地域文化コース 　２ １１０ １０９ 　３５ ２２０ ２９４ ２４１.５
健康・スポーツコース 　２ 　５４ 　５４ 　１９ ２１４ ２６２ ２３１.９
食農環境コース 　３ 　３９ 　３８ 　２０ ２００ ２８１ ２２３.６

短期大学部 ライフデザイン総合学科 １２ 　６９ 　６７ 　４４ １３３ ２０５ １５５.１
※学部は３５０点満点、短期大学部は２５０点満点。

●前期入試・短大前期入試A・B
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 　８５ １,３４８ １,３１８ ３１５ ２１４ ３１５ ２３７.０
経済学部 経済学科 １００ １,５０５ １,４７３ ３４８ ２１１ ３０２ ２３１.４

経営学部
経営学科 　８５ １,２４１ １,２１２ ２３０ ２１８ ２９３ ２３８.５
会計ファイナンス学科 　３０ 　 ３７０ 　 ３６１ 　７１ ２１３ ２６４ ２２９.６

現代中国学部 現代中国学科 　４５ 　 ５０６ 　 ４９４ １３４ ２０８ ２９０ ２３０.１

国際コミュニケーション学部
英語学科 　３８ 　 ４６３ 　 ４５２ １１３ ２１６ ３０３ ２３９.８
国際教養学科 　３８ 　 ３８６ 　 ３８２ 　９９ ２１０ ２８９ ２３３.７

文学部

人
文
社
会
学
科

現代文化コース 　２０ 　 １３７ 　 １３５ 　４９ １９３ ２８５ ２１７.２
社会学コース 　２０ 　 １４５ 　 １４０ 　５９ １９７ ２７３ ２２４.２
歴史・地理学コース 　２０ 　 ４１１ 　 ４０３ １０８ ２１６ ２９０ ２３８.３
日本語日本文学コース 　１４ 　 １９２ 　 １８３ 　６２ ２０２ ２８６ ２２２.６
欧米言語文化コース 　１８ 　 １０３ 　 １０１ 　４４ １９０ ２５６ ２１２.２

心理学科 　１５ 　 １８６ 　 １８１ 　４８ ２０５ ２８３ ２２９.５

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　２０ 　 ２３９ 　 ２３４ 　６８ ２１３ ２８３ ２３２.８
地域産業コース 　２０ 　 ２５３ 　 ２４６ 　６４ ２０２ ２５７ ２２０.１
まちづくりコース 　１３ 　 １４８ 　 １４１ 　４０ ２０１ ２５３ ２１７.５
地域文化コース 　　７ 　　 ８８ 　　 ８２ 　２４ ２１０ ２７２ ２３０.２
健康・スポーツコース 　１０ 　　 ９９ 　　 ９９ 　２０ ２０３ ２４２ ２１９.８
食農環境コース 　　７ 　　 ５４ 　　 ５３ 　１６ １９１ ２６５ ２１７.３

短期大学部 ライフデザイン総合学科
Ａ 　２８ 　 １０９ 　 １０７ 　５６ １２３ １７８ １４０.６
Ｂ 　　５ 　　 ６６ 　　 ５８ 　２７ １２６ １８２ １４６.６

※学部は３５０点満点。※短大前期入試Aは２００点満点。短大前期入試Bは２５０点満点。

●センタープラス方式入試・短大センタープラス方式入試
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 ３０ ７９９ ７８４ ２３５ ２１７.０ ２８２.０ ２３２.７
経済学部 経済学科 ２０ ６２５ ６１２ １６６ ２１５.６ ２６５.０ ２２７.４

経営学部
経営学科 １５ ４３０ ４２１ １０１ ２２１.０ ２５９.０ ２３２.６
会計ファイナンス学科 　５ ２７４ ２６９ 　５０ ２１５.０ ２４７.０ ２２３.８

現代中国学部 現代中国学科 １２ ２２５ ２１９ 　７８ ２０５.０ ２５７.０ ２１９.６

国際コミュニケーション学部
英語学科 　５ ２４３ ２３６ １０１ ２６０.０ ３４７.０ ２８７.７
国際教養学科 １０ ２５７ ２５２ １０２ ２６３.０ ３５５.０ ２９１.９

文学部

人
文
社
会
学
科

現代文化コース 　７ 　７９ 　７７ 　３０ １９７.２ ２５２.０ ２１３.６
社会学コース 　７ 　９１ 　８７ 　４４ １９７.０ ２５５.３ ２１８.３
歴史・地理学コース 　５ ２１０ ２０５ 　６５ ２１２.０ ２６７.７ ２２７.６
日本語日本文学コース 　４ １０７ １００ 　５４ ２００.０ ２５０.６ ２１７.６
欧米言語文化コース 　６ 　７０ 　６６ 　３６ １９５.０ ２４２.０ ２１６.２

心理学科 　５ １０１ １００ 　４７ ２００.２ ２４９.７ ２１８.８

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　２ 　９６ 　９５ 　３３ ２０６.０ ２４７.０ ２２０.７
地域産業コース 　２ １２４ １２１ 　２９ ２０３.２ ２３７.０ ２１６.７
まちづくりコース 　２ １０３ １０１ 　３２ ２０３.０ ２４７.６ ２１６.５
地域文化コース 　２ 　５３ 　５１ 　１７ ２０３.４ ２２９.０ ２１８.２
健康・スポーツコース 　１ 　５７ 　５７ 　１６ ２０５.６ ２５０.０ ２２１.１
食農環境コース 　２ 　４０ 　３９ 　１６ １８８.４ ２２８.０ ２０１.９

