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■ＡＯ入試とは

・ＡＯ（アドミッションズオフィス）入試とは、

大学・学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に

照らし合わせて合否を判定する試験です。

・学力試験の得点で合否を決める従来の一般試験とは異なり、

多面的に人物を評価して、合否を判定します。
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■２０２０年度経済学部ＡＯ入試のポイント

①審査方法が出願するコースによって異なります。

②出願資格をご確認ください。
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★「国際コース出願者」
★「金融コース出願者で基礎学力テストを免除された者」

・面接（15分程度）

★「金融コース出願者で基礎学力テストを免除されていない者」
★「経済学コース出願者」

・面接（15分程度）
・基礎学力テスト（60分）

★金融コースは、資格の有無によって試験方法が異なります。

★「B.基礎学力の条件 全体の評定平均値3.0以上」が、３コース共通の出願条件となります。

★「C.自己推薦の条件」が、コースごとに設定されています。



■出願条件

本学部のアドミッション・ポリシーを理解し、次のＡ、Ｂ、Ｃの３つの条件を
満たす者。

▶経済学部アドミッション・ポリシー

経済学部経済学科では、学部学科の教育目標に共感した、下記のような者の入学を期待します。

・経済学の専門的知識の習得に必要な基礎学力を有している者。

・経済および経済学に対する強い知的関心と学習意欲をもっている者。

・広い視野と深い専門的学識を身につけ、変化する社会の課題を把握して積極的に関与する

意欲をもっている者。
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■Ａ.一般的条件（次のいずれかに該当する者）

① 2020年３月高等学校・中等教育学校を卒業見込みの者、

または2020年３月高等専門学校の第３学年次修了見込みの者。

② 2019年３月高等学校・中等教育学校を卒業した者、

または2019年３月高等専門学校の第３学年次修了の者。

▶簡単に言うと、｢現役の高３生｣と、｢ １浪生（昨年度卒業） ｣が出願可ということです。
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■Ｂ.基礎学力の条件

全体の評定平均値3.0以上の者

▶出願書類｢調査書｣に記載されている｢全体の評定平均値（全教科の評定平均値）｣。

▶｢全体の評定平均値｣が3.0以上でなければ出願できません。

▶自分自身の｢全体の評定平均値｣が不明な場合は、高校の担任の先生にお問合せください。
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■Ｃ．自己推薦の条件

出願コースの自己推薦の条件に該当する者

▶経済学コース

▶国際コース

▶金融コース

コース毎に条件が異なりますので、十分に注意してください。
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■Ｃ．自己推薦の条件

▶経済学コース
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（1）・（2）のいずれかにて、自己推薦できる者

(1)次の条件を有し、自己推薦できる者

①現在あなたが関心を有する経済・社会問題を一つ取り上げ、それに対する自分の意見・考えを述べられる者。

(2)次のいずれかの条件を有し、自身の該当する評価や資格、活動について、将来の
目標を見据えつつ自己推薦できる者

①文化・芸術・スポーツ・芸能の分野での活動を通じて、高い評価を得た者。
②資格を取得している者（例：商業経済、簿記、情報・パソコン、英語、数学、漢字等に関連する資格）。
③上記以外に自己推薦ができる者（例：生徒会活動、留学経験、ボランティア活動、部活動における部長経験等）。



■Ｃ．自己推薦の条件

▶国際コース
次のいずれかの資格を有し、｢国際コースでの4年間の学び｣と｢将来の目標｣を結び付
けて自己推薦できる者

★提出するスコア証明書は、入試日を最終日として過去2年以内に取得したものに限ります。

★上記①～⑦のいずれかの資格を有していないと出願できないので注意してください。
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資格 級・スコア

①実用英語技能検定 準２級以上

②全商英語検定 １級

③ＴＯＥＩＣ ４００点以上

④ＴＯＦＥＬ ｉＢＴ ４１点以上

⑤ＧＴＥＣ ３技能版 ４８５点以上（オフィシャルスコアに限る）

⑥ＧＴＥＣ ４技能版（CBTタイプも可） ８１０点以上（オフィシャルスコアに限る）

⑦ＴＥＡＰ １８６点以上



■Ｃ．自己推薦の条件

▶金融コース
｢金融コースでの4年間の学び｣と｢将来の目標｣を結び付けて自己推薦できる者

★昨年度までと異なり、資格を持っていなくても出願することができるようになりました。

★次の①～④のいずれかの資格を有する場合、資格を証明する書類を添付することで、基礎学力テストが免除されます。
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資格 級・スコア

