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2023年度AO入学試験要項・出願書類（同封物）は以下のURLからダウンロードすることもできます。

●関西大学入学試験情報総合サイト Kan-Dai web

https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/

AO入試についてのお問い合わせ 関西大学 入試センター 入試・高大接続グループ  
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 06-6368-1121（大代表）

AO入学試験要項最新情報はここから！

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、選考方法等を変更する場合がありますので、必ず「関西大学入学試験情報総合サイト 
Kan-Dai web」（https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/）の「最新情報」もあわせてご確認ください。
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　関西大学では2000年度よりアドミッション・オフィス入学試験（AO入試）を実施しています。「AO入試」にはさまざまな形態が
あり、AO入試の趣旨、選考方法は実施する大学によって多種多様で、同じ形式ではありません。AO入試への出願を考えるにあたり、
その制度について理解を深めることが合格への第一歩です。
　このガイドブックは、関西大学のAO入試の情報を満載していますので、ぜひ参考にしてください。みなさんの積極的なチャレンジ
を期待しています。

関西大学をめざす皆さんへ
　皆さんはなぜ大学へ進学したいと考えていますか。どのようなことを関
西大学で学びたいと思っていますか。皆さんが関西大学に入学して、どの
ように学び、どのような人間になって、社会に出て行くのか、その背景と
意欲、目標について、AO入試では問いかけます。
　主体的、積極的に学ぶ姿勢と関西大学で学びたいという意欲と熱意、そ
のことを的確に伝えるコミュニケーション能力や表現力、プレゼンテーシ
ョン力、また、その説明が論理的で説得力を持っているかというような点
を評価します。成績で表される知識や技能だけではなく、多様な考え方を
受け止め、物事をどのように捉え対応していくのかという皆さんの人物像
と皆さんの持つ目標を多面的に評価するのがAO入試です。
　皆さんが関西大学で得たいものは一体何でしょうか。なぜ関西大学でそ
のことを学びたいのか、いままであなたが行ってきた活動をもとに、その
背景と動機を説明してください。そして、どのような学びを関西大学で行
い、その学びを社会でどのように活かしていくのか。自分自身のいままで
の活動が、これからのあなたの未来にどのようにつながるのかを的確にイ
メージし、あなたの夢や思いが関西大学に入学することでかなうことを言
葉にして、あなた自身が考えた方法で表現してください。
　関西大学には「学の実化」という学是があります。これは、大学での学
びや体験は社会とつながっており、社会に出てそれを役立ててほしいとい
う関西大学の思いが込められています。このような「学の実化」の精神を
あなたが関西大学での学びの中で実践していけることをアピールしてくだ
さい。関西大学への入学から卒業、そして、社会に出て、社会を先導する
人材になり、ご自身の夢をかなえることを宣言してください。
　同時に、いままでの学習や様々な体験も大切にしなければなりません。
どの学部に進んでも基礎的な学力は重要です。また、いままでの経験が、
いまのあなたの礎になっています。いまの学びと体験のひとつひとつがあ
なたの目標につながる道の第一歩であることも確認しましょう。それらの
学びと体験が、関西大学につながり、社会につながっていることを示して
ください。
　多くの皆さんが、関西大学のAO入試を通して、すばらしい学びのチャ
ンスを得られることを期待しています。関西大学で皆さんを待っています。

関西大学 学長　　　　　
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８月6日（土）・7日（日）

AO入試説明会
（サマーキャンパス）

全学部対象

6⺼12日（日）

AO入試説明会
（グリーンキャンパス）

全学部対象

千里山キャンパス

7月30日（土）

AO入試説明会
（サマーキャンパス）

人間健康学部対象

堺キャンパス

　本学のAO入試は、書類選考や面接、小論文、プレゼンテーション等を中心として、学科試験だけでは見出しにくい受験生のもつ多
面的な能力、意欲・熱意や個性を積極的に評価します。
　将来あなたがめざしているもの、またそのために関西大学で何を学びたいかを明らかにし、その意欲をあなたの活動や実績などを
通して自らアピールしていく必要があります。

関西大学のAO入試とは

　第１次選考は書類選考を行い、その合格者に対して面接、小論文、プレゼンテーション等による第２次選考を行います。選考は、学
力や活動内容そのものだけを評価するものではありません。出願書類や面接等から各学部の「求める学生像」に合致しているかどうか、
能力、意欲、個性などを総合的に評価します。

選考方法

以下のオープンキャンパスにて、AO入試説明会を開催予定です。なお、説明会等への参加はAO入試出願の要件ではありません。

AO入試 イベントカレンダー（予定）

AO入試 選考カレンダー

千里山キャンパス

書類選考

9月1日（木）～9月6日（火） 10月6日（木）

第１次選考出願受付
● Webデータ登録
● 入学検定料納入
● 書類送付【締切日消印有効】

第１次選考合格者発表

政策創造学部 10月22日（土）

第２次選考

● 入学検定料納入

10月7日（金）～10月12日（水） 10月23日（日）

第２次選考出願受付

11月1日（火）

第２次選考合格者発表

いずれのイベントも内容は2022年5月時点の予定です。開催形式を変更する可能性もありますのであらかじめご了承ください。
イベントの詳細は「関西大学入学試験情報総合サイト Kan-Dai web」でご確認ください。
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学部 変更点 2023年度入試

経済学部
学部で特に定める基準

１【一般】

学部で特に定める基準のうち、「１【一般】」の出願要件として、３つの評価型を設定します。 
１【一般】 
　高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および卒業見込みの者で、高等学校もしくは中等教育学校における
全体の評定平均値が3.5以上の者で、以下Ａ～Ｃのいずれかによって経済学部での勉学との結びつきがアピールで
きること。 
 
Ａ〔自己推薦型〕 
次の（1）または（2）のいずれかを満たしている者。 
（１）学術・文化・芸術活動などさまざまな分野で積極的な活動を行い、社会的に高い評価を得ており、その評価

を証明する資料が提出できること。
（２）高度な資格や技能を有し、高い評価を得ている者で、かつこれを証明する資料を提出できること。 
 
Ｂ〔グローバル・リーダー志向型〕 
次の（１）または（２）のいずれかの資料を提出できる者。 
（１）各種外国語検定の資格証明書 

 例示　英語外部試験CEFR B1レベル以上、実用英語技能検定2級以上、実用フランス語技能検定4級以上、
 ドイツ語技能検定4級以上、中国語検定4級以上、韓国語能力試験2級以上　など。 
 ※出願時において、過去２年以内に取得したものとする。 

（２）外国留学時における社会活動の実績証明書 
 
Ｃ〔データサイエンティスト志向型〕 
次の（１）または（２）のいずれかを満たしている者。 
（１）情報処理やデータサイエンスに関する活動で社会的に高い評価を得ており、かつこれを証明する資料を提出

できること。
 例示　各種協会発行の証明書、コンテストやコンクールの入賞証明（表彰状の写しなど）、新聞・雑誌記事など。

（２）情報処理・数学技能などに関わる高度な資格を有し、かつこれを証明する資料を提出できること。 
 例示　統計検定3級以上、実用数学技能検定準１級以上、独立行政法人情報処理推進機構基本情報技術者
　　　 試験合格など。 

商学部

学部で特に定める基準
学部で特に定める基準について、従来の【ビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあげた者】、【高度な
資格をもつ者】に加え、新たに【国際バカロレア資格（フルディプロマ）を日本語ＤＰ実施校において取得した者ま
たは2023年3月31日までに取得見込みの者】を募集します。

学部で特に定める資料

【国際バカロレア資格（フルディプロマ）を日本語ＤＰ実施校において取得した者または2023年3月31日までに取得
見込みの者】 
 
＜国際バカロレア資格を取得した者＞ 
「国際バカロレア資格証明書の写し（コピー）」および「国際バカロレア最終試験６科目の成績評価証明書」 
 
＜国際バカロレア資格を取得見込みの者＞ 
「国際バカロレア資格取得見込証明書 兼 最終成績予測スコア証明書」（本学指定用紙） 

※各学部の変更点に関する詳細は、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

2023年度ＡＯ入試の主な変更点について
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Admission Office
AO
2022年度  結果と講評
選考者・合格者からのメッセージ

AO入試の実施方法等は、各学部において毎年見直しを行っています。
このため、結果と講評はあくまでも2022年度入試についての内容であることにご留意ください。
2023年度AO入試につきましては、「2023年度AO入学試験要項」にてご確認ください。

■ 法学部

■ 文学部

■ 経済学部

■ 商学部

■ 社会学部

■ 政策創造学部

■ 外国語学部

■ 人間健康学部

■ 総合情報学部

■ 社会安全学部

■ システム理工学部

■ 環境都市工学部

■ 化学生命工学部
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法学部教授 原 弘明

法学部
～社会問題を法律・政治の視点で読み解き、社会に貢献できる人材育成をめざして～
文章の正確な読解力、他者の意見を理解した上で自己の見解を洗練させる能力、
自己の見解を論理的に構築し、表現できる能力を評価します。

　法学部のAO入試は、一般入試とは異なり、高校までの知識ではなく、大学での学びに対応できる論理的思考力・表
現力を測定している試験です。本学法学部入学後は、法学・政治学の幅広い科目を、自らの興味・関心に応じて積極的
に履修することになります。その際には、法律学においては、制度・判例・学説の、政治学においては理論・現状分析の
基礎を習得し、現実社会において法律・政治がどのように機能しているかを自分なりに考えていくことが必要です。そ
のためには、まず法律・政治・社会問題に関する文章を正確に読解し、その内容・見解を理解した上で、自己の立場を明
確にする必要があります。
　以上の観点から、法学部では、3つのAO入試方式を導入しています。第1は、英語の文章による正確なコミュニケー
ションの能力を測る試験です。問題として示された英文における筆者の主張を正確に理解した上で、自らも英文によっ
て自分の見解を伝えることができるかが問われます。第2に、指定された図書を読んで、当該図書を出発点に社会につ
いて考察する能力を測る試験です。指定図書の著者の考え抜かれた理論を自分で正確に理解した上で、その意義や、
現実社会にとってどのような意味を持っているかを適切に表現できるかを問う試験です。第3は、法曹(裁判官・検察官・
弁護士)志望者を対象とする試験です。法曹になるためには、法律の正確な理解の前提として、論理的思考力・表現力
が不可欠です。設問文の正確な読解と意見表明を通じて、これらの能力を測ります。
　法学・政治学を学ぶ熱意にあふれている方が、多くAO入試にチャレンジされることを期待しています。

合格者からのメッセージ

　中学生の時に憲法の授業で法学の面白さに触れて以来、大学では法学を学びたいと考えていました。数ある大学の中でも関西大
学法学部を志望したのは、やはり長い歴史と伝統に惹かれたためです。関西大学法学部のAO入試の大きな魅力は、高校の成績や
偏差値など枠にはまった基準が設けられておらず、大学での学びに対応できる論理的思考力や表現力が重視される点です。
　また、学科試験だけでは測れない、それぞれが持つ能力や意欲を評価してもらえることが特長だと思います。私の場合は得意な文
章力で自分をアピールしました。指定図書は過去にあまり触れた経験がない分野の書籍でしたが、文章を読み自分で文を組み立て
ることに抵抗感はなかったので、AO入試を受験して正解だったと確信しています。

強みである文章力を生かし、法学を学ぶという中学生からの夢をAO入試で叶えた。

関西大学でチャレンジしてみたいことは？
　『起業に学ぶ「考動力」入門』という授業を通して、今後挑戦したいことが出てきました。もし実現できなかったとしても、
その挑戦が今後の自分自身の強みになると思いますし、AO入試での経験も生かしながら、チャレンジしていきたいです。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試は自分一人では対策が難しい入試なので、高校の先生に出願書類の添削や面接などのアドバイスを求めること
も良いと思います。私自身も先生からのアドバイスによって、たくさんの気づきを得ることができました。

　関西大学法学部の卒業生だった従姉の影響で法律に興味を持ち、やがて専門的に法学を学びたいという想いが強くなりまし
た。将来は弁護士をめざすために、従姉の母校であり法律学校としての歴史もある関西大学への入学を強く希望し、AO入試に
出願しました。
　関西大学のAO入試は正確な文章読解力や自分の見解を書きまとめる力、そしてそれを相手に正確に伝える力が問われます。
私はこういった貴重な経験を高校生の時期にしておくことに価値があるのではないかと思いました。また一般入試より早い時期
に自分の強みを生かして受験できることもメリットです。音楽や世界史など自分の好きな分野に時間を割き、知識を深めることが
できたこともAO入試の利点だと思います。

読解力、文章力、表現力が問われるAO入試は、自らの強みを生かせる貴重な受験方法。

清丘 俊

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　第２次選考では指定図書において提起されている問題に対する見解が問われますが、試験時間内に書き切るには指
定図書を熟読するだけでなく、アウトプットをしてより理解を深めることが大切だと考えました。また直前は面接で問われ
そうな質問を友達と出し合いました。

AO入試を受験して得たことは？
　一般入試の勉強では養いにくい、正解のない問いに対して自分の考えを持ち、自分の言葉で表現する力を得ることができまし
た。またAO入試の準備は一般入試の勉強と並行して行うため、限られた時間の効率的な使い方も学ぶことができました。

法学政治学科

大阪府
府立 三島高等学校出身
2022年度 入学生

山口 莉央

法学政治学科

大阪府
私立 桃山学院高等学校出身
2022年度 入学生

山口 慧伍
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法学部教授 原 弘明

法学部
～社会問題を法律・政治の視点で読み解き、社会に貢献できる人材育成をめざして～
文章の正確な読解力、他者の意見を理解した上で自己の見解を洗練させる能力、
自己の見解を論理的に構築し、表現できる能力を評価します。

　法学部のAO入試は、一般入試とは異なり、高校までの知識ではなく、大学での学びに対応できる論理的思考力・表
現力を測定している試験です。本学法学部入学後は、法学・政治学の幅広い科目を、自らの興味・関心に応じて積極的
に履修することになります。その際には、法律学においては、制度・判例・学説の、政治学においては理論・現状分析の
基礎を習得し、現実社会において法律・政治がどのように機能しているかを自分なりに考えていくことが必要です。そ
のためには、まず法律・政治・社会問題に関する文章を正確に読解し、その内容・見解を理解した上で、自己の立場を明
確にする必要があります。
　以上の観点から、法学部では、3つのAO入試方式を導入しています。第1は、英語の文章による正確なコミュニケー
ションの能力を測る試験です。問題として示された英文における筆者の主張を正確に理解した上で、自らも英文によっ
て自分の見解を伝えることができるかが問われます。第2に、指定された図書を読んで、当該図書を出発点に社会につ
いて考察する能力を測る試験です。指定図書の著者の考え抜かれた理論を自分で正確に理解した上で、その意義や、
現実社会にとってどのような意味を持っているかを適切に表現できるかを問う試験です。第3は、法曹(裁判官・検察官・
弁護士)志望者を対象とする試験です。法曹になるためには、法律の正確な理解の前提として、論理的思考力・表現力
が不可欠です。設問文の正確な読解と意見表明を通じて、これらの能力を測ります。
　法学・政治学を学ぶ熱意にあふれている方が、多くAO入試にチャレンジされることを期待しています。

合格者からのメッセージ

　中学生の時に憲法の授業で法学の面白さに触れて以来、大学では法学を学びたいと考えていました。数ある大学の中でも関西大
学法学部を志望したのは、やはり長い歴史と伝統に惹かれたためです。関西大学法学部のAO入試の大きな魅力は、高校の成績や
偏差値など枠にはまった基準が設けられておらず、大学での学びに対応できる論理的思考力や表現力が重視される点です。
　また、学科試験だけでは測れない、それぞれが持つ能力や意欲を評価してもらえることが特長だと思います。私の場合は得意な文
章力で自分をアピールしました。指定図書は過去にあまり触れた経験がない分野の書籍でしたが、文章を読み自分で文を組み立て
ることに抵抗感はなかったので、AO入試を受験して正解だったと確信しています。

強みである文章力を生かし、法学を学ぶという中学生からの夢をAO入試で叶えた。

関西大学でチャレンジしてみたいことは？
　『起業に学ぶ「考動力」入門』という授業を通して、今後挑戦したいことが出てきました。もし実現できなかったとしても、
その挑戦が今後の自分自身の強みになると思いますし、AO入試での経験も生かしながら、チャレンジしていきたいです。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試は自分一人では対策が難しい入試なので、高校の先生に出願書類の添削や面接などのアドバイスを求めること
も良いと思います。私自身も先生からのアドバイスによって、たくさんの気づきを得ることができました。

　関西大学法学部の卒業生だった従姉の影響で法律に興味を持ち、やがて専門的に法学を学びたいという想いが強くなりまし
た。将来は弁護士をめざすために、従姉の母校であり法律学校としての歴史もある関西大学への入学を強く希望し、AO入試に
出願しました。
　関西大学のAO入試は正確な文章読解力や自分の見解を書きまとめる力、そしてそれを相手に正確に伝える力が問われます。
私はこういった貴重な経験を高校生の時期にしておくことに価値があるのではないかと思いました。また一般入試より早い時期
に自分の強みを生かして受験できることもメリットです。音楽や世界史など自分の好きな分野に時間を割き、知識を深めることが
できたこともAO入試の利点だと思います。

読解力、文章力、表現力が問われるAO入試は、自らの強みを生かせる貴重な受験方法。

清丘 俊

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　第２次選考では指定図書において提起されている問題に対する見解が問われますが、試験時間内に書き切るには指
定図書を熟読するだけでなく、アウトプットをしてより理解を深めることが大切だと考えました。また直前は面接で問われ
そうな質問を友達と出し合いました。

AO入試を受験して得たことは？
　一般入試の勉強では養いにくい、正解のない問いに対して自分の考えを持ち、自分の言葉で表現する力を得ることができまし
た。またAO入試の準備は一般入試の勉強と並行して行うため、限られた時間の効率的な使い方も学ぶことができました。

法学政治学科

大阪府
府立 三島高等学校出身
2022年度 入学生

山口 莉央

法学政治学科

大阪府
私立 桃山学院高等学校出身
2022年度 入学生

山口 慧伍

法学部

【AO入試のポイント】
　法学部AO入試では、従来型の筆記試験による入試では判定できない能力を評価の対象とします。具体的には、文章読解力、正確で柔軟な思考力および明晰な
意見表明能力等を評価し、法学部での学習に対応できる能力と適性を有しているか否かを判定します。日頃から、現実に生じている社会問題に関心を抱き、それ
について熟考し、自己の意見を形成するとともに、その意見を他人に説得力をもって説明することのできる学生を求めています。そのために、言葉を大切にする姿
勢や文章を論理的に構成する能力が重視されます。また、当然のことですが、法学部での勉学を強く希望し入学を志す者であることも要求されます。
　以下、【Ⅰ型】、【Ⅱ型】、【Ⅲ型】に分けて実施概要と評価ポイントを説明します。

第１次選考（書類選考）について　【 Ⅰ 型 】 英語運用能力重視型

　第１次選考では、「法律もしくは政治に関する事項をタイトルに挙げ、それについて、自己の見解を述べなさい。」という設問のもとで、英文での小論文（本学
指定用紙で本文600ワード～750ワード程度）を課しました。なお、Cambridge English B2 First（for Schools を含む）以上を受検し、160点以上／実用
英語技能検定準１級以上を受検し、CSEスコア2,300点以上（CBT、S-CBT、S-Interviewも対象）／GTEC（４技能）AdvancedまたはCBTを受検し、
1,190点以上（OFFICIAL SCORE CERTIFICATEに限る） ／IELTSTM 5.5以上（アカデミック･モジュールに限る）／TEAP（Reading/Listening ＋
Writing ＋ Speaking）309点以上／TEAP CBT（４技能）600点以上／TOEFL iBT® 72点以上／TOEIC® Tests 1,095点以上（L&R 785点以上、
S&W 310点以上）のうち、いずれかのグレードまたはスコアを有する者については、第１次選考を合格とし、「英文での小論文」の提出を免除しました。

　評価にあたっては、特にテーマ設定の適切さ（社会にとって重要な事項かどうか等）、正確で深い思考力（採りあげた事項を客観的かつ正確に把握し、分
析しているかどうか、それに対して独創的な解釈を展開しているかどうか等）、文章全体の構成力（個人的・主観的な感想や情緒的な散文・随筆ではなく、論理
的かつ説得力のある議論を展開しているかどうか、推敲の完成度等）、そして文章表現の適切さ（初歩的な文法事項やスペルのミスがないかどうか、明晰で理
解可能な英文になっているかどうか等）を勘案して、総合的に評価しました。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第１次選考（書類選考）について　【 Ⅱ型 】 文献読解能力重視型 

　第１次選考では、「指定図書を読み、そこで取り扱われているテーマのうち、あなたが最も重要と考えるものについて論じなさい。その際、そのテーマが、あなただけで
なく、社会全体にとってなぜ重要であるかということを説明すること。なお、指定図書の著者の見解にしたがう必要はなく、批判的に考察してもよい。」という設問のも
とで、「指定図書についての小論文（任意テーマ）」（本学指定用紙で2,000字程度、2,500字上限）を課しました。指定図書は、マイケル・サンデル著（鬼澤忍訳）
『それをお金で買いますか─市場主義の限界』（早川書房）でした。

　評価にあたっては、特にテーマ設定の適切さ（社会にとって重要なテーマかどうか等）、正確で深い思考力（指定図書の内容を客観的かつ正確に把握し、分
析しているかどうか、取り上げたテーマに対して、独創的な解釈を展開しているかどうか等）、文章全体の構成力（個人的・主観的な感想や情緒的な散文・随筆
ではなく、論理的かつ説得力のある議論を展開しているかどうか、推敲の完成度等）、そして文章表現の適切さ（誤字・脱字、日本語の「て・に・を・は」の用法等
に不備がないかどうか、明晰で理解可能な文になっているかどうか）などを勘案して総合的に評価しました。

■ 実施概要

評価ポイント

第１次選考（書類選考）について　【 Ⅲ型 】 法曹志望者特化型

　第１次選考では、「入学志望理由書」（本学指定用紙で2,000字程度、2,500字上限）と「将来計画書」（本学指定用紙で2,000字程度、2,500字上限）の
提出を求めました。「入学志望理由書」では、「法曹を志望する理由について、あなたが抱いている法曹イメージをできれば具体的な体験を踏まえて描写しながら
記入してください。」という課題を設定しました。また、「将来計画書」では、「関西大学法学部入学後の４年間で、あなたがどのように学習していくか、および将来
法曹としてどのように活動していくかについて、記入してください。」という課題を設定しました。

　評価にあたっては、特に法曹を志望する意図が明確に示されているかどうか、適切で実効的な学習計画を立てているかどうか、正確で深い思考力、文章全体
の構成力（個人的・主観的な感想や情緒的な散文・随筆ではなく、論理的かつ説得力のある議論を展開しているかどうか、推敲の完成度等）、そして文章表現の
適切さ（誤字・脱字、日本語の「て・に・を・は」の用法等に不備がないかどうか、明晰で理解可能な文になっているかどうか）などを勘案して総合的に評価しました。

■ 実施概要

評価ポイント
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11
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合格者

13

44
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73

25

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅰ型 】 英語運用能力重視型

　第２次選考では、まず選考日当日に英文資料を配付し、「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」を課しました。具体的には、日本語200字程度でその要旨を
作成するというものでした（試験時間90分）。次に、この「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」に対する各受験生の解答について、面接によって質疑応答
をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

（1）「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」については、200字程度という限られた字数の中で、英文資料の内容を深く正確に理解しているか否かが最
大のポイントになります。また、文章表現の適切さ（誤字・脱字、日本語の「て・に・を・は」の用法等に不備がないかどうか、明晰で理解可能な文になっているか
どうか等）も評価の対象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が英文資料の内容を正確に理解しているか否かを確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する
的確な答えを論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうか
も評価の対象になります。

■ 実施概要

評価ポイント

第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅱ型 】 文献読解能力重視型

　第２次選考では、まず第１次選考で課した指定図書についての課題テーマを発表し、それについて小論文を作成するという課題を課しました（計1,000字程度、
1,500字上限、試験時間90分）。次に、小論文の内容に関して、面接によって質疑応答をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

（1）課題テーマに対する小論文については、指定図書全体の内容を深く正確に理解したうえで、課題テーマに対して的確な解答をしているかどうかが最大のポ
イントになります。また、指定図書に記載されている内容の単なる解釈に留まらず、社会や歴史という文脈の中で考察を展開できているかどうかも重要です。さ
らに、第１次選考と同様に、文章全体の構成力、文章表現の適切さなども評価の対象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が小論文に書いた内容やその意図を確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する的確な答え
を論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうかも評価
の対象になります。

（1）長文読解については、課題資料で論じられている内容を正確に理解しているかどうか、課題テーマに対する小論文については、課題テーマに対し
て的確な解答をしているかどうかが最大のポイントになります。また、第１次選考と同様に、文章全体の構成力、文章表現の適切さなども評価の対
象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が小論文に書いた内容やその意図を確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する的確な答え
を論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうかも評価
の対象になります。

（3）なお、2022年度入試では判決文を素材に出題しましたが、必ずしも法的知識の有無を問うことが目的ではないことを付言します。

■ 実施概要

評価ポイント

第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅲ型 】 法曹志望者特化型

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

　第２次選考では、まず選考日当日に資料を配付し、それについて長文読解（600字程度）と小論文（課題テーマ、800字程度、1,000字上限）を課しました
（試験時間90分）。次に、長文読解と小論文の内容に関して、面接によって質疑応答をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

■ 実施概要

評価ポイント
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第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅰ型 】 英語運用能力重視型

　第２次選考では、まず選考日当日に英文資料を配付し、「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」を課しました。具体的には、日本語200字程度でその要旨を
作成するというものでした（試験時間90分）。次に、この「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」に対する各受験生の解答について、面接によって質疑応答
をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

（1）「英文資料の内容を理解する能力を問う問題」については、200字程度という限られた字数の中で、英文資料の内容を深く正確に理解しているか否かが最
大のポイントになります。また、文章表現の適切さ（誤字・脱字、日本語の「て・に・を・は」の用法等に不備がないかどうか、明晰で理解可能な文になっているか
どうか等）も評価の対象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が英文資料の内容を正確に理解しているか否かを確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する
的確な答えを論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうか
も評価の対象になります。

■ 実施概要

評価ポイント

第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅱ型 】 文献読解能力重視型

　第２次選考では、まず第１次選考で課した指定図書についての課題テーマを発表し、それについて小論文を作成するという課題を課しました（計1,000字程度、
1,500字上限、試験時間90分）。次に、小論文の内容に関して、面接によって質疑応答をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