短期大学部 ライフデザイン総合学科 　６ 　５３ 　４８ 　１９ １２１.６ １４３.０ １２９.７
※国際コミュニケーション学部は４００点満点、その他の学部は３００点満点。※短期大学部は２００点満点。

●数学重視型入試
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 １２ 　８３ 　８３ ２４ ２３５ ３１３ ２６４.１
経済学部 経済学科 ２５ ２５２ ２５０ ６６ ２４３ ３２２ ２６８.７

経営学部
経営学科 １０ 　９６ 　９３ ２４ ２４６ ３０５ ２６９.６
会計ファイナンス学科 　５ 　６８ 　６５ １１ ２２３ ２６７ ２３４.６

文学部 心理学科 　３ 　２１ 　２１ 　９ ２３８ ２７８ ２５４.９
地域政策学部 地域政策学科食農環境コース 　３ 　３２ 　３２ 　８ ２０８ ２７７ ２２９.８
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１７．【参考】２０２０年度入試結果
●入学定員・入学者数

学部 学科 入学
定員

入学者数
一般入試 推薦入試 特別入試等 合計 男子 女子

法学部 法学科 ３１５ 　　２５４
（６９.８%）

　　１０４
（２８.６%）

　　　　６
　（１.６%） ３６４ 　　２２８

（６２.６%）
　　１３６
（３７.４%）

経済学部 経済学科 ３３０ 　　２７３
（７１.８%）

　　　９７
（２５.５%）

　　　１０
　（２.６%） ３８０ 　　２８１

（７３.９%）
　　　９９
（２６.１%）

経営学部
経営学科 ２５０ 　　１９２

（６７.６%）
　　　８１
（２８.５%）

　　　１１
　（３.９%） ２８４ 　　１５９

（５６.０%）
　　１２５
（４４.０%）

会計ファイナンス学科 １２５ 　　　８０
（５３.３%）

　　　６７
（４４.７%）

　　　　３
　（２.０%） １５０ 　　　７５

（５０.０%）
　　　７５
（５０.０%）

現代中国学部 現代中国学科 １８０ 　　　９０
（４２.９%）

　　　６９
（３２.９%）

　　　５１
（２４.３%） ２１０ 　　　７６

（３６.２%）
　　１３４
（６３.８%）

国際コミュニケーション学部
英語学科 １１５ 　　　７５

（５６.４%）
　　　４８
（３６.１%）

　　　１０
　（７.５%） １３３ 　　　４５

（３３.８%）
　　　８８
（６６.２%）

国際教養学科 １１５ 　　　８８
（６６.２%）

　　　３２
（２４.１%）

　　　１３
　（９.８%） １３３ 　　　４３

（３２.３%）
　　　９０
（６７.７%）

文学部
心理学科 ５５ 　　　４５

（９１.８%）
　　　　４
　（８.２%） ― 　４９ 　　　１８

（３６.７%）
　　　３１
（６３.３%）

人文社会学科 ２９０ 　　２５０
（７１.０%）

　　　９０
（２５.６%）

　　　１２
　（３.４%） ３５２ 　　１７８

（５０.６%）
　　１７４
（４９.４%）

地域政策学部 地域政策学科 ２２０ 　　１７５
（６８.６%）

　　　５８
（２２.７%）

　　　２２
　（８.６%） ２５５ 　　１７６

（６９.０%）
　　　７９
（３１.０%）

短期大学部 ライフデザイン総合学科 １００ 　　　６４
（５３.８%）

　　　４６
（３８.７%）

　　　　９
　（７.６%） １１９ ― 　　１１９

（１００.０%）
 注:入学者数の比率は小数第２位を四捨五入してあります。
●一般入試男女別集計

学部 学科
志願者数 合格者数

男子 女子 合計 男子 女子 合計

法学部 法学科 　２,４６６
（６５.３%）

　１,３１３
（３４.７%） ３,７７９ 　　 ７９１

（６３.８%）
　　４４９
（３６.２%） １,２４０

経済学部 経済学科 　３,２９２
（７７.６%）

　　９５３
（２２.４%） ４,２４５ 　　 ９９３

（７４.９%）
　　３３３
（２５.１%） １,３２６

経営学部
経営学科 　１,９５９

（６４.１%）
　１,０９８
（３５.９%） ３,０５７ 　　 ４９３

（６０.１%）
　　３２７
（３９.９%） 　 ８２０

会計ファイナンス学科 　　 ８２５
（６０.１%）

　　 ５４８
（３９.９%） １,３７３ 　　 ２２９

（５９.８%）
　　１５４
（４０.２%） 　 ３８３

現代中国学部 現代中国学科 　　 ５６７
（４１.１%）

　　 ８１１
（５８.９%） １,３７８ 　　 １７６

（３４.８%）
　　３３０
（６５.２%） 　 ５０６

国際コミュニケーション学部
英語学科 　　 ５０５

（３９.７%）
　　 ７６７
（６０.３%） １,２７２ 　　 １７１

（３９.２%）
　　２６５
（６０.８%） 　 ４３６

国際教養学科 　　 ４５３
（３４.９%）

　　 ８４４
（６５.１%） １,２９７ 　　 １８９

（３４.９%）
　　３５２
（６５.１%） 　 ５４１

文学部
心理学科 　　 ３１６

（４８.２%）
　　 ３４０
