
2020 年 4月 23 日 

関西学院大学 

2021 年度新設入学試験について 

 

関西学院大学では、世界的な課題に挑み解決へと導く「強さと品位」を持ったグローバル

リーダーとなることのできる素養をもつ生徒を受け入れるために 2021 年度入学試験より、

「総合選抜入学試験」、「文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験」、「学部

特別選抜入学試験」、「アドミッション・オフィス入学試験」、「探究(課題研究)評価型入

学試験」を新たに実施します。 

各入学試験の実施学部、出願資格等の詳細については、以下をご確認ください。 

 

総合選抜入学試験 

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・多元的に学力の

三要素の評価を行います。 

特に高等学校の学びにおける【主体的な学び】、【対話的な学び】、【深い学び】の経験や成

果に着目し、各学部の教育を受けるに相応しい能力並びに学びに向かう力を総合的に評価

する入試制度として実施します。なお、他大学との併願が可能です。 

  

＜実施学部＞ 

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、理学部※、工学部※、生命環境学部※、建築学部※ 

※2021 年 4 月設置構想中。 

 

＜出願資格※１＞ 

１）高等学校あるいは中等教育学校卒業（卒業見込み）、通常の課程による 12 年の 

学校教育を修了した者（修了見込み）。または、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もの。 

２）文系学部については、英語資格・検定試験スコア CEFR※２B1 レベル以上、理系学部に

ついては CEFR※２A2 レベル以上を有する者。 

 
※１出願資格は 2020 年 4 月時点での情報であり、今後変更される可能性があります。 

詳細は、2020 年 6 月上旬に HP 掲載予定の入学試験要項を必ずご確認ください。 

  ※２別途掲載の「2021年度入試における英語資格・検定試験の取り扱いについて」をご確

認ください。 

 

 

 

 

 

 



 

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験 

文化芸術活動・ボランティア活動を評価する入学試験では、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、文化芸術活動・ボランティア

活動において発揮された多様な能力や、様々な経験や活動を通じて身につけた豊かな人間

性をもった学生を求めます。なお、合格した場合は本学へ入学することが条件となります。 

 

＜実施学部＞ 

人間福祉学部、国際学部、教育学部 

 

＜出願資格※＞（概要） 

※出願資格は 2020 年 4 月時点での情報であり、今後変更される可能性があります。 

詳細は、2020 年 6 月上旬に HP 掲載予定の入学試験要項を必ずご確認ください。 

 

実施学部 出願資格（概要） 

共通 

本学が指定する英語資格・検定試験のスコア CEFR※B1 レベル以上を有する

者。 

※別途掲載の「2021 年度入試における英語資格・検定試験の取り扱いについて」 

にてご確認ください。 

人間福祉学部 

■社会福祉学科 

 高等学校入学後に、ボランティア活動、または、文化・芸術活動において、

優れた実績を持つ者。 

■社会起業学科・人間科学科 

 高等学校入学後に、文化・芸術活動、社会貢献活動〈ボランティア活動や地

域活動など〉などにおいて優れた実績を持つ者。 

国際学部 
高等学校入学後に、文化・芸術活動の分野において、競技会やコンクール・展

覧会などで入賞するなどの優れた実績を有する者。 

教育学部 

以下の（１）、（２）に該当する者。 

(1)次の①もしくは②に該当する者。 

  ①将来、教員や保育士となる強い意志を有する者。 

  ②教育・保育における課題に積極的にかかわろうとする強い意志を有する

者。 

(2)高等学校入学後に、文化芸術活動、継続的な社会貢献活動（ボランティア 

活動、地域活動など）において優れた実績を有し、その実績を入学後の学 

びに生かす意欲がある者。 

 

 

 

 

 

 

 



 

学部特別選抜入学試験 

学部特別選抜入学試験では、各学部が独自に求める特色ある能力や経験の評価を行いま

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だけでなく，

各学部が独自に求める多様な能力や、様々な経験や活動を通じて身につけた豊かな人間性

をもった学生を求めています。なお、合格した場合は本学へ入学することが条件となります。 

 

＜実施学部＞ 

神学部、商学部、国際学部、教育学部、理学部※、工学部※、生命環境学部※、建築学部※ 

※2021 年 4 月設置構想中。 

 

