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関西学院大学アドミッション・ポリシー

世界を視野におさめ、他者（ひと）への思いやりと社会変革への気概を持ち、高い

識見と倫理観を備えて自己を確立し、自らの大きな志を持って行動力を発揮する

ʠMastery for Serviceʡを体現する世界市民を育成することが関西学院のミッション

です。

関西学院大学は、このミッションに共感し、大学での学びや諸活動の中で、自分へ

の挑戦をし続ける意欲にあふれ、さまざまな適性を有する多様な背景をもった学生・

生徒を世界のあらゆる地域から受け入れます。そのために、これまでに培われた確か

な基礎学力、活動や経験を通じて身に付けた資質、能力、学ぶ意欲や人間性などを、

多様な入試制度により多元的に評価することを基本的な方針としています。

関西学院創設者W. R. ランバス

総合選抜入学試験アドミッション・ポリシー

関西学院のスクールモットーはʠMastery for Serviceʡ。これは、第⚔代院長C.J.L.ベーツ宣教師が学生たちに与

えた言葉で、「奉仕のための練達」と訳されています。わかりやすく言えば、「人々に奉仕できる、社会に役立つ知

識と人間性を、自らの主体性を持って磨き上げよ」ということです。関西学院大学では、その教育目的を具現化で

きる、意欲に満ちた受験生を求めています。

特に、本学で学ぶにふさわしい知識・技能、思考力・判断力・表現力を有しているだけでなく、主体的に学ぶ強

い意欲をもった学生を求めています。

総合選抜入学試験では、様々な選抜方法を組み合わせる事により多面的・総合的に学力の三要素の評価を行い

ます。本学で学ぶにふさわしい知識・技能、思考力・判断力・表現力を有しているかについては、調査書や論述審

査、小論文審査等、多様な方法で評価します。学びに向かう力・人間性（知識・技能、思考力・判断力・表現力を

含む）については、提出された資料も併せて活用しながら、面接（口頭試問含む）、グループ学習、プレゼンテーショ

ン等により評価します。

出願資格として、文系学部については、英語検定試験スコア CEFR B1レベル以上、理系学部については CEFR

A2レベル以上を有する者と設定しています。



⚑．募集人員・選考日程

学部 学科・コース・専修・課程・専攻 募集
人員 出願期間 第一次審査 第一次審査

合格発表日
第二次審査
⽯
⽰
第一次審査⽱

⽲合格者のみ

第二次審査
合格発表日

神学部 キリスト教思想・文化コース 若干名
2020年
11月⚒日(月)
～11月⚙日(月)

―※3 11月27日(金) 12月⚕日(土) 12月11日(金)

文学部

文化歴史学科

哲学倫理学専修

若干名
2020年
⚙月⚑日(火)
～⚙月11日(金)

⚙月26日(土) 10月⚒日(金) 10月17日(土) 11月⚒日(月)

美学芸術学専修
地理学地域文化学専修
日本史学専修
アジア史学専修
西洋史学専修

総合心理科学科 心理科学専修

文学言語学科

日本文学日本語学専修
英米文学英語学専修
フランス文学フランス語学専修
ドイツ文学ドイツ語学専修

社会学部 社会学科 若干名
2020年
11月⚒日(月)
～11月⚙日(月)

11月21日(土) 11月27日(金) 12月12日(土) 12月16日(水)

法学部
法律学科

10名

2020年
⚙月⚑日(火)
～⚙月11日(金)

⚙月26日(土) 10月⚒日(金) 10月17日(土) 11月⚒日(月)

政治学科
経済学部 ― 20名
商学部 ― 若干名

人間福祉
学部

社会福祉学科 ⚕名
社会起業学科 ⚓名
人間科学科 ⚓名

国際学部 国際学科 若干名

教育学部 教育学科
幼児教育学コース 若干名
初等教育学コース 若干名
教育科学コース 若干名

総合政策
学部※1

総合政策学科

15名
メディア情報学科
都市政策学科
国際政策学科
数理科学科 若干名

2020年
11月⚒日(月)
～11月⚙日(月)

―※3 11月27日(金) 12月⚕日(土) 12月11日(金)

理学部※2 物理・宇宙学科 若干名
化学科 若干名
物質工学課程 若干名

工学部※2
電気電子応用工学課程 若干名
情報工学課程 若干名
知能・機械工学課程 若干名

生命環境
学部※2

生物科学科 若干名

生命医科学科
生命医科学専攻 若干名
発生再生医科学専攻 若干名
医工学専攻 若干名

環境応用化学科 若干名
建築学部※2 建築学科 若干名

※⚑ 総合政策学部は学部一括で募集します。学科に所属するのは⚒年次からです。
※⚒ 2021年⚔月開設予定です。
※⚓ 書類審査のみとなります。
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、
本学ホームページ内「2021年度入学試験における対応について」に変更内容を掲載
します。出願前には必ずご確認ください。
■関西学院大学入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase



⚒．出 願 資 格

文系学部については、以下の⑴⑵の条件を満たす者。また、理系学部については、以下⑴⑶および⑷の条件
を満たす者。
文系学部：神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部・教育学部・総合政策学部
理系学部：理学部※・工学部※・生命環境学部※・建築学部※ ※2021年⚔月開設予定

（文系学部・理系学部共通）
⑴ 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者、もしくは2021年⚓月に卒業見込みの者。通常の課程による

12年の学校教育を修了した者、もしくは2021年⚓月に修了見込みの者。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2021年⚓月31日までにこ
れに該当する見込みの者。

（文系学部）
⑵ 本学が指定する英語検定試験のスコア※CEFR B1レベル以上を有する者。

※文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

（理系学部）
⑶ 本学が指定する英語検定試験のスコア※CEFR A2レベル以上を有する者。

※文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

（理系学部）
⑷ 卒業時において以下の科目を履修済みであること。
『数学』は数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂの「数列」「ベクトル」を履修していること。『理科』
の履修は以下のとおり。

理学部

数理科学科 ：「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」のうち、いずれか⚑領域
を履修していること。

物理・宇宙学科：「物理基礎、物理」の履修および「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」のうち⚑
領域、計⚒領域以上を履修していること。

化学科 ：「化学基礎、化学」の履修および「物理基礎、物理」「生物基礎、生物」のうち⚑
領域、計⚒領域以上を履修していること。

工学部

全課程：「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」のうち、いずれか⚑領域を履修し
ていること。

生命環境学部

生物科学科・生命医科学科：「物理基礎、物理」「化学基礎、化学」「生物基礎、生物」のうち、いず
れか⚒領域を履修していること。

環境応用化学科 ：「化学基礎、化学」の履修および「物理基礎、物理」「生物基礎、生物」
のうち⚑領域、計⚒領域以上を履修していること。

建築学部

建築学科：「化学基礎、化学」の履修および「物理基礎、物理」「生物基礎、生物」のうち⚑領域、計
⚒領域以上を履修していること。
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、
本学ホームページ内「2021年度入学試験における対応について」に変更内容を掲載
します。出願前には必ずご確認ください。
■関西学院大学入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase



⚓．各 学 部 募 集 要 項

神 学 部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学神学部では、キリスト教が人類の歴史の中で生み出してきた思想や文化的財などについて専門領域

ならびに学際的領域での学びを深め、その精神に基づいて社会に奉仕することができるよう、教育することを目標
としています。そのためには、世界の動向を視野に入れ、キリスト教から生まれた文化的事象や思想に関する専門
的な知識を身につけるとともに、社会の諸現象への深い洞察力を持ち、他の諸分野と学問的な対話をする力を養う
必要があります。
本学部では、このような趣旨に基づき、学力審査では十分にはかることのできなかった多彩な能力を評価するた

め総合選抜入試を行います。高等学校における基礎学力「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・
協働性」を有しており、神学部で学ぶ意欲を強く持ち、社会と人間に仕える志を高く持つ学生を受け入れるべく、
調査書や論述審査、面接（口頭試問含む）によって評価を行います。入学者選抜に際しては上述の趣旨にのっとっ
て総合的に判断しますが、提出された書類・調査書及び小論文によっておもにキリスト教理解を中心とした「知識・
技能」と志望動機とを評価し、面接（口頭試問含む）によっておもに「思考力・判断力・表現力」と「主体性・多
様性・協働性」を評価します。