（５１.８%） 　 ６５６ 　　１２４

（４５.６%）
　　１４８
（５４.４%） 　 ２７２

人文社会学科 　１,５０８
（５１.４%）

　１,４２６
（４８.６%） ２,９３４ 　　 ６８９

（４８.５%）
　　７３１
（５１.５%） １,４２０

地域政策学部 地域政策学科 　２,０１６
（６７.３%）

　　 ９７８
（３２.７%） ２,９９４ 　　 ７３９

（６６.６%）
　　３７１
（３３.４%） １,１１０

短期大学部 ライフデザイン総合学科 ― 　　 ４２１
（１００.０%） 　 ４２１ ― 　　２３８

（１００.０%） 　 ２３８

 注:入学者数の比率は小数第２位を四捨五入してあります。

●都道府県別志願者数・合格者数
都道府県 志願者数 合格者数

北
海
道
・
東
北

北海道 ５２ １１
青森 ７ ４
岩手 ４ １
宮城 ８ ６
秋田 ６ ５
山形 ４ ０
福島 ９ １
合計 ９０ ２８

関
東

茨城 ９ ５
栃木 ３ ２
群馬 ５ １
埼玉 ５ ０
千葉 １８ ５
東京 ２５ １０
神奈川 ２６ ９
合計 ９１ ３２

都道府県 志願者数 合格者数

北
陸
・
甲
信
越

新潟 　　　 １４ 　　　　 ２
富山 　　　 ８１ 　　　 ３３
石川 　　　 ５６ 　　　 １７
福井 　　　 ３５ 　　　　 ６
山梨 　　　 ３１ 　　　 １３
長野 　　 １４６ 　　　 ４４
合計 　　 ３６３ 　　 １１５

東
海

岐阜 　２,２１２ 　　 ７９６
静岡 　１,４８７ 　　 ６０１
愛知 １９,０６４ 　７,０３５
三重 　１,７０８ 　　 ５６３
合計 ２４,４７１ 　８,９９５

近
畿

滋賀 　　　 ３０ 　　　　 ９
京都 　　　　 ９ 　　　　 ２
大阪 　　　 １５ 　　　 １１
兵庫 　　　 ５４ 　　　 ２７
奈良 　　　 １５ 　　　　 ４
和歌山 　　　　 ６ 　　　　 ０
合計 　　 １２９ 　　　 ５３

都道府県 志願者数 合格者数

中
国

鳥取 ０ ０
島根 ４ ２
岡山 ３７ ８
広島 ２０ １１
山口 １２ １
合計 ７３ ２２

四
国

徳島 １ ０
香川 ５ ０
愛媛 １４ ７
高知 １２ １
合計 ３２ ８

都道府県 志願者数 合格者数

九
州

福岡 ２２ ４
佐賀 ９ ２
長崎 ７ ７
熊本 ６ ３
大分 ２ ０
宮崎 ２ ０
鹿児島 １６ ４
沖縄 １９ ６
合計 ８３ ２６

その他 ２９７ ９３

総合計 ２５,６２９ ９,３７２ 

※その他は高卒認定合格者、外国の学校卒業者、専修学校卒業者、外国人留学生を
　集計しています。
※ 通信制高等学校出身者は、本部所在地にてカウント
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●センター試験利用入試〔前期〕・短大センター試験利用入試〔前期〕

学部 学科・コース
５教科型 ３教科型・２教科型

募集
定員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

合格最低
得点率

合格最高
得点率

募集
定員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

合格最低
得点率

合格最高
得点率

法学部 法学科 ２５ １１７ １１７ ６４ ７４.６% ８７.３% ２５ ３９７ ３９７ ２４２ ７７.２% 　９４.６%
経済学部 経済学科 ２０ １１９ １１９ ６５ ７３.２% ９０.５% ２０ ４０１ ４００ ２３０ ７７.０% 　９２.８%

経営学部
経営学科 　８ 　７３ 　７３ ４６ ７３.７% ８５.５% １２ １７８ １７８ 　９９ ７７.８% 　９０.３%
会計ファイナンス学科 　５ 　５２ 　５２ ３０ ７１.１% ８２.８% 　６ １５２ １５２ 　６４ ７６.２% 　９０.３%

現代中国学部 現代中国学科 　６ 　２２ 　２２ １７ ７０.２% ８５.１% 　６ １０７ １０７ 　７３ ７４.１% 　８９.０%

国際コミュニケーション学部
英語学科 　４ 　２８ 　２８ １７ ７７.５% ８９.１% 　４ １０２ １０２ 　６４ ８０.３% 　９１.７%
国際教養学科 　５ 　４１ 　４１ ２９ ７５.１% ８６.９% 　５ １３０ １３０ 　８７ ８０.０% １００.０%

文学部

人
文
社
会
学
科

現代文化コース 　５ 　１４ 　１４ １１ ７０.８% ８０.２% 　５ 　５２ 　５２ 　４５ ７０.０% 　８７.６%
社会学コース 　４ 　３７ 　３７ ３２ ６８.９% ８７.４% 　６ 　６２ 　６２ 　５１ ７０.７% 　８９.７%
歴史・地理学コース 　４ 　５５ 　５５ ３８ ７２.１% ８６.２% 　５ 　７３ 　７３ 　３９ ７７.５% 　９２.０%
日本語日本文学コース 　４ 　３３ 　３３ ２２ ６９.７% ８９.６% 　４ 　７９ 　７９ 　５７ ７３.７% 　９４.９%
欧米言語文化コース 　４ 　　７ 　　７ 　４ ６６.６% ８６.３% 　６ 　６０ 　６０ 　５１ ７０.０% 　９０.０%