（1）課題テーマに対する小論文については、指定図書全体の内容を深く正確に理解したうえで、課題テーマに対して的確な解答をしているかどうかが最大のポ
イントになります。また、指定図書に記載されている内容の単なる解釈に留まらず、社会や歴史という文脈の中で考察を展開できているかどうかも重要です。さ
らに、第１次選考と同様に、文章全体の構成力、文章表現の適切さなども評価の対象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が小論文に書いた内容やその意図を確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する的確な答え
を論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうかも評価
の対象になります。

（1）長文読解については、課題資料で論じられている内容を正確に理解しているかどうか、課題テーマに対する小論文については、課題テーマに対し
て的確な解答をしているかどうかが最大のポイントになります。また、第１次選考と同様に、文章全体の構成力、文章表現の適切さなども評価の対
象になります。

（2）面接の主たる目的は、受験生が小論文に書いた内容やその意図を確認することです。さらに、面接員の質問を正確に理解し、質問に対する的確な答え
を論理的に表現する能力があるかどうか、他者からの意見や批判を取り入れて誤りを修正し、さらに自己の見解を発展させる能力があるかどうかも評価
の対象になります。

（3）なお、2022年度入試では判決文を素材に出題しましたが、必ずしも法的知識の有無を問うことが目的ではないことを付言します。

■ 実施概要

評価ポイント

第2次選考（筆記試験と面接）について　【 Ⅲ型 】 法曹志望者特化型

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

　第２次選考では、まず選考日当日に資料を配付し、それについて長文読解（600字程度）と小論文（課題テーマ、800字程度、1,000字上限）を課しました
（試験時間90分）。次に、長文読解と小論文の内容に関して、面接によって質疑応答をしました（面接時間10分、１名の受験生に対し面接員２名）。

■ 実施概要

評価ポイント

文学部教授 門林 岳史

文学部 学びへの熱い情熱と
論理的に考えて表現する力を高く評価します。

　関西大学文学部の大きな特徴は、多彩な性格をもつ16の専修が連携して教育を行う点にあります。しかも、入学時から特定
の専修に所属するのではなく、２年次から専修に分属するという仕組みになっています。これにより、幅広い教養と高度な専門
的知識・技法の両方を兼ね備え、社会のさまざまな分野で活躍できる多様な人材の育成をめざしています。
　文学部では、AO入試を３つの方式で実施しています。【自己推薦型】は、皆さんのさまざまな活動や資格を評価する方式で
す。【外国語能力重視型】は、外国語（英語、フランス語、ドイツ語、中国語）の運用能力をこれからの学びに生かしていきたい
人に向いています。外国語検定試験のスコアやグレードを評価の対象とするだけでなく、第２次選考でも外国語の読解問題を
課すことで、志願者の能力を多角的に測ります。【論文評価型】は、自分の学術的な関心に沿った任意のテーマによる論文を提
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の基本には、文献を精確に読み解き、それを通じて考えたことを論理的な文章で書き表すという作業があります。そのため、文
学部では志願者の「考える力」や「表現する力」を多角的に評価するために、第２次選考で小論文を設けています（【自己推薦
型】と【論文評価型】の場合）。自分の伝えたいことを明快な文章で筋道立てて書く能力は一朝一夕には身につきません。日頃
から多くの文章に触れながら、文章力を高める努力をしてください。私たちは、AO入試で入学してくる皆さんが、チャレンジ精
神を発揮して、文学部を力強くリードする役割を担ってくれることを大いに期待しています。

合格者からのメッセージ

　高校での学びを通して子供の教育に興味を持ち、子供たちが自由に学べる場を作るために必要な知識を学びたいと考え関西
大学文学部を志望しました。現在はオルタナティブスクールなど既存の形に捉われない学びの場の作り方や、行政・民間企業お
よび他分野と連携した多角的な視点の獲得、教育社会学と結びつけて考えるスキルなどを学んでいます。
　データサイエンスや文学と社会学、教育者と学習者といった多角的な視点で教育について学び、卒業後は子供が自由に学べ
る場を作る仕事に携わるため、従来の学校とは異なる“学びの場”でその重要性を確かめていきたいです。実現の可能性を上げ
るため、在学中に団体への加入や自ら発信する活動などを通して将来めざすべきものの形を見つけたいと考えています。

未来を担う子供たちのために、新たな教育機関のかたちを見つける学びを得たい。

　中学３年間を海外で過ごした経験から、異なる文化の違いによって生じる各国の考え方や人々の性格の違いに面白さを感
じ、グローバル化がさらに進む将来、共生はますます大きな問題になると考えました。コロナ禍で対面の機会が制限されてい
る現在、文化や生活環境が異なる人々はどう共生すべきかを深く掘り下げてみたいと思い関西大学文学部を志望しました。
　人は集まると意図せずそれぞれをグループ化し、イメージを単純化した「ステレオタイプ化」から意図せず人を不快にさせて
しまう「マイクロアグレッション」へとつなげがちだと言われています。そういった見方に捉われず、多様性を前面に押し出して
いく社会を作る一員になることが目標です。今後はもっと人との関わりを増やして知識を深め、自分が何をどう発信できるのか
確かめつつ、人や文化をつなぐ役割を果たせる人材になりたいです。

コミュニケーションが制限される現在こそ、多文化での共生を追求する学びが必要。

所属学部を志望したきっかけは？
　文学部を志望したきっかけは、中学３年間を海外で過ごしたことが大きいです。日本での「あたりまえ」が通じず、文化の
違いを肌で感じた経験から、異文化が共存するときに起こる問題や文化共生の在り方を学びたいと思いました。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　出願書類を作成する際は自分の過去の経験をすべて書き出し、学びたい分野に関係する経験をピックアップしました。
その経験を基に頭の中で浮かんだたくさんのアイデアを、第三者が理解できる文章にすることに苦労しました。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　面接は入学志望理由書、論文で書いた言葉に責任を持つため、内容に関する質問は全て答えられるよう具体的な説明を用
意しました。小論文は書きたいことを箇条書きし、文章として繋げていく練習をした後、試験時間内で書く練習をしました。

AO入試を受験して得たことは？
　決められた期間内に様々な準備をしないといけないので計画的に進める力がつき、さらに自分が何を学びたいかを明確にで
きました。入学後は自分がやりたいことを中心に授業を履修できたので、充実した大学生活を送ることができています。

総合人文学科

奈良県
県立 大和中央高等学校出身
2022年度 入学生

山田 浦奈

総合人文学科

大阪府
私立 大阪高等学校出身
2022年度 入学生

小林 謙太
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【AO入試のポイント】
　関西大学文学部では、総合人文学科に置かれた16の多様な専門分野（専修）を選択し、学生それぞれのニーズに合わせた自由で多彩な学びを行うことができ
ます。文学部AO入試※においては、受験生の活動実績や能力、勉学への意欲などを多面的に評価します。
　関西大学文学部は、総合人文学科および各専修の内容をよく理解した上で、これまでの自身の経験を踏まえつつ、自らの学びを、どの専修において、どのように
実現していくかについて深く考えている者を求めています。
（※文学部AO入試においては、総合人文学科の15専修（初等教育学専修以外）で募集を行っています。）

第１次選考（書類選考）について

　文学部に所属する８名の選考委員が、「入学志望理由書」を中心に、「出願資格を証明する資料」、「調査書」などの内容を精査し、総合的な観点から第１次
選考合格者を決定しました。

（1）文学部で「何をどのように学びたいか」が具体的かつ明瞭に記され、学びへの積極的な意欲が読み取れること。
（2）これまでの活動実績、能力・資格などの内容が具体的に記されているとともに、そこからどのようなことを学んだのか、またその成果を文学部での勉学にどのよ
うに活かしたいのかが説得的に述べられていること。

　【自己推薦型】では、特に①関西大学でしか学べないものとは何か、②自身の個性や情熱を活かすことのできる場が文学部でなければならない理由、が具
体的に書けているかどうかを評価しました。そのため、ただ単に部活動で活躍した、ボランティアに参加したといった事実だけを書くのではなく、そこで得られた
成果を、文学部のどの領域において、どのように活かすことができるのかを論理的に説明する必要があります。
　【外国語能力重視型】では、語学習得の目安となる各種外国語資格・検定試験のスコアやグレードを中心に、海外留学や異文化体験といった語学にまつ
わる経験・知識と希望専修との関連性などを考慮しつつ、総合的に評価しました。
　評価にあたっては、いずれの方式においても、きちんとした日本語表現だけでなく、自分自身の体験を自らの言葉で具体的に述べ、学びへの意欲が強く伝え
られる「文章力」を重視しています。また、文学部での学びに必要な力とは、志願者が培ってきた能力や社会性だけではなく、専門的な知識や技術を理解し、
新たな発想を生み出す力です。
　そのためには、各専修で学ぶことができる内容を具体的に知り、自分の力がそこでどう活かせるのかを深く考える必要があります。オープンキャンパスや本学
のホームページ等を積極的に活用し、関西大学文学部や各専修についての情報・知識を得るだけでなく、それぞれの専修に所属している教員の研究テーマ
や執筆された書籍・論文の内容なども参考にしてください。

　①関西大学文学部で学びたいと考えるテーマに関する資料を集め、読解し、まとめる力、②自分の考えを自らの言葉で述べ、その理由を資料に基づいて論
理的に説明する力、を評価しました。
　レポートではなく「論文」を評価しますので、明確な問いが立てられているか、何を論じるのかが、冒頭の「序」や「はじめに」において、しっかりと書かれている
ことが重要です。また「論文」であるからには、やはり多くの書籍や学術雑誌に掲載された論文をしっかりと読んで、それらを出典として本文中に注で示すととも
に、稿末にも参考文献として提示する必要があります。そのため注がなく、参考文献が明記されていない論文や参考資料がインターネットからのみ、というもの
は評価が低くならざるを得ません。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

1. 「入学志望理由書」（【３方式共通】）
　 次のような点を中心に「入学志望理由書」を評価しました。

2. 論文（【論文評価型】のみ）

評価ポイント
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文学部

文学部

自己推薦型

論文評価型

英語

フランス語

ドイツ語

中国語

外国語能力重視型総合人文学科

学科（専攻・専修）

計

学部

6

3

1

1

0

2

13

合格者

10

5

2

2

2

6

27

合格者

29

19

2

2

2

19

73

志願者

第２次選考第１次選考

10

募集人員

第２次選考（課題と面接）について

　第２次選考では、第１次選考の合格者に対して、課題と面接を実施し、選考しました。

　１人につき最大で30分程度の面接を行い、①志望動機、②大学生活における展望、③資格や受賞歴の詳細、④卒業後の将来像、⑤留学などの異文化体
験への関心、⑥学業以外の能力や活動実績の詳細などの履歴に関わる内容や、これまでに学んできたことなどについて質問しました。そして、⑦学業や課外活
動と希望専修との関係性、⑧関連学問への理解度、⑨入学後に取り組みたい活動や研究テーマ、などについてもあわせて聞き取りを行いました。
　そのうえで、ⓐ回答が全体として筋道の通ったものになっているか、ⓑ自ら問題を発見し、その原因を考察するとともに、解決に導くという「学問に対する主体
性」が見てとれるか、などを評価の基準としました。
　面接において、ⓐとⓑのどちらにもしっかりと対応するためには、「付け焼刃」では歯が立ちません。具体的には、以下の点が目につきました。
①志望理由書には国際的、社会的な視点や関心が見てとれたものの、実際に面接を行うと、本人にはそれらがほとんど認められない。
②志望する専修や学問分野について、インターネットの検索でヒットした学術論文を読んだと答えているものの、その内容を尋ねると、表面的な理解に基づいた
回答が聞かれる。
　こうした状況の背景には、多くの志願者が、日常的に、書籍や新聞をきちんと読む習慣を身につけていない、という実態が存在することが考えられます。また、近
年インターネットを通して学術論文に触れられる機会が多くなっていますが、学術論文は専門的な知識を前提として書かれているため、用語・論理構成が難解で
す。参考文献に挙げられている文献やその学術分野の入門書を読むなどして、その分野をより深く知ろうとする姿勢が必要です。面接は、入学志望理由書を読
むだけでは測りきれない志願者の勉学への意欲や大学で必要とされる知的能力と教養の程度、そして文学部への適性を判断するために行われるものです。あら
かじめ準備してきたような通り一辺倒の答えを単に繰り返すだけでは、まったく通用しないということをぜひ理解してください。

（1）小論文（【自己推薦型】および【論文評価型】）
　出題文を読み、1,000字程度の論文を執筆してもらいました。問題の意図を的確に汲み取っているか、自己の意見を理路整然と記述できているか、その主
張の内容が首尾一貫しているか、さらには自らの考えを展開しつつ、そこに独創性が発揮されているかを評価の基準としました。

（2）長文読解問題（【外国語能力重視型】）
　英語・フランス語・ドイツ語・中国語とも、それぞれ辞書１冊のみ持ち込み可とし、語彙力や読解力を試す長文読解問題を出題しました。いずれも、外国語で
書かれた比較的長い文章の内容の理解度を評価しました。
　いずれの課題も、語彙・表現・論理的思考など、短期間で習得できない力が評価されます。そのため、日常的に外国語の文章に接し、その内容を正確に
読解する訓練を行っておくことが必要になります。

■ 実施概要

1. 課題

2. 面接（【３方式共通】）

評価ポイント

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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経済学部教授 佐藤 雅代

経済学部 経済の仕組みを知ると、世界の動きが見えてきます。
経済学部は、あなたの積極的な挑戦を待っています。

　人間は、その誕生以来、生存に必要な食料などの物資を手に入れるために、より豊かな暮らしのために、自然に働きかけ、人
間同士の社会的関係をさまざまに構築して、暮らしてきました。経済とは人間の生活に必要なモノやサービスを生産・分配・消費
する活動のことを言います。人間社会の政治も文化も芸術も、経済という基本的な活動がなければ成り立ちません。経済学
は、このような人間の生活を支える活動を研究対象とする学問です。関西大学経済学部では、ヒトやモノ、お金の流れの仕組み
を理解するだけでなく、データの動きを把握したり、各国や地域の違いを比較したり、歴史をさかのぼってみたり、多彩なアプ
ローチを学ぶことができます。また、4つのコースから１つを選んで専門性を磨きながら、ゼミでの発表や討議を通してコミュニ
ケーション力を伸ばすこともできます。さらに、アデレード大（オーストラリア）、オークランド工科大（ニュージーランド）など海
外の大学で語学と経済学を同時に学び、現地の経済や文化を体験する、経済学部独自の留学プログラムである「GoLDプロ
グラム（Global Leadership Development Program）」を利用することもできます。私たちがAO入試の志願者に期待する
のは、経済の仕組みを知ろうという強い意欲をもち、授業やゼミはもちろんのこと、大学生活のさまざまな場面で中心的存在と
なって活躍してくれることです。第1次選考では、出願書類をもとに書類選考をおこないますが、これまでのさまざまな経験か
ら気づいたこと、疑問に思ったことが、経済学部で学びたいこととどのように関連しているか、などを多面的に評価します。第2
次選考では、課題エッセイにおける表現力の豊かさや論理性と、自分が書いたエッセイや社会のできごとに関する面接での応
答の明確さや適切さなどを評価します。経済学部で何を学び、どんなことに取り組みたいのか、明確な目標をもっている人の積
極的な挑戦を待っています。今あなたが考えていること、これまで取り組んできたこと、そしてこれから挑戦してみたいことな
どについて、自分の言葉で表現してみてください。なお、2023年度より【一般】枠での募集内容が大幅に変更されました。［自
己推薦型］、［グローバル・リーダー志向型］、［データサイエンティスト志向型］の3つに細分化されましたので、【一般】枠での志
願者の皆さんは、これまでの経験や将来の目標にふさわしい型を選んで応募してください。

合格者からのメッセージ

　将来は開発途上国の企業に勤務し、日本と現地を結ぶ仕事に就くことが目標の私にとって、関西大学経済学部独自の留学プロ
グラムであるGoLDプログラムは非常に興味深いものでした。開発途上国であるタイやベトナムへの留学を通じ、座学を実社会に
結びつける実践の場として、主体性と実行力を磨きたいと考え入学を志望しました。
　３年次からは国際経済コースを選択し、SKIMAプロジェクトに参加して、現地での聞き取り調査や政策立案などの経験を将来の
ビジネスの現場でいかしたいです。４年間で経済学を基礎から学び、実践の場としてこれら２つのプログラムとプロジェクト、そし
てエクステンション・リードセンターの対策講座などを活用し、いずれは社会に貢献できるよう準備をしっかりと行っていきます。

特色あるプログラム・プロジェクトからビジネスにいかせる学びを得て成長したい。

　将来はお客様一人ひとりの相談に応対し、的確かつ迅速に物事を解決でき、一人でも多くの人に信頼してもらえる税理士になりた
いと考えています。そのために、エクステンション・リードセンターを利用し、在学中に税理士資格を取得することが目下の目標です。
大学4年間では経済についての基礎知識を学ぶと共に、柔軟な対応力や様々な観点から問題に取り組む力を身につけたいです。ま
た、関西大学は経済学部をはじめ多くの学部を有する総合大学なので、自分の視野を広げるために交友関係を大事にし、多くの人と
関わりながら意見交換をするなど互いに高め合いたいです。さらに、高校で取得した合気道初段をいかして合気道部に入部し、部活
でも活躍したいです。
　関西大学で過ごす4年間の先に、私が目標とする社会の変化に伴う幅広いニーズに、多様な発想で応えられる税理士への道が続
いていると確信しています。

多角的なカリキュラムを学び、夢は多様な発想で役に立てる税理士になること。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　文字数に制限がある中で、自己アピールを記入する時にアピールしたい点の優先順位を考えながら作成することに苦労し
ました。また資料説明票の作成では内容が繰り返しにならないように、できるだけ表現を変えながら書くことを意識しました。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　AO入試ではこれまでの活動も評価されると考え、高校の学内外で開催される活動に積極的に参加しました。また高校
で作文や感想文の課題が多かったことや、新聞を読み要点をまとめる練習に取り組んだことで、短時間で文章を作成する
力が身につきました。

所属学部を志望したきっかけは？
　高校では美術部に所属しており、地域交流センターの職員の方々と協力し地域活性化をめざし、商店会のパンフレット
を制作しました。この経験が経済学に興味を持ったきっかけです。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　自分が経験したこと、将来やりたいことなど、学科試験で測ることのできない要素でアピールできるのがAO入試です。
他人とは違う経験や明確な将来の目標などがあれば、積極的にチャレンジすることをおすすめします。

経済学科

和歌山県
私立 和歌山信愛高等学校出身
2022年度 入学生

宮尾 安紗美

経済学科

愛知県
私立 岡崎城西高等学校出身
2022年度 入学生

関谷 類
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経済学部教授 佐藤 雅代

経済学部 経済の仕組みを知ると、世界の動きが見えてきます。
経済学部は、あなたの積極的な挑戦を待っています。

　人間は、その誕生以来、生存に必要な食料などの物資を手に入れるために、より豊かな暮らしのために、自然に働きかけ、人
間同士の社会的関係をさまざまに構築して、暮らしてきました。経済とは人間の生活に必要なモノやサービスを生産・分配・消費
する活動のことを言います。人間社会の政治も文化も芸術も、経済という基本的な活動がなければ成り立ちません。経済学
は、このような人間の生活を支える活動を研究対象とする学問です。関西大学経済学部では、ヒトやモノ、お金の流れの仕組み
を理解するだけでなく、データの動きを把握したり、各国や地域の違いを比較したり、歴史をさかのぼってみたり、多彩なアプ
ローチを学ぶことができます。また、4つのコースから１つを選んで専門性を磨きながら、ゼミでの発表や討議を通してコミュニ
ケーション力を伸ばすこともできます。さらに、アデレード大（オーストラリア）、オークランド工科大（ニュージーランド）など海
外の大学で語学と経済学を同時に学び、現地の経済や文化を体験する、経済学部独自の留学プログラムである「GoLDプロ
グラム（Global Leadership Development Program）」を利用することもできます。私たちがAO入試の志願者に期待する
のは、経済の仕組みを知ろうという強い意欲をもち、授業やゼミはもちろんのこと、大学生活のさまざまな場面で中心的存在と
なって活躍してくれることです。第1次選考では、出願書類をもとに書類選考をおこないますが、これまでのさまざまな経験か
ら気づいたこと、疑問に思ったことが、経済学部で学びたいこととどのように関連しているか、などを多面的に評価します。第2
次選考では、課題エッセイにおける表現力の豊かさや論理性と、自分が書いたエッセイや社会のできごとに関する面接での応
答の明確さや適切さなどを評価します。経済学部で何を学び、どんなことに取り組みたいのか、明確な目標をもっている人の積
極的な挑戦を待っています。今あなたが考えていること、これまで取り組んできたこと、そしてこれから挑戦してみたいことな
どについて、自分の言葉で表現してみてください。なお、2023年度より【一般】枠での募集内容が大幅に変更されました。［自
己推薦型］、［グローバル・リーダー志向型］、［データサイエンティスト志向型］の3つに細分化されましたので、【一般】枠での志
願者の皆さんは、これまでの経験や将来の目標にふさわしい型を選んで応募してください。

合格者からのメッセージ

　将来は開発途上国の企業に勤務し、日本と現地を結ぶ仕事に就くことが目標の私にとって、関西大学経済学部独自の留学プロ
グラムであるGoLDプログラムは非常に興味深いものでした。開発途上国であるタイやベトナムへの留学を通じ、座学を実社会に
結びつける実践の場として、主体性と実行力を磨きたいと考え入学を志望しました。
　３年次からは国際経済コースを選択し、SKIMAプロジェクトに参加して、現地での聞き取り調査や政策立案などの経験を将来の
ビジネスの現場でいかしたいです。４年間で経済学を基礎から学び、実践の場としてこれら２つのプログラムとプロジェクト、そし
てエクステンション・リードセンターの対策講座などを活用し、いずれは社会に貢献できるよう準備をしっかりと行っていきます。

特色あるプログラム・プロジェクトからビジネスにいかせる学びを得て成長したい。

　将来はお客様一人ひとりの相談に応対し、的確かつ迅速に物事を解決でき、一人でも多くの人に信頼してもらえる税理士になりた
いと考えています。そのために、エクステンション・リードセンターを利用し、在学中に税理士資格を取得することが目下の目標です。
大学4年間では経済についての基礎知識を学ぶと共に、柔軟な対応力や様々な観点から問題に取り組む力を身につけたいです。ま
た、関西大学は経済学部をはじめ多くの学部を有する総合大学なので、自分の視野を広げるために交友関係を大事にし、多くの人と
関わりながら意見交換をするなど互いに高め合いたいです。さらに、高校で取得した合気道初段をいかして合気道部に入部し、部活
でも活躍したいです。
　関西大学で過ごす4年間の先に、私が目標とする社会の変化に伴う幅広いニーズに、多様な発想で応えられる税理士への道が続
いていると確信しています。

多角的なカリキュラムを学び、夢は多様な発想で役に立てる税理士になること。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　文字数に制限がある中で、自己アピールを記入する時にアピールしたい点の優先順位を考えながら作成することに苦労し
ました。また資料説明票の作成では内容が繰り返しにならないように、できるだけ表現を変えながら書くことを意識しました。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　AO入試ではこれまでの活動も評価されると考え、高校の学内外で開催される活動に積極的に参加しました。また高校
で作文や感想文の課題が多かったことや、新聞を読み要点をまとめる練習に取り組んだことで、短時間で文章を作成する
力が身につきました。

所属学部を志望したきっかけは？
　高校では美術部に所属しており、地域交流センターの職員の方々と協力し地域活性化をめざし、商店会のパンフレット
を制作しました。この経験が経済学に興味を持ったきっかけです。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　自分が経験したこと、将来やりたいことなど、学科試験で測ることのできない要素でアピールできるのがAO入試です。
他人とは違う経験や明確な将来の目標などがあれば、積極的にチャレンジすることをおすすめします。

経済学科

和歌山県
私立 和歌山信愛高等学校出身
2022年度 入学生

宮尾 安紗美

経済学科

愛知県
私立 岡崎城西高等学校出身
2022年度 入学生

関谷 類

経済学部

経済学部

一般

社会人
経済学科

学科（専攻・専修）

計

学部

7

0

7

合格者

9

0

9

合格者

10

0

10

5

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

第１次選考（書類選考）について

指定した出願書類をもとに書類選考を行いました。「自由エッセイ」は「経済への興味」と「経済学に取り組む姿勢」、および「身近な社会問題への関心」を作成のテーマにしました。

　面接では、「自由エッセイ」について、要点をわかりやすく説明できるかどうかを見ました。「課題エッセイ」については、課題の理解力と自己主張の論理的な説得
力を評価しました。それ以外にも、高校生活や日常生活を素材に質問しながら、質問の理解力、応答の正確さ、表現の豊かさとコミュニケーション能力についても
評価を行いました。また、「課題エッセイ」と面接の評価は、第１次選考と同じく、１人の受験生につき、複数の選考委員が行いました。その上でさらに、すべての選
考委員による全体調整の場を経て、合否の最終決定を行いました。

　上記のように、経済学部のAO入試では、受験生の経済学への関心や論理的な思考力だけでなく、学習面での意欲や指導力にも期待しています。こうした理由から、経済学
部での学生生活と将来像への接続に整合性がとれ、コミュニケーション能力が高く、質問を正しく理解し、自分の意見を明確に述べることのできる受験生がより高く評価される
傾向が見られます。2022年度入試では、多様な課外活動やボランティア活動などさまざまな学校外での活動を経験し、論理的な会話能力を有する生徒が多く合格しました。

（1）問題を多角的にとらえた上で、客観的な根拠に基づいて自分の考えを正確に文章化できているかどうか。　（2）論理に一貫性があるかどうか。
（3）エッセイ全体の構成が適当か、論述の基本的な作法が守られているかどうか。

（1）関西大学で学ぶのに必要な基礎学力や論理的思考力を身につけているかどうか。　 （2）経済学部の講義を受講し、その内容を理解できるかどうか。
（3）与えられた課題を自ら深め、探求する能力があるかどうか。

