


⋄

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

⋄
⋄
⋄
⋄

⋄

⋄
⋄

受験生応援冊子作成者
☞CTGV
（キャンパスツアーガイドボランティア）

SNSアカウント
     ☞  @agu_ctgv
       
     ☞       @agu_ctgv

２

この冊子は、青山学院大学を志
望する受験生の方へ少しでも力
を送りたいという思いから作成
したものです。
１つのサークルの情報で作った
ので若干の偏りはあるかもしれ
ませんが、バラエティーに富ん
だ内容に仕上げました！
受験勉強の息抜きにぜひご覧く
ださい。
志望校への道が開けますよう
に。



①学部学科を選んだ動機
②模試での判定
③入試制度が変わって戸惑ったことと対策
④赤本の活用方法
⑤受験で大切なこと
⑥学生生活で楽しみなこと

①英語と法律に興味があり、授業が英語で行われるから。
②B
③記述式で、過去問もない状態だったため効果的な対策が思いつかな

かった。サンプル問題を分析したところ、英語で条文や憲章を読む可
能性が高いと思った。高校で政治経済を選択していたので、各条約・
憲章の重要なところを英語で確認していた。また政治経済の資料集を
隈なく読み込んだ。

④サンプル問題で出題された国政の問題を参考に赤本の該当する部分を
ひたすら解いた。正確に早く読むことを意識して必ず満点を取る意識
で取り組んでいた。

⑤昼寝をすること、辛いと思った時に少しでも頑張れること。
努力は必ずしも報われるとは限らないことを理解すること、
一緒に努力できる人を見つけること。

⑥サークルや青山祭に参加できること。
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国際政治経済学部国際政治学科1年生Aさん



①中学生の時に受けた法についての授業が楽しかったから。
②記載なし
③一般選抜(個別学部日程)は過去問がない状態で不安だったが、法の分野を

超えて知識を広げようと思い、学校の授業でもより多くのことを吸収し
ようと心がけた。高3の政経の授業で学んだことが個別学部日程入試で役
立った。

④夏休みから毎日1科目解き、日本史は何度も解いた。入試直前は最新の入
試過去問題を再び解いて入試の形式に慣れるようにした。入試直前はな
るべく最新のものを解くことをお勧めする。

⑤生活リズムを一定にする。毎日同じスケジュールだと勉強する時間も次
第に一定になってくる。毎日の勉強時間に波があると自分に甘えて休み
がちになってしまう。

⑥今は出来ないけれど、一緒に授業を受けたり、帰りに友達と遊びに行っ
たりしたい。

①教育学が学びたかったから。
②記載なし
③みんな同じ条件であることを言い聞かせ続けていたためあまり戸惑いは

感じなかった。
④夏に過去問分析をし、頻出範囲や問題形式を把握した。共通テストの受

験後、初めて実際に解いた。解き終えた後は、
I. 間違えた範囲の復習と知らなかった知識のインプット
II. 時間配分など試験を解く流れについての気づき
III. 自分の解き方の癖の発見、など多角的な視点を持って復習材料として

活用した。過去問データベースを利用して複数の年度の過去問を入手する
のも効果的。

⑤理解のペースや点が伸びる時期なども人それぞれであるため他の受験生を
意識しすぎないこと。他の人と比べるのではなく、「自分の課題を発見し
て、今できるベストを出そう」と心がけることが大切。

⑥好きな学問を追求したり、様々な人と関わりを持つ。
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教育人間科学部教育学科1年生Bさん

法学部法学科1年生Cさん



①将来、語学力を活かした職業に就きたかったから。
②記載なし
③共通テスト併用方式に変わったことで、共通テスト試験日から全学部

日程の試験日まで時間ができたため、共通テストの自己採点が良くな
かったら全学部日程に懸けようと割り切っていた。共通テストは全然
ダメだったため、全学部日程までテキストを読み直したり、覚えられ
ないところをよく見る場所に貼ったりして、徹底して基礎を入れ直し
た。そしてその知識を確認するために赤本を解いた。共通テストから
全学部日程までは７(基礎復習)：３(赤本演習)のバランスで勉強して
いた。