心理学科 　５ 　３０ 　３０ ２４ ７１.２% ８４.８% 　５ 　５３ 　５３ 　３３ ７３.７% 　９１.４%

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　３ 　２５ 　２５ １５ ７１.６% ８３.４% 　４ 　６６ 　６６ 　３３ ７５.０% １００.０%
地域産業コース 　３ 　２５ 　２５ １８ ６７.６% ７８.５% 　４ 　８９ 　８９ 　６１ ７０.５% 　８５.３%
まちづくりコース 　２ 　１９ 　１９ １２ ６８.５% ８２.７% 　２ 　４１ 　４１ 　２１ ７１.３% 　８５.３%
地域文化コース 　１ 　１０ 　１０ 　６ ６９.２% ８３.５% 　１ 　４０ 　４０ 　２２ ７０.８% 　８５.３%
健康・スポーツコース 　１ 　　９ 　　９ 　６ ６５.４% ７２.１% 　１ 　１６ 　１６ 　　９ ７４.０% 　８０.４%
食農環境コース 　１ 　　６ 　　６ 　４ ６９.２% ７９.８% 　２ 　１６ 　１５ 　１０ ６５.４% 　８５.７%

短期大学部（※２教科型） ライフデザイン総合学科 ― ― ― ― ― ― 　５ 　４２ 　４２ 　２５ ６５.５% 　８５.４%
 ※国際コミュニケーション学部５教科型は６５０点満点（２０２１年度は６００点満点）。

●後期入試・短大後期入試
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 ２０ ３７１ ３４３ １５９ １８２ ２４５ １９８.３
経済学部 経済学科 ２０ ５４１ ４９７ １６５ １９１ ２４５ ２０３.１

経営学部
経営学科 １０ ３１２ ２８６ １２１ １８５ ２４５ １９９.７
会計ファイナンス学科 　５ １３４ １２５ 　７０ １７３ ２２０ １９３.１

現代中国学部 現代中国学科 １０ ２１５ ２０３ 　９７ １７６ ２４０ １９４.７

国際コミュニケーション学部
英語学科 　５ １５８ １５０ 　３６ １９５ ２４３ ２０６.０
国際教養学科 　５ １７３ １６８ 　８３ １８０ ２３５ １９８.０

文学部
人文社会学科 ２２ ３５１ ３３３ １５２ １７５ ２３１ １９３.２
心理学科 　３ 　９７ 　８８ 　２８ １８１ ２２４ １９６.１

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　３ １１５ １０６ 　５０ １７７ ２２５ １９６.３
地域産業コース 　３ １６３ １４６ 　８７ １６２ ２２１ １８４.６
まちづくりコース 　２ 　６９ 　６５ 　２１ １７４ ２１３ １８８.６
地域文化コース 　１ 　５２ 　４５ 　２３ １７０ ２０５ １８７.３
健康・スポーツコース 　１ 　２９ 　２８ 　１２ １６９ ２１３ １８６.８
食農環境コース 　１ 　４３ 　４１ 　１７ １６７ ２２１ １８７.２

短期大学部 ライフデザイン総合学科 　８ 　６５ 　６１ 　５１ 　５４ 　９０ 　６９.５
 ※学部は３００点満点、短期大学部は１００点満点（２０２１年度は２００点満点）。

●センター試験利用入試〔後期〕・短大センター試験利用入試〔後期〕
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低

得点率
合格最高
得点率

法学部 法学科 １０ ５９ ５９ ３８ ７２.２% ８３.３%
経済学部 経済学科 １０ ８３ ８３ ５５ ７０.９% ８３.３%

経営学部
経営学科 　４ ３３ ３３ ２３ ６８.９% ８５.３%
会計ファイナンス学科 　４ １９ １９ １５ ６７.７% ８２.７%

現代中国学部 現代中国学科 　３ ３０ ３０ １７ ７１.４% ８２.７%

国際コミュニケーション学部
英語学科 　２ ２５ ２５ １０ ７５.１% ８２.７%
国際教養学科 　３ ２８ ２８ １８ ７１.３% ９４.７%

文学部
人文社会学科 １０ ７０ ７０ ３８ ７０.８% ８４.８%
心理学科 　１ ４６ ４６ ２９ ６７.７% ８４.７%

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　２ ２７ ２７ １７ ７１.２% ８３.２%
地域産業コース 　２ ４０ ４０ ２９ ６６.５% ８３.２%
まちづくりコース 　１ １３ １３ 　９ ６９.５% ７９.３%
地域文化コース 　１ １４ １４ １１ ６４.８% ７６.５%
健康・スポーツコース 　１ 　８ 　８ 　５ ６７.０% ７１.７%
食農環境コース 　１ １６ １６ １２ ６５.３% ７４.９%

短期大学部 ライフデザイン総合学科 　３ １７ １７ １６ ６２.０% ９４.０%
 ※学部は３００点満点、短期大学部は１００点満点（２０２１年度は２００点満点）。
 ※短期大学部は１科目得点率を表記（２０２１年度は２科目）。
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下記１の入学検定料返還請求事由に該当し、かつ下記２の返還請求方法に則り請求し、受理された場合のみ入学検
定料を返還します。
請求が受理されると、本学から「入学検定料返還請求受理通知」を発送します。なお、入学検定料の返還には、請求

締切日以後、１ヵ月程度かかりますので、予めご了承願います。

１．入学検定料返還請求事由
⑴　入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合
⑵　受験資格を欠くものが出願した場合
⑶　出願締切日後に出願した場合
⑷　納入すべき入学検定料より過剰に納入した場合
⑸　感染症により受験ができない場合
※出願書類提出後、受験を取りやめる場合は対象となりません。

２．返還請求方法（郵送に限ります）
⑴ 　請求受付期間は、前期日程２０２１年２月１０日（水）～２月１９日（金）、後期日程２０２１年３月１０日（水）
～３月１５日（月）です。【必着】

