
2020 年１月 

2021 年度（令和 3 年度）入学者選抜（一般選抜及び学校推薦型選抜）について【予告】 

－2018 年 12 月公表内容の変更および学部学科再編計画（構想）に伴う予告 〔概要〕－ 

2021 年度（令和 3 年度）入学者選抜について、大学入学共通テストの実施概要および本学学部・学科再編計

画（構想）を踏まえ、2018 年 12 月に予告した内容を一部変更します。詳細は別紙をご確認ください。 

〇2018 年 12 月に予告した内容について以下のとおり変更します。 

１．一般選抜の方式について（一部変更） 

 グローバル方式の内容を一部変更します。 

（変更前）(4) グローバル方式入学試験 

英語の資格・検定試験を出願資格とし、本学独自の入学試験を行います。 

理学部第二部を除く全学部で実施します。 

本学が指定する資格・検定試験を、大学入試英語成績提供システムを通じて成績を登録し提出し

ます。 

なお、各資格・検定試験の種類、検定試験ごとの出願資格となるスコア・級、加点する得点等は決

まり次第、公表する予定です。 

本学独自試験の教科・科目に変更の予定はありません。 

（変更後） (4) グローバル方式入学試験 

英語の資格・検定試験を出願資格とし、本学独自の入学試験を行います。 

理学部第二部を除く全学部で実施します。 

スコア・級の確認は本学独自で行います。

対象となる英語の資格・検定試験は次のとおりです。※いずれの試験も 4 技能でのスコア 

ケンブリッジ英語検定、英検、GTEC（CBT タイプ）、IELTS（アカデミックモジュール）、TEAP、

TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC 

提出できる英語の資格・検定試験は、2019 年 4 月 1 日以降に受験したものとします。 

スコア・級に応じた得点（加点）は 2020 年 4 月頃公開する予定です。

本学独自試験の教科・科目に変更の予定はありません。 

２．「大学入学共通テスト」の記述問題の評価について（変更） 

（変更前）「大学入学共通テスト」を利用する A方式入学試験、C 方式入学試験においては、「大学入学共通テ

スト」の記述式問題も評価の対象とします。

（変更後）国語・数学における記述式問題を評価の対象としておりましたが、記述式問題の導入の見送りを受け、

これを取り止めます。 

３．英語外部試験の活用について（変更なし） 

英語外部試験は、従来どおりグローバル方式入学試験でのみ活用します。 

A 方式入学試験、C 方式入学試験においては、「大学入学共通テスト」で実施する英語試験のみを利用します。 

４．調査書の提出及び志願者本人の記載する資料について（変更） 

（変更前）一般選抜において、出願の際、高等学校が作成する調査書と、志願者から、高等学校までの活動報

告、大学入学希望理由、学修計画等の記載を求めますが、合否判定には使用しません(入学後の参

考資料として活用します)。 



（変更後）学校推薦型選抜（指定校制・公募制）においては、出願の際、高等学校が作成する調査書と、志願

者が作成する高等学校までの活動報告、大学入学希望理由、学修計画等を記載した書面の提出を

求めます。 
一般入試（A 方式・B 方式・C 方式・グローバル方式）においては、高等学校が作成する調査書のみ

を求めます。なお、提出された調査書は、合否判定には使用せず、入学後の参考資料として活用し

ます。 
 

５．指定校制・公募制推薦入試について（変更） 

（変更前）調査書・推薦書等の出願書類の審査、面接の他に、小論文やプレゼンテーション、口頭試問、実技

等を実施します。 
（変更後）従来の「指定校制推薦入試」・「公募制推薦入試」の名称を、それぞれ「学校推薦型選抜（指定校制）」

「学校推薦型選抜（公募制）」に変更します。なお、入試種別ごとの選考方法は次のとおりです。 
種別 選考方法 
指定校制 書類審査、面接、口頭試問 
公募制 書類審査、面接、口頭試問、小論文 

 

６．経営学部 経営学科の一般選抜(A・B 方式)の試験科目の変更について（変更なし） 

経営学部は設立以来、数理・数量的なアプローチにより経営学を理解するカリキュラム編成をしています。入学

後に勉学を行っていく上で、数学の知識が必要不可欠であることから、今般「数学」を必須化します。これにより、

入学後のスムーズな学習を可能とし、社会に貢献できる人材の育成を目指します。 

 