④時間配分を決めるためと知識のアウトプットのために使っていた。点
数はあまり気にせず、赤本を解いた後の自己分析を大事にしていた。
(なぜこの問題を間違えたのか、どうしたら解けたか、解けるために何
をすべきか。)

⑤オンとオフをしっかりすること
⑥コロナ禍で色々な活動が制限されてしまい、今のところ期待通りの

キャンパスライフは送れていないが、学校で友達と会ったり、空きコ
マに近くにご飯を食べに行ったり、サークルに参加したい。

①中学3年の時に企業コラボで企業と商品開発のプランを立てる経験を
した時から、顧客のニーズに合わせて商品開発をしたり市場分析をす
ることに興味を持ったから。

②C
③共通テストの英語が変わって戸惑った。予想問題や模試の復習をやる

ようにしていた。
④時間配分を決めるのに役立った。新入試のサンプル問題が掲載されて

いたので当日もサンプル問題の文章を読んで備えた。
⑤コツコツ諦めずにやること。
⑥サークル活動に参加できること。
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経営学部マーケティング学科1年生Dさん

文学部英米文学科1年生Eさん



①宇宙のことを勉強したいと思っていて、青学で学べると知ったから。
②E
③共通テストの成績が一部利用されるので、得意な科目は共通テストで得

点できるよう対策した。
④一通り解いて、できなかった問題は解説を見て、どのようにしたら解け

るかをノートにまとめた。
⑤物事をあらゆる観点から見る。(問題を解く上でも、進路を決める上で

も重要)
⑥サークル活動に参加できること。

①地域とスポーツを通して関わりたいという思いがあり、それに結びつく
ことが学べそうな学部だったから。

②D
③過去問がなく戸惑ったが、知識を丸々詰め込むのではなく、理由やそう

なる過程を理解できるようにした。
④入試直前期から解き始め、本番を意識して行った。
⑤目標から逆算した行動計画と習慣づけ。
⑥全部楽しみ。
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理工学部物理科学科1年生Fさん

コミュニティ人間科学部1年生Gさん

皆さんも参考にして
みてください。
応援しています!



青学生直伝！
おすすめの勉強法

「どうやって勉強したらいいの？」
「青学に入るためには何が必要？？」
勉強法に悩んでいる方多いと思います！
そんな皆さんに現役青学生からアドバイスを伝
授！ぜひ参考にしてみて下さいね～

Case1
２５分勉強して、５分～７分休憩。
寝る前に、暗記科目の勉強と明日の予定
（ノルマ）を作成する。 
過去問は、次に似たような問題が出てき
た時に絶対間違えないまとめノートを作
る（暗記系科目）
昼寝を必ず３０分とる！集中力全然違い
ます！！

Case2
色んな参考書に手を出すのでは
なく一つの参考書を何度も繰り
返す！基礎が一番大事！

Case３
色々試して自分のスタイルにあった勉強法
を見つける！私の場合は朝勉強が合ってい
たので、夜は21時30分に寝て朝の4時30分
に起きて勉強。
また通学時間には英語の単語帳をやるなど、
習慣化させていた。

Case4
身の回りの事象と関連づけて、学ん
だ内容を理解すること。そして、理
解するまで徹底的に調べ、探究する
こと。
丸暗記は非常に効果が薄く、意味が
ない。 7



おすすめ参考書ランキング

青学生が実際に使っていた参考書をランキング形式で紹介！
皆さんもぜひこの中から自分に合った参考書を見つけてみてください！！

～英語編～
単語集 １位 ターゲット1900

 ２位 速読英単語
 ３位 システム英単語

問題集   １位 Next Stage
 ２位 問題精講シリーズ
 ３位 やっておきたい英語⾧文

～国語編～
古文 １位 古文単語330

 ２位 古典文法基礎ドリル、
 古文解釈の実践

などなど
漢文 漢文早覚え速答法、漢文学習必携

などなど
現代文 読解を深める現代文単語、

東進ハイスクールの講座
などなど

国語の問題集には青学生の中でも結構バラつきがみられました！
難易度や内容によって自分に合ったものを解くのがベスト！！

～世界史＆日本史～
１位 山川 一問一答
２位 山川 用語集
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受験期に大変だったこと！
きっと皆さんも共感するはず…
先輩も同じことで悩んでました！