⑵ 　必要書類①～③を同封し、宛先左側に「入学検定料返還申請書在中」と朱書きの上、簡易書留で郵送してくだ
さい。

宛先：〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０－３１　愛知大学企画部入試課

【必要書類】
①入学検定料返還申請書（本学所定用紙）
　P.５９の「入学検定料返還申請書」に、黒ボールペンで必要事項を記入してください。

②入学検定料領収証※コピー可
　 返還請求する入学検定料の領収証を①の所定欄にすべて貼付してください。領収証の金額の一部を返還請求す
る場合でも、全額分の領収証を貼付してください。クレジットカード決済・ネットバンキング利用の場合は、
出願確認票（本人控）を別途同封してください。

③入学検定料返還先口座の確認のため、口座番号が確認できる通帳の「口座名義人、金融機関名、支店名、口座
　　 種別、口座番号」がわかる通帳のコピーを同封してください。

注意
１ ．受付期間までに必要書類が提出できない場合、提出書類の記載内容に不備・誤りがある場合は、請求を受理
しません。なお、訂正は二重線で行い、訂正印を押印してください。

２．入学検定料返還先の口座名義人は、志願者本人または父母としてください。

１８．入学検定料の返還
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●センター試験利用入試〔前期〕・短大センター試験利用入試〔前期〕

学部 学科・コース
５教科型 ３教科型・２教科型

募集
定員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

合格最低
得点率

合格最高
得点率

募集
定員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

合格最低
得点率

合格最高
得点率

法学部 法学科 ２５ １１７ １１７ ６４ ７４.６% ８７.３% ２５ ３９７ ３９７ ２４２ ７７.２% 　９４.６%
経済学部 経済学科 ２０ １１９ １１９ ６５ ７３.２% ９０.５% ２０ ４０１ ４００ ２３０ ７７.０% 　９２.８%

経営学部
経営学科 　８ 　７３ 　７３ ４６ ７３.７% ８５.５% １２ １７８ １７８ 　９９ ７７.８% 　９０.３%
会計ファイナンス学科 　５ 　５２ 　５２ ３０ ７１.１% ８２.８% 　６ １５２ １５２ 　６４ ７６.２% 　９０.３%

現代中国学部 現代中国学科 　６ 　２２ 　２２ １７ ７０.２% ８５.１% 　６ １０７ １０７ 　７３ ７４.１% 　８９.０%

国際コミュニケーション学部
英語学科 　４ 　２８ 　２８ １７ ７７.５% ８９.１% 　４ １０２ １０２ 　６４ ８０.３% 　９１.７%
国際教養学科 　５ 　４１ 　４１ ２９ ７５.１% ８６.９% 　５ １３０ １３０ 　８７ ８０.０% １００.０%

文学部

人
文
社
会
学
科

現代文化コース 　５ 　１４ 　１４ １１ ７０.８% ８０.２% 　５ 　５２ 　５２ 　４５ ７０.０% 　８７.６%
社会学コース 　４ 　３７ 　３７ ３２ ６８.９% ８７.４% 　６ 　６２ 　６２ 　５１ ７０.７% 　８９.７%
歴史・地理学コース 　４ 　５５ 　５５ ３８ ７２.１% ８６.２% 　５ 　７３ 　７３ 　３９ ７７.５% 　９２.０%
日本語日本文学コース 　４ 　３３ 　３３ ２２ ６９.７% ８９.６% 　４ 　７９ 　７９ 　５７ ７３.７% 　９４.９%
欧米言語文化コース 　４ 　　７ 　　７ 　４ ６６.６% ８６.３% 　６ 　６０ 　６０ 　５１ ７０.０% 　９０.０%

心理学科 　５ 　３０ 　３０ ２４ ７１.２% ８４.８% 　５ 　５３ 　５３ 　３３ ７３.７% 　９１.４%

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　３ 　２５ 　２５ １５ ７１.６% ８３.４% 　４ 　６６ 　６６ 　３３ ７５.０% １００.０%
地域産業コース 　３ 　２５ 　２５ １８ ６７.６% ７８.５% 　４ 　８９ 　８９ 　６１ ７０.５% 　８５.３%
まちづくりコース 　２ 　１９ 　１９ １２ ６８.５% ８２.７% 　２ 　４１ 　４１ 　２１ ７１.３% 　８５.３%
地域文化コース 　１ 　１０ 　１０ 　６ ６９.２% ８３.５% 　１ 　４０ 　４０ 　２２ ７０.８% 　８５.３%
健康・スポーツコース 　１ 　　９ 　　９ 　６ ６５.４% ７２.１% 　１ 　１６ 　１６ 　　９ ７４.０% 　８０.４%
食農環境コース 　１ 　　６ 　　６ 　４ ６９.２% ７９.８% 　２ 　１６ 　１５ 　１０ ６５.４% 　８５.７%

短期大学部（※２教科型） ライフデザイン総合学科 ― ― ― ― ― ― 　５ 　４２ 　４２ 　２５ ６５.５% 　８５.４%
 ※国際コミュニケーション学部５教科型は６５０点満点（２０２１年度は６００点満点）。

●後期入試・短大後期入試
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低点 合格最高点 合格者平均点