募集人員
キリスト教思想・文化コース 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】 書類審査の結果を評価します。
【第二次審査】 ＜第一次審査合格者のみ＞
小論文審査と面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。

《小論文審査について》
小論文審査（90分）では、神学部における学びで必要とされる文章を読み、そこに書かれていることを理解
し、内容を批判的に検証した上で自分自身の意見を構築し、相手に分かるように的確に表現する力が求めら
れます。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月⚕日(土)
時 間：10：00～11：30 小論文審査

13：30～ 面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス 神学部校舎
合格者発表：12月11日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

合格者発表：2020年11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、神学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。
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文 学 部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学文学部は、本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの精神を

踏まえ、人間の本質を追究するために深い学識と広い視野を養う学びの場です。文化や歴史、心理、文学や言語の
教育研究を通じて、人間存在の営みの本質や現代的・普遍的な課題を追究します。
本学部では、このような考えに基づいて、総合選抜入学試験を実施します。この入学試験では、英語⚔技能の検

定試験のスコアを用いることで一般学力試験と同等レベルの知識や技能を評価するとともに、論述・小論文形式で
の筆記審査、面接（口頭試問含む）を通じて、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう力」「人間性」
を多面的・多元的に評価し、本学部で学ぶにふさわしい意欲あふれる人を求めます。

募集人員
文化歴史学科
総合心理科学科 合わせて若干名
文学言語学科

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～ 面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｆ号館
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：30 英語題材論述方式

13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、文学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／文学部
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社会学部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学社会学部は、知的好奇心と探究心にあふれ、幅広い視野・知識と柔軟な思考力を持ち、さらにそれ

に基づいた強い意志と行動力をもつ人材の育成をめざしています。問題意識を持ち、幅広く学び、自分の頭で考え、
自分の体で調べ、自信をもって行動することのできる人間こそ、現代社会のそれぞれの現場で、さまざまな問題を
発見し、そして解決していくことのできる人間だと考えるからです。また、そうした一つ一つの積み重ねによって
こそ、よりよい社会が実現できると考えるからです。
本学部では、このような趣旨に基づいて、従来の一般学力試験では十分に測ることができない、社会学部で主体

的に学ぶための能力を積極的に評価するために、総合選抜入試を実施します。この入学試験は、大学教育を受ける
にふさわしい十分な英語力を前提としたうえで、現代社会の問題に対する理解と探求心、データを読み解くための
知識や論理力を評価し、本学部がめざす柔軟な思考力と積極的な行動力をもった人間に成長する可能性のある者を
迎え入れようとするものです。
したがって総合選抜入試に応募する皆さんに求めるのは、単なる学力だけではなく、本学部がめざす社会学を主

体的に学ぶための能力と意欲です。具体的には、現代社会における数々の問題についての具体的な関心、より主体
的にそれらを学ぼうとする意欲や探求心、そしてそれらを解決するための知識や論理的な思考力をどれだけ持って
いるか、が問われます。
審査は、書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、「態度・関心」「知識・思考」「技能・表現」

を多面的・多元的に評価します。出願資格として、英語検定試験スコア CEFR B1レベル以上を求めます。書類審
査においては、提出された書類や調査書に基づき、「態度・関心」「技能・表現」を中心に評価します。筆記審査に
おいては、政治・経済、現代社会、倫理、データ分析に関する読解・論述審査を行い、「知識・思考」「技能・表現」
を中心に評価します。さらに面接審査（口頭試問含む）においては、「態度・関心」「技能・表現」を中心に、総合
的に評価します。

募集人員
社会学科 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】 書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。
【第二次審査】 ＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月12日(土)
時 間：10：00～

面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｅ号館
合格者発表：12月16日(水) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）
します。また、合格者には入学手続書類も
同封します。インターネットによる「合格
者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

選考日：2020年11月21日(土)
時 間：10：00～

政治・経済、現代社会、倫理およびデータ分析に関する読解・論述審査
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｅ号館
合格者発表：11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には第二次審査に関する通知も同時に行
います。インターネットによる「合格者受験番号案
内」については P. 27をご参照ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、社会学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／社会学部
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法 学 部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学法学部は、本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの理念の

もと、ソーシャル・アプローチという教育方針にもとづき、法学・政治学を多面的に考察することによって、幅広
い社会現象を深く洞察できる力を養うとともに、明確な目的意識を持って社会に奉仕する精神を持った人材の育成
をめざしています。また、国際化、高度化する現代社会においては、様々な分野において、豊かな人間性や高いコ
ミュニケーション能力を持ち、リーダーシップを発揮して社会に貢献できる人材が求められており、このような素
養を有する者を受け入れたいと考えています。したがって、法学部では、大学での教育に必要な基礎的学力を有し
ていることを前提に、一般入学試験では判断することが難しい様々な能力や社会奉仕精神を含む豊かな人間性、優
れたコミュニケーション能力、またはリーダーシップを持ち、目的意識の高い者を募集します。
審査は書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、学力「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

「主体性・多様性・協働性」を多面的・多元的に評価します。書類審査においては提出された書類や調査書に基づき、
高等学校での学びや活動の成果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。筆記審査において
は日本語資料による読解・論述審査を行い「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を中心とした学力を評価し
ます。さらに面接（口頭試問含む）においては上述の本学部で学ぶ意欲を中心に総合的に評価を行います。

募集人員
法律学科

合わせて10名政治学科

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：9：30～（予定） 面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ａ号館（当日掲示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：13：00～ 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、法学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／法学部
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経済学部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学経済学部は、経済学の専門的知識や現実経済の背景にあるさまざまな文化や伝達手段を身につける

ことを通じて、社会に貢献し、その社会への貢献を通じて自分自身をも磨ける人間を育てることを目的としています。
大学教育の場を活気と創造性に満ちたものにするためには、個性ゆたかで活力ある学生を受け入れることで、学

生たちの間に生き生きとした状況を作り出し、さらには大学教育そのものを活性化すると考えています。経済学部
が求めるのは、学問を通じて発揮される活力です。このような活力は、単に勉学においてだけではなく、生活全般
にわたる人間としての働きのなかで培われるものです。そこで、経済学部の総合選抜入試では、高校時代の勉学の
ほか、学校内外での様々な活動に積極的に取り組んだ経験を通じて培われた能力や人間性などを備えた学生を募集
します。
審査は書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、学力「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

「主体性・多様性・協働性」を多面的・多元的に評価します。書類審査においては提出された書類や調査書に基づき、
高等学校での学びや活動の成果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。筆記審査において
は日本語資料による読解・論述審査を行い「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を中心とした学力を評価し
ます。面接（口頭試問含む）ではプレゼンテーションにより表現力・主体性などを評価しながら、上述の本学部で
学ぶ能力や人間性などを中心に評価を行います。

募集人員
20名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
・面接（口頭試問、プレゼンテーション含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
・プレゼンテーションの詳細は、第一次審査の合格通知と共に郵送にてお知らせします。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～

面接（口頭試問、プレゼンテーション含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス 経済学部教室（当日掲示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：13：00～ 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、経済学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／経済学部
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商 学 部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学商学部の教育は、本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの

精神を踏まえ、真に創造的な能力を有するビジネスパーソンの育成（Fostering Creative Minds for Business）を理
念としています。
この理念を実現するためには、本学の建学の精神を理解し、商学部で学びたいという強い意志を有するとともに、

高等学校での学びにおいて「主体的な学び」、「対話的な学び」および「深い学び」の経験や成果を得て、主体的に
考え、学ぶ姿勢と意欲を有している生徒を迎え入れることが必要です。そこで、商学部の教育を受けるにふさわし
い能力ならびに学びに向かう力を総合的に評価する総合選抜入学試験を実施します。
総合選抜入学試験では、書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、「知識・技能」、「思考力・