 

 

〇学部学科再編計画（構想）に伴う 2021 年度（令和 3 年度）一般選抜の出題科目等について以下のとお

り予告します。 

※学部学科再編計画は構想中であり、内容は変更となる可能性があります。 

 

１．先進工学部（2021 年度に基礎工学部から名称変更予定）における一般選抜の出題教科等について 

基礎工学部は、2021 年度に学部名称を「先進工学部」に変更する予定です。 
一般選抜における出題教科・科目、科目選択は、基礎工学部の出題教科・科目、科目選択から変更はありま

せん。 
 
２．経営学部国際デザイン経営学科（2021 年度に新設予定）における一般選抜の出題教科等について 

  経営学部に、新たな学科として「国際デザイン経営学科」を新設する予定です。 
  一般選抜における出題教科・科目は 2020 年 7 月頃公開する予定です。 
 

以 上 



別 紙 
2021 年度（令和 3 年度）入学者選抜（一般選抜及び学校推薦型選抜）について【予告】 

－2018 年 12 月公表内容の変更および学部学科再編計画（構想）に伴う公表－ 

2021 年度（令和 3 年度）入学者選抜について、大学入学共通テストの実施概要および本学学部・学科再編計

画（構想）を踏まえ、2018 年 12 月に予告した内容を一部変更します。 

一般選抜 

（１）A 方式

「大学入学共通テスト」を利用した制度です。全学部で実施。

（2018 年 12 月予告からの変更内容）

〇記述式問題の扱いについて備考の記載内容を削除

〇学部学科再編計画（構想）に伴う当該学部学科における取扱いについて追記

※学部学科再編計画は構想中であり、内容は変更となる可能性があります。

理学部第一部、薬学部、工学部、理工学部、先進工学部※2021 年度に基礎工学部から名称変更予定 

教科 科目 備 考 

国語 「国語」 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 
「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から 1 科目選択 

外国語 
「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、 
「韓国語」から 1 科目選択 

「英語」はリスニングを含む。 

理学部第二部数学科

教科 科目 備 考 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 
「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

以下の 3 教科のうち 1 教科を選択。2 教科以上受験した場合には、高得点の 1 教科を使用する。 
国語 「国語」 
理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から 1 科目選択 

外国語 
「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、 
「韓国語」から 1 科目選択 

「英語」はリスニングを含む。 

理学部第二部物理学科、化学科

教科 科目 備 考 

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」 
「数学Ⅱ・数学Ｂ」 

理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から 1 科目選択 

外国語 
「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、 
「韓国語」から 1 科目選択 

「英語」はリスニングを含む。 



 経営学部（経営学科・ビジネスエコノミクス学科） 

教科 科目 備考 

国語 「国語」  

数学 
「数学Ⅰ・数学Ａ」  
「数学Ⅱ・数学Ｂ」  

外国語 
「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、 
「韓国語」から 1 科目選択 

「英語」はリスニングを含む。 

以下の 2 教科（地理歴史・公民を 1 教科とする）のうちから 1 教科を選択。 
2 教科以上選択した場合には、高得点の 1 教科を使用する。 
地理 
歴史・ 
公民 

「世界史Ａ」、「世界史Ｂ」、「日本史Ａ」、「日本史Ｂ」、 
「地理Ａ」、「地理Ｂ」 

 

「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理，政治・経済」  
理科 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」から 1 科目選択  

 

※経営学部国際デザイン経営学科（2021 年度に新設予定）における出題教科等について 
出題教科・科目は 2020 年 7 月頃公開する予定です。 

 
 
 
（２）Ｂ方式 

本学独自の入学試験を行います。全学部で実施。 
経営学部経営学科を除き、学部学科ごとの試験教科・科目に変更はありません。 

 
 経営学部経営学科 

数学、国語、英語の 3 教科とする 
教科等 出題科目 
国語 国語総合（古文・漢文を除く近代以降の文章）・現代文 B 
数学 数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学 A・数学 B 
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ 

 
（2018 年 12 月予告からの変更内容） 

〇学部学科再編計画（構想）に伴う当該学部学科における取扱いについて追記 

※学部学科再編計画は構想中であり、内容は変更となる可能性があります。 

 