法学部 法学科 ２０ ３７１ ３４３ １５９ １８２ ２４５ １９８.３
経済学部 経済学科 ２０ ５４１ ４９７ １６５ １９１ ２４５ ２０３.１

経営学部
経営学科 １０ ３１２ ２８６ １２１ １８５ ２４５ １９９.７
会計ファイナンス学科 　５ １３４ １２５ 　７０ １７３ ２２０ １９３.１

現代中国学部 現代中国学科 １０ ２１５ ２０３ 　９７ １７６ ２４０ １９４.７

国際コミュニケーション学部
英語学科 　５ １５８ １５０ 　３６ １９５ ２４３ ２０６.０
国際教養学科 　５ １７３ １６８ 　８３ １８０ ２３５ １９８.０

文学部
人文社会学科 ２２ ３５１ ３３３ １５２ １７５ ２３１ １９３.２
心理学科 　３ 　９７ 　８８ 　２８ １８１ ２２４ １９６.１

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　３ １１５ １０６ 　５０ １７７ ２２５ １９６.３
地域産業コース 　３ １６３ １４６ 　８７ １６２ ２２１ １８４.６
まちづくりコース 　２ 　６９ 　６５ 　２１ １７４ ２１３ １８８.６
地域文化コース 　１ 　５２ 　４５ 　２３ １７０ ２０５ １８７.３
健康・スポーツコース 　１ 　２９ 　２８ 　１２ １６９ ２１３ １８６.８
食農環境コース 　１ 　４３ 　４１ 　１７ １６７ ２２１ １８７.２

短期大学部 ライフデザイン総合学科 　８ 　６５ 　６１ 　５１ 　５４ 　９０ 　６９.５
 ※学部は３００点満点、短期大学部は１００点満点（２０２１年度は２００点満点）。

●センター試験利用入試〔後期〕・短大センター試験利用入試〔後期〕
学部 学科・コース 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 合格最低

得点率
合格最高
得点率

法学部 法学科 １０ ５９ ５９ ３８ ７２.２% ８３.３%
経済学部 経済学科 １０ ８３ ８３ ５５ ７０.９% ８３.３%

経営学部
経営学科 　４ ３３ ３３ ２３ ６８.９% ８５.３%
会計ファイナンス学科 　４ １９ １９ １５ ６７.７% ８２.７%

現代中国学部 現代中国学科 　３ ３０ ３０ １７ ７１.４% ８２.７%

国際コミュニケーション学部
英語学科 　２ ２５ ２５ １０ ７５.１% ８２.７%
国際教養学科 　３ ２８ ２８ １８ ７１.３% ９４.７%

文学部
人文社会学科 １０ ７０ ７０ ３８ ７０.８% ８４.８%
心理学科 　１ ４６ ４６ ２９ ６７.７% ８４.７%

地域政策学部

地
域
政
策
学
科

公共政策コース 　２ ２７ ２７ １７ ７１.２% ８３.２%
地域産業コース 　２ ４０ ４０ ２９ ６６.５% ８３.２%
まちづくりコース 　１ １３ １３ 　９ ６９.５% ７９.３%
地域文化コース 　１ １４ １４ １１ ６４.８% ７６.５%
健康・スポーツコース 　１ 　８ 　８ 　５ ６７.０% ７１.７%
食農環境コース 　１ １６ １６ １２ ６５.３% ７４.９%

短期大学部 ライフデザイン総合学科 　３ １７ １７ １６ ６２.０% ９４.０%
 ※学部は３００点満点、短期大学部は１００点満点（２０２１年度は２００点満点）。
 ※短期大学部は１科目得点率を表記（２０２１年度は２科目）。
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入学検定料返還申請書
愛知大学学長　殿 ２０２１年　　月　　日
私は、入学検定料の返還を申請いたします。

１．志願者情報
フリガナ

性　別
（○をつける）

男　・　女
氏　名

入試種別

該当する番号に○をつけてください。

１．短大前期入試A　２．M方式入試・短大M方式入試　３．前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・
短大共通テストプラス方式入試・数学重視型入試　４．共通テスト利用入試（前期）・短大共通テスト利用入試（前期）
５．後期入試・短大後期入試　６．共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）

生年月日 西暦　　　　　 年　　　 月　 　　日 出身高等学校  高等学校

住　所

（〒　　　 -　　　　　 ）

都道府県 市　郡

電話番号 〈自宅〉　　　　　　-　　　　　　　- 〈携帯〉　　　　　　-　　　　　　　-

２．返還請求事由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．金額

返還請求事由

次の１～５のうち、該当する番号に○をつけてください。

請求金額 　　　，　　　　円

１．入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合
２．受験資格を欠くものが出願した場合
３．出願締切日後に出願した場合
４．納入すべき入学検定料より過剰に納入した場合
５．感染症により受験ができない場合

４．入学検定料返還先

返還金
振込先

金融機関
銀行
信用金庫

本店　
支店　
出張所

預金種別 普通・当座 口座番号

フリガナ 志願者との続柄

口座名義人

＊口座名義人は、志願者本人または父母としてください。
＊申請書とともに、口座名義人、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できる通帳のコピーを添付してください。

５．入学検定料領収証貼付欄

返還請求する入学検定料の領収証をすべて貼付してください（コピー可）。
クレジットカード決済・ネットバンキング利用の場合は、出願確認票（本人控）を別途同封してください。

【郵送先】
〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０-３１
愛知大学企画部入試課
TEL　０５２-９３７-８１１２・８１１３