判断力・表現力」および「主体性・多様性・協働性」という学力三要素を多面的・総合的に評価します。具体的に
は、書類審査においては、提出された書類や調査書に基づき、「主体性・多様性・協働性」を中心に評価します。
筆記審査においては、英語を題材とした論述試験および日本語小論文試験により、「知識・技能」および「思考力・
判断力・表現力」を中心とした学力を評価します。さらに、面接審査においては、書類審査と筆記審査の結果を踏
まえて、面接（口頭試問含む）により商学部で主体的に学ぶ意欲を中心に総合的に評価を行います。

募集人員
若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査と筆記審査の結果で総合的に評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
第一次審査の内容と面接審査（口頭試問含む）の結果で総合的に評価します。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～ 面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス 商学部教室（当日指示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：30 英語題材論述方式

13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、商学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／商学部
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人間福祉学部

アドミッション・ポリシー
人間福祉学部は、関西学院大学のなかで伝統のある「福祉」の分野をさらに進化させ、「人間そのもの」そして「そ

の生活環境としての社会」について理解を深め、よりよい社会の実現をめざして学ぶ学際的分野をテーマとする実
学志向の学部です。
社会福祉学科では、社会的支援の必要な人の自立や自己実現の援助、福祉に関する政策や現実を学び、未来の社

会を担うソーシャルワーカーとしてリーダーシップを発揮できる人材、社会起業学科では、国際的な視点とコミュ
ニケーション能力を養い、地域社会や国際社会に貢献できる行動力と知識を身につけ、社会起業とともに企業、自
治体、NPO・NGO、国際機関などで社会のあり方を提案できる人材、人間科学科では、人間を「こころ（スピリチュ
アリティ）」と「身体」の両面からとらえ、「こころ」や「身体」を病む人や悲しみの中にある人に寄り添い、人々
のQOL（いのちの質・生活の質）を支える人材を育成します。
総合選抜入試では、審査は書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、学力「知識・技能」「思

考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を多面的・多元的に評価します。書類審査においては提出さ
れた書類や調査書に基づき、高等学校での学びの成果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行いま
す。筆記審査においては日本語資料による読解・論述審査、英語資料による読解・論述審査を行い「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」を中心とした学力を評価します。さらに面接審査（口頭試問含む）においては上述の
本学部で学ぶ意欲などを中心に総合的に評価を行います。

募集人員
社会福祉学科 ⚕名
社会起業学科 ⚓名
人間科学科 ⚓名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。
【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果と合わせて総合的に評価します。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～ 個人面接（口頭試問含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館（当日掲示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：00 英語論述審査

13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、人間福祉学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／人間福祉学部
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国際学部

アドミッション・ポリシー
関西学院大学国際学部では、「国際性の涵養」という教育・研究上の理念を達成するため、「国際事情に関する課

題の理解と分析」を教育・研究上の目的としています。その目的の達成を通じて、「国際性」（世界理解、国際理解
のための能力）と「人間性」を備えた世界市民として、国際的なビジネス・市民社会で活躍できる人材の養成をめ
ざしています。その教育・研究上の目的は、学生が高い外国語能力を習得し、世界の各地域を様々な角度（特に人
文・社会科学の観点）から理解し、分析できるようになることです。
本学部では、このような教育・研究上の理念・目的に基づいて、総合選抜入学試験を実施します。この入学試験

では、本学部に強い関心と学習意欲を持つ者を対象として、従来の一般学力試験では判断することができない多様
な経験、活動を通じて身につけた豊かな人間性、将来性、可能性、能力を多面的に、積極的に評価します。
審査は書類審査・筆記審査・面接審査（口頭試問含む）を通じて、学力「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

「主体性・多様性・協働性」を多面的・多元的に評価します。書類審査においては提出された書類や調査書に基づき、
高等学校での学びや活動の成果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。筆記審査において
は日本語資料による読解・論述審査、英語資料による読解・論述審査を行い「知識・技能」「思考力・判断力・表
現力」を中心とした学力を評価します。さらに面接（口頭試問含む）においては上述の本学部で学ぶ意欲を中心に
総合的に評価を行います。

募集人員
国際学科 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】 書類審査・筆記審査の結果を総合的に評価します。
【第二次審査】 ＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問、プレゼンテーション、グループディスカッション含む）を行い、第一次審査の結果を合わ
せて総合的に評価します。
《プレゼンテーションについて》
プレゼンテーションのテーマは、第一次審査合格発表日の午前⚙時に以下のURLにて発表します。
URL：https://www.kwansei.ac.jp/s_is/s_is_013190.html

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：9：00～

面接（口頭試問、プレゼンテーション、グループディスカッション含む）
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｇ号館

（国際学部／ IS 棟）（当日指示）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：30 英語題材論述方式

13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、国際学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／国際学部
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教育学部

アドミッション・ポリシー
教育学部は、「子ども理解」を基本的な教育理念として、学校教育及び保育の現場で活躍する「教育者」、広く社

会で子どもを育てる活動にかかわり、またそうした活動を支援できる「教育者」を養成することを目的としていま
す。そのため、「実践力」、「教育力」、「人間力」など「教育者」に求められる資質をさらに伸ばそうとする意志を
もつ者を受け入れることを基本方針としています。具体的には、以下のような者を受け入れます。

●人間・社会に対する幅広い関心をもち、教育・保育現場などで学びと育ちを支える資質を身につけようとする意
欲をもつ者。

●高等教育に相応しい学力をもち、主体的に問題を発見し、その問題解決に実践的に取り組もうとする意欲をもつ者。
●多様な価値観への理解・共感をもち、相互に人間的な成熟へと向かうことが期待できる者。
●関西学院のスクール・モットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡという精神を体現しようと
する意欲をもつ者。

以上を募集方針の要素として、多様な能力を評価する総合選抜入試を実施します。高等学校段階までに身につけ
た「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を書類審査、筆記試験（英語論述・課題
小論文）、個人面接（口頭試問含む）、グループディスカッション等を行い、総合的に評価します。

募集人員
教育学科
幼児教育学コース 若干名
初等教育学コース 若干名
教育科学コース 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】 書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。
【第二次審査】 ＜第一次審査合格者のみ＞
グループディスカッション、個人面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価
します。ただし、第一次審査の合格者が⚓名以下の場合は個人面接のみとなります。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～ ・グループディスカッション

・個人面接（口頭試問含む）
※第一次審査の合格者が⚓名以下の場合は個人面接のみとなります。

場 所：西宮聖和キャンパス
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：00 英語論述審査

13：00～14：30 課題小論文審査
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、教育学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／教育学部
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総合政策学部

アドミッション・ポリシー
現代社会は、環境破壊や資源・人口問題、国際紛争など多くの深刻な問題をかかえており、各国政府や国際機関、

非政府組織、民間団体などさまざまな組織や団体が、問題の解決をめざしています。関西学院大学総合政策学部で
は、ʠThink globally. Act locally.ʡ（地球規模で考え、足元から行動せよ）をモットーに、こうした地球規模の問題
に対する適切な解決策としての政策を打ち出すために、幅広い学問領域を結集させ、総合的に追究しています。
総合政策学部が求めている学生像は、現実世界の問題に対してして明確な問題意識をもち、解決に向けた取り組

みによって、人々がより幸福に暮らすことのできる社会の実現に貢献しようとする学生です。総合政策学部では、
このような学生は少なくとも次のような能力を備えていなければならないと考えています。⚑つ目は、現実世界の
問題を解決したいという志と情熱を持っていることです。⚒つ目は、複雑に入り組んだ現実世界の問題を解きほぐ
し、その中から具体的な課題を発見・抽出するための想像力と論理的な思考力です。⚓つ目は、自らの考えや意見、
政策提案を的確に表現し、伝達するための発信型のコミュニケーション能力です。
総合政策学部では、第一次審査として読解・論述審査を行い、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」を有

しているかを評価します。第二次審査では面接（口頭試問含む）およびプレゼンテーション等によって、提出され
た書類も併せて活用しながら「学びに向かう力・人間性」について評価を行います。