　「将来設計書」では、経済学部で何を学びたいのか、どのような大学生活を送りたいのか、について読み取りました。これらの内容が明確な論旨で記述されている
かどうか、「受験生の顔」（個性）がよく反映された記述となっているかどうか、大きく分けてこの２点が「将来設計書」に求められます。「自由エッセイ」では、「将来設計
書」には十分に反映されにくい受験生の経済学に対する関心と熱意を表現してもらうことにしました。そこで、上で述べたテーマの設定に則して、自分自身のこれまで
の学習体験や職場経験などを手がかりにしながら、各自が論題を作ってエッセイを書いてもらいました。それと関連して、関西大学の経済学部で何を学びたいのか、そ
こで学んだ知識を将来どのように活用したいのか、という観点からエッセイを作成してもらいました。
　「自由エッセイ」の評価では、とくに難しいテーマを取り上げることは期待しておりません。記述の正確さと表現力の豊かさがあるかどうか、経済についての問題意
識が明確かどうか、テーマ設定や素材選択に独自性があるかどうか、限られた字数の範囲内で自己主張を明確かつ論理的に展開できているかどうか、これらのポイン
トを重視して評価しました。なお、すべての選考書類は、評価に偏りが生じないように、１人の受験生につき複数の選考委員が評価を担当しています。その上でさら
に、選考過程での評価のばらつきをなくすために、再度の評価全体の見直しの場をもって最終評価を行いました。

■ 実施概要

第２次選考（課題エッセイと面接）について

（1）「課題エッセイ（800字程度）」を課題に基づき問題解決に関する自分自身の考えをまとめて書いてもらいました。2022年度入試の「課題エッセイ」では、非
合法取引をGDPに含めるべきか否かについての論述問題を出題しました。

（2）面接は、この「課題エッセイ」と、第１次選考で提出してもらった「自由エッセイ」を参考にして行いました。

■ 実施概要
　 第２次選考は、「課題エッセイ」と面接を行いました。

　2022年度入学試験の「課題エッセイ」では、以下の３点を評価しました。

合格者の
傾向

　この「課題エッセイ」の評価をもとに、以下の３点を判断しました。

第１次選考に対する経済学部の考え方と講評

第２次選考に対する経済学部の考え方と講評

【AO入試のポイント】
　経済学部のAO入試は、通常の学力試験では十分に見出しにくい受験生の思考力・表現力・説明力・指導力を多面的に評価しようとするものです。経済学部のAO
入試制度では、高校３年間で、授業のみならず、課外活動や地域の活動等に積極的に取り組み、その中から経済問題を発見して考察した経験を有することを前提と
して、次のような人材を求めています。大学に入学してから身近な経済問題に興味と関心をもち、それを広い視野と柔軟な創造力をもって探求しようとする積極性あ
ふれる人材、授業やゼミナール（経済学演習）の場で、自分の探求結果を発表しようとする意欲ある人材、そして、学習や研究などの場で中心的存在となって活躍す
る人材です。また、海外留学などを経て獲得した多様な視野と好奇心をさらに育みたいと考える学生、実社会の経験を持ち、目的意識が明確で勉学意欲のある社会
人、あるいは生涯学習として高等教育の機会を求める人々に対しても、AO入試による選考を実施しています。AO入試では、受験生が経済学を学ぶにあたっての意
欲と適性、そして受験生の「問題を発見して思考し、自分の意見を形作り、それを他人に説明する能力」を総合的に評価して判定をします。
　選考の際には、上に述べたような受験生の個性と資質を十分に把握するため、第１次選考と第２次選考の２段階にわたる審査を設けています。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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商学部准教授 千葉 貴宏

商学部 5つの専修、4つの教育プログラム、そしてKUBIC
ハードとソフトの両面からビジネスリーダーを育成。

　商学部では、「品格ある柔軟なビジネスリーダーの育成」を理念として、社会経済や企業経営に関する理論的・実際的
な知識を授けることによって、産業界でリーダーとして活躍できる人材を育成することをめざしています。学生は、将来の
キャリアビジョンを見据えながら、「流通」、「ファイナンス」、「国際ビジネス」、「マネジメント」、および「会計」の５つの専
修からひとつを選択し、自身が希望する職業に直結するような研究を行います。
　プロフェッショナルなビジネスリーダーを育成するために、次の４つの教育プログラムを実施しています。ビジネスリー
ダー特別プログラム（BLSP）では、プロジェクト実践力とビジネス英語力を同時に育成することを目的として、解決すべ
き課題ごとに組織されたプロジェクト・チームによる活動が行われます。会計連携特別プログラム（ALSP）では、公認会
計士を主とする会計プロフェッショナルを養成するために、会計専門職大学院と連携し、資格取得に向けて効果的なカリ
キュラムを提供しています。サービスイノベーション特別プログラム（DSI）では、大規模データの分析力を身につけ、企画
立案のためのリサーチ力、コミュニケーション能力を鍛え、新商品の開発など企業活動に新しい価値の創造をもたらす人
材を育成・養成しています。海外ビジネス英語プログラム（BestA）は、ビジネス英語に特化したプログラムで、教室での
学習だけでなく、イギリスのビジネスの現場を実際に体験する機会を設けています。
　商学部の魅力は、教育プログラムだけではありません。関西大学ビジネスプラン・コンペティション（KUBIC）では、全
国の大学生や高校生が企画したさまざまなベンチャー・ビジネスプランが競い合います。学生は、まったくの新しいアイデ
アだけでなく、企業の実際の課題に対する解決策についてもビジネスプランを応募することができます。優秀なプランで
あれば、企業の事業として採用され実現される可能性をもっていることが特徴です。
　商学部のAO入試の出願には、「KUBICやその他の全国レベルのビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあ
げた者」、「TOEIC®、TOEFL®、日商簿記検定試験、応用情報技術者試験、実用数学技能検定など社会的に広く認知された試験において一定の水準に達した者」あるいは
「国際バカロレア資格（フルディプロマ）を日本語DP実施校において取得した者または取得見込みの者」のいずれかであることが必要です。加えて、これまで志願者が培っ
てきた語学、簿記、情報処理、ビジネス・プランニングなどの能力を活かし、大学で何をどのように学ぶのかについて、出願書類および面接を通じてアピールすることが大切
です。
　商学部では、積極的にビジネスを学び、そして、未来のビジネスリーダーをめざす志願者を求めています。

合格者からのメッセージ

　コロナ禍において社会が大きく変化している現在、自営業をされている方々の中には収入の減少や店舗休業など苦境に立
たされる方が少なくありません。しかし諦めることなく乗り越えようとする方、新たなニーズに応える新規ビジネスを立ち上げ
る方などを見て、私も自分の将来を深く見つめ直し、激しい社会変動の中で窮地に立たされても屈せず自分の能力を高めて
世の中に貢献したいと考えました。
　日々変化する社会の中で、自分が生み出すモノやサービスが、世界の誰かの幸せに繋がる仕事をするために、経営学につ
いて専門的に学びたいと関西大学商学部を志望しました。BestAやBLSPなどの留学に挑戦しつつ実践的な経営学とビジネ
ス英語を並行して学び、グローバルな未来を切り開いていくビジネスパーソンになりたいです。

BestAやBLSPなどに挑戦し、将来はグローバルに活躍するビジネスパーソンに。

AO入試を受験して得たことは？
　自己分析を徹底的に行い、自分の新たな一面や発見を得たおかげで、将来やりたいことや目標が明確になりました。大学
入学後も自分に足りない部分や大学で何を学べばよいかなど、より将来を見据えた意識を持てるようになりました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試は出願書類の準備を行う時期に、一般入試の準備も並行して行うので苦しい時があると思います。大変だと
感じた時は春から関西大学に通う自分を想像して踏ん張ってみてください。きっと乗り切れるはずです。

　関西大学商学部を志望したのは、日本の流通における企業側と消費者側、双方に関する問題を企業に属する形で解決する
人材になるためです。そう考えるようになったきっかけは、コロナ禍で一時不足していたマスクがインターネットで悪質転売され
ていたことです。この経験から「消費者による消費者への流通妨害」に興味を持ち、解決したいと考えました。
　在学中は消費者行動論を学び、市場の中での消費者の立ち位置とそこから起こる行動について学び、現在横行している悪
質な転売に対して有効な対応策などを提起していきたいと考えています。卒業後は子供の頃から大好きだった日本のおもちゃ
メーカーに就職し、商品を本当に求める人に効果的に行き渡らせて企業に貢献し、さらには社会へ貢献していきたいです。

コロナ禍で加速した悪質な転売を防ぎ、本当に必要な人に届けられる人材をめざす。

所属学部を志望したきっかけは？
　関西大学のオープンキャンパスに参加したことです。それまでは漠然と関西の大学に行きたいと思っていた程度でし
たが、商学部に5つの専修があり、授業内容も非常に興味を引くものが多いと知り、志望しました。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　入学志望理由書は伝えたいことが多すぎて内容がまとまらなかったり、一貫性を欠いたりしたので特に時間がかかりました。
高校の先生に見ていただき夏休み中に何度も書き直しつつ、できる限り多くの人に書類を添削してもらい改善点を探しました。

北岡 京子

商学科

大阪府
府立 旭高等学校出身
2022年度 入学生

山脇 彩香

商学科

兵庫県
市立 葺合高等学校出身
2022年度 入学生

松下 航
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商学部准教授 千葉 貴宏

商学部 5つの専修、4つの教育プログラム、そしてKUBIC
ハードとソフトの両面からビジネスリーダーを育成。

　商学部では、「品格ある柔軟なビジネスリーダーの育成」を理念として、社会経済や企業経営に関する理論的・実際的
な知識を授けることによって、産業界でリーダーとして活躍できる人材を育成することをめざしています。学生は、将来の
キャリアビジョンを見据えながら、「流通」、「ファイナンス」、「国際ビジネス」、「マネジメント」、および「会計」の５つの専
修からひとつを選択し、自身が希望する職業に直結するような研究を行います。
　プロフェッショナルなビジネスリーダーを育成するために、次の４つの教育プログラムを実施しています。ビジネスリー
ダー特別プログラム（BLSP）では、プロジェクト実践力とビジネス英語力を同時に育成することを目的として、解決すべ
き課題ごとに組織されたプロジェクト・チームによる活動が行われます。会計連携特別プログラム（ALSP）では、公認会
計士を主とする会計プロフェッショナルを養成するために、会計専門職大学院と連携し、資格取得に向けて効果的なカリ
キュラムを提供しています。サービスイノベーション特別プログラム（DSI）では、大規模データの分析力を身につけ、企画
立案のためのリサーチ力、コミュニケーション能力を鍛え、新商品の開発など企業活動に新しい価値の創造をもたらす人
材を育成・養成しています。海外ビジネス英語プログラム（BestA）は、ビジネス英語に特化したプログラムで、教室での
学習だけでなく、イギリスのビジネスの現場を実際に体験する機会を設けています。
　商学部の魅力は、教育プログラムだけではありません。関西大学ビジネスプラン・コンペティション（KUBIC）では、全
国の大学生や高校生が企画したさまざまなベンチャー・ビジネスプランが競い合います。学生は、まったくの新しいアイデ
アだけでなく、企業の実際の課題に対する解決策についてもビジネスプランを応募することができます。優秀なプランで
あれば、企業の事業として採用され実現される可能性をもっていることが特徴です。
　商学部のAO入試の出願には、「KUBICやその他の全国レベルのビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあ
げた者」、「TOEIC®、TOEFL®、日商簿記検定試験、応用情報技術者試験、実用数学技能検定など社会的に広く認知された試験において一定の水準に達した者」あるいは
「国際バカロレア資格（フルディプロマ）を日本語DP実施校において取得した者または取得見込みの者」のいずれかであることが必要です。加えて、これまで志願者が培っ
てきた語学、簿記、情報処理、ビジネス・プランニングなどの能力を活かし、大学で何をどのように学ぶのかについて、出願書類および面接を通じてアピールすることが大切
です。
　商学部では、積極的にビジネスを学び、そして、未来のビジネスリーダーをめざす志願者を求めています。

合格者からのメッセージ

　コロナ禍において社会が大きく変化している現在、自営業をされている方々の中には収入の減少や店舗休業など苦境に立
たされる方が少なくありません。しかし諦めることなく乗り越えようとする方、新たなニーズに応える新規ビジネスを立ち上げ
る方などを見て、私も自分の将来を深く見つめ直し、激しい社会変動の中で窮地に立たされても屈せず自分の能力を高めて
世の中に貢献したいと考えました。
　日々変化する社会の中で、自分が生み出すモノやサービスが、世界の誰かの幸せに繋がる仕事をするために、経営学につ
いて専門的に学びたいと関西大学商学部を志望しました。BestAやBLSPなどの留学に挑戦しつつ実践的な経営学とビジネ
ス英語を並行して学び、グローバルな未来を切り開いていくビジネスパーソンになりたいです。

BestAやBLSPなどに挑戦し、将来はグローバルに活躍するビジネスパーソンに。

AO入試を受験して得たことは？
　自己分析を徹底的に行い、自分の新たな一面や発見を得たおかげで、将来やりたいことや目標が明確になりました。大学
入学後も自分に足りない部分や大学で何を学べばよいかなど、より将来を見据えた意識を持てるようになりました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試は出願書類の準備を行う時期に、一般入試の準備も並行して行うので苦しい時があると思います。大変だと
感じた時は春から関西大学に通う自分を想像して踏ん張ってみてください。きっと乗り切れるはずです。

　関西大学商学部を志望したのは、日本の流通における企業側と消費者側、双方に関する問題を企業に属する形で解決する
人材になるためです。そう考えるようになったきっかけは、コロナ禍で一時不足していたマスクがインターネットで悪質転売され
ていたことです。この経験から「消費者による消費者への流通妨害」に興味を持ち、解決したいと考えました。
　在学中は消費者行動論を学び、市場の中での消費者の立ち位置とそこから起こる行動について学び、現在横行している悪
質な転売に対して有効な対応策などを提起していきたいと考えています。卒業後は子供の頃から大好きだった日本のおもちゃ
メーカーに就職し、商品を本当に求める人に効果的に行き渡らせて企業に貢献し、さらには社会へ貢献していきたいです。

コロナ禍で加速した悪質な転売を防ぎ、本当に必要な人に届けられる人材をめざす。

所属学部を志望したきっかけは？
　関西大学のオープンキャンパスに参加したことです。それまでは漠然と関西の大学に行きたいと思っていた程度でし
たが、商学部に5つの専修があり、授業内容も非常に興味を引くものが多いと知り、志望しました。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　入学志望理由書は伝えたいことが多すぎて内容がまとまらなかったり、一貫性を欠いたりしたので特に時間がかかりました。
高校の先生に見ていただき夏休み中に何度も書き直しつつ、できる限り多くの人に書類を添削してもらい改善点を探しました。

北岡 京子

商学科

大阪府
府立 旭高等学校出身
2022年度 入学生

山脇 彩香

商学科

兵庫県
市立 葺合高等学校出身
2022年度 入学生

松下 航

商学部

商学部

ビジネスプラン実績

高度な資格
商学科

学科（専攻・専修）

計

学部

0

9

9

合格者

0

12

12

合格者

1

18

19

5

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
　商学部では「品格ある柔軟なビジネスリーダーの育成」という学部教育理念のもと、特色のある学部カリキュラムを設定し教育を行っています。(学部カリキュラ
ムの詳細は商学部が発行しているパンフレットや商学部のホームページを参照してください。)
　AO入試では、一般入試では測ることができない優れた能力を有する者（起業に具体的な関心をもつ者、資格取得で大きな成果をあげた者、外国での勉学経験
のある個性的で国際感覚の豊かな者など）の中で、商学部での勉学を強く希望する人材を求めています。
　入試要項に記載されているように、志願者より提出された出願書類による書類選考（第１次選考）と面接（第２次選考）によって選考し、合格者を決定していま
す。詳細な出願基準の例示等については2022年度AO入試要項「学部で特に定める基準」をよくお読みください。
　なお、商学部ではスポーツにおける優秀な能力を有する者はSF（スポーツ・フロンティア）入試においてのみ選考の対象としており、AO入試においてスポーツ
における優秀な能力を有する者は対象としていない、という点にご留意願います。

第１次選考（書類選考）について

　志願者の高校在学中に積み重ねられた実績や資格取得などが入学後、どのように商学部での学問に結びつくのかという視点から、志願者より提出された出願
書類による書類選考を行います。出願には、次の書類選考のポイントの（1）または（2）の基準のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。

（1） ビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあげた者
　関西大学ビジネスプラン・コンペティション(KUBIC)に出場し、優勝または準優勝した者、もしくはKUBIC以外の全国レベルのビジネスプラン・コンペティション
で優勝または準優勝した者がこれに該当します。なお、この基準を満たすためには出願するまでにビジネスプラン・コンペティションでの結果が明らかになっている
必要があります。また、ビジネスプラン・コンペティションにグループや団体で参加した場合には、グループや団体のなかでリーダーとしての役割を果たしたことを証
明する書類の提出が追加で求められます。

（2） 高度な資格を持つ者
　TOEIC®、TOEFL®、実用英語技能検定、GTEC、日商簿記検定、独立行政法人情報処理推進機構応用情報技術者試験、実用数学技能検定など社会的
に広く認知された資格で一定の水準に達した者がこれに該当します。また、これら以外であまり知られていない資格などについても、その資格について高度なレベ
ルを示すことができる詳細な資料（参加人数、主催者など）を添付して出願することができます。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

書類選考のポイント

第2次選考（面接等）について

　 （1）ビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあげた者、（2）高度な資格を持つ者ともに面接による選考を行います。

　面接は、書類選考だけでは分からない志願者の人物を見るために行います。したがって、面接においては、①AO入試の合格者に値する自らの能力の
高さ、②ビジネスプランや資格試験の実績または海外での学習経験、③関西大学商学部で勉学しようとする意志の強さなどを口頭でしっかり表現できる
ことが重要となります。また、出願資格となっている実績が、グループもしくは団体など複数の参加者によって得られた場合は、志願者個人の貢献度や役
割の重要度などを明確に答えてください。

■ 実施概要

面接のポイント

　AO入試では、商学部で勉学していくにあたり必要となってくる志願者の適性や将来の可能性を審査しています。ビジネスプラン・コンペティションで優れた実績をあげた者
や難易度の高い資格を取得した者で、かつ面接の場における質疑応答において自己表現力やコミ ュニケーション能力の高さを示すことができ、バイタリティやリーダーシップ
があると考えられる志願者や、関西大学商学部での勉学を強く希望することをこれまでの実績や高度な資格と関連付けて、具体性をもって明確に意思表示できる志願者が
より高く評価される傾向にあります。

合格者の
傾向

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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社会学部長・教授 森田 雅也

社会学部 好奇心に溢れ、熱意に満ちた人を
お待ちしています。

　社会学部は、社会学専攻、心理学専攻、メディア専攻、社会システムデザイン専攻の４つの専攻からなり、人間と社会に
関するさまざまな問題を探求しています。各専攻には専門科目や実習科目、プログラムがあり、上位年次では各教員のゼ
ミに所属し、それぞれの専門分野を学びます。ＡＯ入試で求める人物像は「社会学部で学ぶことで、自分のやりたいこと
を追求できる人」「他の学生と積極的にコミュニケーションをとり、周りに良い刺激を与えてくれる人」です。
　第１次選考では、「入学志望理由書」や「専攻別課題レポート」などをもとに書類選考を行います。中学・高校時代の活動
実績や成績に加え、きちんと文章で自分を表現できているかが判断材料となります。「ぜひ会って話を聞いてみたい」
と思わせることがポイントです。そのためには、これまでの自分の経験をどのように活かそうと思っているのかに関して、入
学後のビジョンを持っていることが大切です。提出書類については入試要項を熟読し、対策を行ってください。
　第2次選考では、書類選考の通過者に対し、複数名の教員が実際に会って面接を行います。初対面の教員と向き合う
だけで、緊張してしまうかもしれません。しかし、丸暗記してきたことをただ話すだけでは面接官に思いは伝わりません。
きちんと「自分の言葉」で、いままでの経験をもとに社会学部に入って何がしたいのかを伝える必要があります。そのため
には、やはり、日頃からきちんと学部や専攻のことを調べ、これまでの自分の活動経験との接点を探り、入学してやりたい
ことを明確にしておく必要があります。面接ではあなたの「熱意」をぜひ直接面接官にぶつけてみてください。
　社会学部では約60名の教員が所属しています。さまざまな専門領域を深化させながら、日々、人間と社会について研
究しています。社会学部のホームページを見るだけでなく、オープンキャンパスなどにも積極的に参加し、そこで教員や
在学生にどんどん質問してみてください。社会学部に活力を与えてくれる方の応募をお待ちしています。

合格者からのメッセージ

　高校１年生で未来のオリンピック・パラリンピック選手を発掘・育成することを目的としたプロジェクト「ジャパンライジング
スタープロジェクト」に水泳選手として選ばれた際、選手同士の交流を通して実際に経験してこそわかる「見えない障がい」
があると痛感し社会福祉に興味を持ちました。障がい者は健常者に比べ能力に応じた評価や昇進がされにくく、3カ月以内
の離職率が非常に高いという調査結果があります。そんな見えにくい社会問題を解決するには、障がい者を取り巻く環境へ
の理解を社会に浸透させる必要があると考え、関西大学社会学部を志望しました。
　社会調査実践学習プログラムや社会福祉実践学習プログラムなどを履修し、調査を通して社会の「見えない障がい」を可
視化したいと考えています。社会学を学んで得たものを社会に還元して障がい者や高齢者に寄り添い、誰もが安心して笑顔
で暮らせる社会を実現していきたいです。

「見えない障がい」を可視化し、誰もが安心して笑顔で暮らせる社会の実現に尽力したい。

AO入試を受験して得たことは？
　大学で学びたいことや将来の目標について、自分と向き合って考えることができました。出願書類の作成では自分に
ついて文章で表現する力を養うことができ、面接では自分の思いを言語化して相手に伝える力がつきました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　関西大学社会学部で学びたいという強い思いがある人は、ぜひAO入試にチャレンジしてください。AO入試の準備が
進むにつれて、その思いは一層強くなっていくと思います。自分の強い思いを文章や言葉にしてアピールしてください。

　高校１年時にラオスを訪れて特産品の販路拡大に取り組み、現地のショップで店頭販売した経験をきっかけに、地域社会
の問題解決の手法や地域資源を活用したビジネスを学びたいと思いました。また私の地元である高知県の特産品・黒豆を
使ったバウムクーヘンを考案し、「にっぽんの宝物」でグランプリを受賞して、空港での販売や国際線の機内食に採用され
るなど、販路拡大に貢献できました。こういった経験から地域の活性化を図るには地産外商が必要であると学びました。
　関西大学社会学部を志望したのは、ビジネスや地域社会をはじめとして、専攻外の学問まで横断して学べる点に大きな
魅力を感じたためです。地域資源を活用したビジネスなどを学ぶことで、地域の持つ価値を都市へと発信し、地域の活性化
に貢献できる人材をめざしていきます。

地域資源を活用したビジネスについて学び、地域の活性化に貢献できる人材をめざす。

竹谷 怜

所属学部を志望したきっかけは？
　高校での地域活性化活動を通して、地域で起こっている問題やそれらを解決する手法をより深く学びたいと考えました。
その中でも幅広い学問を複合的に学べて、フィールドワークを導入している社会システムデザイン専攻に魅力を感じました。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　面接官の質問を予想した面接対策ノートを作りました。あえて文章化せず重要な部分だけを書き、本番で緊張して文章
が思い出せず慌てる状況にならないよう工夫しました。さらに沢山の人と模擬面接をしてアドバイスをもらいました。

社会学科 社会システムデザイン専攻

高知県
市立 高知商業高等学校出身
2022年度 入学生

浅野 朱音

社会学科 社会学専攻

兵庫県
県立 尼崎高等学校出身
2022年度 入学生

新井 侑光

社会学部

【AO入試のポイント】
　AO入試は、書類選考や面接を通じて、一般入試等では見出しにくい受験生の多面的な能力、意欲および個性を総合的に評価する入学試験制度です。人間と
社会について独自の探究心をもち、さまざまな将来の選択肢を考え、社会学部の教育を受けるにふさわしい基礎学力をもち、出願資格を満たしていれば、自らの
意志で出願できます。社会学部がAO入試で求めるのは、広い視野や柔軟な思考力、個性あふれる創造力を備え、それらを本学の学びの中で、さらに高めたいと
いう積極的な意志をもった受験生です。また、SF入試など、他の各種入試と異なるAO入試の趣旨を十分に理解して応募することも期待されます。
　選考においては、高校までの学力や活動内容の優秀さだけでなく、そこで培われた能力、意欲、個性などが「社会学部の求める学生像」とどのように結びつく
かを総合的に評価します。将来、皆さんがめざしているもの、そのために社会学部で学びたいことを具体的かつ明確に考えて、これまでの活動や実績などを的確
にアピールできることが大切です。

第１次選考（書類選考）について

　まず、評定平均値の基準を満たしているかを確認します。次に、何らかの活動実績や賞・資格などについての賞状や証明書等、および「専攻別課題レポート※」
といった出願書類が適切に備えられているかを確認します。当然ながら「調査書」の記載事項から、大学での教育を受けるに必要な基礎学力を有しているかもあ
わせて確認しています。
※心理学専攻を除く専攻で提出が必要。

　活動実績や資格・技能などが、志望理由や専攻での勉学と結びついているかを検討し、それらが「入学志望理由書」で説得力をもって明確に述べられている
かを審査しました。「専攻別課題レポート」では、基本的な文章力を有しており、与えられた課題について調査・分析をし、自分なりの考えや着想がレポートに盛り込
まれているかを審査しました。これらを総合的に評価し、慎重に合否の判定を行いました。専攻ごとの評価ポイントは下記のとおりです。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　「入学志望理由書」では、なぜ社会学に関心をもったのか、それはこれまでの自分の経験とどのような関わりをもっているのか、また、大学に入学してからの学習に
具体的な目標をもっているのかなどを中心に評価しています。「専攻別課題レポート」に関しては、取り上げたニュースを的確に要約できているか、分析的に考える
ことができているか、また文献をきちんと読んで考察できているか、誤字、脱字はないか、文章の論理構成はきちんとしているかなどを評価します。活動実績や高校時
代の成績等からは、大学に入学して、他の学生と積極的にコミュニケーションをはかり、よい意味での刺激となる存在になれる人物かどうかを評価します。

【社会学専攻】

　本専攻のカリキュラムを十分に理解し、積極的に学ぶ意欲をもつと同時に、高校時代の特色ある活動実績から得られた知見を活かして、大学入学後に同学年の
リーダーあるいはムードメーカーとして活躍する意欲をもつことも重視し、総合的に審査します。そのため、できるだけ具体的に何を学びたいのかを説明するとともに、活
動実績を「メディア専攻での学び」にどう活かすつもりかについて詳しく記すことが重要です。とくに全国大会の成績、専門家や公的機関の評価、あるいはそれらに
準じる資料（新聞記事など）を用いて、活動実績と専攻での学びとの関係がきちんと説明されていることが、高い評価を得るポイントとなります。

