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エントリー型
ガイドブック
こ ん な 人 に お す す め！
高校時代の
頑張りをみて欲しい

RKUで学びたい！

将来なりたい職業がある

エントリーを通じて自分を知り、
自分の未来をえがきながら受験する入試です
志望学科が決まっていない…

志望学科が決まっていなくても大丈夫！
RKU面談と同時に開催する入試・学科相談に参加してください。
本学教員との対話を通じて、自分にあった学科を見つけることができます！
（くわしくは５ページへ）

エントリー型の進め方
STEP

1

STEP

RKU面談（エントリー面談）

2

エントリー型専用ページから予約
します。対面のほかオンラインでも
面談可能です。
point
エントリーシートの課題に
自分の想いをまとめよう
● RKU面談で入学後に
学びたいことをアピールしよう

本試験（入学試験）

国・数・英の基礎的な学習課題
に、PCやスマートフォンなどで
継続的に取り組みます。

くわしくは１〜２ページへ

●

RKU zero（webドリル）

書類審査、STEP1・STEP2
の振り返りと、面接の結果
で合否を決定します。

くわしくは3ページへ
point

くわしくは4ページへ
point

webドリルで学習課題に
取り組もう
● 学習に対する意欲や熱意を
アピールしよう
●

これまでの取り組みを
振り返ろう
● 取り組みを通じて思いえがいた
自分の想いをアピールしよう
●

▲

RKU面談の予約手順、キャンパス、日程については５〜６ページ

■経済学部 経済学科／経営学科
■社会学部 社会学科／国際観光学科
■流通情報学部 流通情報学科
■法学部 ビジネス法学科／自治行政学科
■スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科／スポーツコミュニケーション学科

出願資格

流通経済大学を第一志望とし、次のいずれかに該当する者

出願要件

1.本学および志望学部・学科のアドミッション・ポリシーを理解している者
2. STEP1とSTEP2を経た者
※くわしくは、募集要項を確認してください。

1．
高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および2023年3月卒業見込みの者
2．
通常の課程による12年の学校教育を修了した者および2023年3月修了見込みの者
3．
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
認められる者および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者

エントリー型では、自分を知り、未来をえがくための期間（エントリー期間）
として、
STEP1（RKU面談）
とSTEP2（RKU zero）に取り組んでいただきます。

総合型選抜

エントリー型 の進め方

STEP 1
RKU面談（エントリー面談）
事前の面談予約とエントリーシートの提出が必要です。
面談方法は対面のほか、オンラインも選択できます。
1

下記QRコードから志望する学部・学科の面談予約サイトに進み、RKU面
談の日時を確認のうえ予約してください（くわしくは５ページ）。
なお、入試・学科相談の予約も下記のQRコードからアクセスできます。

2

エントリーシートの提出方法は2種類あります。
どちらかやりやすい方法で提出してください。

①予約後に届く予約完了メールに記載のURLから入力フォームに進み入
力する
（面談日の朝９時まで入力できます）。
②本学公式webサイトのエントリー型専用ページからエントリーシートを
ダウンロード＆印刷し、記入する
（面談当日忘れずに持参してください）。
※オンラインによる面談を選択した方は①のみ選択可能です。

3

面談当日は、
学部指定のキャンパスに来校してください
（くわしくは６ページ）
。
※オンラインによる面談を選択した方は、
自宅などからPCやスマートフォンなどを用いて面談します。