＜出願資格※＞（概要） 

※出願資格は 2020 年 4 月時点での情報であり、今後変更される可能性があります。 

詳細は、2020 年 6 月上旬に HP 掲載予定の入学試験要項を必ずご確認ください。 

 

実施学部 出願資格（概要） 

神学部 
キリスト者（出願時までにバプテスマ＜洗礼＞を受けている者）で、将来、伝

道者またはクリスチャンワーカーとなる志を持つ者。 

商学部 

■高度な資格を有する者 

次の（a）〜（e）のいずれかに該当する者。 

(a)日本商工会議所主催の簿記検定 1級の合格者。 

(b)公益社団法⼈全国経理教育協会主催の簿記検定上級の合格者。 

(c)税理士試験の合格者（科目合格を含む）。 

(d)公認会計士試験の合格者または短答式試験の合格者。 

(e)情報処理推進機構が実施する情報処理技術者試験レベル 3「応用情報技

術者試験」以上の合格者。 

■事業経営を志向する者（事業継承候補者、起業志向者）。 

■高等学校商業科等を卒業見込みの者。 

(a)～(d)のすべてに該当する者。 

(a)高等学校商業科（会計、情報、流通などを含む）を卒業見込の者。 

(b)高等学校入学時より第 3 学年 1 学期までの全体の評定平均値が 4.3 以

上の者。 

(c)全国商業高等学校協会英語検定 1 級または日本英語検定協会実用英語技

能検定 2 級以上の合格者。 

(d)日本商工会議所簿記検定 2 級以上、全国商業高等学校協会簿記実務検定

第１級、全国商業高等学校協会情報処理検定第１級、情報処理技術者試

験レベル 2「基本情報技術者試験」以上のいずれかの合格者。 

国際学部 

■中国語・朝鮮語能力重視方式 

中国語または朝鮮語の検定試験において高い水準の資格、得点を有する者。 

■社会人方式 

関西学院大学国際学部を第一志望とし、高等学校もしくは中等教育学校を卒

業し、2021 年 4 月 1 日現在満 23 歳以上の者で、入学時に 2 年以上同一

の職業または職場に在籍していた者（2年以上の家事労働を含む）。 



教育学部※ 

※出願資格は、 

コース、方式によ

って異なります。 

次の（1）、（2）に該当する者。 

（1）次の①もしくは②に該当する者。 

  ①将来、教員や保育士となる強い意志を有する者。 

  ②教育・保育における課題に積極的にかかわろうとする強い意志を有する

者。 

（2）次の出願資格該当番号①～⑤のいずれかに該当し、その実績・経験等を

入学後の学びに生かす意欲がある者（高校入学後の実績に限る）。 

  ①学術活動、スポーツ活動において優れた実績を有する者。 

  ②高度な技術や資格を有する者（語学検定、簿記検定など）。 

  ③高等学校の学内外で部活動、生徒会活動、コミュニティでの活動などに

おいて、リーダーシップを発揮した者、指導的役割を果たした者。 

  ④海外での留学経験、国内外での継続的な国際交流経験があるなど、豊か

な国際的感覚を有する者。 

  ⑤社会における実務経験を有する者（社会人）。 

理学部※ 

工学部※ 

生命環境学部※ 

建築学部※ 

 

※2021 年 4 月 

設置構想中。 

次の①、②、③、④のすべてに該当する者。 

①関西学院大学理工系学部での勉学を強く志望し、合格した場合は入学を確約

できる者。 

②調査書の「全教科・科目の評定平均値の平均」が 3.8以上の者。 

③『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１領域を履修していること。 

  ・理学部（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 1 領域、計 2領域以上を履修していること。 

  ・理学部（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 1 領域、計 2領域以上を履修していること。 

  ・工学部（全課程共通） 

「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 1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 2領域を履修していること。 

  ・生命環境学部（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 1 領域、計 2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 1 領域、計 2領域以上を履修していること。 

④本学が指定する英語資格・検定試験のスコア CEFR ※A2 レベル以上を有す

る者。 

※別途掲載の「2021 年度入試における英語資格・検定試験の取り扱いについ

て」をご確認ください。 

 