募集人員
総合政策学科
メディア情報学科

合わせて15名都市政策学科
国際政策学科
※学部一括で募集します。学科に所属するのは⚒年次からです。

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査、筆記審査の結果を総合的に評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）およびプレゼンテーションを行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
《プレゼンテーションについて》
プレゼンテーションのテーマは、第一次審査合格発表日の午前⚙時に以下のURLにて発表します。
URL：https://www.kwansei.ac.jp/s_policy/sougousenbatu.html

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年10月17日(土)
時 間：10：00～ ・面接（口頭試問含む）

・プレゼンテーション
場 所：神戸三田キャンパス

（試験会場は当日、Ⅰ号館総合政策学部事務室前に掲示します。）
合格者発表：11月⚒日(月) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

選考日：2020年⚙月26日(土)
時 間：10：00～11：30 英語題材論述方式

13：00～14：30 日本語小論文
場 所：西宮上ケ原キャンパス Ｂ号館
合格者発表：10月⚒日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、総合政策学部事務室に申し出てください。
・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／総合政策学部
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理 学 部 （2021年⚔月開設予定）

アドミッション・ポリシー
本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの理念のもと、自然科学の基礎を

しっかり学び、それらを応用に生かしていく能力を養いたいと考えている若者たち、本学の建学の精神を背景にし
て、人格形成、自己の確立に努め、自然科学の知識や能力に優れているだけでなく、人間として深みのある科学者
や技術者になりたいと考えている若者たち、そのような人々を対象に総合選抜入試を実施します。
総合選抜入試では、一定の知識、技能、思考力、判断力・表現力を有し、それに加えて「学びに向かう力・人間

性」を持った者、すなわち、基礎学力を備え、暗記にたよらない自由な発想と幅広い思考力を持ち、ここで学び、
培った知識や技能を駆使し、社会に貢献していこうとする意欲を持つ学生を広く求めます。
一次審査では、提出された書類（自己推薦書・学びの計画書）や調査書に基づき、高等学校での学びや活動の成

果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。二次審査（面接（口頭試問を含む））は、教科・
科目に関する口頭試問を含み、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を確認するとともに、学問領域を探究し
ていこうとする力や意欲と併せて総合的に評価します。

募集人員
数理科学科 若干名
物理・宇宙学科 若干名
化学科 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査の結果を評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月⚕日(土)
時 間：9：30～ 面接（口頭試問含む）

※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む
場 所：神戸三田キャンパス Ⅳ号館（当日指示）
合格者発表：12月11日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

合格者発表：2020年11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、Ⅵ(6)号館⚑階理工学部事務室に申し出て
ください。

・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／理学部
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工 学 部 （2021年⚔月開設予定）

アドミッション・ポリシー
本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの理念のもと、自然科学の基礎を

しっかり学び、それらを応用に生かしていく能力を養いたいと考えている若者たち、本学の建学の精神を背景にし
て、人格形成、自己の確立に努め、自然科学の知識や能力に優れているだけでなく、人間として深みのある科学者
や技術者になりたいと考えている若者たち、そのような人々を対象に総合選抜入試を実施します。
総合選抜入試では、一定の知識、技能、思考力、判断力・表現力を有し、それに加えて「学びに向かう力・人間

性」を持った者、すなわち、基礎学力を備え、暗記にたよらない自由な発想と幅広い思考力を持ち、ここで学び、
培った知識や技能を駆使し、社会に貢献していこうとする意欲を持つ学生を広く求めます。
一次審査では、提出された書類（自己推薦書・学びの計画書）や調査書に基づき、高等学校での学びや活動の成

果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。二次審査（面接（口頭試問を含む））は、教科・
科目に関する口頭試問を含み、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を確認するとともに、学問領域を探究し
ていこうとする力や意欲と併せて総合的に評価します。

募集人員
物質工学課程 若干名
電気電子応用工学課程 若干名
情報工学課程 若干名
知能・機械工学課程 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】 書類審査の結果を評価します。
【第二次審査】 ＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月⚕日(土)
時 間：9：30～ 面接（口頭試問含む）

※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む
場 所：神戸三田キャンパス Ⅳ号館（当日指示）
合格者発表：12月11日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

合格者発表：2020年11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、Ⅵ(6)号館⚑階理工学部事務室に申し出て
ください。

・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／工学部
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生命環境学部 （2021年⚔月開設予定）

アドミッション・ポリシー
本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの理念のもと、自然科学の基礎を

しっかり学び、それらを応用に生かしていく能力を養いたいと考えている若者たち、本学の建学の精神を背景にし
て、人格形成、自己の確立に努め、自然科学の知識や能力に優れているだけでなく、人間として深みのある科学者
や技術者になりたいと考えている若者たち、そのような人々を対象に総合選抜入試を実施します。
総合選抜入試では、一定の知識、技能、思考力、判断力・表現力を有し、それに加えて「学びに向かう力・人間

性」を持った者、すなわち、基礎学力を備え、暗記にたよらない自由な発想と幅広い思考力を持ち、ここで学び、
培った知識や技能を駆使し、社会に貢献していこうとする意欲を持つ学生を広く求めます。
一次審査では、提出された書類（自己推薦書・学びの計画書）や調査書に基づき、高等学校での学びや活動の成

果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。二次審査（面接（口頭試問を含む））は、教科・
科目に関する口頭試問を含み、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を確認するとともに、学問領域を探究し
ていこうとする力や意欲と併せて総合的に評価します。

募集人員
生物科学科 若干名
生命医科学科
生命医科学専攻 若干名
発生再生医科学専攻 若干名
医工学専攻 若干名

環境応用化学科 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査の結果を評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月⚕日(土)
時 間：9：30～ 面接（口頭試問含む）

※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む
場 所：神戸三田キャンパス Ⅳ号館（当日指示）
合格者発表：12月11日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

合格者発表：2020年11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、Ⅵ(6)号館⚑階理工学部事務室に申し出て
ください。

・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／生命環境学部
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建築学部 （2021年⚔月開設予定）

アドミッション・ポリシー
本学のスクールモットーであるʠMastery for Service（奉仕のための練達）ʡの理念のもと、自然科学の基礎を

しっかり学び、それらを応用に生かしていく能力を養いたいと考えている若者たち、本学の建学の精神を背景にし
て、人格形成、自己の確立に努め、自然科学の知識や能力に優れているだけでなく、人間として深みのある科学者
や技術者になりたいと考えている若者たち、そのような人々を対象に総合選抜入試を実施します。
総合選抜入試では、一定の知識、技能、思考力、判断力・表現力を有し、それに加えて「学びに向かう力・人間

性」を持った者、すなわち、基礎学力を備え、暗記にたよらない自由な発想と幅広い思考力を持ち、ここで学び、
培った知識や技能を駆使し、社会に貢献していこうとする意欲を持つ学生を広く求めます。
一次審査では、提出された書類（自己推薦書・学びの計画書）や調査書に基づき、高等学校での学びや活動の成

果から「主体性・多様性・協働性」などを中心に評価を行います。二次審査（面接（口頭試問を含む））は、教科・
科目に関する口頭試問を含み、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を確認するとともに、学問領域を探究し
ていこうとする力や意欲と併せて総合的に評価します。

募集人員
建築学科 若干名

提出書類
⚑．自己推薦書 ⚒．学びの計画書 ⚓．英語検定試験のスコア表もしくは合格証 ⚔．調査書
※提出書類のダウンロードや記入上の注意、提出方法等の詳細は、P. 20～24をご参照ください。

選考方法
【第一次審査】
書類審査の結果を評価します。

【第二次審査】＜第一次審査合格者のみ＞
面接（口頭試問を含む）を行い、第一次審査の結果を合わせて総合的に評価します。
※口頭試問は、教科・科目に関する質問を含む。

選考日時・場所・合格発表
【第一次審査】 【第二次審査】（第一次審査合格者のみ）

選考日：2020年12月⚕日(土)
時 間：9：30～ 面接（口頭試問含む）

※口頭試問は教科・科目に関する質問を含む
場 所：神戸三田キャンパス Ⅳ号館（当日指示）
合格者発表：12月11日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）します。
また、合格者には入学手続書類も同封します。
インターネットによる「合格者受験番号案内」に
ついては P. 27をご参照ください。