・コロナで、直前期が一人の戦いだったので、モチベーションの維
持がすごい大変でした。

・コロナ禍で休校があったり、図書館や塾の自習室などの場所が使
えない期間があったりしたこと。

・やる気が出ないときでも勉強をしなければならなかったこと。不
安で押し潰されそうになった。
・絶対受からないだろうな～って思いながらも、最終日まで勉強し
続けなくてはならないこと。
・成績の伸びが実感できなくなった時に、前向きに学習を継続して
いくこと。

なんといってもメンタル面！
常に不安と闘いながらの受験勉強は本当にしんどい。
でも合格した先輩たちも同じ気持ちでした！！

コロナ禍での受験、本当に不安ですよね…
青学では、感染対策をしっかり行って皆さんをお待ちしており
ます！！

モチベーションの維持方法！
乗り越えてきた先輩からのアドバイス！

ぜひ参考にしてみてください

・学校では友達と話す時間を必ずとってリフレッシュをして
いました。
・一日で勉強を考えない時間が必ず欲しかったので、お風呂
上がりにドライヤーをする時間は勉強のことと関係の無い
YouTubeを見ていました。
・やる気が出ないと思う日こそ塾に行って周りが必死に勉強
しているのを見て「やる気ないとか言ってる暇ない」という
感じで自分を奮い立たせました。
・第一志望校で学生生活を送っている自分を想像すること。
・オープンキャンパスや大学が会場の模試を受けるなど、
キャンパスに実際に訪れる。

⾧い受験期。たまには息抜きをしてみてください！！
CTGVではみなさんが大学について知れるような情報を発信中
ですので、よければそちらもぜひのぞいてみてくださいね～ 9



受験が役立ったこと！
☆英語

文法などをしっかり学んできたからこそ、大学での英語はあまり

困っていない人が多いかも。

大学の英語は新たに習うことよりも今まで学んできた英語を使って何かをする
ことが多いので、これまでやってきた英語の力が直に響くはずです！！

☆レポート力

小論文や論述問題対策のために、文章を書く練習をしている人が多いはず！！

この力は、レポートを書く時の力になります！大学生はすごい量のレポートを
こなしていかなければならないので、この力が身に付いていると本当に助かる
と思います！

☆精神力

皆さん厳しい受験を乗り越えてきたと思うので、根気強さやポジティブに心を
維持する精神力が付いているとの回答が多かったです！

これは大学生だけでなく、社会人になっても役立つ力だと思うので、受験を経
験してきて良かったなって思う点ですね✊

☆その他

大学生は高校までとは違い、自由に時間を使えることや縛りが少ないというの
が特徴です。

そのため、受験勉強で培った勉強の習慣やスケジュール管理能力は大学を有意
義に過ごしていくためにとてもに役に立ちます！

青学生から一言！
先の見えない状況で、通常の受験よりも不安を
抱えている受験生が多いと思います。
ですが、大学受験は人生を大きく変えるものです！
最後まで諦めずに頑張ってください！
CTGV一同、心より応援しています！
来年の春、青学でお待ちしております🌸 10



実家
88%

暮らし方
１人暮らし１２％

CTGVのメンバーは
実家暮らしが多め。

東京
41%

神奈川
18%

千葉
11%

その他
18%

出身地

意外とみんな
通学時間は⾧め

関東出身者が多めですが
地方出身者もいます！
東北地方や北陸地方、
中国地方など様々な地方
から集うのもさすが
青学です！☻

１１

30分～1時間

51%

1～1.5時間
33%

通学時間

東京 ４１％
埼玉 ７％

実家 88％

～30分 ７％

CTGVメンバー４３人に聞いた！
学生生活アンケート！

茨城 ５％

１．５時間～ ９％



青学の魅力

青学に入って感じたギャップ

・意外と真面目な人多い！笑
・オシャレな人が多くて敷居高めかと思いきや、
親しみやすい子ばかりで、一限のオンライン授業は
寝起きすぐの子がほとんどでした。

・青学生全員が毎日服装に気合を入れている訳では
なかったこと。

・立地(めまぐるしく変化し続ける都会の街をみられる)
・今まで出会ったことが無いような個性的な人に沢山
出会えて、刺激を受けられるところ。
・留学、ボランティア、語学学習へのサポートが充実
・大学の教員やゼミ生がみんな親しみやすいこと。