＊振込手数料を除いた入学検定料を記載ください。
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出願確認票の印刷ができない方は、以下の手順で出願を進めてください。
① 出願登録完了後に表示される出願確認票画面から、以下の出願確認票（転記用）に「出願登録日」「出願
受付番号」「氏名（漢字・カナ）」「生年月日」「住所」「電話番号」「メールアドレス」を転記し、「写真」を
所定の位置に貼付してください。「出願受付番号」欄に転記できる「出願受付番号」は１つです。複数
「出願受付番号」がある場合は、本ページをコピーしてご利用ください。
② 共通テストプラス方式入試、短大共通テストプラス方式入試、共通テスト利用入試（前期・後期）、短
大共通テスト利用入試（前期・後期）に出願する場合、「令和３年度大学入学共通テスト成績請求票
（私立大学・公私立短期大学用）」を所定の位置に貼付してください。
③出願登録時に選択した支払い方法で入学検定料をお支払いください。
④ 必要事項を転記後、このページを切り離してください。切り離した出願確認票（転記用）を他の出願書
類一式（P.３７参照）とともに市販の角形２号サイズの封筒に入れ、下記出願書類送付先へ簡易書留速
達で送付してください。出願書類の郵送期限は、各入試種別の出願期間最終日（消印有効）となります。

出願書類送付先 〒４６４-８７９９　名古屋市千種区今池四丁目９-１８
日本郵便株式会社　千種郵便局留　愛知大学企画部入試課　行

２０２１年度 愛知大学 出願確認票（転記用）
出願登録日 ２０２１　年　　　　　　　月　　　　　　　日

出願受付番号
※ 転記できる「出願受付番
号」は１つです。複数「出
願受付番号」がある場合
は、本ページをコピー
してご利用ください。

M方式入試・短大M方式入試 短大前期入試A 前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入
試・短大共通テストプラス方式入試・数学重視型入試

１００４- １００４- １００４-
共通テスト利用入試（前期）
短大共通テスト利用入試（前期） 後期入試・短大後期入試 共通テスト利用入試（後期）

短大共通テスト利用入試（後期）

１００４- １００４- １００４-

氏名（漢字）
氏名（カナ）
生 年 月 日（西暦）　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

住 所

電 話 番 号
メールアドレス
以下の点を確認してから、送付してください。
□入学検定料を支払いましたか。
□調査書を１回の送付につき、１通準備しましたか。
※ 調査書は本出願確認票（転記用）と併せて提出してください。
□写真および大学入学共通テスト成績請求票を貼付しましたか。
※ 大学入学共通テスト成績請求票は、共通テストプラス方式入試、短大共通テストプラス方式入試、共通
テスト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・後期）に出願する場合のみ必要です。

□英語能力試験スコア等証明書（該当者のみ）を準備しましたか。
大学入学共通テスト成績請求票貼付欄

ここに令和３年度大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大
学用）を必ず貼付すること。

※ 共通テストプラス方式入試、短大共通テストプラス方式入試、共通テス
ト利用入試（前期・後期）、短大共通テスト利用入試（前期・後期）に出願
する場合のみ貼付

写真貼付欄
全面のり付け

提出前３ヵ月以内に撮影
上半身・正面・脱帽
縦４.０cm×横３.０cm
写真裏面に氏名・第１志願
学部名を記入したもの
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１９．出願確認票の印刷ができない方へ
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入学検定料返還申請書
愛知大学学長　殿 ２０２１年　　月　　日
私は、入学検定料の返還を申請いたします。

１．志願者情報
フリガナ

性　別
（○をつける）

男　・　女
氏　名

入試種別

該当する番号に○をつけてください。

１．短大前期入試A　２．M方式入試・短大M方式入試　３．前期入試・短大前期入試B・共通テストプラス方式入試・
短大共通テストプラス方式入試・数学重視型入試　４．共通テスト利用入試（前期）・短大共通テスト利用入試（前期）
５．後期入試・短大後期入試　６．共通テスト利用入試（後期）・短大共通テスト利用入試（後期）

生年月日 西暦　　　　　 年　　　 月　 　　日 出身高等学校  高等学校

住　所

（〒　　　 -　　　　　 ）

都道府県 市　郡

電話番号 〈自宅〉　　　　　　-　　　　　　　- 〈携帯〉　　　　　　-　　　　　　　-

２．返還請求事由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．金額

返還請求事由

次の１～５のうち、該当する番号に○をつけてください。

請求金額 　　　，　　　　円

１．入学検定料を納入したが、出願書類を提出しなかった場合
２．受験資格を欠くものが出願した場合
３．出願締切日後に出願した場合
４．納入すべき入学検定料より過剰に納入した場合
５．感染症により受験ができない場合

４．入学検定料返還先

返還金
振込先

金融機関
銀行
信用金庫

本店　
支店　
出張所

預金種別 普通・当座 口座番号

フリガナ 志願者との続柄

口座名義人

＊口座名義人は、志願者本人または父母としてください。
＊申請書とともに、口座名義人、金融機関名、支店名、口座種別、口座番号が確認できる通帳のコピーを添付してください。

５．入学検定料領収証貼付欄

返還請求する入学検定料の領収証をすべて貼付してください（コピー可）。
クレジットカード決済・ネットバンキング利用の場合は、出願確認票（本人控）を別途同封してください。

【郵送先】
〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０-３１
愛知大学企画部入試課
TEL　０５２-９３７-８１１２・８１１３

＊振込手数料を除いた入学検定料を記載ください。
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被害に遭われた皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
愛知大学では、令和２年度災害救助法適用市町村の受験生(学部・短期大学部・大学院・専門職大学院)に対し、学

びの機会をできる限り保障するため、入学検定料の減免措置を講じることといたしました。本措置を利用して出願さ
れる場合は、下記のとおりお手続きください。

記
１.対象者

令和２年度災害救助法適用市町村世帯の受験生のうち、２０２１年度愛知大学入学試験(学部・短期大学部・大
学院・専門職大学院)を受験される方。

※災害救助法適用市町村 内閣府ホームページ「災害救助法の適用状況」をご確認ください。
　URL：http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