 



 

アドミッション・オフィス入学試験 

アドミッション・オフィス入学試験では、各学部が掲げる独自のアドミッション・ポリシ

ーをもとに、対面での審査を重視し，ひとりひとりの能力を丁寧に見極める評価をアドミッ

ション・オフィサーが実施します。従来の教科科目の筆記試験だけでは測ることができない

多様な能力や、様々な経験や活動を通じて身につけた豊かな人間性、あるいは将来性・可能

性などを、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」の観点か

ら多面的に評価します。なお、合格した場合は本学へ入学することが条件となります。 

 

＜実施学部＞ 

経済学部、国際学部 

 

経済学部では、経済学・数学・統計学などの分析ツールを利用して現実の経済を分析する

能力と、英語などの外国語を使って経済やビジネスについて議論できる能力を基礎学力と

して位置づけ、その基礎学力を使って様々な社会問題について論理的に思考し、自らの考え

を他者にわかりやすく伝える能力を涵養するという点を教育研究目標の一部として掲げて

います。この入学試験では、これらの教育研究目標に強い関心があるか、また、経済学・数

学・統計学に関する基礎学力や英語などの外国語に関連する能力を学校の教科科目やその

他の経験などを通じて主体的に学び修得したか、かつ、それらの能力や自らの探求心を活か

して経済学部で何を学ぼうとしているのかという点について評価します。 

 

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。この入学試験では、本学部

に強い関心と学習意欲を持ち、主体的に学ぶ強い意欲を持つ者を、多面的かつ積極的に評価

します。とりわけ本学および国際学部で提供される①ダブル・ディグリー制度、②国連ユー

スボランティア及び国際社会貢献活動、③学部国連・外交プログラムなどの各種国際プログ

ラムに取り組む意思と資質をもち、在学中に必要な技能を計画的に習得する意欲がある学

生を求めています。 

 

＜出願資格※1＞ 

 ①2021 年 3 月に高等学校もしくは中等教育学校卒業見込の者、または高等学校もし

くは中等教育学校を卒業した者。 

②英語資格・検定試験スコア CEFR※2 B1 以上を有する者 

 

※1 出願資格は 2020 年 4 月時点での情報であり、今後変更される可能性があります。 

詳細は、2020 年 6 月上旬に HP 掲載予定の入学試験要項を必ずご確認ください。 

※2 別途掲載の「2021 年度入試における英語資格・検定試験の取り扱いについて」をご

確認ください。 

 

 

 

 

 

 



 

探究（課題研究）評価型入学試験 

探究（課題研究）評価型入学試験では、本学で学ぶにふさわしい知識・技能、思考力・判

断力・表現力（知識・技能を含む）を有しているだけでなく、横断的・総合的な学習や探究

的な学習を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、よりよく問

題を解決する資質や能力を持ち，多様な人々と協働して学ぶ態度を身につけた学生を求め

ています．  

 

＜実施学部＞ 

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、理学部※、工学部※、生命環境学部※、建築学部※ 

※2021 年 4 月設置構想中。 

 

＜出願資格※1＞ 

  ①高等学校あるいは中等教育学校卒業（卒業見込み）、通常の課程による 12 年の 

学校教育を修了した者（修了見込み）。または、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もの。 

②積極的な勉学意欲を有する者で、高等学校もしくは中等教育学校の教育課程内の授業

などにおいて探究活動（課題研究）に取り組んでいる者、もしくは取り組んだ者。 

  ③自身の課題研究について、学校外の機関や団体が主催する大会やコンテスト等にお 

いて成果発表等を行った者。 

④英語資格・検定試験スコア CEFR※2B1 以上を有する者＜文系学部＞ 

英語資格・検定試験スコア CEFR※2A2 以上を有する者＜理系学部＞ 

  

※1 出願資格は 2020 年 4 月時点での情報であり、今後変更される可能性があります。 

詳細は、2020 年 6 月上旬に HP 掲載予定の入学試験要項を必ずご確認ください。 

※2 別途掲載の「2021 年度入試における英語資格・検定試験の取り扱いについて」にてご

確認ください。 

 

                                        

以上 


