2019 年 10 月
神戸海星女子学院大学

2021 年度 神戸海星女子学院大学 入学者選抜について（予告：第３報）

神戸海星女子学院大学は、2021 年度からの本学入学者選抜の基本方針について、以下のと
おり内容の一部を改訂いたします。
なお、詳細につきましては準備が整い次第、公表いたします。
また、内容に追加や変更等が生じた場合につきましても修正ののち、迅速に公表いたします。
１．入学者選抜の種類と名称を次のとおり変更いたします。
【入学者選抜の種類と名称】
2021 年度からの種別

2021 年度からの名称

現行の名称（2020 年度まで）

(1) 総合型選抜

AO[KAISEI]入試

AO 型[KAISEI]入試

(2) 総合型選抜

自己推薦入試 A

公募推薦 BⅠ

(3) 総合型選抜

自己表現入試

公募推薦 BⅡ

(4) 総合型選抜

自己推薦入試 B・C

公募推薦 C・D

(5) 学校推薦型選抜

学校推薦入試Ⅰ・Ⅱ

公募推薦 AⅠ・AⅡ

(6) 学校推薦型選抜

指定校推薦入試

指定校推薦入試

(7) 一般選抜

一般前期 A・B

一般前期 A・B

(8) 一般選抜

一般後期 A・B

一般後期 A・B

(9) 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

センター試験利用入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

２．全ての入学者選抜において、
「学力の 3 要素」を評価します。
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」
３．全ての入試制度において「調査書」を評価（点数化及び参考資料）いたします。
本学ではこれまでも、全ての入試に際し必ず出願者全員の調査書を、学長を筆頭とする入
試委員を中心にしっかりと見て参りました。2021 年度入試からは「調査書評価委員会（学
長・アドミッションセンター部長・学科主任）
」を設置し、全ての入試で調査書を評価（点
数化及び参考資料）し、合否判定の一部といたします。
ただし、高校間格差に配慮して調査書の評価が全体の評価に大きく影響しないよう配慮い
たします（すべての出願者の調査書に目を通し、
「受験生一人ひとりのこれまでの様々な
成果」について、本学がしっかりと確認していることをご承知いただければと思います）
。
なお、調査書についてはこれまで通り「2 枚目終わり」までの記載内容を評価いたします。

４．各入学者選抜の概要について
本学ではこれまでより「超小人数教育（ちょうこにんずうきょういく）」を徹底し、
「一人ひとり
をしっかりとみる入試」を実施して参りました。従いまして、基本方針や実施方法を大き
く変える予定はありません。加えて調査書等の提出書類をこれまで以上に丁寧に確認・評
価することにより、一層積極的に合否の判定に繋げることといたします。
(1) 総合型選抜：AO[KAISEI]入試

（現行名称：AO 型[KAISEI]入試）

○予備選考でエントリーシート（これまでの活動報告や志望理由、入学後の目標等）
を評価します。
○本選考では小論文・調査書・面接内容を総合的に評価します。
(2) 総合型選抜：自己推薦入試 A

（現行名称：公募推薦 BⅠ）

基礎学力判定（記述式）※・面接・調査書・自己推薦書（これまでの活動報告や志
望理由）を総合的に評価します。
※基礎学力判定はこれまで同様に、英語又は国語から 1 科目を受験いただきます。
また、英語外部試験利用等資格取得による免除・加点制度があります。
英語外部試験は「英検（実用英語技能検定）」「TOEIC(LR)」「TOEFL iBT」「IELTS」
「TEAP」「TEAP CBT」「GTEC」「ケンブリッジ英検」「全商英語検定」のスコアを対
象とし、出願時に「スコアの原本」を提出いただきます。
また加点対象資格には「日本漢字能力検定」
「Literas 論理言語力検定」もあります。
なお「スコアの原本」は本学で確認後、試験当日にご返却いたします。

(3) 総合型選抜：自己表現入試

（現行名称：公募推薦 BⅡ）

自己表現（プレゼンテーション・実技・発表等）
・面接・調査書・自己推薦書（これ
までの活動報告や志望理由）を総合的に評価します。
(4) 総合型選抜：自己推薦入試 B・C

（現行名称：公募推薦 C・D）

調査書・自己推薦書（志望理由・これまでの活動報告）
・課題作文（これまでの活動
報告や将来の目標などを補完する内容）
・面接を総合的に評価
(5) 学校推薦型選抜：学校推薦入試Ⅰ・Ⅱ

（現行名称：公募推薦 AⅠ・AⅡ）

基礎学力判定（記述式）※・面接・調査書・学校長による推薦書を総合的に評価し
ます。
※基礎学力判定はこれまで同様に、英語又は国語から 1 科目を受験いただきます。
また、英語外部試験利用等資格取得による試験免除・加点制度があります。
英語外部試験は「英検（実用英語技能検定）」「TOEIC(LR)」「TOEFL iBT」「IELTS」
「TEAP」「TEAP CBT」「GTEC」「ケンブリッジ英検」
「全商英語検定」のスコアを対
象とし、出願時に「スコアの原本」を提出いただきます。
また加点対象資格には「日本漢字能力検定」
「Literas 論理言語力検定」もあります。
なお「スコアの原本」は本学で確認後、試験当日にご返却いたします。