合格者発表：2020年11月27日(金) 午前⚙時

※合否を受験者本人へ直接通知（速達郵便）しま
す。また、合格者には第二次審査に関する通知
も同時に行います。インターネットによる「合
格者受験番号案内」については P. 27をご参照
ください。

（注意事項）
・受験票は必ず携行してください。万一忘れたり、紛失した場合は、Ⅵ(6)号館⚑階理工学部事務室に申し出て
ください。

・審査当日は、試験開始20分前までに指定された場所に集合してください。なお、試験開始後30分以上遅刻した
場合は受験を許可しません。

・不正行為をした場合は、当該年度の入学試験のすべてを無効とします。
・大雪、地震、津波、台風、洪水等の自然災害、火災、停電、新型インフルエンザを含む感染症、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、試験や合格発表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の費用負担、その他個人的損害について、本学は一切責任を負いま
せん。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り得ること、また試験時間を確保するために
休憩時間を本学の規程に基づいて調整することがあります。

・電話等での合否に関する問い合わせには、一切応じません。
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⚔．出願登録期間・入学検定料納入期間・提出書類送付期間

文学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部・教育学部・総合政策学部

出願登録期間※1 入学検定料納入期間 提出書類送付期間※2

2020年⚙月⚑日(火)⚙時～
⚙月11日(金)23時迄

2020年⚙月⚑日(火)⚙時～
⚙月11日(金)23時59分迄

2020年⚙月⚑日(火)～
⚙月11日(金)消印有効

神学部・社会学部・理学部・工学部・生命環境学部・建築学部

出願登録期間※1 入学検定料納入期間 提出書類送付期間※2

2020年11月⚒日(月)⚙時～
11月⚙日(月)23時迄

2020年11月⚒日(月)⚙時～
11月⚙日(月)23時59分迄

2020年11月⚒日(月)～
11月⚙日(月)消印有効

※⚑ 出願登録はインターネット上で行います。
※⚒ 海外から出願する場合は、出願期間内必着です。提出書類は、出願期間内に必着できるよう余裕を持っ

て準備してください。各国の郵便事情は一切考慮しません。なお、送付の際は、追跡確認が可能な方法
で送付してください。

※ 病気・負傷や障がい等のために、受験および入学後の修学に際して配慮を希望する志願者は、⚗月27日
(月)までに「高大接続センター 入試課」（TEL：0798-54-6135）へ申し出てください。

⚕．併 願

本入学試験は、他大学との併願が可能です。
また、本入学試験において出願できるのは、一つの学部・学科・専修・コース・課程のみです。なお、出願期
間が11月以降となる学部※について、出願期間以前に受験した他の入学試験での合格者以外は、出願可能です。

※神学部・社会学部・理学部・工学部・生命環境学部・建築学部

⚖．入 学 検 定 料

入学検定料：35,000円
入学検定料納入後の出願内容の変更、出願の取消しは一切認めません。
＜入学検定料の支払い方法について＞
P. 25「入学検定料の支払い方法」を参照のうえ、本学ホームページ「インターネット出願」から出願内容
を登録した後で入学検定料を納入してください。
入学検定料の支払方法として「クレジットカードで支払う」か「コンビニ、金融機関ATM【Pay‒easy】、ネッ
トバンキング【Pay‒easy】のいずれかで支払う」のどちらかを選択できます。

＜入学検定料支払い手数料＞
入学検定料の他に手数料が必要です。手数料は支払い方法、検定料金額ごとに異なります。詳しくは、P.
25「入学検定料支払い手数料について」をご参照ください。

（注意事項）
⑴ 入学検定料納入後の出願内容の変更、登録の取り消しは一切認めません。ただし、住所・氏名等に誤りが

あれば速やかに高大接続センター入試課（TEL 0798-54-6135）までご連絡ください。
⑵ いったん納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還の請求には応じません。

⚗．受 験 票 交 付

提出された出願書類に基づき、出願資格を確認し、出願資格を満たしている者に対して、「受験許可証」と
して受験票を送付します。第一次審査の⚒日前までに受験票が未着の場合※は、「高大接続センター入試課」
（TEL 0798-54-6135）まで問い合わせてください。

※第一次審査が書類審査の場合は、第一次審査合格発表日の⚒日前までに受験票が未着の場合

【T：】Edianserver ／関西学院／【入試要項・入試ガイド】／総合選抜要項／
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新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、本学ホームページ内「2021年度
入学試験における対応について」に変更内容を掲載します。出願前には必ずご確認ください。
■関西学院大学入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase



⚘．出 願 方 法

本入学試験はインターネット出願です。各学部が指定する提出書類は本学入試情報サイトからダウンロード
してください。出願の流れは以下の通りですので、出願を希望する方は P. 21～P. 25をよく読み、出願登録な
らびに書類の郵送を行ってください。

出願の流れ

P.21
P.22

P.23

P.25

P.24

調査書など必要書類の取り寄せ
出願期間前までに関係機関に対して請求し、取り寄せておいてください。

各学部提出書類のダウンロードと記入
本学入試情報サイトからダウンロードしてください。

入試情報サイトURL：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/

出願登録、写真アップロードと検定料の支払い
（インターネット出願）

各学部提出書類の郵送

出 願 完 了

〜

「志願者の個人情報の保護について」
関西学院大学では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、出願に際して志願者から提供された個人情報

については、志願者への連絡や入学準備、入学試験データとして利用し、安全管理のために必要な措置を講じ
ています。
なお、出願時に志願者から提供された個人情報は、関西学院大学に入学された後、入学者データとして利用

いたします。
また、関西学院大学への入学に際しては、下記の団体が、会員等への案内、機関誌送付を目的として、合格

者データおよび入学後に教育・研究のために使用するデータから、学生の氏名・住所・電話番号および保証人
の氏名・住所・電話番号を関西学院大学と共同して利用いたします。なお、これらの関係団体についても個人
情報の取扱いについては関西学院大学と同様の安全管理措置を講じています。

関西学院大学と入学許可者の個人情報を共同して利用する団体

関西学院同窓会 同窓・学生の親睦団体であり、入学者に学生会員となっていただきます。

関西学院後援会
関西学院大学、聖和短期大学、関西学院高等部、関西学院千里国際高等部、関西
学院中学部、関西学院千里国際中等部、関西学院初等部の保証人・保護者で構成
される後援組織であり、保証人・保護者の方々にご加入いただいています。

関西学院大学生活協同組合 学生、高中部の保護者、教職員の出資金をもとにして、学生・生徒、教職員の経
済面・文化面での生活向上をサポートする組織です。
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⚙．提出書類と提出書類記入上の注意
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⚑ 提出書類のダウンロード（印刷） ※2020年⚖月中旬アップロード予定

提出書類は本学 HP 入試情報サイト（下記 URL）からダウンロードし、必要事項を記入したうえで提出して
ください。用紙サイズはA⚔縦版で統一してください。紙質は問いませんが、カラー用紙は不可とします。

〈URL：https://www.kwansei.ac.jp/admissions/〉

⚒ 提出書類一覧と記入上の注意

①自己推薦書※1

各学部「所定用紙」に記載されている設問もしくは質問について記述してください。
志願者本人自筆に限ります。

②学びの計画書※1

各学部「所定用紙」に記載されている設問もしくは質問について記述してください。
志願者本人自筆に限ります。

③英語検定試験のスコア表もしくは合格証
合格証、スコア表等は原本のコピーでも結構です。ただし、スコア等が載っているインターネットの画面
を印刷したものは認めません。

＜文系学部（神学部・文学部・社会学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部・教育学部・総合政策学部）＞
本学が指定する英語検定試験のスコア※2 CEFR B1レベル以上の取得を証明する合格証、スコア表等