①先進工学部（2021 年度に基礎工学部から名称変更予定）における出題教科等について 
出題教科・科目、科目選択は、基礎工学部の出題教科・科目、科目選択から変更はありません。 

 
②経営学部国際デザイン経営学科（2021 年度に新設予定）における出題教科等について 

出題教科・科目は 2020 年 7 月頃公開する予定です。 
 

 

 

 

 

 

 



（３）C 方式 

「大学入学共通テスト」と本学独自の入学試験を併用します。理学部第二部を除く全学部で実施。 
本学独自試験の教科・科目に変更はありません。 
 
大学入学共通テストの教科・科目 

教科 科目 備 考 

国語 「国語」  

外国語 
「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、 
「韓国語」から 1 科目選択 

「英語」はリスニングを含む。 

 
（2018 年 12 月予告からの変更内容） 

〇学部学科再編計画（構想）に伴う当該学部学科における取扱いについて追記 

※学部学科再編計画は構想中であり、内容は変更となる可能性があります。 

 
①先進工学部（2021 年度に基礎工学部から名称変更予定）における本学独自試験の出題教科等について 

本学独自試験の出題教科・科目、科目選択は、基礎工学部の出題教科・科目、科目選択から変更はありま

せん。 
 

②経営学部国際デザイン経営学科（2021 年度に新設予定）における出題教科等について 
本学独自試験の出題教科・科目は 2020 年 7 月頃公開する予定です。 

 
（４）グローバル方式 

英語の資格・検定試験のスコア・級を出願資格とし、本学独自の入学試験を行います。 
理学部第二部を除く全学部で実施。 
本学独自試験の教科・科目は変更ありません。 

 
（2018 年 12 月予告からの変更点） 

〇大学入試英語成績提供システムに係る記載を削除 

〇対象となる英語の資格・検定試験および有効期間について追記 

〇学部学科再編計画（構想）に伴う、当該学部学科における取扱いについて追記 

※学部学科再編計画は構想中であり、内容は変更となる可能性があります。 

 
①英語の資格・検定試験の取り扱いについて 
⦿資格・検定試験のスコア・級に応じて点数化して加点します。 
・対象となる英語の資格・検定試験は次のとおりです。※いずれの試験も 4 技能でのスコアとします。 
ケンブリッジ英語検定、英検、GTEC（CBT タイプ）、IELTS（アカデミックモジュール）、TEAP、 
TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC 

⦿提出できる英語の資格・検定試験は、2019 年 4 月 1 日以降に受験したものとします。 
⦿スコア・級に応じた得点は 2020 年 4 月頃公開する予定です。 

 
②先進工学部（2021 年度に基礎工学部から名称変更予定）における本学独自試験の出題教科等について 

本学独自試験の出題教科・科目、科目選択は、基礎工学部の出題教科・科目、科目選択から変更はありま

せん。 
 

③経営学部国際デザイン経営学科（2021 年度に新設予定）における出題教科等について 
本学独自試験の出題教科・科目は 2020 年 7 月頃公開する予定です。 



一般選抜及び学校推薦型選抜共通 

（５）調査書及び志願者本人の記載する資料の活用 

（2018 年 12 月予告からの変更内容） 

〇一般選抜での取り扱いを変更 

〇学校推薦型選抜での活用を追記 

 

学校推薦型選抜（指定校制・公募制）においては、出願の際、高等学校が作成する調査書と、志願者が作成

する高等学校までの活動報告、大学入学希望理由、学修計画等を記載した書面を求めます。 
一般選抜（A 方式・B 方式・C 方式・グローバル方式）においては、高等学校が作成する調査書のみを求めるこ

ととします。なお、提出された調査書は、合否判定には使用せず、入学後の参考資料として活用します。 
 

学校推薦型選抜 

（６）学校推薦型選抜（指定校制・公募制）の選考方法について 

（2018 年 12 月予告からの変更内容） 

〇従来の指定校制・公募制推薦入試から名称を変更 

〇選考方法を入試種別ごとに記載 

 

入試種別ごとの選考方法は次のとおりです。 
 

種別 選考方法 
指定校制 書類審査、面接、口頭試問 
公募制 書類審査、面接、口頭試問、小論文 

 

以 上 
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