①日商簿記検定 3級以上

②全商簿記検定 1級

③全経簿記検定 2級以上

④ファイナンシャル・プランニング技能士（FP） 3級以上



■ＡＯ入試の日程

※詳細は、ＡＯ入学試験要項を確認してください
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【出願期間】 8月24日（土）～9月2日（月）

【第1次選考】＜書類選考＞
★来校する必要はありません。
★9月13日に、第1次選考の合否通知を大学から発送します。

【第2次選考】＜選考日 9月22日（日）＞
★国際コース出願者
★金融コース出願者で基礎学力テストを免除された者

・面接（15分程度）

★金融コース出願者で基礎学力テストを免除されていない者
★経済学コース出願者

・面接（15分程度）
・基礎学力テスト（数学と英語 計60分）



■選考の方法
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【第１次選考】

＜書類審査＞

• エントリーシート［志望理由（400字以内）、自己推薦の具体的内容について（800字以内） ］、
その他提出書類をもとに書類選考を行います。

• 自己推薦は、出願コース毎に記入必須事項があります。エントリーシートに記載されている指示に
従って記入してください。



■選考の方法
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【第2次選考】

＜面接（15分程度） 全コース対象＞

• エントリーシートに記入した、「 自己推薦の具体的内容について（800字以内）」の内容をもとに、
3分程度で自己推薦を述べてください。その後、質疑応答を行います。

• 「志望理由（400字以内）」は、述べないでください。

＜基礎学力テスト（数学と英語 計60分） 経済学コース・金融コース対象＞

• 経済学コースは、基礎学力テストが課されます。

• 金融コースは、基礎学力テストが課されますが、次の①～④のいずれかの資格を有する者は、資
格を証明する書類を出願書類に添付することで、基礎学力テストが免除されます。

①日商簿記検定：3級以上 ②全商簿記検定：1級 ③全経簿記検定：2級以上
④ファイナンシャル・プランニング技能士：3級以上



■評価のポイント（第１・２次選考）
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【第1次選考】

＜書類審査＞

• 選考書類ということを意識し、丁寧に取り組んでください。
• エントリーシートの、制限字数の上限に近い字数まで使用して表現してください。
• 誤字脱字がないように、十分に見直しを行ってください。

【第2次選考】

＜面接（15分程度）＞

• ３分程度の自己推薦の後の［質疑応答（12分程度）］が重要になりますので、自己推薦は必ず３分
程度でおさめてください。

• 面接官は、３分程度の自己推薦の内容に対して、掘り下げる形で「それはなぜ？」という形で質問
を行います。それに対する応答から、「論理的思考能力」「表現力」を評価します。



■評価のポイント（第２次選考）
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【第2次選考】

＜面接のポイント＞

★「論理的思考能力」とは
• 「それはなぜ？」という問いに、「○○だから、○○です。」と説明した際に、相手に「なるほど！」と

納得させられる力です。「なるほど！」と思わせるためには、相手を納得させられる理由・根拠と、
それを含めたストーリーの展開力（これらの理由・根拠をいかにわかりやすく伝えられるか）が重要
です。

★「表現力」とは
• 「相手を引きつけ、理解・納得させる力」とも言えます。同じ内容でも伝え方により相手に「なるほ

ど！」と納得させられることもあればそうでないこともあります。相手に納得させる「伝える力」をみ
ます。



■評価のポイント（第２次選考）
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【第2次選考】

＜基礎学力テスト（数学＋英語 計60分）＞

• 「経済学コース出願者」「金融コース出願者で基礎学力テストを免除されていない者」が対象です。
• 60分間で、数学・英語の基礎学力を問います。
• サンプル問題を、経済学部ホームページ（http://keizai.ris.ac.jp）に７月下旬頃UPする予定です。