青学生全員がおしゃれさんではないので
心配している方は安心してください(^^)/
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青学生のバイト事情

サークル

している
81%

アルバイト CTGVメンバーの8割以上がアル
バイトをしています！
週1～5日まで勤務形態はさまざ
まで、塾講師、飲食業が人気で
す。
大学の勉強と両立できるように
頑張っています。

CTGV（キャンパスツアーガイド
ボランティア）
高校生や保護者を対象にキャンパ
スツアーを行っています。
今年はコロナ禍でキャンパスツ
アーを実施できるかわかりません
が、実施された際は皆様の来場を
心よりお待ちしています。

複数のサークルに所属している人もた
くさんいます。スポーツ系サークル、
軽音サークルなど自分の趣味嗜好に合
わせて仲間と一緒に活動を楽しみま
しょう！
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８１％

していない
１８％



学食メニュー
全部おいしい！

青学周辺のご飯屋さん

PARIYA

引用元http://pariya.jp/

BACCHUS

引用元https://bacchus.gorp.jp/

青学周辺にはおいしいご飯屋さんがたくさん！
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☽

ドラマが生きがいな
Aさんの１日

☽

大学生はどんな１日を過ごしているので
しょうか？自由な時間がたくさんありそ
う！高校のときより朝早く起きずに済む
のかな…。
２人の平日と休日を知って、大学生の
イメージを抱いてみてください👀

6:30
起床

7:40
出発

8:50 学校到着
9:00- １限

10:3011:00
12:30

13:20

14:50

17:00

20:30
21:00

23:20 24:00 24:50

🍰

＜１年の平日＞

＜３年の休日＞

★教習🚘
運転をする予定はあまりないけれど、パスポー
トに並ぶ最高の身分証明書をゲットするという
目的で取得する人も多い自動車免許。入社時に
必要な資格として自動車免許を挙げている企業
も少なくありません。
MT車よりAT車で取る人が多めです。合宿で免
許を取得する大学生も多いです。
多くの人が所持している資格ですが、合格する
にはしっかり勉強が必要！時間に余裕のある入
学前や大学1・2年の時に行くことをお勧めしま
す！

★オンラインライブ
新型コロナで開催が増えたオンラインライブ。
コロナ流行の最初の１年はずっとオンライン授業で
変わり映えのしない毎日を過ごしていましたが、オ
ンラインライブはかなりの癒しでした。
オンライン授業だと外出機会も少なく出費がコロナ
前と比べてだいぶ減ったので、オンラインライブを
たくさん見ています。
オンライン授業でPC周辺を整えたおかげで回線状
況もばっちり✌

★ツアー🚩
この冊子を作成しているCTGVという学
生団体が、授業のない時間（空きコマ）
を使って来校者にツアーを行っています。
この日も２限の授業のない時間を使って
ツアーをしました！
コロナ禍前は日本海に面した県から足を
運んでくださった高校もありました。高
校生の方は好奇心旺盛にツアーに参加し
てくださるのでその分やりがいを感じま
す☻
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9:00
8:00

7:00

2:30
1:3012:40

21:50

21:00

14:50

13:00



★アルバイト
Aさん;洋菓子店の販売員
-熨斗の知識などギフトマナー・丁寧な言葉遣い
を身に付けることができます。お客様の雰囲気を
見てスピード重視か丁寧さ重視か決めます。
お客様の“ありがとう”というお声はやはり嬉しい
です。

Bさん;塾講師
-教えている生徒からテストの成績が伸びた報告
や“先生のおかげで…”といった言葉をもらうと、
とてもやりがいを感じます。
自分の教えたい科目以外も担当するので準備が大
変な時もありますが、生徒のためならなんだって
やります👍