RKU面談の
予約はこちらから！

RKU面談に
あたっての注意点

面談日程（6ページ）は予定であり、変更の場合があります。最新の
情報はエントリー型専用ページで確認してください。
1

必ずA4サイズで印刷すること

総合型選抜エントリー型
エントリーシート

第1志望の学科
上記の学科での
エントリー回数

学科

（

）回目

氏名

（記入方法）濃いめの鉛筆（シャープペン）ではっきりした文字で記入してください。

①

本学を志望するにあたり、あなたの自己アピールを述べてください。

②

本学の志望理由を述べてください。

③

第1志望の学科で学びたい内容や大学卒業後の希望進路について述べてください。
希望進路が決まっていない場合は、学びたい内容をより詳しく述べてください。

④

欠席日数、遅刻回数、評定平均を記入してください（エントリー時点）。
資格、課外活動については、取得実績、活動実績がある場合は記入してください。

エントリーシートの書き方
エントリーシートを手書きで記入し、当日持参する場合は、濃いめの

欠

席

資

格

１年

2年

日

3年

日

遅

刻

１年

日

2年

回

3年

回

評定平均
回

（

鉛筆（シャープペン）で、はっきりした文字で記入してください。
1 から 3 の課題は、
下記の内容をよく確認して作成しましょう。

）

（取得学年も記載してください）

課外活動

（文化活動・
スポーツ活動など）

この欄には何も記入しないでください

▲

整理番号

エ ントリー シ ートの 課 題 内 容

1 本学を志望するにあたり、あなたの自己アピールを述べてください。
皆さん自身のこれまでの生活を振り返りながら、自己アピールしましょう。学校生活で頑

張ったこと、学業や部活動・特別活動などを通して得た経験、困難を乗り越えた経験、
日常生
活の出来事をきっかけに深く考えた経験など、
自由にアピールしてください。

2 本学の志望理由を述べてください。
流通経済大学の特色として、実学主義、教養教育、少人数教育、高い就職実績、そしてス

ポーツ活動が盛んなことなどがあります。貴重な大学生活を送る場所として、流通経済大学

を選ぶ理由を書いてみましょう。

3 第1志望の学科で学びたい内容や大学卒業後の希望進路について述べ
てください。希望進路が決まっていない場合は、学びたい内容をより詳
しく述べてください。

▼

（くわしくは5ページへ）
志望学科が決まっていない方は入試・学科相談へ！

流通経済大学には、特色のある学部・学科が設置されています。それぞれの特色を確認し

ながら、勉強したい内容、そう思う理由やきっかけ、そして、大学卒業後の希望進路との関連

性などを考えながら述べてみましょう。大学卒業後の進路については、
「こういう仕事をして

みたい」
「こういう業界で働いてみたい」
というイメージを膨らませてみましょう。

なお、
この欄を書くにあたっては、
「大学卒業後の希望進路」→「そのために必要な勉強」→

「その勉強ができる学部学科」の順序で自分の考え方を整理してみるのも良いでしょう。ぜ

ひ、
「志望学部・学科」、
「勉強したい内容」、そして「将来の進路」の関係を大切にしながら作成

してください。

大学卒業後の希望進路について、
まだ考えがまとまっていない場合もあるでしょう。その

場合は、学びたい内容とそう思う理由を、
より具体的に述べてください。
エントリーシート作成にあたっての注意点
日本語表記

記述内容

文字数は適切か

入学の意思と入学後の学びへの熱意が伝わる文章か

句読点の使用は適切か

学びたい内容や希望進路が具体的か

本学の特長をよく調べ、それを反映できているか

誤字脱字がなく丁寧に書いているか

これまでの活動と継続性があるか

「ですます調」
「である調」で統一できているか

論理展開に無理がないか

段落のはじめは１文字分空けているか

2

STEP 2
RKU zero（webドリル）
STEP1での取り組みにもとづき、
RKU zeroをお知らせします。
RKU zero（アール・ケー・ユー・ゼロ）は、基礎的な学
習課題に取り組めるwebドリルです。このSTEP2では、
一定期間（1週間程度）、国語・数学・英語の３教科に取り組
みます。
STEP2では、成績だけでなく、期間中の継続性や努力な
ども含めて確認します。期間中は、本学の教員がサポートし
ますので、困ったことや確認したいことがあれば、随時相談
してください。
※STEP1に取り組んだ後、RKU zeroについてのガイドをお渡しします。

RKU zeroにあたっての注意点
●

webドリルでは、PC、スマートフォン、
タブレット端末な
どを継続して使用します。
ドリルの内容を紙面で提供す
ることはありません。

●

webドリルの継続した実施が確認できない場合や志願
者本人がおこなっていない場合は、
自動的にエントリー
を解除することがあります。

RKUは、
自分を知り、未来をえがく
皆さんを応援します
STEP1・STEP2における取り組み内容によっては、入試・学科相談をおこないま
す。ぜひ、本学教員との対話を通じて、
自分に合った未来を見つけてください。
なお、必要
に応じて、他の選抜方式についての情報も提供させていただきます。
3

本試験（入学試験）
STEP1とSTEP2を経た方に、
本試験への出願をご案内します。
必要書類を準備し、出願してください。
書類審査、STEP1・STEP2の振り返
りと、面接の結果で合否を決定します。