（下記は、過去のものです。）

経済学部HP
QRコード↓



立正大学 経済学部
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）

エントリーシートには、

［氏名］［性別］［生年月日］と、以下の内容を記入します。

１．出願コースの選択

２．出願コースの、出願資格Ｃ．「自己推薦の条件」についての選択

３．「志望理由（４００字以内）」の記入

４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

→出願コース毎に記入内容の指示がありますので、

指示内容に従って記入する必要があります。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）

１．出願コースの選択

→出願するコースの□にチェックしてください

→下記のようにレ点でチェックしてください

例：経済学コースに出願する場合
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）

２．出願コースの、出願資格Ｃ．「自己推薦の条件」についての選択

→出願するコース欄の中から、自身の出願資格Ｃ．「自己推薦の条件」について、

該当する項目の□にチェックしてください。

→出願コース内であれば、複数チェックしても構いません。

→但し、複数チェックした場合には、面接で、主の自己推薦の内容とすることを、 エント

リーシート［４.「Ｃ． 自己推薦の条件について（８００字以内）」］に記して下さい。

※面接の自己推薦は、エントリーシートに記入した ４.「Ｃ． 自己推薦の条件について

（８００字以内）」 の内容をもとに、３分程度で述べるという条件があるためです。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
３．「志望理由（４００字以内）」の記入

→出願するコースを志望する理由を４００字以内で記してください。

→｢３．志望理由｣は、第２次選考の｢面接｣の自己推薦では、述べないでください。

※「志望理由（４００字以内）」は、第１次選考の｢書類審査｣で使用する項目です。

※第２次選考の｢面接｣の自己推薦は、エントリーシート［４.「Ｃ． 自己推薦の条件

について（８００字以内）」］で記した内容をもとに、行なっていただきます。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

→出願コース毎に記入内容の指示がありますので、指示内容に従って記入する必要があります。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

▶経済学コース ｢Ｃ．自己推薦の条件｣ (１)①での出願者

Ｃ．自己推薦の条件

(1)次の条件を有し、自己推薦できる者

①現在あなたが関心を有する経済・社会問題を一つ取り上げ、それに対する自分の意見・考えを述べられる者。

経済学コース ｢Ｃ．自己推薦の条件｣ (１)①での出願者は、以下の１点のみを記すこと

１．あなたが取り上げた経済・社会問題に対する意見・考え

→取り上げたテーマに対する意見・考えを８００字以内で記してください。

※面接では、記載内容に肉付けして、３分程度で述べてください。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

▶経済学コース ｢Ｃ．自己推薦の条件｣ (２)①②③での出願者

Ｃ．自己推薦の条件

(2)次のいずれかの条件を有し、自身の該当する評価や資格、活動について、将来の目標を見据えつつ自己推薦できる者

①文化・芸術・スポーツ・芸能の分野での活動を通じて、高い評価を得た者

②資格を取得している者（例：商業経済、簿記、情報・パソコン、英語、数学、漢字等に関連する資格）

③上記以外に自己推薦ができる者（例：生徒会活動、留学経験、ボランティア活動、部活動における部長経験等）

経済学コース ｢Ｃ．自己推薦の条件｣ (２)①②③での出願者は、以下の２点を記すこと

１．将来の目標

２．自己推薦内容について（１．将来の目標と結びつける必要はない）
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

▶経済学コース ｢Ｃ．自己推薦の条件｣ (２)①②③での出願者

以下の内容を組み入れて、８００字以内で記してください。

→自己推薦の内容が「Ｃ．自己推薦の条件」(２)①②③のうちどれに当てはまるのか。

→なぜ自己推薦の内容・活動に興味を持ったのか。

→具体的エピソードを交えながら活動内容を述べ、目標達成のためにどのような計画をたて、どのように努

力したか、その過程。

→目標を達成する過程で、どのようなことを学んだのか（具体例を入れて）。

→「将来に対する目標」をどのように実現させていくのか（経済学に関する内容である必要はない）。

※８００字以内で書ききれない場合には、上記内容のポイントのみを記してください。

そして、面接では、記載内容に肉付けして、３分程度で述べてください。

25



■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

▶国際コース

国際コース への出願者は、以下の２点を記すこと

１．将来の目標

２．国際コースでの４年間の学び（１．将来の目標と結びつけること）

国際コースでは、｢ビジネスで必要とされる実践的英語力を身につけ、国際的な視野で物事を捉えて行動する
ことができる人材の育成｣を目指しており、上記のコースの目標と自分自身の将来の目標とが合致し、明確な
ビジョンを持った受験生に志願していただくことを期待しています。