＜理系学部（理学部・工学部・生命環境学部・建築学部）＞
本学が指定する英語検定試験のスコア※2 CEFR A2レベル以上の取得を証明する合格証、スコア表等

④調査書（厳封)※3

※⚑ 記入にあたっては楷書、数字は算用数字で、所定欄に黒ボールペンか黒インクのペンで丁寧に記入し
てください（消せるボールペンは不可）。なお、誤って記入した場合は、二重線を引いて訂正印を押
し、正しく書き直してください。

※⚒ 文部科学省（平成30年⚓月）発表の『各資格・検定試験と CEFR との対照表』に記載のあるもので、
正規スコアとする。また、各民間試験運営機関が定める有効期限内のものに限る。
詳しくは本学入試情報サイト（https://www.kwansei.ac.jp/kgcefr）をご確認ください。

※⚓ 調査書保管期限を過ぎ、発行できない場合は、「卒業証明書」を提出してください。
※ 海外から出願する場合は、出願期間内必着です。提出書類は、出願期間内に必着できるよう余裕を

持って準備してください。各国の郵便事情は一切考慮しません。なお、送付の際は、追跡確認が可能
な方法で送付してください。

※ 送付された提出書類は返還しません。

新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、
本学ホームページ内「2021年度入学試験における対応について」に変更内容を掲載
します。出願前には必ずご確認ください。
■関西学院大学入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase
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出願書類の虚偽記載について

出願書類の記載事項が事実と異なる場合、不正がある場合は、受験および入学の資格を取り消します。

⚓ 調査書（厳封）について

Ａ）高等学校、中等教育学校卒業見込者および卒業者
文部科学省指定様式。高等学校において「高等学校生徒指導要録」に基づき、出願前⚓カ月以内に作成
し、厳封したものを提出してください。卒業見込者については、第⚓学年⚑学期（または前期）までの「学
習成績の状況」にて作成してください。なお、卒業者で調査書が発行できない場合は「卒業証明書」を提
出してください。
（注）「学習成績の状況」については、高等学校卒業見込の者は第⚓学年⚑学期（または前期）まで、卒

業した者は第⚓学年修了時までのものとします。⚒学期制の高等学校において、第⚓学年前期まで
のものの提出が不可能な場合は、第⚒学年修了時までのものとします。調査書は高校⚓年間（高等
学校卒業見込の者は第⚓学年⚑学期、または前期まで）の成績をもれなく記載したものを提出して
ください。留学した場合は留学先の高校の成績を添付してください。

Ｂ）高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者および大学入学資格検定合格者
下記の（イ）（ロ）の書類を提出してください。
合格者
（イ）「合格証明書」または「合格証書を複写（コピー）したもの」
（ロ）「合格成績証明書」
合格見込者
（イ）「合格見込成績証明書」

Ｃ）外国の高等学校卒業（見込）者または修了（見込）者
下記の(イ)～(ハ)の書類を提出してください。海外から出願する場合、提出書類は出願期間内必着で送
付してください。なお、提出する証明書の使用言語は日本語または英語とします。それ以外の場合は、
出身学校・公的機関（大使館、中国においては公証処）等による和訳または英訳が必要です。海外の公
証役場による証明は認めません。
（イ）外国の高等学校の「卒業（見込）または修了（見込）証明書」「卒業証書（Diploma）」のコピー

を提出する場合は、必ず原本から正しく複製されたもの〈Certified true copy〉であることの証
明を出身高等学校から受けたものを提出してください。その証明がないものは無効です。

（ロ）外国の高等学校の「成績証明書」
（ハ）日本の高等学校で取得した科目がある場合は、日本の高等学校の「調査書」もしくは「成績証

明書」

新型コロナウイルス感染症等の影響により、入学試験内容等に変更が生じた場合は、
本学ホームページ内「2021年度入学試験における対応について」に変更内容を掲載
します。出願前には必ずご確認ください。
■関西学院大学入試情報サイト：https://www.kwansei.ac.jp/2021oshirase



10．インターネット出願と提出書類郵送の流れ
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※１ インターネット出願サイト（ 月中旬ごろ公開予定）
　　 デザイン・文言等は変更になる場合があります。

※２ 提出書類として郵送する必要はありません。
　　 写真はアップロードに必要です。

Step 1

Step 2

Step 3

「利用規約」および「個人情報
の取扱い」を読み、［同意条項
に同意する］を選択し、［次へ］
ボタンを押してください。

利用規約・個人情報の取扱いに
関する同意条項を確認

志望情報（学部（学科・専修・コース・課程）
など）を選択し、入学検定料を確認の上、
［次へ］ボタンを押してください。

Step 5

画面の指示にしたがい、各項目を入力し
て［次へ］ボタンを押してください。氏名
や住所などは、間違いがあると受験票が
届かない可能性があるため、正しく入力
してください。氏名に正しい漢字が入力
されない場合、P.27「本学入学後の氏
名表記に使用可能な漢字について」をご確認ください。

〈任意〉
※JAPAN e-Portfolioを利用されている方は、任意で個人情報を反映することができます。

Step 6

Step 7

提出

提出 必要

Step 8

Step 9

メールアドレス確認画面にメール
アドレスを入力後、［認証キーを
取得する］ボタンを押すと、入力
されたメールアドレス宛に「認証
キー通知メール」が配信されます。

「認証キーの入力」の欄に届いた
認証キーを入力してください。

迷惑メール対策のためドメイン指
定受信をしている場合は、ドメイ
ン（@kwansei.ac.jp）を受信可能な設定に変更してください。

※携帯メール等のドメインの設定方法は携帯電話各社のホームペー
ジでご確認ください。

※登録したメールアドレスに出願情報の登録完了通知メールおよび
入学検定料の入金完了通知メールを送信します。

※「認証キー」は「認証キーを取得する」をクリックした後、 分以
内に入力してください。 分を経過すると無効になりますので、
改めて認証キーを取得してください。

メールアドレスを登録し認証キー
を取得Step 4

●クレジットカード
　（入学検定料をクレジットカードで支払う場合）
●調査書または証明書
●提出書類郵送用封筒（市販：角 ）

●写真１枚※（デジタル写真）
　　出願 カ月以内に撮影したもの
●各学部が指定する提出書類

※1 https://www.webshutsugan.com/kwansei/

入試日程一覧の下にある［出願する］
ボタンを押してください。
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〈アップロードする写真の注意点〉
写真は、出願画面からアップロードして提出してください（提出書類と
して写真を郵送する必要はありません）。
●出願前３カ月以内に撮影したもので、上半身正面向き、脱帽、背景は
無地のものとします（カラー写真が望ましい）。
●拡張子はJPEG、推奨サイズはVGA（640×480サイズ）です。
※入学が許可された場合には、学生証や教務情報等に使用します。卒業
するまで使用するのに相応しい服装としてください（制服以外が望ましい）。

※学生証の写真は原則として卒業まで変更できませんが、状況により、
変更を認める場合があります。
　写真の変更を希望する場合は、入学後に所属学部事務室へ申し出てくだ
さい。所属学部が必要性を認めた場合、写真変更のうえ、学生証を再発行
します。写真の変更には、学生証再発行手数料（2,000円）が必要です。

提出Step 12

Step 14

Step 13

Step 9

※本ページ右下の〈アップロードする写真の注意点〉をご確認ください。

Step 11

出願番号（受験番号ではありま
せん）が発行されるので、必ず、
メモをとるか画面を印刷してく
ださい。
●出願番号は、出願登録後に
出願情報を確認する場合と、
提出書類を郵送する際に必要
です。
●出願登録完了後、登録された
メールアドレスに出願内容が
記載されたメールが送信され
ますので、必ず内容を確認し
てください。また、メールは必ず保管しておいてください。
●コンビニ・金融機関ATM【Pay easy】・ネットバンキング【Pay easy】
を選択した場合は、入学検定料の支払いに必要な決済番号もメモしてく
ださい。

出願登録完了画面にある［宛名ラベルを印刷する］
ボタンを押して、宛名ラベル 右図 を開いて印
刷し、市販の角 封筒に貼付してください。
その封筒に提出書類を封入し、以下の送付先に
簡易書留速達で郵送してください。