選考方法
① 書類審査（調査書、志望理由書［400字程度］、自己推薦書［400字程度］など）
② STEP1とSTEP2の振り返り
③ 面接［15分程度］

2023年度入学試験
期

出願期間（翌日必着）

総合型選抜エントリー型日程
試験日

合格発表

入学手続締切日

〈１次〉

〈２次〉

試験会場

2023

1

10/11（火） 10/ 22（土） 11/1（火） 11/8（火） 1/10（火）

2

9/1（木） 12/6（火） 12/17（土） 12/23（金） 1/10（火） 2/2（木） 龍ケ崎

3

2023

2023

2023

2023

〜

2023

1/17（火）

2023

1/28（土）

2023

2/3（金）

2/9（木） 3/7（火）

本試験にあたっての注意点
STEP2の後、直近の入試で受験しない場合は、エントリーが自動的に解除となることがあります。
すぐに出願できない事情がある場合には、事前に、本学入試センター（0120-297-141）
までご連
絡ください。
● エントリー者同士での内容の共有や、
書籍などからの無断引用が発覚した場合には、エントリー
を自動的に解除することがあります。
● 本学の大学案内や本学公式webサイト内で学部・学科の特長を紹介しているので、
理解を深め
たうえで取り組んでください。
●

4

RKU面談に向けて
面談の予約手順について

QRコードをスキャンし、
エントリー型専用ページへ
GO！

エントリー型
専用ページ
はこちら

●

予約枠には限りがあります。予
約が空いていない場合は別日
で予約してください。

●

予約完了後、面談日までにエン
トリーシートを提出してくださ
い。提出方法は２種類（①入力
フォームで事前提出 ②手書き
で記入・当日持参）あるので、
ど
ちらかやりやすい方法で提出
してください（くわしくは１ペー
ジ）。
※オンラインによる面談を選択した方

エントリー型専用ページでは、
エントリー型についての最新
情報をお知らせしているので、
まずそれをチェック！

は①のみ選択可能です。
●

面談当日は、学部指定のキャン
パスに来校してください（くわし
くは６ページ）。

エントリー型専用ページにある
「志望学部・学科ごとの面談予
約サイト」へのリンクをタップ
/クリック！

ここに注目！

入試・学科相談の
予約手順について

志望学部・学科の面談予約サイ
トで日時選択・基本情報を入力
し、
「送信」ボタンをタップ/ク
リック！

入試・学科相談も上記の面談と
同じ手順で予約することができ
ます（RKU面談と同日程で実
施します）。
エントリー型専用ページにある
「入試・学科相談予約サイト」

予約完了メールが届くのを
確認して、予約確定です！

へのリンクをタップ/クリックし
てください。
5

面談キャンパスについて
経済学部・社会学部・流通情報学部・法学部は新松戸キャンパスでRKU面談を実施します。
■経済学部 経済学科／経営学科
■社会学部 社会学科／国際観光学科
■流通情報学部 流通情報学科
■法学部 ビジネス法学科／自治行政学科

スポーツ健康科学部は龍ケ崎キャンパスでRKU面談を実施します。
■スポーツ健康科学部

スポーツ健康科学科／スポーツコミュニケーション学科

実施日程について
RKU面談と入試・学科相談は、新松戸/龍ケ崎の両キャンパスにおいて、以下の日程でおこな
います。
詳しくはエントリー型専用ページを確認してください。

6月

4（土）※・18（土）※

7月

・9（土）※・16（土）
・23（土）※・30（土）
2（土）

8月

19（ 金 ）※・25（ 木 ）※

9月

・17（土）※
3（土）※・10（土）

10月

・8（土）※・15（土）※・29（土）
1（土）

11月

5（土）

12月

・10（土）
3（土）

※同日に新松戸キャンパスでオープンキャンパスも開催予定です。
※同日に龍ケ崎キャンパスでオープンキャンパスも開催予定です。

オープンキャンパスにも
ぜひ参加してください！

● 日程は予定であり、変更する場合がありますので、必ず本学公式webサイトで最新情報を確認してください。

新松戸

キャンパス

〒270-8555
千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL. 0120-297-141

龍ケ崎

キャンパス

〒301-8555
茨城県龍ケ崎市120
TEL. 0297-60-1156

JR常磐線・上野駅より約50分、水戸駅より約70分
成田空港よりJR成田線・常磐線で約80分、龍ケ崎市駅下車
龍ケ崎市駅（東口）よりシャトルバスにて約10分
バスのダイヤは本学公式webサイトで確認してください。

JR武蔵野線・南浦和駅より約30分、西船橋駅より約20分
JR常磐線・上野駅より約30分、北千住駅より約20分
JR山手線・渋谷駅から約60分
JR山手線・新宿駅より約55分
JR武蔵野線・常磐線・新松戸駅より徒歩約4分

6

自分を知り、 未 来

をえがこう！

RKUは挑戦するあなたを応援します！

エントリーシート、RKU面談に関する
最 新の日程 、そして面 談 予 約サイトな
どの情報は、本学公式webサイトに掲
載されています。