自分自身の｢将来の目標｣を実現するために、｢立正大学経済学部国際コース｣でどのように学んでいくのか（例
えば、将来の目標を実現するために、各学年でどういう資格を取るといったことや、何年生で留学し、その留
学でどういう目標を持って臨むか等）といった、具体的なプランを持って、自己推薦してくれることを期待し
ています。

※８００字以内で書ききれない場合には、上記内容のポイントのみを記してください。そして、面接では、記載内容に肉付

けして、３分程度で述べてください。
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■エントリーシートの書き方（第１次選考）
４．「Ｃ．自己推薦の条件について（８００字以内）」の記入

▶金融コース
金融コース への出願者は、以下の２点を記すこと

１．将来の目標

２．金融コースでの４年間の学び（１．将来の目標と結びつけること）

金融コースでは、「金融・財務に対する深い理解」、「金融・財務に直結した資格取得」の2つを軸に、金融
機関や一般企業における金融･財務のエキスパートとして、地域経済を活性化させていく人材の育成を目指し
ており、上記のコースの目標と自分自身の将来の目標とが合致し、明確なビジョンを持った受験生に志願して
いただくことを期待しています。

自分自身の｢将来の目標｣を実現するために、｢立正大学経済学部金融コース｣でどのように学んでいくのか（例
えば、将来どういったところに就職したいのか？そして何をしていきたいのか？将来の目標を実現するために
は、こういう資格が必要なので取得したい等）といった、具体的なプランを持って、自己推薦してくれること
を期待しています。

※８００字以内で書ききれない場合には、上記内容のポイントのみを記してください。そして、面接では、記載内容に肉付

けして、３分程度で述べてください。
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■面接の受け方（第２次選考）

▶面接時間は１５分程度です（自己推薦３分程度、その後質疑応答）。

▶自己推薦の内容をエントリーシート項目［ ４．「Ｃ．自己推薦の条件につ

いて（８００字以内）」 ］の内容をもとに３分程度で述べてください。

※｢３．志望理由（４００字以内） ｣は、述べないでください。

▶面接では、｢自己推薦｣に対して行なう質疑応答から、

「論理的思考能力」・「表現力」を評価します。
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立正大学 経済学部
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立正大学 経済学部
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Ｑ１. 経済学コースの「出願資格Ｃ.自己推薦の条件」の、(１)①、(２)①～③

のうちで、より高く評価される条件はありますか。

Ａ１.「ありません」

面接内容を「自己推薦の内容」としている理由は、「論理的思考能力」・

「表現力」があるかどうかを見せてもらうためです。

皆さんが本当に興味・関心があること、一生懸命取り組んできたことは、

いろいろ悩み、試行錯誤を繰り返しながら取り組んだはずです。そうした

自分自身の言葉で語れる事柄を面接のテーマとすることで、「論理的思考

能力」「表現力」をみやすくすることを目的にしていますので、自己推薦

条件によって、有利・不利ということは全くありません。
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Ｑ２. 経済学コース「出願資格Ｃ.自己推薦の条件」(２)①②は、実績や資格が

上位であると有利なのでしょうか。

例：全国大会出場と県大会ベスト８

英検３級と英検２級 では評価は違いますか？

Ａ２.「違いはありません」

理由は、Ｑ１と同様です。

Ｑ３. 経済学コース「出願資格Ｃ.自己推薦の条件」の、 (１)①、(２)①②に

当てはまりません。 (２)③の、生徒会活動、留学経験といった経験はな

いのですが、出願できますか？

Ａ３.「出願できます。出願資格(２)③は自己推薦できれば何でも結構です。」

「論理的思考能力」「表現力」をみることが目的ですので、自己推薦の内

容は問いません。
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Ｑ４. 経済学コース、｢Ｃ.自己推薦の条件 (２)①文化・芸術・スポーツ・芸能