(6) 学校推薦型選抜：指定校推薦

（現行名称：指定校推薦）

調査書・学校長による推薦書・志望理由書・面接を総合的に評価します。
(7) 一般選抜：一般前期 A・B

（現行名称：一般前期 A・B）

学力検査（記述式）
・調査書を評価します。
（学力検査はこれまでの本学の入試と同様に、英語・国語の 2 科目を受験いただき
ます。また英語外部試験利用資格取得による試験免除制度※があります）
※取得スコアによる「みなし得点」で評価します。
（得点換算表は本学独自で作成）
英語外部試験は「英検（実用英語技能検定）
」
「TOEIC(LR)」
「TOEFL iBT」
「IELTS」
「TEAP」
「TEAP CBT」
「GTEC」
「ケンブリッジ英検」「全商英語検定」のスコア
を対象とし、出願時に「スコアの原本」を提出いただきます。
なお「スコアの原本」は本学で確認後、試験当日にご返却いたします。
(8) 一般選抜：一般後期 A・B

（現行名称：一般後期 A・B）

学力検査（記述式）
・調査書を評価します。
（学力検査はこれまで同様に英語又は国語から 1 科目を受験いただきます。また、
「思考力を問う問題」が含まれています）
(9) 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ （現行名称：センター試験利用入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）
◆「大学入学共通テスト」の取扱い
現行の「センター試験利用入試」を踏襲し、大学入学共通テストを利用する入学者
選抜（大学入学共通テストの得点を利用し、調査書についても評価するもの）を実
施します。配点については、すべて 100 点換算するものとします。実施日程等の詳
細は、大学入学共通テストの成績提供の時期等を踏まえて、今後検討し、随時公表
いたします。
◆大学入学共通テストで受験を要する教科・科目等
「2020 年度入学者選抜：大学入試センター試験利用入試」と同様に、本学が指定
する教科・科目を変更する予定はございません。
【参考ホームページ】https://www.kaisei.ac.jp/exams/admission/center
◆募集区分について
Ⅰ期

2 科目型と 3 科目型のいずれかを選択。

Ⅱ・Ⅲ期

学科によって定められた科目から選択。

◆記述式問題の取扱いについて
記述式問題の成績を活用します。詳細につきましては決まり次第公表いたします。

◆「英語」の取扱いについて
以下の①・②・③のいずれかのうち、100 点換算した結果、最も高いスコアを採用
し、評価します。
①大学入学共通テストで実施される「外国語（英語）※」の得点
※筆記（リーディング）100 点、及びリスニング 100 点＝満点 200 点を 100 点換
算します。
②大学入試センターが認定した英語外部検定試験（認定試験）のスコア※
※本学独自の得点換算表に基づき 100 点換算します。出願時に【成績提供システ
ム共通 ID】を提出ください。
③3 年生以前に取得した英語外部試験スコアで資格有効期限内のもの
大学入学共通テストの利用方法と異なり、2 年生以前に取得された英語外部試験
のスコアであっても、各資格の有効期限内で本学の得点換算表を見て、3 年生で
取得したスコアよりも点数が高いと見込まれる場合は、出願時に各資格取得を示
す公式証明書の原本を提出いただければ、評価します。
★英語外部試験は「英検（実用英語技能検定）」
「TOEIC(LR)」
「TOEFL iBT」
「IELTS」
「TEAP」
「TEAP CBT」
「GTEC」「ケンブリッジ英検」のスコアを対象とし、
上記②の場合は出願時に【成績提供システム共通 ID】の提出を、上記③の場合は
出願時に「スコアの原本」を提出いただきます（②と③のどちらを出願時に提出い
ただいても構いません）
。
なお、原本は本学で確認後、ご返却いたします。
◆その他
過年度の大学入試センター試験の成績を利用することはできません。
【英語外部試験利用について】
本学ではこれまでも英語外部試験利用入試として筆記試験を必要とする入学者選抜（一般
後期を除く）で、みなし得点換算や加点等を行ってまいりました。
これまで同様、その制度は変わらず、更に英語外部試験が利用できるよう整備してまいり
ます。
2021 年度入試では以下の入試で「英語外部試験」を利用します。
2021 年度からの種別

2021 年度からの名称

(2) 総合型選抜

自己推薦入試 A

公募推薦 BⅠ

(5) 学校推薦型選抜

学校推薦入試Ⅰ・Ⅱ

公募推薦 AⅠ・AⅡ

(7) 一般選抜

一般前期 A・B

一般前期 A・B

(9) 大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

現行の名称（2020 年度まで）

センター試験利用入試Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

なお、利用する外部試験は以下の通りです。
「実用英語技能検定（英検）」 「TOEFL® iBT」 「TOEIC®(LR)」 「IELTS」 「GTEC」
「TEAP」 「TEAP CBT」 「ケンブリッジ英語検定」
「全商英語検定」
また、スコアの提出方法は以下の通りです。
(2) 総合型選抜【自己推薦入試 A】
(5) 学校型推薦選抜【学校推薦入試Ⅰ・Ⅱ】

：「スコアの原本」を出願時に提出

(7) 一般選抜【一般前期 A・B】
(9) 一般選抜【大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】
：上記に示す通り、3 つのスコアの最も高いものを評価
◆「スコアの原本」は必ずご返却いたします。
※本学の「英語試験」の点数として、以下の通り本学独自の「みなし得点表」に照らし、
100 点換算で点数化します。

【JAPAN e-Portfolio の取扱いについて】
2021 年度入学者選抜では「JAPAN e-Portfolio」の提出は求めず、記載内容は合否判定に
活用いたしません。
以

上

＜本件に関する問い合わせ先＞
神戸海星女子学院大学 アドミッションセンター
TEL：078-801-4117 ／ FAX：078-801-3553