【メディア専攻】

　「入学志望理由書」をもとに書類選考を行っています。提出された出願書類のなかには、自分の体験を長 と々記述するだけのものや、出来事を羅列しているだ
けのものがあります。しかし、体験や出来事そのものを評価することはありません。そのような経験から何を学んで、それを今後の心理学の学びにどう活かせるのか
といったことを強調すると、高く評価されます。たとえば、資格を取得したことを述べる場合も、なぜその資格を取ったのか、その資格で何がしたいのかを中心に記述
することが大切です。また、形式面では誤字、脱字や助詞の用法の誤りがない、字数が大幅に下回っていない、適切な文章表現で書けているなど、よく推敲され
た完成度の高い文章が高い評価を得るポイントとなります。

【心理学専攻】

　本専攻のカリキュラムを理解したうえで、高校時代の経験を入学後に自分が本気で取り組みたいことと結びつけることができているかに着目して選考します。
そのためにはまず、出願資格に相当する経験・能力等を書類で証明する必要がありますが、例年、「出願資格を証明する資料」について客観性や説得力の弱
い例も見られます。「専攻別課題レポート」については既存の資料をつなぎ合わせて列挙しただけのような例もありますが、課題に応えるために積極的に調査を
行ったものや、資料や文献を調べて学んだことと、その学んだ内容に対して、特別な経験をした、あるいは特別な能力をもつあなただからこそ考えて書けることと
が両方ともバランスよく表現されているものを高く評価します。

【社会システムデザイン専攻】

評価ポイント
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社会学部長・教授 森田 雅也

社会学部 好奇心に溢れ、熱意に満ちた人を
お待ちしています。
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と思わせることがポイントです。そのためには、これまでの自分の経験をどのように活かそうと思っているのかに関して、入
学後のビジョンを持っていることが大切です。提出書類については入試要項を熟読し、対策を行ってください。
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には、やはり、日頃からきちんと学部や専攻のことを調べ、これまでの自分の活動経験との接点を探り、入学してやりたい
ことを明確にしておく必要があります。面接ではあなたの「熱意」をぜひ直接面接官にぶつけてみてください。
　社会学部では約60名の教員が所属しています。さまざまな専門領域を深化させながら、日々、人間と社会について研
究しています。社会学部のホームページを見るだけでなく、オープンキャンパスなどにも積極的に参加し、そこで教員や
在学生にどんどん質問してみてください。社会学部に活力を与えてくれる方の応募をお待ちしています。

合格者からのメッセージ

　高校１年生で未来のオリンピック・パラリンピック選手を発掘・育成することを目的としたプロジェクト「ジャパンライジング
スタープロジェクト」に水泳選手として選ばれた際、選手同士の交流を通して実際に経験してこそわかる「見えない障がい」
があると痛感し社会福祉に興味を持ちました。障がい者は健常者に比べ能力に応じた評価や昇進がされにくく、3カ月以内
の離職率が非常に高いという調査結果があります。そんな見えにくい社会問題を解決するには、障がい者を取り巻く環境へ
の理解を社会に浸透させる必要があると考え、関西大学社会学部を志望しました。
　社会調査実践学習プログラムや社会福祉実践学習プログラムなどを履修し、調査を通して社会の「見えない障がい」を可
視化したいと考えています。社会学を学んで得たものを社会に還元して障がい者や高齢者に寄り添い、誰もが安心して笑顔
で暮らせる社会を実現していきたいです。

「見えない障がい」を可視化し、誰もが安心して笑顔で暮らせる社会の実現に尽力したい。

AO入試を受験して得たことは？
　大学で学びたいことや将来の目標について、自分と向き合って考えることができました。出願書類の作成では自分に
ついて文章で表現する力を養うことができ、面接では自分の思いを言語化して相手に伝える力がつきました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　関西大学社会学部で学びたいという強い思いがある人は、ぜひAO入試にチャレンジしてください。AO入試の準備が
進むにつれて、その思いは一層強くなっていくと思います。自分の強い思いを文章や言葉にしてアピールしてください。

　高校１年時にラオスを訪れて特産品の販路拡大に取り組み、現地のショップで店頭販売した経験をきっかけに、地域社会
の問題解決の手法や地域資源を活用したビジネスを学びたいと思いました。また私の地元である高知県の特産品・黒豆を
使ったバウムクーヘンを考案し、「にっぽんの宝物」でグランプリを受賞して、空港での販売や国際線の機内食に採用され
るなど、販路拡大に貢献できました。こういった経験から地域の活性化を図るには地産外商が必要であると学びました。
　関西大学社会学部を志望したのは、ビジネスや地域社会をはじめとして、専攻外の学問まで横断して学べる点に大きな
魅力を感じたためです。地域資源を活用したビジネスなどを学ぶことで、地域の持つ価値を都市へと発信し、地域の活性化
に貢献できる人材をめざしていきます。

地域資源を活用したビジネスについて学び、地域の活性化に貢献できる人材をめざす。
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所属学部を志望したきっかけは？
　高校での地域活性化活動を通して、地域で起こっている問題やそれらを解決する手法をより深く学びたいと考えました。
その中でも幅広い学問を複合的に学べて、フィールドワークを導入している社会システムデザイン専攻に魅力を感じました。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　面接官の質問を予想した面接対策ノートを作りました。あえて文章化せず重要な部分だけを書き、本番で緊張して文章
が思い出せず慌てる状況にならないよう工夫しました。さらに沢山の人と模擬面接をしてアドバイスをもらいました。
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　AO入試は、書類選考や面接を通じて、一般入試等では見出しにくい受験生の多面的な能力、意欲および個性を総合的に評価する入学試験制度です。人間と
社会について独自の探究心をもち、さまざまな将来の選択肢を考え、社会学部の教育を受けるにふさわしい基礎学力をもち、出願資格を満たしていれば、自らの
意志で出願できます。社会学部がAO入試で求めるのは、広い視野や柔軟な思考力、個性あふれる創造力を備え、それらを本学の学びの中で、さらに高めたいと
いう積極的な意志をもった受験生です。また、SF入試など、他の各種入試と異なるAO入試の趣旨を十分に理解して応募することも期待されます。
　選考においては、高校までの学力や活動内容の優秀さだけでなく、そこで培われた能力、意欲、個性などが「社会学部の求める学生像」とどのように結びつく
かを総合的に評価します。将来、皆さんがめざしているもの、そのために社会学部で学びたいことを具体的かつ明確に考えて、これまでの活動や実績などを的確
にアピールできることが大切です。

第１次選考（書類選考）について

　まず、評定平均値の基準を満たしているかを確認します。次に、何らかの活動実績や賞・資格などについての賞状や証明書等、および「専攻別課題レポート※」
といった出願書類が適切に備えられているかを確認します。当然ながら「調査書」の記載事項から、大学での教育を受けるに必要な基礎学力を有しているかもあ
わせて確認しています。
※心理学専攻を除く専攻で提出が必要。

　活動実績や資格・技能などが、志望理由や専攻での勉学と結びついているかを検討し、それらが「入学志望理由書」で説得力をもって明確に述べられている
かを審査しました。「専攻別課題レポート」では、基本的な文章力を有しており、与えられた課題について調査・分析をし、自分なりの考えや着想がレポートに盛り込
まれているかを審査しました。これらを総合的に評価し、慎重に合否の判定を行いました。専攻ごとの評価ポイントは下記のとおりです。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　「入学志望理由書」では、なぜ社会学に関心をもったのか、それはこれまでの自分の経験とどのような関わりをもっているのか、また、大学に入学してからの学習に
具体的な目標をもっているのかなどを中心に評価しています。「専攻別課題レポート」に関しては、取り上げたニュースを的確に要約できているか、分析的に考える
ことができているか、また文献をきちんと読んで考察できているか、誤字、脱字はないか、文章の論理構成はきちんとしているかなどを評価します。活動実績や高校時
代の成績等からは、大学に入学して、他の学生と積極的にコミュニケーションをはかり、よい意味での刺激となる存在になれる人物かどうかを評価します。

【社会学専攻】

　本専攻のカリキュラムを十分に理解し、積極的に学ぶ意欲をもつと同時に、高校時代の特色ある活動実績から得られた知見を活かして、大学入学後に同学年の
リーダーあるいはムードメーカーとして活躍する意欲をもつことも重視し、総合的に審査します。そのため、できるだけ具体的に何を学びたいのかを説明するとともに、活
動実績を「メディア専攻での学び」にどう活かすつもりかについて詳しく記すことが重要です。とくに全国大会の成績、専門家や公的機関の評価、あるいはそれらに
準じる資料（新聞記事など）を用いて、活動実績と専攻での学びとの関係がきちんと説明されていることが、高い評価を得るポイントとなります。

【メディア専攻】

　「入学志望理由書」をもとに書類選考を行っています。提出された出願書類のなかには、自分の体験を長 と々記述するだけのものや、出来事を羅列しているだ
けのものがあります。しかし、体験や出来事そのものを評価することはありません。そのような経験から何を学んで、それを今後の心理学の学びにどう活かせるのか
といったことを強調すると、高く評価されます。たとえば、資格を取得したことを述べる場合も、なぜその資格を取ったのか、その資格で何がしたいのかを中心に記述
することが大切です。また、形式面では誤字、脱字や助詞の用法の誤りがない、字数が大幅に下回っていない、適切な文章表現で書けているなど、よく推敲され
た完成度の高い文章が高い評価を得るポイントとなります。

【心理学専攻】

　本専攻のカリキュラムを理解したうえで、高校時代の経験を入学後に自分が本気で取り組みたいことと結びつけることができているかに着目して選考します。
そのためにはまず、出願資格に相当する経験・能力等を書類で証明する必要がありますが、例年、「出願資格を証明する資料」について客観性や説得力の弱
い例も見られます。「専攻別課題レポート」については既存の資料をつなぎ合わせて列挙しただけのような例もありますが、課題に応えるために積極的に調査を
行ったものや、資料や文献を調べて学んだことと、その学んだ内容に対して、特別な経験をした、あるいは特別な能力をもつあなただからこそ考えて書けることと
が両方ともバランスよく表現されているものを高く評価します。

【社会システムデザイン専攻】

評価ポイント
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第２次選考第１次選考

第２次選考（面接等）について

　面接〈口頭試問を含む〉は、３名の面接員により30分程度行います。ここでは、受験生のコミュニケーション能力を確認しながら、第１次選考（書類選考）の
出願書類に記載されていることや記述されていることなどについて、いくつかの質問を行います。

　志望理由、志望する専攻の学習内容の理解、これまでの経験と入学後の学習の関連性、将来の明確な目標などについて質問を行い、それらを自分の言葉で
説明でき、意見を述べることができるかを審査しました。面接員からの質問に対する回答の内容や示し方などの評価を総合し、複数の面接員が慎重に合否判定
を行いました。
　体験や実績を初対面の面接員に伝えるには、事実に基づいた説明が重要です。自分自身では個性的であると思う体験も、面接員にその重要性や意味を的
確に伝えられるかどうかが問われます。ただし丸暗記してきたことを機械のように話し、面接員の質問や確認に適切に答えられない場合は、コミュニケーション能力
の不足、基礎学力不足と評価される一因となります。話す内容や説明の仕方を十分に練り上げて、広い視野や柔軟な思考力、個性あふれる創造力を限られた
時間の中で適切に示した受験生が評価されることとなります。
　社会学部のAO入試は、専攻別の出願になります。したがって、志望理由で重要なことは、「社会学部で何を学びたいか」だけでなく、「志望する専攻で具体的
に何を学びたいか」が明確であることです。そのためには、志望する専攻の特色を十分に理解しておくことが大切です。その理解が不十分な場合は、その専攻に
入学したいという意欲が十分に認められないと判断されることになります。社会学部のホームページやオープンキャンパスなどを活用して、積極的に情報を得るこ
とが大切です。専攻ごとの評価ポイントは下記のとおりです。

■ 実施概要

　受験生は本専攻のカリキュラムを理解した上で、どのような知識や技法を身につけたいのかを、自分の経験と将来目標とに関係づけて説明できることが重要
です。「活動報告書」に書かれた実績に関しては、率先して考え、発言し、行動に移せる人間であることを示しているかどうかを評価のポイントとしています。また、
「入学志望理由書」や「専攻別課題レポート」に関連して、その場で問題を設定し、意見を交わすこともあります。その受け答えによって、人の話を聞いて理解する
力や自分で考える力、公的な場でのコミュニケーション能力、そして専攻での学習意欲の高さを判断します。

【社会学専攻】

　活動実績についての説明、心理学を学びたい理由、関西大学でどのようなことを学びたいか、将来の進路などを中心に質問を行います。一般的、形式的な答
えに終始する受験生もみられますが、そうではなく、その人らしい具体性のある答えが必要です。AO入試では他の学生の刺激となるような学生、本当に心理学を
学びたいという人一倍熱意のある学生を求めています。したがって、心理学の中でも特にどのようなことを学びたいか、ということなども具体的に自分のことばで説
明できることが望まれます。

【心理学専攻】

　思考力と論理性を審査するために「小論文」と「面接」を実施します。「小論文」では、日ごろから新聞を読み、テレビのニュースを見て、気になるテーマについて
図書館やインターネットで調べた上で、時事テーマについて自らの考えを論理的な一貫性をもって論じることを期待します。また「面接」では第１次選考の書類をも
とに、本専攻のカリキュラムに対する理解、具体的に何を学びたいか、卒業後の希望などについて質問します。高校までの活動実績から何を得たのかを自分の
言葉で語ること、その「得たこと」を関西大学での勉学において「いかに活かそうとしているのか」について積極的に伝えること、が求められます。

【メディア専攻】

　面接においては、第１次選考の書類では捉えきれなかった部分について深く尋ねていきます。高校時代に行ってきた活動や経験について、書類だけでは
明確に分からない部分がどうしても出てくるためです。また、ここでは、自らの経験や自分が考えたことについて、自分自身の言葉できちんと説得力を持って語
れるか、という点についても重視しています。多様なものの見方がある中から自分の考え方で社会を見つめ、より良い社会や組織のあり方を考えていく本専攻
では、その牽引役となる学生をAO入試で求めているからです。また、質問に対する回答においても、そこに自分の考えが表明されているか、という点を重視しな
がら面接を行っています。

【社会システムデザイン専攻】

評価ポイント

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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第２次選考（面接等）について

　面接〈口頭試問を含む〉は、３名の面接員により30分程度行います。ここでは、受験生のコミュニケーション能力を確認しながら、第１次選考（書類選考）の
出願書類に記載されていることや記述されていることなどについて、いくつかの質問を行います。

　志望理由、志望する専攻の学習内容の理解、これまでの経験と入学後の学習の関連性、将来の明確な目標などについて質問を行い、それらを自分の言葉で
説明でき、意見を述べることができるかを審査しました。面接員からの質問に対する回答の内容や示し方などの評価を総合し、複数の面接員が慎重に合否判定
を行いました。
　体験や実績を初対面の面接員に伝えるには、事実に基づいた説明が重要です。自分自身では個性的であると思う体験も、面接員にその重要性や意味を的
確に伝えられるかどうかが問われます。ただし丸暗記してきたことを機械のように話し、面接員の質問や確認に適切に答えられない場合は、コミュニケーション能力
の不足、基礎学力不足と評価される一因となります。話す内容や説明の仕方を十分に練り上げて、広い視野や柔軟な思考力、個性あふれる創造力を限られた
時間の中で適切に示した受験生が評価されることとなります。
　社会学部のAO入試は、専攻別の出願になります。したがって、志望理由で重要なことは、「社会学部で何を学びたいか」だけでなく、「志望する専攻で具体的
に何を学びたいか」が明確であることです。そのためには、志望する専攻の特色を十分に理解しておくことが大切です。その理解が不十分な場合は、その専攻に
入学したいという意欲が十分に認められないと判断されることになります。社会学部のホームページやオープンキャンパスなどを活用して、積極的に情報を得るこ
とが大切です。専攻ごとの評価ポイントは下記のとおりです。

■ 実施概要

　受験生は本専攻のカリキュラムを理解した上で、どのような知識や技法を身につけたいのかを、自分の経験と将来目標とに関係づけて説明できることが重要
です。「活動報告書」に書かれた実績に関しては、率先して考え、発言し、行動に移せる人間であることを示しているかどうかを評価のポイントとしています。また、
「入学志望理由書」や「専攻別課題レポート」に関連して、その場で問題を設定し、意見を交わすこともあります。その受け答えによって、人の話を聞いて理解する
力や自分で考える力、公的な場でのコミュニケーション能力、そして専攻での学習意欲の高さを判断します。

【社会学専攻】

　活動実績についての説明、心理学を学びたい理由、関西大学でどのようなことを学びたいか、将来の進路などを中心に質問を行います。一般的、形式的な答
えに終始する受験生もみられますが、そうではなく、その人らしい具体性のある答えが必要です。AO入試では他の学生の刺激となるような学生、本当に心理学を
学びたいという人一倍熱意のある学生を求めています。したがって、心理学の中でも特にどのようなことを学びたいか、ということなども具体的に自分のことばで説
明できることが望まれます。

【心理学専攻】

　思考力と論理性を審査するために「小論文」と「面接」を実施します。「小論文」では、日ごろから新聞を読み、テレビのニュースを見て、気になるテーマについて
図書館やインターネットで調べた上で、時事テーマについて自らの考えを論理的な一貫性をもって論じることを期待します。また「面接」では第１次選考の書類をも
とに、本専攻のカリキュラムに対する理解、具体的に何を学びたいか、卒業後の希望などについて質問します。高校までの活動実績から何を得たのかを自分の
言葉で語ること、その「得たこと」を関西大学での勉学において「いかに活かそうとしているのか」について積極的に伝えること、が求められます。

【メディア専攻】

　面接においては、第１次選考の書類では捉えきれなかった部分について深く尋ねていきます。高校時代に行ってきた活動や経験について、書類だけでは
明確に分からない部分がどうしても出てくるためです。また、ここでは、自らの経験や自分が考えたことについて、自分自身の言葉できちんと説得力を持って語
れるか、という点についても重視しています。多様なものの見方がある中から自分の考え方で社会を見つめ、より良い社会や組織のあり方を考えていく本専攻
では、その牽引役となる学生をAO入試で求めているからです。また、質問に対する回答においても、そこに自分の考えが表明されているか、という点を重視しな
がら面接を行っています。

【社会システムデザイン専攻】

評価ポイント

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

政策創造学部教授 石田 成則

政策創造学部
地元を活性化したい。グローバル社会で活躍したい。
そうした志のある人に、
政策のプロをめざしてほしい。

　政策創造学部は、多岐にわたる領域を横断的に学び、現代社会の多様な問題を発見・解決する方策と実行する力を養
うことを目的としています。本学部には、政策学科と国際アジア学科の２学科が設けられています。両学科では共通して
法律学、経済学、政治学、経営学の４つの社会科学の学習をベースに、少人数を対象とした専門演習（ゼミナール）や各
専修で、自らの学びや問題関心を深めていきます。本学部では、３つの将来目標に応じた〈将来目標評価型入試〉を導入
しています。地域活動志向型・国際活動志向型・ビジネスリーダー志向型です。受験生のみなさんの将来像を明確に定め、
その目標に応じた出願資格や社会活動をアピールしてもらうことと、社会経済の問題をテーマにした小論文を提出して
いただきます。いずれの志向型入試においても、学部の方針に沿った勉学の意欲を求めているため、単に“資格がある”
“全国レベルで活躍した”というだけでは十分とはいえません。その経験や学んだことを生かして、将来何をしたいか明確
に主張することが必要です。その将来の夢を実現するために、本学部で具体的にどんなことを学びたいのかを、入学志
望理由書には、具体的に論述してください。
　近年、日本では人口減少社会の到来とそれに伴う地域経済の衰退が深刻な問題となっています。国際社会では、相次
ぐ国際紛争やそれに伴う難民問題などが大きくクローズアップされています。本学部は、こうした問題解決に取り組むべ
く、教員スタッフがみなさんと一緒に考えていきます。その成果は、本学部主催の「政策提言シンポジウム」等の学部行事
を通じて、広く社会へと発信していきます。
　本学部は、地域や国際社会で貢献することをめざす高い意欲をもったみなさんの挑戦をお待ちしています。

合格者からのメッセージ

　高校で地方創生に関わるボランティア団体を設立したことから、もっと若者が「まちづくり」に参加できないかと考えるように
なりました。社会意識が低いといわれる若者の中にも、ボランティア活動やSDGsに関心を持つ人は少なくありません。そんな若
者が社会と繋がる機会を持つことができれば、自らの可能性に気づき、将来の目標を持った上で社会に出ていけるはずです。
　私は自らが立ち上げたボランティア団体をNPO法人化し若者と社会を繋ぐ拠点とするため、まちづくりに関連した講義が多く
体験を通した学びが充実している関西大学政策創造学部を志望しました。今後は、行政、企業、NPOによる効果的な協働方法や
若者の社会参画について研究し、幅広い知識と実践的な提案力・マネジメント力を身につけていきたいです。

若者と行政・企業・NPOなどを繋げる拠点を築き、社会問題を解決する原動力になる。

所属学部を志望したきっかけは？
　地元の富山県でボランティア団体を設立・運営していた時、行政や地元企業の方々へご協力を依頼したところ、温かく応
援してくださいました。富山の人々に恩返ししたいと考え、富山のまちづくりや地方創生に貢献するために志望しました。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　面接は入念に準備するより自然体で楽しく受けたかったので、あえて話す内容は決めませんでした。話すことを全て
決めると、忘れてしまった時に焦ってしまうからです。自然体の自分を信じ、リラックスして受けるのをおすすめします！

　私の地元である京都は日本でも有数の観光地ですが、近年はオーバーツーリズムによる観光公害が問題になっています。
そこから観光と地域の在り方に興味を持ち調べるうちに、環境・社会・経済の３つにおいて持続可能な観光である「サステナ
ブルツーリズム」を知りました。
　関西大学政策創造学部を志望したのは「地域創生」「環境問題」「少子高齢化」などの社会課題に対し、多分野にわたる講
義によって視野を広げ、海外研修プログラムを通してグローバルな観点・感覚を身につけて、観光の持つ力を活用した社会
課題解決に向けた知識を深めたいと考えたからです。様々なテーマについて学びながら課題解決に向けた政策創造のセン
スを磨き、観光というテーマを深めながら社会に出て地域開発に携わっていくことが目標です。

日本を悩ませる社会課題に対し、広い視野とグローバルな感覚で挑む力を身につけたい。

頼富 千歩

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　高校での探究活動はグループワークや発表の機会が多く、自然とプレゼンテーション能力やコミュニケーション力が
身につきました。また学外での活動を通して関心の幅が広がり、広い視野で社会を見られるようになりました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試はこれまでの経験が評価される入試です。その経験に成功や失敗は関係ありません。ぜひ興味があることに
挑戦してみてください。そして何より自分の将来について考える良い機会になるので、楽しんで受験してください！

政策学科

富山県
私立 富山国際大学附属高等学校出身
2022年度 入学生

松田 耀之介

政策学科

京都府
府立 鴨沂高等学校出身
2022年度 入学生

岸田 昂之
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政策創造学部

政策創造学部

地域活動志向型

国際活動志向型

ビジネスリーダー志向型

地域活動志向型

国際活動志向型

ビジネスリーダー志向型

政策学科

国際アジア学科

学科（専攻・専修）

計

学部

4

1

2

1

2

0

10

合格者

4

1

2

1

2

0

10

合格者

8

2

9

1

2

3

25

5

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
　政策創造学部は、社会全般に対する鋭い関心をもち、これまで養ってきた自己の秀でた能力を使って、問題を発見し、その解決方法を見つけ出すことのできる
実行力をもった人を求めています。独自の能力と実行力を駆使して、例えば演習やフィールドワークの場などでリーダーシップを発揮してくれるような人に、ぜひ入
学してもらいたいと思います。多様な能力や経験をもった学生の存在は、学部を活性化する効果があると我々は考えています。それゆえ、さまざまな分野において
優れた実績を有する受験生の中から選抜することをAO入試の目的としています。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員によって書類選考を行い、それぞれの受験生について、合議をしたうえで評価します。

（1）地域活動志向型・国際活動志向型・ビジネスリーダー志向型のいずれかに該当する、社会的に高く評価されるような活動を行ってきたか、あるいはそのような
資格を有しているか（客観的に証明できる資料が必要です）。

（2）政策創造学部の理念や志望学科の教育内容を理解したうえで、ここで学びたいという意志が明確に感じられるかどうか。
（3）政策創造学部で教育を受けるために必要な基礎学力を有しているか。

　（1）の点については、活動実績や資格を証明できる資料によって評価を行います。一般的に、そして客観的に、活動や資格をどれだけ高く評価できるかが大き
なポイントです。 それだけでなく、活動のユニークさなども評価の際に考慮します。団体による活動を実績として提出した受験生の中には、受験生個人がそれに対
してどれだけ貢献したかがよく分からないケースが見受けられました。個人としての貢献の度合いが具体的に分かるように、自分の役割や目的、行動、そして社会
に与えた影響を明記した上で、資料を付けておくことが必要です。
　（2）の点については、「入学志望理由書」と「課題小論文」で判断します。その内容とともに、文章の構成力も評価のポイントとなります。学部のホームページ
や入試パンフレットを見て、とりあえず「作文」を行った、というような入学志望理由書では、高い評価は得られません。政策創造学部の志望学科で学びたいという
意志と情熱が、自分の言葉できちんと具体的に表現されていることが重要です。
　（3）の点については、調査書で確認します。また、どのように高校生活を過ごしてきたかについても調査書から判断します。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　第１次選考の基準は、次のとおりです。

　第２次選考（面接）において、評価を行うポイントは以下のとおりです。

評価ポイント

第２次選考（面接）について

面接員のコメント

　複数の面接員によって面接を行います。活動実績および社会全般に対する関心などを中心に質問します。面接員による合議を経て、最終的な評価を行います。

（1）活動実績についての説明能力およびコミュニケーション能力があるかどうか。　（2）社会事象に対して関心をもち、日頃から十分に考えているかどうか。
（3）予想外の質問に対しても、適切に対処できる能力があるかどうか。　（4）入学後、政策創造学部で学習していく上でのプランを具体的に描けているかどうか。