の分野での活動を通じて、高い評価を得た者｣の「高い評価を得た者」の

具体的な基準を教えてください。

Ａ４. 高い評価とは、何か具体的な順位や実績を指すものではありません。

自己推薦内容の活動について、その活動を通じて実績・目的に向かっての

努力・活動に対する熱意・献身性等々を評価する人がいるということで構

いません。

※具体的な実績がある場合には、ＡＯ入学試験要項の出願書類④の通り、

「証明書・賞状・冊子の該当ページ等のコピー」を提出してください。

※「目的に向かっての努力・活動に対する熱意・献身性等々」評価する人

がいることを証明する書類を提出する必要はありません。（「論理的思

考能力」・「表現力」をみる試験ですので、実績の有無による有利・不

利は一切ありません。）
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Ｑ５. 経済学コース「出願資格Ｃ.自己推薦の条件」で２つ以上に当てはまる場

合には、２つ以上で自己推薦をしてもいいですか。

Ａ５.「エントリーシート［４.「Ｃ． 自己推薦の条件について（８００字以

内）」］に記されていれば、構いません。」

→エントリーシート［２．出願コースの、出願資格Ｃ．「自己推薦の条件」についての

選択］では、出願コース内であれば、複数チェックしても良いので、２つ以上で自

己推薦しても構いません。

→繰り返しになりますが、面接内容を「自己推薦の内容」としている理由は、「論理的

思考能力」・「表現力」があるかどうかを判断させていただくためです。

自己推薦条件によって、有利・不利ということは全くありません。自己推薦できる内

容が多いから有利ということもありません。面接官は、自己推薦内容を掘り下げて質

問していきたいので、１つの内容をより内容濃く自己推薦をしていただいたほうが良

いと思います。
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Ｑ６. 経済学コースの｢Ｃ.自己推薦の条件 (２)①②③｣で出願する場合、

エントリーシート［４.「Ｃ.自己推薦の条件について（８００字以内）」］

で、「将来の目標」を記入しなければいけませんが、

｢将来の目標｣は、経済学に関する内容でなければいけませんか。

立正大学経済学部での４年間の学びと関係しなければいけませんか。

Ａ６.「将来の目標は、経済学に関する内容でなくて結構です」

「経済学コース志願者は、｢将来の目標｣と｢コースでの４年間の学び｣を

結びつける必要はありません。」

経済学コースの面接では、｢将来の目標｣よりも、｢自己推薦の内容について｣

を、より掘り下げて質問したいと考えておりますので、｢２.自己推薦の内容

について｣に比重を置いて、詳細に記入してください。
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Ｑ７.経済学コースの｢基礎学力テスト」では、どのような問題が出されますか。

Ａ７.簡単な、英語と数学の問題です。サンプル問題を経済学部HP
（http://Keizai.ris.ac.jp）に7月下旬頃UPする予定です。たとえば、以下のよう
な感じです。

【英語】問題例

【１】次の文の下線部の意味に近い語（句）として最も適切なものを①～④のうちから一つ選びなさい。

（１） After playing hard, the children were thirsty.

① wanted something to drink  ② were sleepy  ③got tired  ④ needed some food

【２】次の文の空所に入れるのに最も適切な語（句）を下の①～④のうちから一つ選びなさい。

（2） You will fail you work harder.