犬のキャラクターを
こよなく愛する
Bさんの１日

☽

☽

9:00
9:30

10:00

12:00
12:30

13:30

14:00

16:00

17:30

18:00

18:40

20:00

21:00

22:00
1:00

1:30

9:00

10:3011:0012:30
13:20

19:45

21:15
21:45

22:30 1:0023:30

21:50
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・体育会系の部活に
励みながら、オフの日
思いっきり表参道で
enjoyしてる人！

知り合いの青学生に
こんな人いるよ～✋

・４時起き、２１時就寝の
超健康生活送ってる
一人暮らしの人！

・１日半でも予定
のない日ができたら
日本の北にも南にも
軽々旅行しちゃう人！

★サークル
自分は２つのサークル所属しています。
１つはもう片方に比べて休日に活動する
ことも多いです。仲間とワイワイ楽しく
やってます。
どちらも活動内容が全然違って
それぞれの良さがあって、
どっちの活動も大事にしたいですね。



文学部

英米文学・フランス文学・日本文
学・史学・比較芸術の5学科体制
のもと、「人間とは一体何なの
か」という問いに対して身の回り
の生活や文化を見つめ、文書や資
料に触れる中で究明します！

教育人間科学部

“教育”と“心理”の連携で人間を
総合的に探究。「臨床」「発
達」「情報」「身体」の4つの
核を学び、幅広い視野を身に
付け、教育学・心理学それぞ
れの専門性を深めます！

青山キャンパス
学部紹介

個人間、企業間のトラブルから社会の
ルールまで世の中のありとあらゆる領
域に亘る「法学」を学び、公正で客観
的な判断を下すことのできる法的思考
を身に付けます。2022年4月には新た
にヒューマンライツ学科が開設予定！

法学部

経営、会計、マーケティング、
ファイナンスなど、現代の経営
に係わるテーマを広範に学びま
す。組織内部の視点でマネジメ
ントを学ぶ経営学科と、消費者
ニーズや顧客の視点でマーケ
ティングを考えるマーケティン
グ学科の2学科構成！

経営学部「市場」を分析し「家計」「企業」「政
府」の役割を学び、社会全体の動きを把
握し考える力を身に付けます。経済学の
総合力を養う経済学科、応用力と実践力
を習得する現代経済デザイン学科の2学
科構成！

経済学部

グローバル化の進展に伴い文化
的多様性が高まる現代におい
て、国際社会の理解と問題の
解決に不可欠の多角的な視点
を養います。“専門性×国際性”
を高め世界の課題に向き合
い、解決へと導く学問です！

国際政治経済学部

古典からポップカルチャー、音
楽・映像・芸能・宗教・思想・都
市・メディアまで、幅広い領域の
教養を融合し、それを鑑賞の対象
ではなく新たな創造の可能性とし
て見出し、プロデュース・マネジ
メントできる力を養います！

総合文化政策学部
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相模原キャンパス
学部紹介

人文科学、社会科学と情報科学を融合さ
せ、文理の枠に捉われない多角的な視点
から現代社会の問題解決に取り組みま
す！「数理的素養」「コミュニケー
ション能力」「論理的思考」「情報の高
度な活用」の4つの力をベースに専門性
を磨きます。

社会情報学部

1年次に講義や実験を通して各分野
の基礎を学び、2年次からは専門領
域の研究に打ち込みます。低学年時
から研究室の授業に参加することの
できる「理工学高度実践プログラ
ム」により高度な学習が可能に！

理工学部

地域社会の諸問題の解決のために必要な知
識・技術を習得します。「無人島体験」や
「生活体験学校」などの実習を通して、地域
を理解・体験し、地域づくりの手法を学びま
す！

コミュニティ人間科学部

地球規模の課題に向き合い、より
良い地球社会の創出に貢献します。
「共生」をキーワードに、「コラ
ボレーション」「経済・ビジネ
ス」「メディア・空間情報」「ソ
シオロジー」の４つの専門領域を
複合的に学び地球社会の多様性を
認識する力を身に付けます！

地球社会共生学部

物理科学科

数理サイエンス学科

化学・生命科学科

電気電子工学科

機械創造工学科

情報テクノロジー学科

経営システム工学科
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