入学検定料の支払いは、以下のいずれかの方法で行ってください。
①コンビニ　　②金融機関ATM【Pay easy】
③ネットバンキング【Pay easy】　　④クレジットカード
※いったん納入された入学検定料は、いかなる理由があっても返還の
請求には応じません。
※入学検定料納入後の出願内容の変更、出願の取消しは一切認めま
せんのでご注意ください。

※「プリンタを所有していない」
　「スマートフォン・タブレットから操作している」
　「印刷できない」のいずれかに該当する方は、封
筒（角2）の裏面に出願番号、氏名、本人連絡先
住所を記入してください。

Step 10

支払い方法として、「クレジットカー
ドで支払う」か「コンビニ、金融機
関ATM【Pay easy】、ネットバンキ
ング【Pay easy】のいずれかで支払
う」のいずれかを選択してください。
選択・入力ができたら、 出願登録を
完了する ボタンを押してください。

注意
この時点では、支払いは未完了です。
Step13にて支払いを完了してください。



11．入学検定料の支払い方法
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力入を」号番認確「」号番様客お「」号番関機納収「

利用可能な金融機関の一例
・ゆうちょ銀行　・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行　　・三井住友銀行
・りそな銀行／埼玉りそな銀行　他

Q & A
Ｑ.自宅にパソコンがないのですが出願可能ですか？
Ａ.図書館など公共施設のパソコンでもインターネット環境があれば出願は可能です。また、スマート
フォン、タブレット端末からも出願が可能です。

Ｑ.メールアドレスがない場合でも出願登録可能ですか？
Ａ.出願にはメールアドレスが必須です。さらに、登録完了及び入学検定料入金完了の確認メールを送
信するためにも使用します。メールアドレスは、スマートフォンや携帯電話、フリーメール
（Gmail、Yahoo !メールなど）でも構いません。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(@kwansei.ac.jp)を受信設定してくだ
さい。

Ｑ.氏名・住所に正しい漢字が登録できません。
Ａ.P. 27「本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字について」を確認してください。

Ｑ.出願登録後、入力内容の誤りに気がついたのですが、変更できますか？
Ａ.入学検定料の納入前であれば、「出願内容の確認・変更画面」（インターネット出願サイトトップペー
ジ）より変更を行うことが可能です。入学検定料納入後の出願内容の変更・取消は一切できません。
ただし、住所・氏名等に誤りがあれば速やかに入試課（下記）まで連絡してください。

関西学院大学 高大接続センター 入試課 TEL 0798-54-6135

■入学検定料支払い手数料について
入学検定料の他に、⚑回の出願ごとに手数料が必要です。
手数料は支払い方法、検定料金額ごとに異なります。

コンビニ､金融機関 ATM【Pay‒easy】､ネットバンキング【Pay‒easy】

入学検定料 手数料
⚕万円未満 440円
⚕万円以上 660円

クレジットカード

入学検定料 手数料
⚓万円未満 513円
⚓万円以上～⚕万円未満 903円
⚕万円以上～⚗万円未満 1,343円
⚗万円以上～10万円未満 1,773円
10万円以上 2,076円
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12．インターネットによる「合格者受験番号案内」

受験生のみなさんの便宜を図るため、補助的な手段としてインターネットによる「合格者受験番号案内」を
実施します。以下の関西学院大学入試情報サイトにアクセスしてください。

https://www.kwansei.ac.jp/admissions/
関西学院大学入試情報サイトに合格者受験番号案内のページが表示されます。

※上記の見間違い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。
ご利用の環境により、表示に時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
その場合、しばらく時間をおいてから再度アクセスしてください。

13．入 学 手 続

合格者は所定の期間内に入学手続（ⅠおよびⅡ）を完了してください。
⑴ 入学手続Ⅰ〈入学金の納入〉

下記所定期間内に、所定の振込依頼書を用いて入学金を納入してください。詳細は、合格通知に同封され
る入学手続書類にしたがってください。

〈文学部・法学部・経済学部・商学部・人間福祉学部・国際学部・教育学部・総合政策学部〉
2020年11月⚒日(月)～11月10日(火)

〈神学部・理学部・工学部・生命環境学部・建築学部〉
2020年12月11日(金)～12月18日(金)

〈社会学部〉
2020年12月16日(水)～12月23日(水)

所定の振込依頼書を用いて入学金を銀行等の金融機関の窓口から振込みによって納入してください。
ATMおよびインターネットバンキングによる振込みは受け付けません。ゆうちょ銀行・郵便局からの振
込みもできません。取扱金融機関の出納印をもって、関西学院の領収とみなします。納入締切日の出納印
まで有効です。なお、金融機関により出納日付の取扱いが異なりますので、締切間近に納入される場合に
は、事前に金融機関にご確認ください。

本学入学後の氏名表記に使用可能な漢字について
本学のシステムで使用可能な漢字は、原則として JIS 第⚑・⚒水準（計6,355字）のみ※1※2※3です。ただし、

本学入学後の氏名表記について、特に JIS 第⚑・⚒水準の漢字以外の使用を希望する場合は、合格通知書に同
封する「入学手続きのご案内」に記載のURL より『学籍氏名表記修正願』をダウンロードし、「入学手続Ｉ」
期間内に提出（最終日消印有効）することで、該当漢字を「外字｣※4として使用することが可能です。
なお、外字は本学システム内でしか表示・印刷できないため、以下⑴、⑵のような不都合が生じる可能性が

あることを予めご了承ください。
⑴ メール等、学外とやり取りする文書やデータ等で外字を使用すると、相手の PCでは表示されなかったり、

文字化けを起こしたりすることがあります。
⑵ 本学システムを学外から使用する際、外字箇所が表示されなかったり、文字化けを起こしたりすることが

あります。
※⚑ システム上の画面表示だけでなく、本学の発行する全ての文書や帳票、卒業証明書・成績証明書等

の各種証明書も対象です。
※⚒ 卒業時に発行する学位記（卒業証書および修了証書）については、所定の期間に所属学部事務室に

申請することにより、戸籍・パスポート等、公的な証明書に記載の漢字を使用することが可能です。
本件の詳細は、入学後、所属学部事務室にお問い合わせください。

※⚓ インターネット出願フォームでもJIS 第⚑・⚒水準以外の漢字が入力できないよう制限しています。
※⚔ 文字によっては、新規外字作成の対象とせず、本学の基準に基づき類字（同義の代字）に読み替え

ることがあります。読み替えの結果については、入学式当日に配付される学生証に印字された氏名
表記を確認してください。
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⑵ 入学手続Ⅱ〈学費・その他の諸費の納入およびWeb申請〉
入学手続Ⅱの期間は2021年⚒月12日(金)～⚓月10日(水)までです。ただし、Web 申請期限については「K.
G.合格者 Navi」上で⚓月⚔日(木)午後⚓時までとします。詳細は2021年⚒月中旬に入学手続Ⅰ完了者へ
郵送にて連絡します。

⑶ 入学式
2021年⚔月⚑日(木)、⚔月⚒日(金) いずれかの予定 全学部 西宮上ケ原キャンパス

⑷ 注意事項
⚑．所定の期間内に入学手続（ⅠおよびⅡ）を完了しない場合は、入学の意思がないものとみなし入学許

可を取り消します。
⚒．いったん納入された入学金および提出書類は返還いたしません。
⚓．各学部の窓口事務取扱時間は、平日は午前⚙時30分から午後⚓時まで（午前11時30分から午後⚐時30

分を除く）、土曜日は午前⚙時30分から午前11時までです。なお、日曜日・祝日は休業です。
⚔．入学手続Ⅰ完了後、住所等の連絡先に変更が生じた場合は、必ず入学予定学部事務室に連絡してくだ

さい。

14．奨 学 金

関西学院大学では、返済義務のない支給型奨学金のほか、貸与型奨学金など、数多くの奨学金制度を独自で
設けています。
2020年度奨学金については、奨学金ガイド2020（右下のQRコードからもアクセス可）をご参照ください。
なお、2021年度の奨学金は未定です。
■奨学金ガイド2020 URL：https://www.kwansei.ac.jp/students/students_010801.html
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15．学費・その他の諸費