① despite     ② unless    ③ since      ④however
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【数学】問題例

【１】２次関数とそのグラフ

２次関数y = 2𝑥2 + 4𝑥 − 1 のグラフに関して以下の問いに答えなさい。

(1) グラフの形状として合うものを選びなさい。

① 円 ② 直線 ③ 放物線 ④ 双曲線

(2) x − y 平面においてグラフが通る座標(x, y) を選びなさい。

①(−1,−4)  ② (2, 17)  ③ (1, 4)  ④ (0,−1)

(3) グラフの頂点の座標(x, y) を選びなさい。

①(−1,−3)  ② (−1, 3)  ③ (1, 3)  ④ (1,−3)

(4) グラフとx 軸との交点の数を選びなさい。

①0 個 ② 1個 ③ 2 個 ④ 3 個

(5) グラフとx 軸との交点のx 座標の一つとして正しいものを選びなさい。

①
−2+ 6

2
②

−2+ 6

4
③

2+ 6

2
④ 交点は存在しない
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Ｑ８. 国際コースでは、指定された資格を保有していることが出願

の条件となっていますが、資格が上位であると有利なのでしょうか。

例：英検準２級と英検２級で評価の違いはありますか。

Ａ８.「違いはありません」

面接から「論理的思考能力」「表現力」を評価し、合否を判断しますので、

資格が上位かどうかで、有利・不利ということはありません。

国際コースは、｢特別コース｣という位置づけであり、メインコースである

経済学コースよりも厳しく選抜したいと考えております。そうした考えか

ら、ＡＯ入試においては、志願の段階において、指定した資格保有者のみ

出願可という条件を設けることで、志願者を限定しています。

39



Ｑ９. 国際コースの「将来の目標」は、経済学に関する内容でなけ

ればいけませんか。

立正大学経済学部での４年間の学びと関係しなければいけませんか。

Ａ９.「将来の目標は、経済学に関する内容でなくて結構です」

「国際コース志願者は、｢将来の目標｣と｢コースでの４年間の

学び｣を必ず結びつけてください。」
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Ｑ１０. 金融コースの「基礎学力テスト」では、どのような問題がだされますか。

Ａ１０.「経済学コースの「基礎学力テスト」と同じです」

Ｑ７とＡ７を参照してください。

ただし，金融コースの出願者で下記の①～④のいずれかの資格を有する

者は資格を証明する書類を出願書類に添付することで基礎学力テストが

免除されます。【①日商簿記検定の3級以上、②全商簿記検定の1級、

③全経簿記検定の2級以上、④ファイナンシャル・プランニング技能士

の3級以上】
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Ｑ１１. 金融コースの「将来の目標」は、経済学に関する内容でなければいけま

せんか。

立正大学経済学部での４年間の学びと関係しなければいけませんか。

Ａ１１.「将来の目標は、経済学に関する内容でなくて結構です」

「金融コース志願者は、｢将来の目標｣と｢コースでの４年間の学び｣を必

ず結びつけてください。」
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Ｑ１２.「高校の成績」は、評価に関係しますか。

Ａ１２.「関係しません」

出願条件を、｢全体の評定平均値３.０以上の者｣としておりますので、

出願するためには、上記条件を満たす必要がありますが、

試験では、「高校の成績」は評価に使用しません。

・ＡＯ（アドミッションズオフィス）入試とは、

大学・学部の求める学生像（アドミッション・ポリシー）に

照らし合わせて合否を判定する試験です。

・学力試験の得点で合否を決める従来の一般試験とは違って、

多面的に人物を評価して、合否を判定します。
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Ｑ13.第２次選考の「面接」では、自己推薦は「３分程度」と書かれていますが、

アピールしたいことがたくさんあるので、「３分程度」以上自己推薦して

もいいですか。

Ａ13.「不可です」

必ず「３分程度」にまとめてください 。

「面接」の「質疑応答」で、「論理的思考能力」「表現力」を評価しま

す。「自己推薦」の時間を長くしても評価の対象にはなりません。

また、「３分程度」という限られた時間で、より効果的に「自己推薦」で

きるかどうかということは、「表現力」の評価にもなりますので、時間は

必ず守ってください。
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Ｑ14.「面接」の際に、自己推薦のために道具を持ち込みをしてもいいですか。

Ａ14.「不可です」

通常の「面接」試験ですので、持ち込みは認めません。

Ｑ15. 面接の質疑応答の内容は、自己推薦の内容に関するものだけですか。

Ａ15. エントリーシートに記入した、

｢自己推薦の具体的内容について（８００字以内）｣の内容が

中心となります。
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Ｑ16.「エントリーシート」は、パソコン（ワード）で記入してもいいですか。