２.減免基準等
基本的な措置は概ね下表のとおりです。

区分 被災状況 入学検定料

１種 家屋の全壊・全焼
保証人(家計支持者)の死亡等

全額免除
２種 家屋の半壊・半焼等
３種 家屋の損傷等

３.申請方法
以下の申請書類を、宛先左側に「入学検定料免除申請書在中」と朱書きの上、
簡易書留にて出願する入学試験の出願締切日１０日前までに提出してください。
申請書類に基づき審査を行い、審査結果を１週間以内に文書で送付します。

＜申請書類提出先＞
愛知大学企画部入試課　〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０-３１
＜申請書類＞
 １.　 愛知大学入学検定料等免除申請書　（本学所定用紙：本学受験生向けサイトからダウンロード）

被災状況については、「罹災証明書」の記載内容に従って記入してください。 
 ２.　 罹災証明書（コピー可） 

倒壊については被災地の市区町村役場、焼失については被災地の消防署が発行。 
 ３.　 戸籍抄本（コピー可） 

家計支持者が被災により死亡した場合のみ必要です。 
※以下の場合も対応いたしますので、企画部入試課までご連絡ください。 
・提出期限内に必要書類提出が間に合わない場合 
・申請期限を過ぎてしまった場合

以　上

※ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。
＜お問合せ先＞　企画部入試課　TEL：０５２-９３７-８１１２・８１１３　 E-mail：nyushi@ml.aichi-u.ac.jp

２０．令和２年度災害救助法適用市町村で被災された受験生の皆様へ

ippan_nyushi_p61-62.indd   62 2020/11/02   18:14ippan_nyushi_p61-62.indd   61 2020/10/26   17:04



2 0 2 1年度
一般選抜募集要項

名古屋校舎（名古屋駅地区ささしまライブ）
法学部
法学科

経済学部
経済学科

経営学部
経営学科
会計ファイナンス学科

現代中国学部
現代中国学科

国際コミュニケーション学部
英語学科
国際教養学科

豊橋校舎（愛知県豊橋市）
文学部
歴史地理学科
日本語日本文学科
人文社会学科
現代文化コース、社会学コース、欧米言語文化コース

心理学科
地域政策学部
地域政策学科
公共政策コース、地域産業コース、まちづくりコース
地域文化コース、健康・スポーツコース、食農環境コース

短期大学部
ライフデザイン総合学科

愛知大学一般選抜への出願は、インターネット出願のみです。事前に募集要項をよく読み、必要なものをご準備ください。

2021年4月 新設
2021年4月 新設

〒４６１-８６４１　名古屋市東区筒井二丁目１０-３１
TEL（０５２）９３７-８１１２・８１１３（直通）（平日９時～１７時）企画部入試課

〈本学試験場　交通アクセス〉
●名古屋校舎（名古屋駅地区ささしまライブ）
　（法学部・経済学部・経営学部・現代中国学部・国際コミュニケーション学部）
　名古屋市中村区平池町四丁目６０－６　TEL　０５２－５６４－６１１１（代表）
　＜アクセス＞
　〔鉄道〕　「名古屋」駅より徒歩約１０分
　　　　　あおなみ線「ささしまライブ」駅下車（名古屋駅より乗車時間１分）
　　　　　※大学まで歩行者デッキで直結
　　　　　近鉄「米野」駅徒歩約５分
　〔バス〕　名鉄バス「愛知大学前」下車
　　　　　名古屋市営バス「ささしまライブ」下車

● 豊橋校舎（愛知県豊橋市）
　（文学部・地域政策学部・短期大学部）
　愛知県豊橋市町畑町１－１　TEL　０５３２－４７－４１１１（代表）
　＜アクセス＞
　〔鉄道〕　豊橋鉄道渥美線「愛知大学前」駅隣接（新豊橋駅より乗車時間６分）

※入学試験当日は、天候や事故などにより、予期せぬ公共交通機関の遅延などが発生する可能性があります。
　そのため、試験場までの複数の移動手段、代替ルートを事前に想定することをおすすめします。
　また、早めに試験場に到着するように心がけてください。
　試験当日、緊急時には以下のURLもしくはQRコードから本学の対応措置についての情報が確認できます。
　受験生向けサイト（パソコン・スマートフォン）　https://www.aichi-u.ac.jp/nyushi/

〈入試問題集２０２０配付中〉
過去問題集を配付しています。以下のURLもしくはQRコードから、ご請求ください。
https://formserv.jp/６００７/１

https://formserv.jp/6007/1

〈個人情報の取扱いについて〉
出願に当たってお知らせいただいた氏名、住所、その他の個人情報は、
（１）入学試験の実施（出願処理・受験票の発送・試験の実施等）
（２）合格通知書の発送
（３）入学手続
（４）新型コロナウイルス感染症に関連し、保健所等の行政機関が行う必要な調査
とこれらに付随する事項を行うために利用します。上記以外の目的で、本学が志願者本人に通知することなく個人情報を利用すること
はありません。
なお、本学は上記利用目的のため、その業務の一部を本学が定める個人情報取扱の基準を満たす業者（以下、「委託業者」という）において
行います。業務を委託するに当たり、委託業者に対して委託業務を遂行するために必要となる限度で、お知らせいただいた個人情報の全
部又は一部を提供します。提供に際しては、委託業者に対しても、契約により適切な管理を義務付けています。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染拡大等の影響によって、予定している試験が実施困難と判断される場合、内容を一部変更し、実施する可能性が
あります。なお、変更内容は決定次第、速やかに受験生向けサイトにてお知らせします。
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