■ 実施概要

評価ポイント

●面接で、あらかじめ予想されるような質問にはよどみなく答えるが、予期していなかった質問には何も言えなくなる、という受験生が見受けられました。このような場合には、当然評価は厳しくなります。日頃からさまざまな
事柄に対して関心をもち、考えをめぐらせていることが必要です。
●政策創造学部の志望学科に入学したい理由を具体的に説明できない受験生が多く見受けられました。まず、政策創造学部の教育方針や学科の特徴をできる限り調査して理解した上で、自分の能力が政策創造
学部に本当に適合しているかどうかをしっかり考えるようにしてください。
●上記コメントと関連しますが、政策創造学部に入学した後、どのようなことを勉強したいのか、またどのような活動に取り組みたいのかという点について、具体的に説明できない受験生が見受けられました。自分の入学
後の将来像をしっかりとイメージしてから面接に臨むことが大事です。
●面接員の質問に適切に答えていない受験生が何人か見受けられました。面接員の質問をしっかりと理解した上で、落ち着いて丁寧に答えることが高い評価につながります。
●AO入試では、本学で本当に学びたいという熱意ある学生を求めています。本学入学後は主体的な行動と具体的な提案力とが求められます。自分の言葉で自分の強みと本学への想いを発信することが大切です。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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政策創造学部

政策創造学部

地域活動志向型

国際活動志向型

ビジネスリーダー志向型

地域活動志向型

国際活動志向型

ビジネスリーダー志向型

政策学科

国際アジア学科

学科（専攻・専修）

計

学部

4

1

2

1

2

0

10

合格者

4

1

2

1

2

0

10

合格者

8

2

9

1

2

3

25

5

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
　政策創造学部は、社会全般に対する鋭い関心をもち、これまで養ってきた自己の秀でた能力を使って、問題を発見し、その解決方法を見つけ出すことのできる
実行力をもった人を求めています。独自の能力と実行力を駆使して、例えば演習やフィールドワークの場などでリーダーシップを発揮してくれるような人に、ぜひ入
学してもらいたいと思います。多様な能力や経験をもった学生の存在は、学部を活性化する効果があると我々は考えています。それゆえ、さまざまな分野において
優れた実績を有する受験生の中から選抜することをAO入試の目的としています。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員によって書類選考を行い、それぞれの受験生について、合議をしたうえで評価します。

（1）地域活動志向型・国際活動志向型・ビジネスリーダー志向型のいずれかに該当する、社会的に高く評価されるような活動を行ってきたか、あるいはそのような
資格を有しているか（客観的に証明できる資料が必要です）。

（2）政策創造学部の理念や志望学科の教育内容を理解したうえで、ここで学びたいという意志が明確に感じられるかどうか。
（3）政策創造学部で教育を受けるために必要な基礎学力を有しているか。

　（1）の点については、活動実績や資格を証明できる資料によって評価を行います。一般的に、そして客観的に、活動や資格をどれだけ高く評価できるかが大き
なポイントです。 それだけでなく、活動のユニークさなども評価の際に考慮します。団体による活動を実績として提出した受験生の中には、受験生個人がそれに対
してどれだけ貢献したかがよく分からないケースが見受けられました。個人としての貢献の度合いが具体的に分かるように、自分の役割や目的、行動、そして社会
に与えた影響を明記した上で、資料を付けておくことが必要です。
　（2）の点については、「入学志望理由書」と「課題小論文」で判断します。その内容とともに、文章の構成力も評価のポイントとなります。学部のホームページ
や入試パンフレットを見て、とりあえず「作文」を行った、というような入学志望理由書では、高い評価は得られません。政策創造学部の志望学科で学びたいという
意志と情熱が、自分の言葉できちんと具体的に表現されていることが重要です。
　（3）の点については、調査書で確認します。また、どのように高校生活を過ごしてきたかについても調査書から判断します。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　第１次選考の基準は、次のとおりです。

　第２次選考（面接）において、評価を行うポイントは以下のとおりです。

評価ポイント

第２次選考（面接）について

面接員のコメント

　複数の面接員によって面接を行います。活動実績および社会全般に対する関心などを中心に質問します。面接員による合議を経て、最終的な評価を行います。

（1）活動実績についての説明能力およびコミュニケーション能力があるかどうか。　（2）社会事象に対して関心をもち、日頃から十分に考えているかどうか。
（3）予想外の質問に対しても、適切に対処できる能力があるかどうか。　（4）入学後、政策創造学部で学習していく上でのプランを具体的に描けているかどうか。

■ 実施概要

評価ポイント

●面接で、あらかじめ予想されるような質問にはよどみなく答えるが、予期していなかった質問には何も言えなくなる、という受験生が見受けられました。このような場合には、当然評価は厳しくなります。日頃からさまざまな
事柄に対して関心をもち、考えをめぐらせていることが必要です。
●政策創造学部の志望学科に入学したい理由を具体的に説明できない受験生が多く見受けられました。まず、政策創造学部の教育方針や学科の特徴をできる限り調査して理解した上で、自分の能力が政策創造
学部に本当に適合しているかどうかをしっかり考えるようにしてください。
●上記コメントと関連しますが、政策創造学部に入学した後、どのようなことを勉強したいのか、またどのような活動に取り組みたいのかという点について、具体的に説明できない受験生が見受けられました。自分の入学
後の将来像をしっかりとイメージしてから面接に臨むことが大事です。
●面接員の質問に適切に答えていない受験生が何人か見受けられました。面接員の質問をしっかりと理解した上で、落ち着いて丁寧に答えることが高い評価につながります。
●AO入試では、本学で本当に学びたいという熱意ある学生を求めています。本学入学後は主体的な行動と具体的な提案力とが求められます。自分の言葉で自分の強みと本学への想いを発信することが大切です。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

外国語学部長・教授 竹内 理

外国語学部 外国語を軸として時代と社会に向き合い、
国際社会で活躍できる人材の育成をめざしています。

　外国語学部のコンセプトは「外国語のプロフェッショナル」です。ビジネスや教育の世界はもちろんのこと、国際的な機関や
通訳・翻訳などの多彩な分野で活躍できる人材を育成することが目的となります。外国語学部では（１）言語コミュニケーション
教育、（２）言語分析、（３）地域言語文化、（４）異文化コミュニケーション、（５）通訳翻訳、の５つのプログラムが用意されており、
それぞれの分野での専門知識を深めることができます。主専攻言語は、英語または中国語に特化されており、高い外国語運用
能力とコミュニケーション力で国際社会を舞台に活躍できる人材を育成します。加えて、主専攻言語以外の言語（英語、ドイツ
語、フランス語、ロシア語、スペイン語、中国語、朝鮮語）についても、副専攻言語またはプラスワン言語として学ぶことになり
ます。また外国語学部には、「※スタディ・アブロード・プログラム」があります。これは全ての外国語学部生が、海外の提携大学に
約１年間留学する必修プログラムです。海外での生活は、真のコミュニケーションについて学ぶ絶好のチャンス。実際にプログ
ラムを経験した学生たちは、高い外国語の運用能力とコミュニケーション力、そして異文化適応力を身につけて帰ってきます。
　AO入試を志望しておられる方には、今から時事問題に興味をもっておくことをお勧めします。世界ではどんなことが起こっ
ているのか、日本は世界からどう見えているのか、そして自分はそれに対してどのような意見をもっているのか。その意見の根
拠は何なのか。普段の勉強をしながら、そういった視点を忘れず、頭の片隅に置いておいてください。
　私たちが選考のプロセスで注目するのは、（1）受験生が高等学校までの学習内容の理解を基盤に、思考力・判断力および表
現力（日本語・英語）を身につけているのか、（2）外国語学部のプログラムで何を学びたいのか、そして、（3）その学びを自分の
将来にどのように生かしたいのか、を明確に表現できるという点です。外国の言語・文化を学ぶのが好きだという人、人とコミュ
ニケーションをとるのが好きだという人、世界の動きに興味のある人は、ぜひ外国語学部のAO入試に挑戦してください。

合格者からのメッセージ

　高校でシンガポールの学生との交流や外国人観光客のインタビューなどの経験を通し、在留外国人の方々をサポートする仕
事に就きたいと考え、関西大学外国語学部を志望しました。今後、日本でますます進む少子高齢化により、増加が予想される外
国人労働者の方々が安心して相談できる窓口になりたいと考えています。
　関西大学外国語学部はスタディ・アブロード・プログラムなど、実践的で高度な外国語の修得や多様な人と接するために必要
な異文化理解を身につけることに力を入れています。SNSの普及やコロナ禍の影響で世界はいっそう狭く、情報は広がりやす
くなりました。そんな社会の中で、文化や言語の異なる人たちにどのような情報をどうやって伝えるかを学んでいきたいです。

実践的で高度なプログラムを通し、在留外国人の力になる窓口として社会に貢献したい。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　小論文対策は小論文模試を受けるなど出来るだけ多く添削してもらうようにしました。面接では模擬面接を行い、
先生のアドバイスや答えにくかった質問の回答、自分の考えを伝えるのに役立ちそうな英語などを書いたAO入試用
のノートを作りました。

関西大学でチャレンジしてみたいことは？
　専門分野や年齢、育った環境が異なる人々と交流し、自分の引き出しを増やしたいです。また多様な人々と関わるため
の知識を身につけ、留学して文化や思考の違いを学ぶなどインプットとアウトプットを同時に行う学びに挑戦したいです。

　より多くの人とコミュニケーションをとることを目標に高校では英語の勉強に力を入れ、２年時には英語暗唱弁論大会で優
勝することができました。さらに英語に加え世界三大言語の１つである中国語を学び、世界規模で活躍できる人材へ成長する
ために関西大学外国語学部を志望しました。
　人は自国と異なる文化を持つ外国に対して偏見を持ちがちですが、相手を十分に理解しないまま偏見によって壁を作ってし
まうと、世界規模で活躍できる人材にはなれないと考えています。留学や「地域言語文化」、「異文化コミュニケーション」など
の多様なプログラムから言語の背景にある歴史、文化、考え方や生活習慣までを学び、言語だけでなく複眼的思考力を身につ
けた国際社会に通用する人材をめざしています。

外国語運用能力をベースに複眼的思考力を身につけ、国際社会に通用する人材をめざす。

所属学部を志望したきっかけは？
　言語の背景にある歴史や文化を学び、自らの視野や価値観を広げることができるからです。外国語のプロとして言語を
奥深くまで追求するところに魅力を感じました。英語・中国語を学び、客室乗務員として働く夢を叶えたいです。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　なぜ自分に関西大学外国語学部での学びが必要か、その学びを将来にどう繋げていきたいのかを明確にし、夢に
向かって貪欲に学ぶ姿勢を忘れないことが大切です。熱意と自信を持って挑戦してください。応援しています。

※スタディ・アブロード・プログラムについて、感染症や自然災害、政情など相手国の状況により、プログラムが遂行できない場合もあります。その場合は代替手段が講じられます。
　また国籍によっては、相手国の事情により、入学許可やビザ発給等が困難な場合もあります。この場合は次善の国・地域への留学となります。

外国語学科

大阪府
市立 咲くやこの花高等学校出身
2022年度 入学生

中島 美音

外国語学科

京都府
府立 桃山高等学校出身
2022年度 入学生

谷澤 采夏
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【AO入試のポイント】
　外国語学部は「外国語」を切り口に時代と社会に向き合い、国際社会のフロントランナーとなりうる人材を育成するという学部の理念に賛同し、本学部で
の勉学を強く希望する者を受け入れます。外国語学部で何を学びたいか、それを自分の将来にどのように活かしたいかを明確に表現し、自己推薦すること
が求められます。
　外国語学部が入学生に求めている人物像は、高等学校での学習内容の理解を基盤に、論理的思考力、および日本語の書く力を身につけた者、そのうえに
高度な外国語運用能力を身につけ、外国語をとおして新たな知識を吸収し、国際的な諸問題について理解を深めようとする者です。さらに、さまざまな文化
的背景をもった人々を含み、人とコミュニケーションをとろうとする積極性、環境の変化に柔軟に対応できることも求められます。
　外国語学部のAO入試では、「初修言語である中国語の修得に強い意欲をもって学習したい者」、「クロス留学を希望する者」、「英語教員を志望する者」
を求めています。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員によって、それぞれの受験生について書類選考を行い、合議をしたうえで評価します。

（1）高等学校での教科内容の十分な理解を基盤に、論理的に考える力および日本語を書く力をもっているかを判断します。
（2）外国語学部が定めるAO入試の要件である、高等学校もしくは中等教育学校における全体の評定平均値並びに「英語に関する科目」（Ｂ〔クロス留学〕・Ｃ
〔英語教員〕出願の場合）、「英語」および「国語」（Ａ〔中国語〕出願の場合）の評定平均値の基準を満たしているかどうかを確認します。外国の教育機関で
教育を受けた受験者については、当該機関からの成績証明書、教科内容、担当教員のコメントなどを参考とします。

（3）主専攻言語が英語となる受験者（Ｂ〔クロス留学〕・Ｃ〔英語教員〕出願者）については、英語関連の高度な資格を有しているかを確認します。
（4）「入学志望理由書」、「将来設計書」、「推薦書」、「課題レポート」（Ａ〔中国語〕出願の場合のみ）などから、受験者が外国語学部の理念や教育内容を理解
した上で、外国語学部で学びたいという強い意志があるかどうかを確認します。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　第１次選考（書類選考）において、評価を行うポイントは以下のとおりです。

評価ポイント

選考委員のコメント
　「入学志望理由書」、「将来設計書」から、受験者が外国語学部で求める学生像に適しているか、外国語学部での勉学を志望する意欲が高いかなどを判断します。これらの書類で
は、学部パンフレットやホームページに記載されている内容をそのまま羅列しているにすぎないと思わせるようなものではなく、受験者自らの言葉で、学習意欲、将来目標、並びに学部
での勉学との関連性などを強くアピールする必要があります。特に、クロス留学を希望する受験者は、なぜその地域に留学したいのかという点を明確にしなければなりません。また、主
専攻言語が英語となる受験者は、より高いスコアを報告できるように資格試験に積極的に取り組んでください。

第２次選考（日本語の課題エッセイと面接）について

外国語学部

A〔中国語〕

B〔クロス留学〕

C〔英語教員〕

外国語学科

学科（専攻・専修）

計

学部

1

6

1

8

合格者

1

10

2

13

合格者

1

13

3

17

10

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

外国語学部

第２次選考（日本語の課題エッセイと面接）について

　第２次選考実施日に、日本語で作成する「課題エッセイ」と面接を行います。各自の課題エッセイは複数の選考委員が評価します。面接は複数の委員によって
各受験生30分程度で行います。「課題エッセイ」と面接結果をもとに、選考委員全員による合議を経て、最終的な評価を行います。

（1）与えられた課題の指示に的確に従い、自分の考えを論理的に述べている。
（2）全体の内容が統一されており、適切な情報を記載できている。
（3）主張や意見を自分の言葉や経験で説明できている。
（4）文体が統一されており、日本語として読みやすい。

■ 実施概要

　第２次選考の課題エッセイにおいて、評価を行うポイントは以下です。

（1）関西大学の外国語学部で何を学びたいかが明確であり、外国語学部で学ぶことに意欲的である。
（2）将来の目標と外国語学部での勉学の関連性が明確である。
（3）言語を学ぶことに対する資質がある。
（4）環境の変化に対応できる柔軟性を持っている。
（5）コミュニケーションに対して積極性がみられる。

　第２次選考の面接において、評価を行うポイントは以下です。

評価ポイント

面接員のコメント
　日本語の「課題エッセイ」では、与えられた日本語の文章を要約し、自分の意見を論理的に述べるよう求めましたが、要約が出来ていない、論理的に意見が述べられていないものも
散見されました。面接では、「入学志望理由書」に書かれていない事柄についても、面接員から一歩踏み込んだ質問があります。その回答の内容や答え方から、皆さんの学習意欲、コ
ミュニケーションに対する積極性を判断します。志望理由など、あらかじめ予想される質問に対しては答えられるとしても、予想していなかったと思われる質問などは、何も答えられない場
合もありますので、しっかりと準備をしておいてください。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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【AO入試のポイント】
　外国語学部は「外国語」を切り口に時代と社会に向き合い、国際社会のフロントランナーとなりうる人材を育成するという学部の理念に賛同し、本学部で
の勉学を強く希望する者を受け入れます。外国語学部で何を学びたいか、それを自分の将来にどのように活かしたいかを明確に表現し、自己推薦すること
が求められます。
　外国語学部が入学生に求めている人物像は、高等学校での学習内容の理解を基盤に、論理的思考力、および日本語の書く力を身につけた者、そのうえに
高度な外国語運用能力を身につけ、外国語をとおして新たな知識を吸収し、国際的な諸問題について理解を深めようとする者です。さらに、さまざまな文化
的背景をもった人々を含み、人とコミュニケーションをとろうとする積極性、環境の変化に柔軟に対応できることも求められます。
　外国語学部のAO入試では、「初修言語である中国語の修得に強い意欲をもって学習したい者」、「クロス留学を希望する者」、「英語教員を志望する者」
を求めています。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員によって、それぞれの受験生について書類選考を行い、合議をしたうえで評価します。

（1）高等学校での教科内容の十分な理解を基盤に、論理的に考える力および日本語を書く力をもっているかを判断します。
（2）外国語学部が定めるAO入試の要件である、高等学校もしくは中等教育学校における全体の評定平均値並びに「英語に関する科目」（Ｂ〔クロス留学〕・Ｃ
〔英語教員〕出願の場合）、「英語」および「国語」（Ａ〔中国語〕出願の場合）の評定平均値の基準を満たしているかどうかを確認します。外国の教育機関で
教育を受けた受験者については、当該機関からの成績証明書、教科内容、担当教員のコメントなどを参考とします。

（3）主専攻言語が英語となる受験者（Ｂ〔クロス留学〕・Ｃ〔英語教員〕出願者）については、英語関連の高度な資格を有しているかを確認します。
（4）「入学志望理由書」、「将来設計書」、「推薦書」、「課題レポート」（Ａ〔中国語〕出願の場合のみ）などから、受験者が外国語学部の理念や教育内容を理解
した上で、外国語学部で学びたいという強い意志があるかどうかを確認します。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

　第１次選考（書類選考）において、評価を行うポイントは以下のとおりです。

評価ポイント

選考委員のコメント
　「入学志望理由書」、「将来設計書」から、受験者が外国語学部で求める学生像に適しているか、外国語学部での勉学を志望する意欲が高いかなどを判断します。これらの書類で
は、学部パンフレットやホームページに記載されている内容をそのまま羅列しているにすぎないと思わせるようなものではなく、受験者自らの言葉で、学習意欲、将来目標、並びに学部
での勉学との関連性などを強くアピールする必要があります。特に、クロス留学を希望する受験者は、なぜその地域に留学したいのかという点を明確にしなければなりません。また、主
専攻言語が英語となる受験者は、より高いスコアを報告できるように資格試験に積極的に取り組んでください。

第２次選考（日本語の課題エッセイと面接）について

外国語学部

A〔中国語〕

B〔クロス留学〕

C〔英語教員〕

外国語学科

学科（専攻・専修）

計

学部

1

6

1

8

合格者

1

10

2

13

合格者

1

13

3

17

10

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

外国語学部

第２次選考（日本語の課題エッセイと面接）について

　第２次選考実施日に、日本語で作成する「課題エッセイ」と面接を行います。各自の課題エッセイは複数の選考委員が評価します。面接は複数の委員によって
各受験生30分程度で行います。「課題エッセイ」と面接結果をもとに、選考委員全員による合議を経て、最終的な評価を行います。

（1）与えられた課題の指示に的確に従い、自分の考えを論理的に述べている。
（2）全体の内容が統一されており、適切な情報を記載できている。
（3）主張や意見を自分の言葉や経験で説明できている。
（4）文体が統一されており、日本語として読みやすい。

■ 実施概要

　第２次選考の課題エッセイにおいて、評価を行うポイントは以下です。

（1）関西大学の外国語学部で何を学びたいかが明確であり、外国語学部で学ぶことに意欲的である。
（2）将来の目標と外国語学部での勉学の関連性が明確である。
（3）言語を学ぶことに対する資質がある。
（4）環境の変化に対応できる柔軟性を持っている。
（5）コミュニケーションに対して積極性がみられる。

　第２次選考の面接において、評価を行うポイントは以下です。

評価ポイント

面接員のコメント
　日本語の「課題エッセイ」では、与えられた日本語の文章を要約し、自分の意見を論理的に述べるよう求めましたが、要約が出来ていない、論理的に意見が述べられていないものも
散見されました。面接では、「入学志望理由書」に書かれていない事柄についても、面接員から一歩踏み込んだ質問があります。その回答の内容や答え方から、皆さんの学習意欲、コ
ミュニケーションに対する積極性を判断します。志望理由など、あらかじめ予想される質問に対しては答えられるとしても、予想していなかったと思われる質問などは、何も答えられない場
合もありますので、しっかりと準備をしておいてください。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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人間健康学部長・教授 村川 治彦

人間健康学部 世界中の人びとが健康で幸せでいられる「健幸（well-being）」な
社会を実現する人材の育成をめざしています。

　地球環境の危機や新型コロナウイルス感染症の拡大にみられるように、人類社会はいま大きな転機を迎えています。
そのなかで人が健康で幸せに生きる「健幸（well-being）」な社会の実現が大きなテーマとなっています。人間健康学部
では、人間が生き生きと楽しく生活できる社会を創造し支える人材の育成を通して、多様な人々が互いを尊重し、誰もが
幸せを感じることができる社会の実現をめざしています。
　そのために「スポーツと健康コース」と「福祉と健康コース」の2つのコースを設け、スポーツ活動を通しての人間形成
やコミュニティの再生、地域コミュニティにおける福祉文化の構築のための学びを提供してきました。また2022年度から
は新たに、「人間関係学プログラム」「ユーモア学プログラム」「地域デザイン学プログラム」の3つのプログラムから構
成される「人間健康学プログラム群」を新設しました。これらのプログラムでは、多様な人々が互いを尊重し、誰もが健康
に居心地の良さを感じられる「場づくり」や、笑いとユーモアに関わる学び、これからの社会に適した地域デザインのあり
方を学びます。人間健康学部ではこれらの学びを通して、社会とのつながりのなかで自ら課題を探求し、実践において他
者と共感しながら協働することができる人材の育成を目標にしています。
　人間健康学部がAO入試において求める人材は、まず人間健康学部での学びを強く希望し、入学を志している人です。
さらに実践的な力を兼ね備え、健康や福祉、スポーツに関する知的好奇心が旺盛で、地域と連携した様々な活動への参
加にも意欲的な人を評価します。また入学志望理由書や筆記課題などでは、経験や物事に対する考えを自分の言葉で表
現し、正しい知識をもとに説得力のある議論を展開してほしいと思います。
　大学は知識を実践に繋げ、多くの人々に触れ合う経験を積むことで、自分の世界を大きく広げられる場所です。何を学
びたいのか、将来はどうなりたいのかをしっかり認識した上で、ぜひAO入試に挑戦してください。

合格者からのメッセージ

　父の転勤によって新しい環境に入ったものの慣れることができず不安定な状態だった小学生の時に、ミュージカルを観
て感動したことがきっかけで、芸術に携わることで社会貢献をしたいと考えるようになりました。高校で培ったダンスの技
能・技術を通して人々に幸福を届けられるパフォーマーをめざし、人間の心身や健康、幸せを総合的に捉える知識を身に
つけるため関西大学人間健康学部への進学を決めました。
　在学中は学友をはじめ様々な人たちと交流し、仲間との関わりを大切にしながら社会福祉に関わる問題を解決するた
め、多様な視点から考えた新しいアイデア・企画を発信していきたいと考えています。卒業後は芸術という面から社会に
貢献し、私が受けた感動やメッセージを同じように観ている人に届けたいです。

人間の心身・健康・幸せを総合的に捉える知識を得て、芸術を通して社会に貢献したい。

　現在、日本には幼児虐待や障がい者対応など、福祉に関する様々な問題が存在しています。私は児童保護施設での滞在や高校
中退などの自らの体験を生かし、多様な人々が幸せに暮らせる社会の実現に携わりたいと考えています。この目標を実現するため
関西大学人間健康学部をめざして通信制高校に転入し、同時に訪問介護や放課後児童デイサービスの仕事も始めました。
　関西大学人間健康学部には、より良い生き方をめざすために社会とつながり、共に生きる社会を築くという学びの形がありま
す。過去に取得した難病患者等ホームヘルパー養成研修の資格も生かしつつ、関西大学で抽象的な答えではなく具体的な学びに
触れて、誰かに助けを求められた時に絶対にその手を離さず、一人でも多くの人を助けられる人間になりたいです。

実践的な学びを通して、誰もが幸せに暮らせる社会の実現に役立つ存在をめざす。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　介護職員初任者研修の資格取得後、訪問介護士として様々な人の介護を経験しました。同時に障がいを持つ子供が
通うデイサービスでも働きながら、様々な福祉系の資格を取得しました。このような福祉と関わる前向きな態度や行動力
が自身の強みになり、自信へと繋がっていきました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試に必要なものは自信と経験です。学科試験や通っていた高校のレベル、生い立ちなどは全く関係ない分、
人間力を見極められる入試です。この学部に入学したいと強く思って試験に臨んでほしいと思います。

AO入試を受験して得たことは？
　幼い頃から文章を書くことが好きでしたが、受験を意識すると小論文の書き方がわからなくなりました。しかし対策を
するうちに書くことが楽しくなり、自分の考えを文章化することがより好きになったと思います。

関西大学でチャレンジしてみたいことは？
　多様性を大切にしている人間健康学部ならではの体験を通して、様々な人との関わりを持ちたいと考えています。
在学中に自分の視野を広げ、これから起こる問題に対して多様な視点から物事を考えられるような人材をめざします。

人間健康学科

北海道
私立 クラーク記念国際高等学校出身
2022年度 入学生

垣井 風華

人間健康学科

大阪府
私立 梅花高等学校出身
2022年度 入学生

石原 詩月
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人間健康学部長・教授 村川 治彦

人間健康学部 世界中の人びとが健康で幸せでいられる「健幸（well-being）」な
社会を実現する人材の育成をめざしています。

　地球環境の危機や新型コロナウイルス感染症の拡大にみられるように、人類社会はいま大きな転機を迎えています。
そのなかで人が健康で幸せに生きる「健幸（well-being）」な社会の実現が大きなテーマとなっています。人間健康学部
では、人間が生き生きと楽しく生活できる社会を創造し支える人材の育成を通して、多様な人々が互いを尊重し、誰もが
幸せを感じることができる社会の実現をめざしています。
　そのために「スポーツと健康コース」と「福祉と健康コース」の2つのコースを設け、スポーツ活動を通しての人間形成
やコミュニティの再生、地域コミュニティにおける福祉文化の構築のための学びを提供してきました。また2022年度から
は新たに、「人間関係学プログラム」「ユーモア学プログラム」「地域デザイン学プログラム」の3つのプログラムから構
成される「人間健康学プログラム群」を新設しました。これらのプログラムでは、多様な人々が互いを尊重し、誰もが健康
に居心地の良さを感じられる「場づくり」や、笑いとユーモアに関わる学び、これからの社会に適した地域デザインのあり
方を学びます。人間健康学部ではこれらの学びを通して、社会とのつながりのなかで自ら課題を探求し、実践において他
者と共感しながら協働することができる人材の育成を目標にしています。
　人間健康学部がAO入試において求める人材は、まず人間健康学部での学びを強く希望し、入学を志している人です。
さらに実践的な力を兼ね備え、健康や福祉、スポーツに関する知的好奇心が旺盛で、地域と連携した様々な活動への参
加にも意欲的な人を評価します。また入学志望理由書や筆記課題などでは、経験や物事に対する考えを自分の言葉で表
現し、正しい知識をもとに説得力のある議論を展開してほしいと思います。
　大学は知識を実践に繋げ、多くの人々に触れ合う経験を積むことで、自分の世界を大きく広げられる場所です。何を学
びたいのか、将来はどうなりたいのかをしっかり認識した上で、ぜひAO入試に挑戦してください。