Ａ16.「不可です」

エントリーシートに記載の通り、必ず「自筆」で記入してください。

その他に「黒のペンまたはボールペンで記入」、「横書き」という指定も

行っておりますので、注意してください。

Ｑ17.「エントリーシート」を書き間違えました。どうすればいいですか。

Ａ17.「修正液を使用しての修正で結構です」

エントリーシート（原本）をコピーし、予備を作って使用しても結構です。
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Ｑ18.夏のオープンキャンパスのＡＯ入試個別相談会では、どんな質問をしても

良いのでしょうか。

Ａ18.「ＡＯ入試の評価に関わることでなければ、質問を受け付けます」

以下のような、ＡＯ入試の評価に関係する質問は受け付けません。

例：①この自己推薦内容は良いと思いますか。

②自己推薦の内容を添削してください。

③面接指導をしてください。

④ＡＯの質問に対して、このように答えようと思いますが良いと

思いますか。

等々、評価に関係する質問は一切受け付けません。
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Ｑ19. 夏のオープンキャンパスの「ＡＯ入試説明会」に出席していなくても、出

願できますか。

Ａ19.「出願できます」

経済学部のＡＯ入試は、「ＡＯ入試説明会」への出席を出願条件にしてい

ません。この資料は、経済学部公式ホームページ

（http://Keizai.ris.ac.jp）にも掲載します。

Ｑ20.「ＡＯ入試」に出願していましたが、高校の方で「指定校制推薦」に決ま

りました。この場合「ＡＯ入試」は、どうすればいいですか。

Ａ20.「ＡＯ入試の第２次選考を欠席することで、辞退扱いになります」

検定料の返金はありません。

面接準備の関係上、辞退者を確認しています。辞退を決定したら速やかに

経済学部事務室（TEL03-3492-7529）へお電話ください。その際、受験

番号とお名前をうかがいますので、受験票をご用意ください。 50



Ｑ21.「指定校制推薦」に決まり、「ＡＯ入試」を辞退すると、現在通っている

高校の「次年度指定校枠」がなくなるなどの不利益が発生しませんか。

Ａ21.「ＡＯの辞退を理由にした不利益は、ありません」

例年、指定校制推薦の高校での決定は、９月下旬頃です。このため、「Ａ

Ｏ入試」出願者の中には、「指定校制推薦」が決まり、ＡＯの試験を辞退

する方は毎年のようにいます。不利益は、志願者本人の検定料が戻ってこ

ないということのみです。辞退により通学している高校に何か迷惑をかけ

るといったことはありませんので、ご安心ください。

Ｑ22. 他大学のＡＯ入試との併願は可能ですか。

Ａ22. 「可能です」

併願先の大学が、併願を認めているかご注意ください。
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Ｑ23. 立正大学の他学部の「ＡＯ入試」との併願は可能ですか。

Ａ23.「不可です」

Ｑ24. ｢ＡＯ入試｣で、立正大学経済学部内で併願は可能ですか。

例：経済学コースと国際コースの併願

Ａ24. 「不可です」

①経済学コース

②国際コース

③金融コース

上記の中から、１コースを選んで出願してください。
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Ｑ25.  ｢国際コース｣、｢金融コース｣は｢特別コース｣とのことですが、

合格した場合、大学入学までに、何か特別な準備は必要ですか。

Ａ25. 「国際コース」に合格し、入学手続きされた入学予定者には、

入学後の授業理解や、短期留学（任意参加）に向けた準備として、

入学までの期間、ＴＯＥＩＣの事前学習を求めています。

「金融コース」に合格し、入学手続きされた入学予定者には、

入学後の授業理解、資格取得に向けた予習として、入学までの期間、

日商簿記３級（既取得者には日商簿記２級）の事前学習を求めています。

「国際コース」「金融コース」は、「特別コース」ですので、

より明確な目標を持ち、高い学習意欲を持った学生に

志願していただくことを期待しております。
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本日配布の当スライド資料は、立正大学経済学部公式HPの、一番
下にスクロールしたところにある｢新着情報｣欄に掲載しますので、
資料紛失の際には、こちらで確認してください。
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お疲れさまでした
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