2021年度入学生の学費・その他の諸費は未定です。なお、2020年度入学生の学費・その他の諸費は次のとおりで
す。また、理学部、工学部、生命環境学部、建築学部の学費は理工学部の学費相当を予定しています。決定次第、
本学ホームページ（https://www.kwansei.ac.jp）に掲載いたします。
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（注意事項）
※⚑ 文学部文化歴史学科地理学地域文化学専修に所属する者は、第⚒学年度以降に実験実習費を納入するものとしま

す（2020年度年額35,000円）。
※⚒ 社会学部において第⚓学年度以降に特定の授業科目を履修する者は、実験実習費を納入するものとします（2020

年度年額25,000円）。
※⚓ 人間福祉学部人間科学科に所属する者に限り実験実習費は異なります（2020年度年額8,000円）。このため入学手

続Ⅱの額は580,500円、初年度秋学期納入金は562,500円となります。
※⚔ 教育学部教育学科幼児教育コース及び初等教育コースに所属する者は、実験実習費を納入するものとします

（2020年度年額5,500円）。
教育学部教育学科教育科学コースに所属し、特定の授業科目を履修する者は、実験実習費を納入するものとしま
す（2020年度年額5,500円）。

※⚕ 総合政策学部において特定のプログラムを履修する者は、実験実習費（2020年度年額15,000円）を別途徴収しま
す。

※⚖ 法学部に限り研究雑誌費にかえて、法政学会購読料を含む法政学会費を納入するものとします。〈内訳：購読料
2,000円、会費1,000円〉

※⚗ 入学と同時に全入学生の保証人の方々には、関西学院後援会に入会いただきます。
※⚘ 入学と同時に全入学生は同窓会学生会員となります。第⚒学年～第⚔学年時には毎年同窓会終身会費10,000円を

納入するものとします（合計30,000円）。
同窓会入会金・同窓会終身会費は退学、除籍時に同窓会において全額の返還を受けることができます。

※⚙ 学生のための福利厚生団体として関西学院大学生活協同組合があり、入学生全員に組合員となっていただきます。
生協出資金は入学辞退時あるいは卒業、退学、除籍時に、生協において全額の返還を受けることができます。

① 初年度納入金 （単位：円）

神学部
文学部
文化歴史学科
文学言語学科

文学部
総合心理科学科 社会学部 法学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理工学部

入学手続Ⅰ（入学申込金または入学金） 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

入学手続Ⅱ（学費・その他の諸費） 474,500 474,000 563,500 473,750 475,500 475,000 475,000 ※3581,500 627,250 627,000 642,000 758,000

初年度秋学期納入金（納入期限11月⚙日) 456,500 456,000 545,500 455,750 457,500 457,000 457,000 ※3563,500 609,250 609,000 624,000 740,000

初 年 度 納 入 金 合 計 1,131,000 1,130,000 1,309,000 1,129,500 1,133,000 1,132,000 1,132,000 1,345,000 1,436,500 1,436,000 1,466,000 1,698,000

② 初年度納入金の内訳 （単位：円）

神学部
文学部
文化歴史学科
文学言語学科

文学部
総合心理科学科 社会学部 法学部 経済学部 商学部 人間福祉学部 国際学部 教育学部 総合政策学部 理工学部

学

費

入 学 金 ◎ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

授 業 料 723,000 723,000 852,000 723,000 723,000 723,000 723,000 891,000 976,000 976,000 978,000 1,102,000

実 験 実 習 費 ― ※1 23,000 ※2 ― ― ― ※3 10,000 ― ※4 ※5 25,000 106,000

教 育 充 実 費 182,000 182,000 209,000 182,000 182,000 182,000 182,000 218,000 235,000 235,000 235,000 266,000

学 費 計 Ⓐ 1,105,000 1,105,000 1,284,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,319,000 1,411,000 1,411,000 1,438,000 1,674,000

そ
の
他
の
諸
費

研 究 雑 誌 費 2,000 1,000 1,000 500 ※6 3,000 3,000 3,000 2,000 1,500 1,000 4,000 ―

後 援 会 費 ※7 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

同 窓 会 入 会 金 ※8◎ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

生 協 出 資 金 ※9◎ 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

学 生 自 治 会 費 ― ― ― ― 1,000 ― ― ― ― ― ― ―

その他の諸費計 Ⓑ 26,000 25,000 25,000 24,500 28,000 27,000 27,000 26,000 25,500 25,000 28,000 24,000

初年度納入金合計Ⓐ＋Ⓑ 1,131,000 1,130,000 1,309,000 1,129,500 1,133,000 1,132,000 1,132,000 1,345,000 1,436,500 1,436,000 1,466,000 1,698,000
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○⚑ 文系学部は神学部・文学部（文化歴史学科・文学言語学科）・社会学部・法学部・経済学部・商学部を示します。
○⚒ その他の諸費の金額は2021年度以降は未定です。
○⚓ 文学部（文化歴史学科）、社会学部、教育学部、総合政策学部では、前頁脚注※⚑、※⚒、※⚔、※⚕に応じて、

実験実習費が別途必要になります。
○⚔ 国際学部では、在学中に海外留学（短期・中期・長期）に参加し、所定の単位を取得することが卒業の条件と

なっています（留学費用が別途必要になります）。
（注意事項）
⚑．前頁「②初年度納入金の内訳」の学費・その他の諸費は年間納入額を示しています。
⚒．学費・その他の諸費は、次の⚒期に分けて納入するものとします。ただし、前頁◎印については入学時のみ納
入していただきます。

春学期（⚔月⚑日～⚙月19日） 納入期限⚕月19日まで（初年度のみ入学手続期間に納入）
秋学期（⚙月20日～⚓月31日） 納入期限11月⚙日まで（10月中旬頃に納入用紙を郵送します）

2020年度入学生の⚔年間の学費 （単位：円）

第⚑学年 第⚒学年 第⚓学年 第⚔学年
入 学 金 200,000 ― ― ―

授 業 料

文系学部 723,000 893,000 893,000 893,000
文学部（総合心理科学科） 852,000 1,018,000 1,018,000 1,018,000
人間福祉学部 891,000 1,055,000 1,055,000 1,055,000
国際学部・教育学部 976,000 1,136,000 1,136,000 1,136,000
総合政策学部 978,000 1,138,000 1,138,000 1,138,000
理工学部 1,102,000 1,258,000 1,258,000 1,258,000

実験実習費

文学部（総合心理科学科） 23,000 52,000 52,000 52,000
人間福祉学部(社会福祉学科・社会起業学科） 10,000 10,000 10,000 10,000
人間福祉学部(人間科学科） 8,000 8,000 8,000 8,000
総合政策学部(総合政策学科・国際政策学科） 25,000 25,000 25,000 25,000
総合政策学部(メディア情報学科・都市政策学科） 25,000 50,000 50,000 50,000
理工学部 106,000 106,000 106,000 106,000

教育充実費

文系学部 182,000 212,000 212,000 212,000
文学部（総合心理科学科） 209,000 243,000 243,000 243,000
人間福祉学部 218,000 254,000 254,000 254,000
国際学部・教育学部 235,000 275,000 275,000 275,000
総合政策学部 235,000 275,000 275,000 275,000
理工学部 266,000 310,000 310,000 310,000

学 費 合 計

文系学部 1,105,000 1,105,000 1,105,000 1,105,000
文学部（総合心理科学科） 1,284,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000
人間福祉学部(社会福祉学科・社会起業学科） 1,319,000 1,319,000 1,319,000 1,319,000
人間福祉学部(人間科学科） 1,317,000 1,317,000 1,317,000 1,317,000
国際学部・教育学部 1,411,000 1,411,000 1,411,000 1,411,000
総合政策学部(総合政策学科・国際政策学科） 1,438,000 1,438,000 1,438,000 1,438,000
総合政策学部(メディア情報学科・都市政策学科） 1,438,000 1,463,000 1,463,000 1,463,000
理工学部 1,674,000 1,674,000 1,674,000 1,674,000
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