合格者からのメッセージ

　父の転勤によって新しい環境に入ったものの慣れることができず不安定な状態だった小学生の時に、ミュージカルを観
て感動したことがきっかけで、芸術に携わることで社会貢献をしたいと考えるようになりました。高校で培ったダンスの技
能・技術を通して人々に幸福を届けられるパフォーマーをめざし、人間の心身や健康、幸せを総合的に捉える知識を身に
つけるため関西大学人間健康学部への進学を決めました。
　在学中は学友をはじめ様々な人たちと交流し、仲間との関わりを大切にしながら社会福祉に関わる問題を解決するた
め、多様な視点から考えた新しいアイデア・企画を発信していきたいと考えています。卒業後は芸術という面から社会に
貢献し、私が受けた感動やメッセージを同じように観ている人に届けたいです。

人間の心身・健康・幸せを総合的に捉える知識を得て、芸術を通して社会に貢献したい。

　現在、日本には幼児虐待や障がい者対応など、福祉に関する様々な問題が存在しています。私は児童保護施設での滞在や高校
中退などの自らの体験を生かし、多様な人々が幸せに暮らせる社会の実現に携わりたいと考えています。この目標を実現するため
関西大学人間健康学部をめざして通信制高校に転入し、同時に訪問介護や放課後児童デイサービスの仕事も始めました。
　関西大学人間健康学部には、より良い生き方をめざすために社会とつながり、共に生きる社会を築くという学びの形がありま
す。過去に取得した難病患者等ホームヘルパー養成研修の資格も生かしつつ、関西大学で抽象的な答えではなく具体的な学びに
触れて、誰かに助けを求められた時に絶対にその手を離さず、一人でも多くの人を助けられる人間になりたいです。

実践的な学びを通して、誰もが幸せに暮らせる社会の実現に役立つ存在をめざす。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　介護職員初任者研修の資格取得後、訪問介護士として様々な人の介護を経験しました。同時に障がいを持つ子供が
通うデイサービスでも働きながら、様々な福祉系の資格を取得しました。このような福祉と関わる前向きな態度や行動力
が自身の強みになり、自信へと繋がっていきました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試に必要なものは自信と経験です。学科試験や通っていた高校のレベル、生い立ちなどは全く関係ない分、
人間力を見極められる入試です。この学部に入学したいと強く思って試験に臨んでほしいと思います。

AO入試を受験して得たことは？
　幼い頃から文章を書くことが好きでしたが、受験を意識すると小論文の書き方がわからなくなりました。しかし対策を
するうちに書くことが楽しくなり、自分の考えを文章化することがより好きになったと思います。

関西大学でチャレンジしてみたいことは？
　多様性を大切にしている人間健康学部ならではの体験を通して、様々な人との関わりを持ちたいと考えています。
在学中に自分の視野を広げ、これから起こる問題に対して多様な視点から物事を考えられるような人材をめざします。

人間健康学科

北海道
私立 クラーク記念国際高等学校出身
2022年度 入学生

垣井 風華

人間健康学科

大阪府
私立 梅花高等学校出身
2022年度 入学生

石原 詩月

人間健康学部

学科（専攻・専修）

人間健康学科

学部

11

合格者

25

合格者

7810

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
　人間が幸せに、そして豊かに暮らすためには「健康」であることが前提になります。それには「からだ」の問題はもちろんのこと、現在の社会状況からくる孤独や
ストレスへの対応など「こころ」の問題、生活不安や少子高齢化といった「くらし」の問題を解決していくことが必要です。人間が幸福であるためには、これら3つの
要素を、どうすればより高みにもっていけるかを考えるのが人間健康学部の学びの基本です。この基本に則り、学際的で実践的な学びを重視している人間健康学
部では、教室での講義だけでなく地域と連携したさまざまな活動への参加を通して、社会と人間の「健康」に関わる諸問題を解決できる人材を育成します。また、体
験や実践の価値や意味を幅広い知識や理論によって分析し、言葉や文字で他者に伝えることも大切にします。AO入試においても、ひとつの分野で特に秀でた経
験の積み重ねだけでなく、そうした経験での感動を他者が共感したり、参考にしたりできるような表現力を重視します。

第１次選考（書類選考）について

　第１次選考では、志願者それぞれの出願書類を複数の選考委員が精読し、「調査書」の記載事項から人間健康学部で教育を受けるために必要な基礎学力
を有していることを確認し、そのうえで「入学志望理由書」と「出願資格を証明する資料」などを精査して、総合的な観点から選考しました。2022年度の入学試験
では78名が受験し、第１次選考で25名が合格しました。

　AO入試の特性にしたがって、学力入試ではアピールできない学術・文化・芸術・スポーツなどの様々な活動、高度な資格や技能、またはボランティア・福祉
活動などの社会貢献活動を評価対象とします。ただし、そのような活動を自己満足だけにとどめるのではなく、自らが得た感動を他者に伝える能力を重視して
います。さらに、人間健康学部で何を学び、それをどう将来に生かすのかを具体的に説明し、大学生活への積極的な意欲が読み取れる「入学志望理由書」を
評価します。学部のホームページやパンフレットに記載されていることを事前に調べるのは当然ですが、それらを単に拾い書きするのではなく、学部教員が書い
た書籍や人間健康学部の学びに関連する本を読み、考察しておくような努力を期待しています。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（筆記課題と面接）について

　第２次選考は、体験学習プログラム実施後の「筆記課題」と「面接（口頭試問）」により行いました。「筆記課題」は、室内でのグループワークやプロジェクトアド
ベンチャー施設を利用した体験学習プログラム実施後、設問に対する解答を90分以内に1,200字程度でまとめるものです。今回は東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の基本コンセプトをもとに、「共生社会」について出題しました。体験学習プログラムの経験を踏まえて述べられているか、基本的な文章の書き方
が守られているか否かをチェックしたうえで、課題にひそむ問題のポイントを見抜く能力、表現の正確さ、論理性、説得力を評価しています。
　一方、「面接（口頭試問）」は、約15分の時間をかけて評価者の質疑に応答します。ここでは、人間健康学部への志望理由、入学後に学びたいこと、将来のあ
りたい姿などについて質問しました。これらの選考を経て、2022年度の入学試験では11名が合格しました。

　「筆記課題」では、体験学習プログラム自体は評価の対象とはなりません。体験学習プログラムでの経験を踏まえたうえで、与えられた設問に対しての表現
力や論理性を評価しています。また、原稿用紙の使い方、適切な表現、文章構成を考えた段落立て、誤字脱字のない正確な言葉の使用など、文章の基本的
な書き方が身についているかはもちろん、設問で指示された字数内で、自らの考えや意見をまとめることができているか否かを判断しています。内容については、
設問に対してユニークな発想と着眼点から論点を設定できていることや、経験を踏まえて具体例を挙げながらわかりやすく説明していることが評価のポイントに
なります。「筆記課題」に備えるためには、新聞記事やニュース報道などを通して、今日の社会が抱えている問題について、常に考えておくことが求められます。
また、人間健康学部の学びに関する書物を数多く読み、問題のとらえ方や論じ方を学んでおくことも大切です。さらに、経験したことを知識へとつなぎ、自らの考
えを練り上げ、それを他者へと適切な形で表現する力が試されます。日頃から体験したことを自分の言葉で語る習慣を身につけたり、新たに得た情報や知識を自
分自身の体験に落とし込んで理解する習慣を持ったりすることが大切です。自ら問題を設定して、これまでの体験や人間健康学部を志望する理由などと関連
づけながら、解答をまとめる練習をしておくことも必要でしょう。
　「面接（口頭試問）」については、挨拶や話し方のマナーを守ることは当然ですが、あらかじめ準備してきたことを一方的に話すのではなく、面接者の話をよく
聞いて、予想外の質問があっても自分の言葉で答えられるように準備しておきましょう。練習してきたことにとらわれて当日の問いを軽視し、事前に用意した答え
を調整して課題に答えることは、むしろ評価を下げることになりますので注意してください。

■ 実施概要

評価ポイント

人間健康学部

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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総合情報学部長・教授 名取 良太

総合情報学部 明確なビジョンをもち、独自の視点で率直な
意見交換ができる素養を重視します。

　文理融合型を基本コンセプトとする総合情報学部では、情報をキーワードとして、既存の学問分野の枠にとらわれることな
く、さまざまな専門領域を横断的に学ぶことができます。この学びにより、幅広い分野の基礎知識を身につけつつ、自分に合
った関心のある専門分野を見極めて独自性を高めていくことができます。つまり、広い視野と独自性を兼ね備えた柔軟な専
門性を身につけていくところに、総合情報学部で学ぶ醍醐味があるといえます。
　こうした教育理念を実現するため、総合情報学部では、AO入試においても従来の枠組みにとらわれずにさまざまな試みを
行ってきました。いわゆる受験勉強だけでは養えない多様な能力を有する個性を発掘することを目的として、「活動実績評価
型」に加え、2007年から「情報リテラシー評価型」を導入し、異なる2種類の能力に着目する入試と位置づけました。
　「活動実績評価型」は、広く社会で認められる活動に関わる能力に着目します。この能力を評価する際は、活動の実績も大
切ですが、それだけでなく、さまざまな経験を総合情報学部での「学び」にどのように生かして、独自性を高めていきたいかと
いう目的意識を重視しています。
　「情報リテラシー評価型」は、問題解決に関する能力に着目します。高校までの教育で、ある程度習得した情報リテラシー
を問題解決に活用する能力を評価するために、パソコンを使用したり、グループディスカッションを行ったりしてもらうオリジ
ナリティーのある選考方法となっています。選考に際しては、実際に与えられた課題に取り組んでもらい、さまざまな視点から
独自のアイデアや提案を導く過程と、その内容について他の人と率直な意見交換ができる能力を重視します。
　これまで、高校や社会で培ってきた経験や技能を、総合情報学部においてさらに発展させ、自分の夢に向かってチャレンジ
する意欲のある人を待っています。

合格者からのメッセージ

　高校の担任教員の影響でプログラミングや番組制作まで対応できる数学教師になりたいと考え、その目標を達成するため関
西大学総合情報学部を志望しました。プログラミングができればテストの採点やアンケート集計などの作業が非常に効率的に
行えます。また高校で放送部に所属し多くの番組を制作してきた経験から、これからの教育において社会問題に関心を持ち、そ
の問題解決を番組制作によって行うというプロセスはさらに重要になると考えています。
　関西大学総合情報学部では文理の枠に捉われず人文・社会・自然科学の３つの分野を横断的に学べる点が大きな魅力です。
さらに１年次からグループで映像制作をする実習授業があるので、そこで多人数で行う映像制作の方法を学び、生徒に効果的
な影響を与える方法を模索したいです。

出願書類を作成する上で工夫した点や苦労した点は？
　入学志望理由書の作成と自身の活動を活動報告書に記載し、それを証明する資料を提出しました。部活動やLGBTの人々への
支援活動など書くことは多々ありましたが、なぜこの学部で学びたいのかについて関連性や文章構成を考えるのに苦労しました。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　部活動とLGBTの支援活動です。部活動で制作した番組は学部の学びに繋がる内容もあり役立ちました。LGBTの支援
活動では講演会の開催や啓発グッズ制作など、LGBTについて社会に働きかける素晴らしい経験となりました。

　幼い頃に内向的だった私はゲームから友情の大切さや夢を追いかける素晴らしさを教わり、いずれは自分が制作する側に
なりたいという夢を抱きました。その夢を叶えるため、ゲーム制作に必要な技術とともに幅広い知識を得て、自らの視野を広
げたいと考えたことが、関西大学総合情報学部を志望した理由です。
　例えばキャラクターを動かすには心理学からのアプローチが役立ちますし、音響効果に関する知見も欠かせません。また
人気のゲームを制作するにはマーケティングおよび経済の知識が必要です。それらの知識を文系・理系という枠に捉われな
い関西大学総合情報学部で身につけ、将来は世界中の人々に年齢、性別に関係なく楽しんでもらえるようなゲームを作り、
一人でも多くの人に喜んでもらいたいです。

文系・理系に捉われず多様な分野について学び、魅力的なゲーム制作を実現したい。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　先生からの出題に対し90分で資料を作り、その後プレゼンテーションをするという練習を１カ月ほど行いました。その
結果、本番では時間に余裕をもって資料を作ることができ、プレゼンテーションもスムーズに行えました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　夏休みは出願書類の準備で忙しくなりますが、自己分析を行い、webサイトなどで大学の情報を隅々までチェックする
ことで、書類をスムーズに書き進めることができました。ぜひ頑張ってください。

文理の枠に捉われない学びにより、多様な能力で活躍できる教師になりたい。

総合情報学科

兵庫県
県立 姫路南高等学校出身
2022年度 入学生

長谷川 優

総合情報学科

三重県
私立 高田高等学校出身
2022年度 入学生

江﨑 光
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総合情報学部長・教授 名取 良太

総合情報学部 明確なビジョンをもち、独自の視点で率直な
意見交換ができる素養を重視します。

　文理融合型を基本コンセプトとする総合情報学部では、情報をキーワードとして、既存の学問分野の枠にとらわれることな
く、さまざまな専門領域を横断的に学ぶことができます。この学びにより、幅広い分野の基礎知識を身につけつつ、自分に合
った関心のある専門分野を見極めて独自性を高めていくことができます。つまり、広い視野と独自性を兼ね備えた柔軟な専
門性を身につけていくところに、総合情報学部で学ぶ醍醐味があるといえます。
　こうした教育理念を実現するため、総合情報学部では、AO入試においても従来の枠組みにとらわれずにさまざまな試みを
行ってきました。いわゆる受験勉強だけでは養えない多様な能力を有する個性を発掘することを目的として、「活動実績評価
型」に加え、2007年から「情報リテラシー評価型」を導入し、異なる2種類の能力に着目する入試と位置づけました。
　「活動実績評価型」は、広く社会で認められる活動に関わる能力に着目します。この能力を評価する際は、活動の実績も大
切ですが、それだけでなく、さまざまな経験を総合情報学部での「学び」にどのように生かして、独自性を高めていきたいかと
いう目的意識を重視しています。
　「情報リテラシー評価型」は、問題解決に関する能力に着目します。高校までの教育で、ある程度習得した情報リテラシー
を問題解決に活用する能力を評価するために、パソコンを使用したり、グループディスカッションを行ったりしてもらうオリジ
ナリティーのある選考方法となっています。選考に際しては、実際に与えられた課題に取り組んでもらい、さまざまな視点から
独自のアイデアや提案を導く過程と、その内容について他の人と率直な意見交換ができる能力を重視します。
　これまで、高校や社会で培ってきた経験や技能を、総合情報学部においてさらに発展させ、自分の夢に向かってチャレンジ
する意欲のある人を待っています。

合格者からのメッセージ

　高校の担任教員の影響でプログラミングや番組制作まで対応できる数学教師になりたいと考え、その目標を達成するため関
西大学総合情報学部を志望しました。プログラミングができればテストの採点やアンケート集計などの作業が非常に効率的に
行えます。また高校で放送部に所属し多くの番組を制作してきた経験から、これからの教育において社会問題に関心を持ち、そ
の問題解決を番組制作によって行うというプロセスはさらに重要になると考えています。
　関西大学総合情報学部では文理の枠に捉われず人文・社会・自然科学の３つの分野を横断的に学べる点が大きな魅力です。
さらに１年次からグループで映像制作をする実習授業があるので、そこで多人数で行う映像制作の方法を学び、生徒に効果的
な影響を与える方法を模索したいです。

出願書類を作成する上で工夫した点や苦労した点は？
　入学志望理由書の作成と自身の活動を活動報告書に記載し、それを証明する資料を提出しました。部活動やLGBTの人々への
支援活動など書くことは多々ありましたが、なぜこの学部で学びたいのかについて関連性や文章構成を考えるのに苦労しました。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　部活動とLGBTの支援活動です。部活動で制作した番組は学部の学びに繋がる内容もあり役立ちました。LGBTの支援
活動では講演会の開催や啓発グッズ制作など、LGBTについて社会に働きかける素晴らしい経験となりました。

　幼い頃に内向的だった私はゲームから友情の大切さや夢を追いかける素晴らしさを教わり、いずれは自分が制作する側に
なりたいという夢を抱きました。その夢を叶えるため、ゲーム制作に必要な技術とともに幅広い知識を得て、自らの視野を広
げたいと考えたことが、関西大学総合情報学部を志望した理由です。
　例えばキャラクターを動かすには心理学からのアプローチが役立ちますし、音響効果に関する知見も欠かせません。また
人気のゲームを制作するにはマーケティングおよび経済の知識が必要です。それらの知識を文系・理系という枠に捉われな
い関西大学総合情報学部で身につけ、将来は世界中の人々に年齢、性別に関係なく楽しんでもらえるようなゲームを作り、
一人でも多くの人に喜んでもらいたいです。

文系・理系に捉われず多様な分野について学び、魅力的なゲーム制作を実現したい。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　先生からの出題に対し90分で資料を作り、その後プレゼンテーションをするという練習を１カ月ほど行いました。その
結果、本番では時間に余裕をもって資料を作ることができ、プレゼンテーションもスムーズに行えました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　夏休みは出願書類の準備で忙しくなりますが、自己分析を行い、webサイトなどで大学の情報を隅々までチェックする
ことで、書類をスムーズに書き進めることができました。ぜひ頑張ってください。

文理の枠に捉われない学びにより、多様な能力で活躍できる教師になりたい。

総合情報学科

兵庫県
県立 姫路南高等学校出身
2022年度 入学生

長谷川 優

総合情報学科

三重県
私立 高田高等学校出身
2022年度 入学生

江﨑 光

【AO入試のポイント】
　総合情報学部では、「活動実績評価型」と「情報リテラシー評価型」の２種類の評価方法で入試を実施しています。これらの試験では、以下の点に主眼を
置いて、総合的に評価を行います。
（1）総合情報学部での学習意欲
（2）広く社会に認められる活動実績・高度な資格（活動実績評価型）
（3）コンピュータを用いた問題解決能力・自己表現力（情報リテラシー評価型）
（4）大学教育を受けるにふさわしい基礎学力

第１次選考（書類選考）について

　第１次選考では、複数の選考委員が受験生全員の出願書類を丁寧に読み、総合的かつ慎重に評価します。総合情報学部への理解と意欲、総合情報学部との
適合性、学習成績状況に加えて、活動実績評価型では活動実績や取得資格を、また情報リテラシー評価型では「課題レポート」をもとに選考を行いました。

（1）入学志望理由書
　総合情報学部を志望する受験生の意思を確認するための出願書類です。これまでの主体的な活動や、大学で学びたいテーマや学習意欲、さらに自分の
将来像などが説得力のある文章で訴えられている「入学志望理由書」が望まれます。学部パンフレットなどからそのまま抜き出して構成したり、学部の行事へ
参加したエピソードを書くだけでは強い志望理由を伝えることはできません。

（3）資料説明票、活動報告書（活動実績評価型）
　記載された資格や活動実績を評価するにあたり、資格、認定試験のレベルや競技順位だけではなく、大会規模や競技人口、認知度、あるいは学部理念との
適合性なども合わせて考慮しています。団体での活動実績の場合、受験生個人が成果に対して果たした役割や貢献度が重要な評価ポイントとなりますので、こ
れを具体的に明記することが必要です。

（4）課題レポート（情報リテラシー評価型）
　今年の問題は与えられた３つの視点から１つを選び、その視点から情報社会の問題点を自分で考え、具体例と関連付けて説明し、さらに解決策を述べると
いう問題でした。まずは冒頭部分で、視点に沿った問題設定やその選択理由を論じることが重要です。その上で、身近な例をあげながら、その問題を論理的に
説明することになります。ここでは、その例について、情報社会全体の問題につながるより一般的な問題として説明されることが望まれます。解決策において
は、より具体性があり実現が想像しやすいもの、独自な視点があるものほど主張がはっきりとするでしょう。自身が述べた解決策そのものを、批判的にとらえる
視点がもてると、なお深まりのある主張になります。誤りのない文章というよりは、主張として魅力のある読ませる文章をめざしてほしいと思います。

（2）調査書
　出願資格として評定平均値の確認を行います。さらに、大学教育を受けるにふさわしい基礎学力を有しているか、また高等学校においてどのような学生生活
を送ってきたかを「調査書」によって評価します。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

活動実績評価型  第２次選考（面接）について

　３人の面接員によって約20分間の面接を実施しましたが、第２次選考では提出書類からは読み取ることができなかった活動内容の詳細、特に団体活動の場合は受
験生自身の役割と貢献度を説明してもらうとともに、総合情報学部が求める学生としての資質、および将来計画の実現可能性を評価基準として選考を行いました。

　総合情報学部が求める学生像と学力に対して、受験生がどの程度の資質を備えているかに主眼を置いて評価しました。また、「情報」に対する関心度や入学
後の「情報」とのかかわりについて述べてもらい、本学部との適合性を測りました。学生生活の中で、自身の活動実績を活かすことができるかが重要な評価ポイ
ントになります。AO入試ですので、学生らしいアピール力や入学への熱意も評価しますが、過度な自己演出は控えるべきです。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　例年、一部の受験生には入学志望理由や入学後に取り組みたい学びについてのパターン化が顕著に現れているように思われます。それゆえ、面接員からの一歩踏み込んだ
質問に対しても自らの言葉で的確に話すことができるとともに、これまでの活動や学校生活を通して作り上げてきた将来ビジョンと総合情報学部の教育理念およびカリキュラムと
の関連をはっきりと提示でき、学部の学びを通じてさらなる成長性や発展性を期待させる受験生が高い評価を受けました。一方、学部が期待する基礎知識や学力が不安視される
受験生や、面接で述べられた将来的な目標の実現可能性や入学後の取り組みが疑問視される受験生は低い評価になりました。

総合情報学部

25ADMISSION OFFICE 2023



総合情報学部

活動実績評価型

情報リテラシー評価型
総合情報学科
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学部

12

11
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合格者

14

13

27

合格者

45

13

58

10

10

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

情報リテラシー評価型  第２次選考について
（情報収集・資料作成、プレゼンテーション、グループディスカッション）

　第２次選考では、午前にプレゼンテーション資料の作成、午後にプレゼンテーションとグループディスカッションを実施しました。午前中は、パソコン教室において、
与えられた課題に対し２時間という限られた時間の中で、受験生一人ひとりに、インターネットを使って情報を収集し（メール・チャット・掲示板などを介しての発信・書き
込みは不可）、オフィスツールを使用して、資料を作成してもらいました。午後からの試験では、午前中に作成した資料を用いて一人５分のプレゼンテーションとそれに
対する質疑応答を個人ごとに行い、そのあとで60分程度のグループディスカッションを行いました。

　プレゼンテーション資料については、課題の内容に適切に答えているか、オリジナリティのある主張をしているか、その根拠を示す資料や例が出典元とともに示
されているかを中心に評価を行いました。プレゼンテーションでは、決められた時間内に説得力のある説明ができているか、質問に対して的確な回答を返せるかを
評価しました。グループディスカッションでは、図を正しく理解できているか、その理解を基に自分の考えを主張できているか、他のメンバーの考えも汲み取れている
か、課題遂行への配慮がなされているかといった点を重視して評価を行いました。

■ 実施概要

評価ポイント

評価者のコメント
　今年のプレゼンテーション課題は、脱炭素に向けた情報通信技術の活用方法について１つの方法に注目し、注目した理由、活用した場合に期待される効果、導入する上での課
題を説明するものでした。脱炭素というテーマ自体は取り組みやすい一方、日頃から社会問題に関心をもちニュース等に接していなければイメージしにくいテーマです。社会の様々な
問題について日頃から関心をもつように心がけてほしいと思います。オフィスソフトの使用については慣れているようで、スライドの作成に早速取り掛かっていました。多くの受験生が
写真や図を取り入れたスライドを作成することができていましたが、自分の考えを展開する際に論理的でなかったり、主張が明確になっていない発表がいくつかみられました。効果があ
るから導入すべきという論拠ではなく、脱炭素における問題を理由として示し、情報技術を導入することによって、問題がどのように解決されることが効果として期待できるか、そして、情
報技術を導入する際の課題とはなにかという流れで論理的に整理することが期待されていました。理由と効果という項目がなぜ分かれているかをしっかり考えてもらえればと思います。
普段から、何が問われているかを見極めて適切な報告ができるトレーニングをしておいてください。また、プレゼンテーション課題では、発表後の受験生同士の質疑も行われていました
が、発表者による回答のあとに議論が続かないケースが多くありました。質問者が自分の意見をもって、発表者の意図や動機を質問し、自身の考えとの相違が何かを明確にできるよ
うな質疑の技術を目標にしてください。
　次に、グループディスカッションでは、環境省が報告している家庭部門の二酸化炭素排出実態状況をまとめた複数の図表から、家庭、企業、そして政府、各々の主体による、家庭
部門における脱炭素に向けた解決策を議論してもらいました。昨年に引き続き、より高い情報リテラシー能力を問うという観点から、複数の図の正しい解釈が必要でした。例えば、どの
ような属性の家庭がどのくらい二酸化炭素を排出しているのか、どのようなときに排出量が多いのか、家庭はどのような省エネルギー行動をとっているか、といった点を正しく解釈するこ
とが大前提でした。その上で、しっかりと自説を主張できたか、グループの他のメンバーが誤った図の解釈をしている場合、同調せず、説得力のある論理で主張し、グループの意見をま
とめることができているか、といった点が評価指標でした。他のメンバーの述べる異なる意見に対して、何を受け入れ、何を訂正すべきかを見極めるとともに、自分の意見についても修
正しながら、建設的に話し合い、課題遂行に向かうことが求められます。グループによっては、図表から解釈した課題の原因の考察が浅く、課題の解決策が安易な方向に流れる傾向
がありました。普段から、教科書に出てくる図を適切に理解・解釈・分析するトレーニングをしておいてください。

総合情報学部

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数
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対する質疑応答を個人ごとに行い、そのあとで60分程度のグループディスカッションを行いました。

　プレゼンテーション資料については、課題の内容に適切に答えているか、オリジナリティのある主張をしているか、その根拠を示す資料や例が出典元とともに示
されているかを中心に評価を行いました。プレゼンテーションでは、決められた時間内に説得力のある説明ができているか、質問に対して的確な回答を返せるかを
評価しました。グループディスカッションでは、図を正しく理解できているか、その理解を基に自分の考えを主張できているか、他のメンバーの考えも汲み取れている
か、課題遂行への配慮がなされているかといった点を重視して評価を行いました。

■ 実施概要

評価ポイント

評価者のコメント
　今年のプレゼンテーション課題は、脱炭素に向けた情報通信技術の活用方法について１つの方法に注目し、注目した理由、活用した場合に期待される効果、導入する上での課
題を説明するものでした。脱炭素というテーマ自体は取り組みやすい一方、日頃から社会問題に関心をもちニュース等に接していなければイメージしにくいテーマです。社会の様々な
問題について日頃から関心をもつように心がけてほしいと思います。オフィスソフトの使用については慣れているようで、スライドの作成に早速取り掛かっていました。多くの受験生が
写真や図を取り入れたスライドを作成することができていましたが、自分の考えを展開する際に論理的でなかったり、主張が明確になっていない発表がいくつかみられました。効果があ
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正しながら、建設的に話し合い、課題遂行に向かうことが求められます。グループによっては、図表から解釈した課題の原因の考察が浅く、課題の解決策が安易な方向に流れる傾向
がありました。普段から、教科書に出てくる図を適切に理解・解釈・分析するトレーニングをしておいてください。

総合情報学部

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

社会安全学部・教授 林 能成

社会安全学部 分野を問わずみなさんが身につけてきた
「考動力」を重視します。

　最近、様々な災害について見聞きする機会が増えているのではないでしょうか。地震や洪水などの自然災害、自動車
や工場などに起因する様々な事故、そして新型コロナウィルス感染症にも世界中の人々が苦しめられています。近年
の災害の特徴は、理系分野がメカニズムを研究して、新技術を開発するだけでは解決しないことです。また、法律や経
済といった文系分野が、科学技術を無視した対策を考えてもうまくいきません。理系も文系も両方をわかる人材の必要
性が高まっています。社会安全学部では幅広い興味を持ち、理系文系両面から安全に関係することを積極的に学びた
いと考える人を求めています。
　高校の授業で学ぶ内容は決められており、社会安全学と直結するわけではありません。そこで社会安全学部のAO
入試では、安全に直接関係する分野の実績に限定せず、高校時代までに自ら考えて行動してきた実績を大学での安全
問題における学びにつなげようという意欲を評価します。この入試を「考動力評価型」と呼びます。関西大学では、自ら
考えて行動する力を重視しており、このポリシーに共感する人に向いた入試です。
　考動力は入試対策の付け焼き刃で身につくようなものではありません。興味をもち続け、試行錯誤を繰り返して養わ
れるものと我々は考えています。社会安全の様々な分野において、これまでに磨いた考動力を発揮していきたいと望
む皆さんの受験をお待ちしています。

合格者からのメッセージ

　生活で安全・安心を確保するには、課題の全容を把握してリスクを洞察・評価し、最善の解決策を導き出すことが必要です。様々
な観点からリスク評価方法と対策の選択決定までの合意形成の在り方を学びたいと考えていた私は、複数の学問を総合的に学べ
て視野が広がる関西大学社会安全学部で学びたいと思い、AO入試に挑戦しました。
　高校での部活や大規模災害をテーマとするシンポジウムへの参加、さらに炊き出しボランティアなどの体験を通して、現在の日
本では感染症や路上生活、震災などのリスクに対する視点が必要だと考えるようになりました。これまで培ってきた安全・安心に対
する多角的な「考動力」を活かしつつ、予測できない未来を考える関西大学社会安全学部でさらに力をつけていきたいです。

日本を取り巻くリスク解決に必要な広い視野と多様な知識を身につけたい。

AO入試を受験して得たことは？
　ＡＯ入試は出願書類を通して自分の意思を適切に伝えることができなければ第2次選考に進むことは難しいため、特
に入学志望理由書は慎重に作成し、納得がいくまで何度も修正しました。今では文章を書く際に、何を書くべきなのか、
どの言葉を使うべきなのかを慎重に考える習慣がつきました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　社会安全学部は予測困難な未来の自然災害、社会災害を扱います。これまで未来を考えて行動したどの点が考動力
に繋がるかを示してください。また、その考動力は学部の学びにどう生かせるかという根拠を明確にし、プレゼンテーショ
ンでは視覚的にわかりやすく説明できるように頑張ってください。

　高校で東日本大震災の被災地を訪れた際、復興が進む様子を見て「地域の特徴を生かした自然災害に強いまちづく
り」に関わる仕事をしたいと思うようになりました。そのために関西大学社会安全学部で「防災まちづくり」について学
び、多面的・多角的に考える力や様々な立場の人たちと関わる行政で発揮できる実践力を身につけたいと考えて進学を
希望しました。
　入学後楽しみにしているのは２年次に履修可能な災害シミュレーション実習で、高校での課題研究時に実現できなかった
津波シミュレーション方法についてプログラミングから学ぶことです。また３年次では社会安全実践演習・危機管理本部運
営を履修し、社会に出て災害が起こった際に地域の先頭に立ち、引っ張っていくことができる実践知を修得したいです。

防災に関する多面的・多角的な思考力と実践力を身につけ、まちづくりに役立つ人材へ。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　初めはプレゼンテーションの時間配分ができず苦労しましたが、先生にアドバイスをいただき、スムーズにできるようになりまし
た。入試直前は３人の先生方の前で入室からプレゼンテーション、面接、退室まで練習したおかげで、当日は楽しく受験できました。

AO入試の際に役立った、高校での経験はありますか？
　高校では課題研究活動に積極的に取り組みました。外部の発表会に出る機会が多く、大学教授や災害の専門家の方
からも評価していただきました。その経験があったからこそスムーズなプレゼンテーションに繋がったと感じています。

安全マネジメント学科

福岡県
私立 上智福岡高等学校出身
2022年度 入学生

石 佳成

安全マネジメント学科

宮城県
県立 多賀城高等学校出身
2022年度 入学生

秋澤 綾香
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【AO入試のポイント】
　社会安全学部のAO入試では、「考動力（自ら考えて行動する力）」を備え、「安全・安心」、「防災・減災」、「事故防止」、「危機管理」に関する諸問題の解決に積
極的に取り組む意欲のある学生を求めています。入試では「考動力」の実績を評価しますが、領域やテーマは限定していません。高校時代までに、自ら考えて行動
してきた実績のある人を高く評価します。
　学習活動や課外活動等での実績に裏付けられた「考動力」を備え、日本唯一の社会安全学部で安全の問題について専門的に学びたいという明確な動機と強い
意志を持った人を選抜します。

第１次選考（書類選考）について

　第１次選考では、選考委員が「調査書」「入学志望理由書」および「説明資料の写し」を読んで内容を評価し、合議の上で合格者を決定しました。

　「調査書」では、社会安全学部で学ぶために必要な基礎学力を備えているかを「各教科・科目等の学習の記録」などの項目によって確認しました。また、日常
的な授業へ取り組む姿勢については、「出欠の記録」などによって確認しました。
　「入学志望理由書」については、「自分自身が社会安全学部で学ぶにふさわしい『考動力』を備えた人物であること、および、その『考動力』を社会安全学部
における学びにどのように関連づけようと考えているかを具体的に説明してください。」という指示が与えられていました。これまでの学習活動や課外活動等で
の実績が、自ら考え行動した結果によるものと判断できるものについては、高く評価しました。また、そうした「考動力」を社会安全学部における学びにどのように
活かしていくのかという点について、筋道立てて説得的に記述した文章はとくに高く評価しました。日本語表現の正確さや、文章のもつ説得力の大きさも評価
の対象になることは言うまでもありません。
　「説明資料の写し」については、「入学志望理由書」との関連を評価しました。「入学志望理由書」と「説明資料の写し」の両者で求めている内容は同じで
す。しかし「説明資料の写し」では、「入学志望理由書」と違い図表や写真等を用いることができ視覚に訴える表現が可能です。また、レイアウトや文字のサイズ
等を工夫することでポイントを強調することができます。どのような「考動力」を備え、その「考動力」を社会安全学部における学びにどのように関連づけようと考
えているかが分かるものを高く評価しました。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（小論文と面接）について

　第２次選考の小論文では、統計資料および簡単な英文の読解にもとづく課題を課しました。面接は３名の面接員により、１受験生あたり15分程度の時間で行
いました。第２次選考合格者は、小論文出題者と面接員の合議による総合評価で決定しました。

　「小論文」では、主に安全に関係する身近な問題をテーマとした統計資料と英文を示し、そこから読み取れる事実や問題文の著者の思考の筋道などを記述し
てもらいました。評価のポイントは、統計資料を正しく読み解き論理的に解答できているか、また、辞書を使わずとも英文の大意を把握できているかの２点です。資
料、英文を適切に読み取った上で、多角的な視点から与えられたテーマについて議論を行った受験生に高い評価を与えました。
　90分という限られた時間で統計資料、英文を読み込み、説得力のある議論を展開するには、まずは、統計資料を読み解くための基礎的な数学力、英文の大意
を把握するための基礎的な英語力が求められます。加えて、日頃から様々な社会問題に興味をもち、新聞記事やニュース報道、関連する書籍などを参考にしなが
ら、安全に関係する視点を意識して自分自身で考える習慣を身につけていることが有利に働きます。また、適切な日本語の小論文となるよう、文章表現を頭の中
で十分に推敲してから記述し、誤字や脱字などのミスをしないようにすることも肝要です。
　「面接」では、「説明資料」を用いた５分間のプレゼンテーションを最初に行ってもらいました。ここでは、自分自身が社会安全学部で学ぶにふさわしい『考動力』
を備えた人物であることを説明していただくことを求めています。第２次選考で求めているのは、高校時代までに自主的に取り組んだ実績をもとに「考動力」を備え
ていることをアピールいただき、その上で、その「考動力」を社会安全学部での学びにどのように活かすのか、というプレゼンテーションです。
　プレゼンテーションの評価は、内容、説明資料の完成度にもとづいて行いました。設定された課題に適切に応答しているプレゼンテーションは高く評価しまし
た。また、口頭試問における受け答えを通じて、社会安全学部で「安全・安心」、「防災・減災」、「事故防止」、「危機管理」について学ぶ意義を理解しており、か
つ、そのために必要となる基礎的知識を備えていると判断された受験生を高く評価しました。面接員の質問の意図を正確に理解し、的確に自分の考えを伝えられ
るコミュニケーション能力の高さも評価の対象です。
　2022年度入試の第２次選考対象者の説明資料には、第１次選考出願時から内容が進歩しているものが多くみられました。「考動力」を継続して高めている
受験生が増えていることをうれしく思います。

■ 実施概要

評価ポイント

社会安全学部

学科（専攻・専修）

安全マネジメント学科

学部

7

合格者

8

合格者

145

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

社会安全学部

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

システム理工学部長・教授 宅間 正則

システム理工学部
勿論、大学教育を受けるためにはしっかりした基礎学力
（数学、物理、英語）が必要。その上にある一般入試では計れない
皆さんの魅力、覚悟を訴えてください。

　今時代は、VUCA（Volatility ： 激動、Uncertainty ： 不確実性、Complexity ： 複雑性、Ambiguity ： 不透明性）の時代
と呼ばれています。AIが生活の中に入り込み、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）という概念を生み、
会話･コミュニケーションはSNS、IoT（モノのインターネット）を通してビッグ･データが収集され、AIが学習を重ねています。
AIがプロの棋士を負かした、世界中を自動運転の自動車が走る、そのような時代に皆さんは入学します。
　システム理工学部では、快適･安全･安心で持続可能な私たちの社会を支えるフィジカル空間およびサイバー空間におけ
る科学技術システムの創造に取り組んでいます。AIやIoTのような最先端分野に関する研究を網羅しているほか、ロケット、
ロボット、スマートフォンなどに必要な機械、電気電子、情報通信技術について多様な視点からアプローチを試みることが可
能です。私たちは激動する社会に対応し、世界で求められているものを数学と物理学の視点で研究対象として捉え、時代を
切り開く工学的な成果を求め続けています。よって本学部では、理工学に対する広い基礎知識に立脚しながらも、その知識
にとらわれない自由な発想をできる活力と独創性にあふれた技術者･研究者の養成をめざしています。
　AO入試では、「本学部の志望学科での勉学を強く希望し、入学を志す学生」「理工学の基盤となる高校課程の数学と理科
の知識を十分に習得していることに加え、単に知識を蓄えるだけでなく自ら考えることのできる学生、好奇心が強く新しい事
象を学んだり生み出したりすることに喜びを感じることのできる学生」を受け入れることを望んでいます。そして2022年度
より、電気電子情報工学科では、従来の募集形式を「活動実績評価型」とし、新たに「データサイエンス型」を導入しました。
　活動実績評価型では、上記の学生像に加え、「理工学を通して社会に貢献しようとする目的意識の強い学生」を受け入れ
ます。したがって、受験のための勉学だけでなく、広く社会的に認められたその他の活動についても評価し、学力･人物とも
に優れた人材の入学を期待しています。
　データサイエンス型では、上記の学生像に加え、「データサイエンス、AI･IoT、センシング、組み込みソフトウェアなどに
関する専門技術を学び、新しいデータ分析やシステム開発に携わりたいという強い目的意識を持つ学生」を受け入れま
す。したがって、受験のための勉学だけでなく、データサイエンス、AI･IoTに対する自らのこれまでの学び、データ分析や
ソフトウェア制作の経験とプログラミング技術などを評価し、学力･人物ともに優れた人材の入学を期待しています。

　Social Native、Z世代と呼ばれる諸君らには、文理の枠に捉われない本学の幅広い学びの中で、VUCAの時代を先頭に
立って切り開くことが期待されています。自ら学び、興味･関心を突き詰めようとする覚悟を問います。社会が求めるシス
テムの創造に向け、一心に学ぶ「覚悟」をもった諸君の入学を期待しています。

合格者からのメッセージ

　趣味のエレキギター演奏と高校での部活動を通して、電気に強い興味をもちました。特に部活動ではボードに電線を壁打ちし
たり、液状の研磨剤で金属を磨いたりするうちに、それまで縁遠い存在と考えていた産業分野を身近に感じ始めました。同時に
電化製品、医療機器、携帯電話など、身の周りの多くの場面で電気が快適な生活を支えていると実感し、「いずれは電機産業分
野の業界で働きたい」と考えるようになりました。関西大学のシステム理工部電気電子情報工学科を志望した理由は、学科内で
好きな講義を選べる自由度の高いカリキュラムに強く惹かれ、ここなら自分が追求したいことを存分に学べると確信したからで
す。将来はシステム理工学部で学んだ電気の知識を活用し、社会に還元する何かを生み出せる人材になりたいと考えています。

自由度が高いカリキュラムで、追求したい分野を積極的に学べることが魅力。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　自分の活動を思い出すために、引退した部活に一週間参加しました。そして、質問されそうなポイントを自分の中で想定
し、「ひとりで」質疑応答を行っていました。これはかなり有効だったと思います。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　出願書類は、自身の興味のある学問に「長年携わっているプロフェッショナル」が審査します。そこで見栄を張るよりも、
素直な文章で自身の経験やその学問を学びたいと思う気持ちを伝えることが最も大切だと思います。

　関西大学に興味をもったきっかけは、関西大学出身の叔母から話を聞き高校１年時にオープンキャンパスに参加したことで
す。当日は数学科の教授からお話を聞き、一緒に極限の問題を解かせていただきました。説明を聞きながら考えることが非常に
楽しく、解けた時の嬉しさは今でも覚えています。翌年のオープンキャンパスにも参加し、模擬授業を受けて「関西大学の数学科
ではこんなに面白い講義を受けられるのか」と感動してシステム理工部数学科進学を決意しました。私の出身高校では生徒そ
れぞれが興味をもつ内容について探求する授業があり、私は「声と感情の関係」をテーマに探求しました。この経験からデータ
解析法に興味をもったので、システム理工学部でさらに研究し、将来は解析学の分野で活躍できる人材になることが目標です。

オープンキャンパスで数学の模擬授業の面白さに感動、将来は解析学の分野で活躍したい。

AO入試を受験して得たことは？
　高校生の時に頑張っていたことをまとめる機会はほとんどなかったため、出願書類の作成や面接の対策をすることで、改め
て自分の取り組みを振り返ることができました。また、そこから将来に向けた新たな目標を設定することができました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　ＡＯ入試は、自身が高校生活の中で頑張ってきたことを振り返り、これから取り組みたいことをまとめて大学に伝えられ
る良い機会です。自分自身のことを存分にアピールできるので、準備期間や面接当日も楽しむことができると思います。

電気電子情報工学科

京都府
市立 京都工学院高等学校出身
2021年度 入学生

植田 詠巳

数学科

東京都
私立 順天高等学校出身
2021年度 入学生

谷 葉子
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【AO入試のポイント】
　社会安全学部のAO入試では、「考動力（自ら考えて行動する力）」を備え、「安全・安心」、「防災・減災」、「事故防止」、「危機管理」に関する諸問題の解決に積
極的に取り組む意欲のある学生を求めています。入試では「考動力」の実績を評価しますが、領域やテーマは限定していません。高校時代までに、自ら考えて行動
してきた実績のある人を高く評価します。
　学習活動や課外活動等での実績に裏付けられた「考動力」を備え、日本唯一の社会安全学部で安全の問題について専門的に学びたいという明確な動機と強い
意志を持った人を選抜します。

第１次選考（書類選考）について

　第１次選考では、選考委員が「調査書」「入学志望理由書」および「説明資料の写し」を読んで内容を評価し、合議の上で合格者を決定しました。

　「調査書」では、社会安全学部で学ぶために必要な基礎学力を備えているかを「各教科・科目等の学習の記録」などの項目によって確認しました。また、日常
的な授業へ取り組む姿勢については、「出欠の記録」などによって確認しました。
　「入学志望理由書」については、「自分自身が社会安全学部で学ぶにふさわしい『考動力』を備えた人物であること、および、その『考動力』を社会安全学部
における学びにどのように関連づけようと考えているかを具体的に説明してください。」という指示が与えられていました。これまでの学習活動や課外活動等で
の実績が、自ら考え行動した結果によるものと判断できるものについては、高く評価しました。また、そうした「考動力」を社会安全学部における学びにどのように
活かしていくのかという点について、筋道立てて説得的に記述した文章はとくに高く評価しました。日本語表現の正確さや、文章のもつ説得力の大きさも評価
の対象になることは言うまでもありません。
　「説明資料の写し」については、「入学志望理由書」との関連を評価しました。「入学志望理由書」と「説明資料の写し」の両者で求めている内容は同じで
す。しかし「説明資料の写し」では、「入学志望理由書」と違い図表や写真等を用いることができ視覚に訴える表現が可能です。また、レイアウトや文字のサイズ
等を工夫することでポイントを強調することができます。どのような「考動力」を備え、その「考動力」を社会安全学部における学びにどのように関連づけようと考
えているかが分かるものを高く評価しました。

2022年度　結果と講評 ※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（小論文と面接）について

　第２次選考の小論文では、統計資料および簡単な英文の読解にもとづく課題を課しました。面接は３名の面接員により、１受験生あたり15分程度の時間で行
いました。第２次選考合格者は、小論文出題者と面接員の合議による総合評価で決定しました。

　「小論文」では、主に安全に関係する身近な問題をテーマとした統計資料と英文を示し、そこから読み取れる事実や問題文の著者の思考の筋道などを記述し
てもらいました。評価のポイントは、統計資料を正しく読み解き論理的に解答できているか、また、辞書を使わずとも英文の大意を把握できているかの２点です。資
料、英文を適切に読み取った上で、多角的な視点から与えられたテーマについて議論を行った受験生に高い評価を与えました。
　90分という限られた時間で統計資料、英文を読み込み、説得力のある議論を展開するには、まずは、統計資料を読み解くための基礎的な数学力、英文の大意
を把握するための基礎的な英語力が求められます。加えて、日頃から様々な社会問題に興味をもち、新聞記事やニュース報道、関連する書籍などを参考にしなが
ら、安全に関係する視点を意識して自分自身で考える習慣を身につけていることが有利に働きます。また、適切な日本語の小論文となるよう、文章表現を頭の中
で十分に推敲してから記述し、誤字や脱字などのミスをしないようにすることも肝要です。
　「面接」では、「説明資料」を用いた５分間のプレゼンテーションを最初に行ってもらいました。ここでは、自分自身が社会安全学部で学ぶにふさわしい『考動力』
を備えた人物であることを説明していただくことを求めています。第２次選考で求めているのは、高校時代までに自主的に取り組んだ実績をもとに「考動力」を備え
ていることをアピールいただき、その上で、その「考動力」を社会安全学部での学びにどのように活かすのか、というプレゼンテーションです。
　プレゼンテーションの評価は、内容、説明資料の完成度にもとづいて行いました。設定された課題に適切に応答しているプレゼンテーションは高く評価しまし
た。また、口頭試問における受け答えを通じて、社会安全学部で「安全・安心」、「防災・減災」、「事故防止」、「危機管理」について学ぶ意義を理解しており、か
つ、そのために必要となる基礎的知識を備えていると判断された受験生を高く評価しました。面接員の質問の意図を正確に理解し、的確に自分の考えを伝えられ
るコミュニケーション能力の高さも評価の対象です。
　2022年度入試の第２次選考対象者の説明資料には、第１次選考出願時から内容が進歩しているものが多くみられました。「考動力」を継続して高めている
受験生が増えていることをうれしく思います。

■ 実施概要

評価ポイント

社会安全学部

学科（専攻・専修）

安全マネジメント学科

学部

7

合格者

8

合格者

145

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

社会安全学部

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

システム理工学部長・教授 宅間 正則

システム理工学部
勿論、大学教育を受けるためにはしっかりした基礎学力
（数学、物理、英語）が必要。その上にある一般入試では計れない
皆さんの魅力、覚悟を訴えてください。

　今時代は、VUCA（Volatility ： 激動、Uncertainty ： 不確実性、Complexity ： 複雑性、Ambiguity ： 不透明性）の時代
と呼ばれています。AIが生活の中に入り込み、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）という概念を生み、
会話･コミュニケーションはSNS、IoT（モノのインターネット）を通してビッグ･データが収集され、AIが学習を重ねています。
AIがプロの棋士を負かした、世界中を自動運転の自動車が走る、そのような時代に皆さんは入学します。
　システム理工学部では、快適･安全･安心で持続可能な私たちの社会を支えるフィジカル空間およびサイバー空間におけ
る科学技術システムの創造に取り組んでいます。AIやIoTのような最先端分野に関する研究を網羅しているほか、ロケット、
ロボット、スマートフォンなどに必要な機械、電気電子、情報通信技術について多様な視点からアプローチを試みることが可
能です。私たちは激動する社会に対応し、世界で求められているものを数学と物理学の視点で研究対象として捉え、時代を
切り開く工学的な成果を求め続けています。よって本学部では、理工学に対する広い基礎知識に立脚しながらも、その知識
にとらわれない自由な発想をできる活力と独創性にあふれた技術者･研究者の養成をめざしています。
　AO入試では、「本学部の志望学科での勉学を強く希望し、入学を志す学生」「理工学の基盤となる高校課程の数学と理科
の知識を十分に習得していることに加え、単に知識を蓄えるだけでなく自ら考えることのできる学生、好奇心が強く新しい事
象を学んだり生み出したりすることに喜びを感じることのできる学生」を受け入れることを望んでいます。そして2022年度
より、電気電子情報工学科では、従来の募集形式を「活動実績評価型」とし、新たに「データサイエンス型」を導入しました。
　活動実績評価型では、上記の学生像に加え、「理工学を通して社会に貢献しようとする目的意識の強い学生」を受け入れ
ます。したがって、受験のための勉学だけでなく、広く社会的に認められたその他の活動についても評価し、学力･人物とも
に優れた人材の入学を期待しています。
　データサイエンス型では、上記の学生像に加え、「データサイエンス、AI･IoT、センシング、組み込みソフトウェアなどに
関する専門技術を学び、新しいデータ分析やシステム開発に携わりたいという強い目的意識を持つ学生」を受け入れま
す。したがって、受験のための勉学だけでなく、データサイエンス、AI･IoTに対する自らのこれまでの学び、データ分析や
ソフトウェア制作の経験とプログラミング技術などを評価し、学力･人物ともに優れた人材の入学を期待しています。

　Social Native、Z世代と呼ばれる諸君らには、文理の枠に捉われない本学の幅広い学びの中で、VUCAの時代を先頭に
立って切り開くことが期待されています。自ら学び、興味･関心を突き詰めようとする覚悟を問います。社会が求めるシス
テムの創造に向け、一心に学ぶ「覚悟」をもった諸君の入学を期待しています。

合格者からのメッセージ

　趣味のエレキギター演奏と高校での部活動を通して、電気に強い興味をもちました。特に部活動ではボードに電線を壁打ちし
たり、液状の研磨剤で金属を磨いたりするうちに、それまで縁遠い存在と考えていた産業分野を身近に感じ始めました。同時に
電化製品、医療機器、携帯電話など、身の周りの多くの場面で電気が快適な生活を支えていると実感し、「いずれは電機産業分
野の業界で働きたい」と考えるようになりました。関西大学のシステム理工部電気電子情報工学科を志望した理由は、学科内で
好きな講義を選べる自由度の高いカリキュラムに強く惹かれ、ここなら自分が追求したいことを存分に学べると確信したからで
す。将来はシステム理工学部で学んだ電気の知識を活用し、社会に還元する何かを生み出せる人材になりたいと考えています。

自由度が高いカリキュラムで、追求したい分野を積極的に学べることが魅力。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　自分の活動を思い出すために、引退した部活に一週間参加しました。そして、質問されそうなポイントを自分の中で想定
し、「ひとりで」質疑応答を行っていました。これはかなり有効だったと思います。

出願書類を作成するうえで工夫した点や苦労した点は？
　出願書類は、自身の興味のある学問に「長年携わっているプロフェッショナル」が審査します。そこで見栄を張るよりも、
素直な文章で自身の経験やその学問を学びたいと思う気持ちを伝えることが最も大切だと思います。

　関西大学に興味をもったきっかけは、関西大学出身の叔母から話を聞き高校１年時にオープンキャンパスに参加したことで
す。当日は数学科の教授からお話を聞き、一緒に極限の問題を解かせていただきました。説明を聞きながら考えることが非常に
楽しく、解けた時の嬉しさは今でも覚えています。翌年のオープンキャンパスにも参加し、模擬授業を受けて「関西大学の数学科
ではこんなに面白い講義を受けられるのか」と感動してシステム理工部数学科進学を決意しました。私の出身高校では生徒そ
れぞれが興味をもつ内容について探求する授業があり、私は「声と感情の関係」をテーマに探求しました。この経験からデータ
解析法に興味をもったので、システム理工学部でさらに研究し、将来は解析学の分野で活躍できる人材になることが目標です。

オープンキャンパスで数学の模擬授業の面白さに感動、将来は解析学の分野で活躍したい。

AO入試を受験して得たことは？
　高校生の時に頑張っていたことをまとめる機会はほとんどなかったため、出願書類の作成や面接の対策をすることで、改め
て自分の取り組みを振り返ることができました。また、そこから将来に向けた新たな目標を設定することができました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　ＡＯ入試は、自身が高校生活の中で頑張ってきたことを振り返り、これから取り組みたいことをまとめて大学に伝えられ
る良い機会です。自分自身のことを存分にアピールできるので、準備期間や面接当日も楽しむことができると思います。

電気電子情報工学科

京都府
市立 京都工学院高等学校出身
2021年度 入学生

植田 詠巳

数学科

東京都
私立 順天高等学校出身
2021年度 入学生

谷 葉子
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2022年度　結果と講評

数学科
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が資料を読み、入学志望理由、高校での成績等がAO入試の趣旨に適しているかどうかを判断します。
●受験生のアピールしている内容が数学専攻としてどのように関係し、入学後に専門として数学に取り組むのにどのように活かされるのかを評価します。
●AO入試とはいえ、入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義、演習を受講しなければならないため、特に数学Ⅰ、数学Ａ、数学Ⅱ、数学Ｂ、数学Ⅲを十分にマス
ターしていることが重要と考えています。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準を満たしているか、評価ポイントを最低限クリア
しているかなどを評価します。

●AO入試の趣旨に合致した受験生かどうかと入学後に数学を専門的に勉強していく力があるかどうかを評価します。
●受験生がアピールしている点が、大学における数学の専門教育と直接関係ないもの（例としては、運動部活動の成績・取り組み、ボランティア活動、生徒会活
動の取り組みなど）は参考程度の評価にとどめ、基本的には合否に関する評価をしないことにしています。数学に関する能力的なものを示すアピールを高く評価
することにしています。一例を挙げれば、実用数学技能検定（計算技能検定および数理技能検定ともに）に合格しているというアピールならば、準１級（２次：数理
技能検定）ぐらいに合格していれば一応の評価を得られるでしょう。

■ 実施概要

2022年度入試においては、志願者がいなかったため、過年度入試の内容を掲載しています。

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもと
に総合的に判断します。

●AO入試の趣旨をどのように理解しているか、受験生本人のアピールしている内容がAO入試の趣旨に適していて、さらに数学科において数学の専門教育を
受けることにどのように関係し、どのように活かされるのか。
●関西大学システム理工学部数学科の特徴、教育理念・哲学、大学で数学を専攻することの意義、数学科で学ぶ数学と理工系全般で学ぶ基礎数学との
違いなどを理解しているか。
●高校での数学全般、特に学習指導要領に記載されている数学 Ⅲ の内容を十分にマスターしているか。
●一般入試で合格してきた学生との数学の学力差がなく、数学専攻としての授業についていけるか。

■ 実施概要

　次の点について評価して合否を決めます。

評価ポイント

面接員のコメント
　審査に際し、履修状況や成績だけでなく、アピール内容や学習に対する意欲、さらに将来展望などが入学後に専門として数学に取り組むのにどのように活かされると期待できるか
を評価しました。
　合格者は、関西大学システム理工学部数学科で数学を学ぼうとする意欲が高く、本数学科の特徴、教育理念・哲学、大学で数学を専攻することの意義、数学科で学ぶ数学と
理工系全般で学ぶ基礎数学との違いなどをよく理解しており、なぜ、関西大学の数学科に進学したいのかを明確に答えることができました。
　入学後は、一般入試を経て入学した学生と同じ講義を受け、単位を修得する必要がありますが、合格者は、一般入試で合格してくる学生に期待される数学の学力に劣ることなく、
数学専攻としての授業についていけることが十分に期待されると判断されました。
　数学科では、AO入試で合格することを目的にするのではなく、一般入試でも十分合格できるだけの水準に達するように、意欲的で自発的な学習に取り組める者を求めています。
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システム理工学部

2022年度　結果と講評

2022年度入試においては、志願者がいなかったため、過年度入試の内容を掲載しています。

物理・応用物理学科
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

【AO入試のポイント】
　選考委員は、第１次選考（書類選考）と第２次選考（面接）によって次のポイントを評価します。
●広く社会に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているか。
●受験生がアピールしている内容やそれにより培われた力が、大学進学後の物理学および応用物理学の学習に活かされることが期待できるか。
●自然現象や科学に対して興味や関心があり、物理学および応用物理学を学習する強い意欲があるか。
●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義・演習・実験などの授業を受講するので、４年間で物理・応用物理学科を卒業するために必要な基礎学力
が備わっているか。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、「活動報告書」のPRポイントとアピールする内容を示す証明書類などを読んで、基準を満たしているか、
評価ポイントを最低限クリアしているかなどを評価します。

　広く社会に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかなどAO入試の趣旨に合致しているかどうか、入学後、大学で物理学・応用物理学を
学習していく力（基礎学力と興味・関心）があるかどうかを評価します。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べる点について、面接員の評価をもとに総合
的に判断します。

●アピールしている内容を自分自身の言葉で説明でき、質問に明確に返答できるか。
●アピールしている内容やそれにより培われた力が、大学入学後の物理学・応用物理学の学習に活かされることが期待できるか。
●自然現象や科学に対して興味や関心があり、物理学・応用物理学を大学で学ぶ意欲があるか。
●将来について高校生らしい夢があり、それが関西大学システム理工学部物理・応用物理学科への入学志望理由と結びついているか。
●高校で学んだ数学や物理の基礎学力があるか。

■ 実施概要

評価ポイント

選考委員のコメント
　入学志望理由や自己アピールでは、うわべの概念を説明するだけではなく、自身の活動で得た学びを基盤にして具体的に表現することが必要です。第１次選考において受験
生は、高校で力を入れた活動とその成果も示してくれました。努力を形になるまで続けられたことは大変すばらしいことですが、AO入試では少なくとも全国レベルの成果が望ましい
ように思います。さらに、その成果を得るにあたって継続した努力、得た学びに基づいて、入学後の抱負を具体的に説明することが望まれます。抱負をまとめるにあたっては、インターネ
ットやオープンキャンパス等で情報収集することも大事ですが、受験生の経験を本学の教育・研究内容に無理に合致させることは本末転倒です。自身の経験や学びを基盤にして、そ
れが本学の教育内容に合致するかどうかを検討することが基本です。その点を取り違えているため、受験生が培った力、そしてその力を本学での学びにどのように活かすのかが明
確でない部分が見受けられました。
　第２次選考では第１次選考での疑問点を確認するとともに、入学後の学習に必要な物理や数学の基礎学力が身についているかを口頭試問により確認しました。試問内容は、
高校授業の基本的な内容です。面接官の質問の意図を正しく捉え、適切に回答することが求められます。また、興味のあることにどのようなアプローチをしてきたかについても問い、
自らの意見を論理的に説明できるかについても評価しました。
　当学科への入学を希望する受験生には、研究内容について漠然とした憧れを持つだけではなく、物事の基本を一歩一歩積み上げて学習していく姿勢が望まれます。自然現象
の基本を深く理解し、その知見を様々な分野で応用することができるためには、自らが得た知識や技能を積み上げる作業が最も重要だからです。高校での学習や課外活動におい
て、物事を積み上げて完成させる経験を積んで欲しいと思います。
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【AO入試のポイント】
●AO入試で受験するにふさわしいと考えられる実績を求めます。内容については出願書類を選考委員が審査して、広く社会的に認められた活動をしてい
るか、専門的に秀でたものをもっているか、学力・人物的に優れているかどうかを評価します。

●受験生のアピールしている内容について、大学進学後の学業に活かされるかどうかを審査します。
●理工学の基盤となる高校課程の数学と理科の知識を十分に修得し、一般入学試験で合格した学生と遜色なく講義を理解する能力を有することが前提です。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準（AO入試のポイント）を満たしているか、また
下記の評価ポイントを最低限クリアしているかなどを評価します。

　受験生のアピールしている内容が機械工学科のAO入試受験者として相応しいものかを判断します。また高等学校における科目の履修状況と成績評価
を詳しく確認し、特に数学と理科（物理）の履修状況と成績を重視します。加えて、受験生がアピールしている内容が、その分野で特に秀でたものであるかを
審査します。なお、受験生がアピールしている内容は下記のように分類されます。

（1）勉学に関係する事項（例えば、実用英語技能検定、実用数学技能検定、技術資格など）
（2）勉学には直接関係ない事項（例えば、技術的なコンテスト、運動部あるいは文化部の活動の実績・取り組み、ボランティア活動など）

　これらの内容は、授業の一環などで行ったものでなく、あくまでも自主的に行ったものかどうか、またその内容が入学後の学業にどのように繋がりどのように
活かされるのか、といった点を中心に審査します。
　なお、第１次選考では履修状況・成績評価もしくはアピールの内容のどちらか一方のみで合否を判定せず、全てを総合的に審査します。

2022年度　結果と講評

機械工学科
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（20～30分程度）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、総合的に判断します。

●受験生がアピールしている内容について、どのようなレベルのものであるかを確認する。
●アピールした内容が、機械工学科に入学した後の学業にどのように活かされるのか。
●大学生活や社会生活に必要なコミュニケーション能力の確認。
●高等学校での数学、英語、理科（特に物理）を十分に履修し、その内容を十分に理解しているか。
●将来的な職業への夢や希望をどのように抱いているか、それとアピールする内容にどのような関連があるか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　審査に際し、履修状況や成績だけでなく、アピール内容や学習に対する意欲、さらに将来展望などがAO入試の趣旨に合致しているかどうか、システム理工学部のアドミッション・
ポリシーに沿った人物像かどうかを総合的に評価しました。
　面接では、大学で機械工学を学ぶ意義について自分の将来像と重ねて説明できるか、なぜ、関西大学の機械工学科に進学するのか、どのように学びを発展させたいのかを明確
に答えてほしいです。学力については、システム理工学部のアドミッション・ポリシーに沿って、科目に関する基本的な知識や能力の確認を行いました。
　入学後は、一般入学試験を経て入学した学生と同じ講義を受け、単位を修得する必要があります。特に機械工学科では、必修科目の多くが高校課程の数学と理科の知識を十
分に修得していることを前提にしています。逆にこの前提に満たない場合は、入学はしても卒業できないことになりかねません。審査では数学・理科の知識も合わせて見ますので
AO入試までに学習すべきと思しき基本事項については定着が必要です。また、単にAO入試で合格することを目的にするのではなく、それを礎に、一般入試でも十分合格できるだ
けの水準に達するように、意欲的で自発的な学習に取り組める者を求めます。

システム理工学部

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が提出された出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●自己アピールの内容が電気電子情報工学科の内容とどのような関連をもち、入学後にこの分野を専門として取り組む際にどのように活かされるかを評価します。
●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義を受けて、単位を修得しなくてはならない関係上、特に数学（数学Ⅲまで）、理科（物理基礎・物理、化学基礎・化学）お
よび英語については、ある程度以上の成績であることが必要と考えています。また、成績は自己アピールや志望動機の裏付けともなります。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準を満たしているか、評価ポイントを最低限クリア
しているかなどを評価します。

●「調査書」からは、受験生の人物と電気電子情報工学科の講義についていけるかどうかについて評価します。
●自己アピールのポイントが、電気電子情報工学科でカバーする分野とどのように関連性があるかを「入学志望理由書」などから評価します。分野と関連の深い
活動を最も高く評価します。資格についても評価しますが、分野との関連の深さ、資格の一般性、難易度が評価対象になります。それ以外の電気電子情報工
学分野と直接関係が薄いと見なされるもの（例としては、クラブ活動（特にスポーツ系）、ボランティア活動、生徒会活動など）は分野との関連性がきちんと説明
できている例は別として、高く評価することはありません。
●「入学志望理由書」では、当該分野を志望する理由が具体的かつ論理的に記載されているかどうかが評価のポイントになります。また、アピール点との関連性も述べられ
ている必要があります。当該分野ではハード、ソフトの両面を学ぶことになりますので、どちらかに一方的に偏った志望があるような場合には、その点について考慮します。

2022年度　結果と講評

電気電子情報工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をも
とに総合的に判断します。

●自己アピールの内容が、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように結びつき、電気電子情報工学科で学ぶことにどう活かしていこうと考えているのか
を説明できること。
●本人の入学志望理由と電気電子情報工学科で学ぶことの意味が明確に関連していることを説明できること。また高い目的意識をもっていることが確認できること。
●関西大学システム理工学部電気電子情報工学科を選んだ理由を、学科の内容や特徴を踏まえて、明確に説明できること。
●高校での学習内容および到達度が、電気電子情報工学科の講義についていけるものかを確認すること。

■ 実施概要

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント
　第１次選考では、自己アピールと学科内容とのミスマッチが見られました。単に高校でこういうことに注力してきたというだけではアピールになりません。学科内容との関連性が薄い
自己アピールが見られました。一方、学科内容との関連性が強い場合でも、各学校での特色あるプロジェクト学習や、コンテストのための課外活動に参加したというだけでは不十分
で、本人が主体的に関わった様子を具体的にアピールする必要があります。高校主導で（全員受験など）取得した資格を並べるよりも、自身のアピールポイントを具体的に表現できる
ことを高く評価します。また、入学志望理由についても、この学科で勉強したいという熱意が伝わってくるものが必ずしも多くはありませんでした。他大学も調査したうえで、それでも関西
大学を選んだ理由を述べてほしいと思います。学力についても評価対象としています。特に、数学、物理、化学、英語の成績を評価の対象としました。AO入試は必ずしも学力のみを
考慮するものではありませんが、基礎学力が無いと入学後に講義についていくことができず、留年することになります。こういうケースは必ずしも珍しいことではありません。AO入試受
験者であっても、一般入試の入試問題には目を通してほしいと思います。第１次選考合格者は、必ずしもすべての評価ポイントを満たしているわけではありませんが、何らかの点で光る
ものがあった人を合格としました。
　第２次選考では、第１次選考で評価した点が本当に正しいかどうかを再確認するとともに、電気電子情報工学科を選択した理由について評価しました。また、高校での学習分野と
成績、および基礎学力の簡単な確認を行いました。基礎学力の確認では、題材は比較的基本的なものとしましたが、ポイントを押さえて論理的に取り組む力を重視しました。以上の諸
点を総合的に評価して合格者を選定しました。

　以下の点について、評価のうえ、合否を決定します。
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システム理工学部

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が提出された出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●自己アピールの内容が電気電子情報工学科の内容とどのような関連をもち、入学後にこの分野を専門として取り組む際にどのように活かされるかを評価します。
●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義を受けて、単位を修得しなくてはならない関係上、特に数学（数学Ⅲまで）、理科（物理基礎・物理、化学基礎・化学）お
よび英語については、ある程度以上の成績であることが必要と考えています。また、成績は自己アピールや志望動機の裏付けともなります。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準を満たしているか、評価ポイントを最低限クリア
しているかなどを評価します。

●「調査書」からは、受験生の人物と電気電子情報工学科の講義についていけるかどうかについて評価します。
●自己アピールのポイントが、電気電子情報工学科でカバーする分野とどのように関連性があるかを「入学志望理由書」などから評価します。分野と関連の深い
活動を最も高く評価します。資格についても評価しますが、分野との関連の深さ、資格の一般性、難易度が評価対象になります。それ以外の電気電子情報工
学分野と直接関係が薄いと見なされるもの（例としては、クラブ活動（特にスポーツ系）、ボランティア活動、生徒会活動など）は分野との関連性がきちんと説明
できている例は別として、高く評価することはありません。
●「入学志望理由書」では、当該分野を志望する理由が具体的かつ論理的に記載されているかどうかが評価のポイントになります。また、アピール点との関連性も述べられ
ている必要があります。当該分野ではハード、ソフトの両面を学ぶことになりますので、どちらかに一方的に偏った志望があるような場合には、その点について考慮します。

2022年度　結果と講評

電気電子情報工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をも
とに総合的に判断します。

●自己アピールの内容が、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように結びつき、電気電子情報工学科で学ぶことにどう活かしていこうと考えているのか
を説明できること。
●本人の入学志望理由と電気電子情報工学科で学ぶことの意味が明確に関連していることを説明できること。また高い目的意識をもっていることが確認できること。
●関西大学システム理工学部電気電子情報工学科を選んだ理由を、学科の内容や特徴を踏まえて、明確に説明できること。
●高校での学習内容および到達度が、電気電子情報工学科の講義についていけるものかを確認すること。

■ 実施概要

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント
　第１次選考では、自己アピールと学科内容とのミスマッチが見られました。単に高校でこういうことに注力してきたというだけではアピールになりません。学科内容との関連性が薄い
自己アピールが見られました。一方、学科内容との関連性が強い場合でも、各学校での特色あるプロジェクト学習や、コンテストのための課外活動に参加したというだけでは不十分
で、本人が主体的に関わった様子を具体的にアピールする必要があります。高校主導で（全員受験など）取得した資格を並べるよりも、自身のアピールポイントを具体的に表現できる
ことを高く評価します。また、入学志望理由についても、この学科で勉強したいという熱意が伝わってくるものが必ずしも多くはありませんでした。他大学も調査したうえで、それでも関西
大学を選んだ理由を述べてほしいと思います。学力についても評価対象としています。特に、数学、物理、化学、英語の成績を評価の対象としました。AO入試は必ずしも学力のみを
考慮するものではありませんが、基礎学力が無いと入学後に講義についていくことができず、留年することになります。こういうケースは必ずしも珍しいことではありません。AO入試受
験者であっても、一般入試の入試問題には目を通してほしいと思います。第１次選考合格者は、必ずしもすべての評価ポイントを満たしているわけではありませんが、何らかの点で光る
ものがあった人を合格としました。
　第２次選考では、第１次選考で評価した点が本当に正しいかどうかを再確認するとともに、電気電子情報工学科を選択した理由について評価しました。また、高校での学習分野と
成績、および基礎学力の簡単な確認を行いました。基礎学力の確認では、題材は比較的基本的なものとしましたが、ポイントを押さえて論理的に取り組む力を重視しました。以上の諸
点を総合的に評価して合格者を選定しました。

　以下の点について、評価のうえ、合否を決定します。
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システム理工学部

学科（専攻・専修）

計

学部

0

0

0

1

1

2

合格者

0

0

1

3

1

5

合格者

0

0

1

5

1

7

10

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が提出された出願書類を読み、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●提出された「ソフトウェアのソースコード」を見て、オリジナリティのあるものかどうかを評価します。
●自己アピールの内容が電気電子情報工学科の内容とどのような関連をもち、入学後にこの分野を専門として取り組む際にどのように活かされるかを評価します。
●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義を受けて、単位を修得しなくてはならない関係上、特に数学（数学Ⅲまで）、理科（物理基礎・物理、化学基礎・化学）
および英語については、ある程度以上の成績であることが必要と考えています。また、成績は自己アピールや志望動機の裏付けともなります。

第１次選考（書類選考）について

　複数の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、「課題レポート」、自らのプログラミング技術をアピールできるソースコードなどが基準を満たしているか、評価
ポイントを最低限クリアしているかなどを評価します。

●「調査書」からは、受験生の人物と電気電子情報工学科の講義についていけるかどうかについて評価します。
●自己アピールのポイントが、電気電子情報工学科でカバーする分野とどのように関連性があるかを「入学志望理由書」などから評価します。分野と関連の深い
活動を最も高く評価します。資格についても評価しますが、分野との関連の深さ、資格の一般性、難易度が評価対象になります。特に、データサイエンス、AI・
IoTに関する深い知識と、データ分析手法やシステム開発に携わりたいという意欲を、自らのこれまでの学びに基づいて強く説明できることが重要です。
●「入学志望理由書」では、当該分野を志望する理由が具体的かつ論理的に記載されているかどうかが評価のポイントになります。また、アピール点との関連性も述べられ
ている必要があります。当該分野ではハード、ソフトの両面を学ぶことになりますので、どちらかに一方的に偏った志望があるような場合には、その点について考慮します。
●提出した「ソフトウェアのソースコード」から自らのプログラミング技術をアピールする必要があります。

2022年度　結果と講評

電気電子情報工学科【データサイエンス型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、「課題レポート」と「ソフトウェアのソースコード」に関するパワーポイントを用いたプレゼンテーション（５分）と、面接員３名による
個人面接を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもとに総合的に判断します。

●「課題レポート」と「ソフトウェアのソースコード」に関するプレゼンテーションにおいて、内容が明確かつ論理的に説明できていること。
●自己アピールの内容が、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように結びつき、電気電子情報工学科で学ぶことにどう活かしていこうと考えているのかを説
明できること。
●本人の入学志望理由と電気電子情報工学科で学ぶことの意味が明確に関連していることを説明できること。また高い目的意識をもっていることが確認できること。
●関西大学システム理工学部電気電子情報工学科を選んだ理由を、学科の内容や特徴を踏まえて、明確に説明できること。
●高校での学習内容および到達度が、電気電子情報工学科の講義についていけるものかを確認すること。

■ 実施概要

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント
　第１次選考では、自己アピールと学科内容とのミスマッチが無いか確認しました。自身のアピールポイントを具体的に表現できることを高く評価しました。さらに、「課題レポート」と「ソフトウェアのソー
スコード」をみて、オリジナリティのあるものかどうかを中心に確認しました。たとえ長いプログラムでもオープンソースソフトウェアの寄せ集めでは高く評価できません。また、入学志望理由についても、こ
の学科で勉強したいという熱意が伝わってくるものが高評価です。学力についても評価対象としています。特に、数学、物理、化学、英語の成績を評価の対象としました。AO入試は必ずしも学力のみ
を考慮するものではありませんが、基礎学力が無いと入学後に講義についていくことができず、留年することになります。こういうケースは必ずしも珍しいことではありません。AO入試受験者であっても、
一般入試の入試問題には目を通してほしいと思います。第１次選考合格者は、必ずしもすべての評価ポイントを満たしているわけではありませんが、何らかの点で光るものがあった人を合格としました。
　第２次選考では、「課題レポート」と「ソフトウェアのソースコード」に関するパワーポイントを用いたプレゼンテーションを行い、その内容について試問しました。説明内容が明確で論理
的であるかを評価しました。また、第１次選考で評価した点が本当に正しいかどうかを再確認するとともに、電気電子情報工学科を選択した理由について評価しました。さらに、高校での
学習分野と成績、および基礎学力の簡単な確認を行いました。基礎学力の確認では、題材は比較的基本的なものとしましたが、ポイントを押さえて論理的に取り組む力を重視しました。
以上の諸点を総合的に評価して合格者を選定しました。

　以下の点について、評価のうえ、合否を決定します。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

数学科

物理・応用物理学科

機械工学科

電気電子情報工学科

電気電子情報工学科

活動実績評価型

データサイエンス型
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環境都市工学部長・教授 兼清 泰明

環境都市工学部 これまで情熱を傾けてきた取り組みなどが、
志望学科での学びにどのように繋がるのかが問われます。

　環境都市工学部の基本コンセプトは、地球環境にやさしい「まちづくり」です。私たちが心豊かに安心して暮らすために
は、安全で機能的な都市空間を持続的に発展させる必要があります。近代都市においては、過度の都市集中によって人
口や交通上の問題が引き起こされ、資源が大量に消費されることで産業廃棄物が増大してしまっています。さらに、都市
生活を支える生産活動はさまざまな環境汚染をもたらしています。わたしたちは、科学技術の力を駆使してこれらの問題
を解決していかなければなりません。
　現在、環境都市工学部を構成する3学科では、2015年国連サミットで採択された持続可能な開発目標（SDGｓ）のコン
セプトをそれぞれの研究分野に融合して、21世紀の都市が自然環境と共存できる洗練された人間環境となることをめざ
しています。このコンセプトのキーワードには、環境、都市デザイン、建築、社会基盤、情報、資源、エネルギー、環境化学
プロセスといった環境都市工学部と深くかかわるものが多いことに注目し、環境問題をはじめ、さまざまな課題の解決に
向けて科学技術の力を発揮し、国際的に活躍できる人材を養成していきます。
　このため、AO入試では、知識の蓄積だけでなく自ら考えることができる人、社会貢献に対する目的意識が強い人、持続可能な
都市設計および環境保全（SDGｓ）に興味がある人を受け入れることを望んでいます。第１次選考で提出いただく入学志望理由書
には、みなさんのアピールポイントが、本学部・学科で学ぶこととどのように関係し、どのように活かされるのかを、自分のことばで
説得力をもって書いていただきたいと思っています。第２次選考の面接では、提出書類に基づいた質問に対する受け答えにより、
これまでの経験から身につけてきた考えや個性、コミュニケーション能力などについて見極めていきます。単に受験のための勉学
だけでなく、広く社会的に認められたその他の活動についても評価し、学力・人物ともに優れた人の入学を期待するものです。
　これからの都市と地球は、皆さん自身にかかっています。環境都市工学部で、新しい「まちづくり」にチャレンジしてください。

合格者からのメッセージ

　自分の軸を持ちつつ柔軟な視点で異なる領域から物事を捉え、国際的に活躍できる都市計画家になることを目標に、関西
大学環境都市工学部を志望しました。自然と都市が共存したつくば市の研究学園都市で育った私は、既存都市の文化を壊さ
ずに利便性と自然を融合させた都市設計の重要性に興味を持ちました。
　都市計画を行うためには基礎的な工学的知識や環境についての知識に加え、情報やマネジメントなどの分野も学んだ上
で思考力・判断力・表現力なども習得する必要があります。なぜなら土木に情報を融合させることで、都市インフラの課題に
対する解決策を明確にすることができるからです。関西大学で情報を活用する仕組みの構築と提供について学んだ後は、オ
ランダのデルフト工科大学に留学することが夢です。

多様な知識を得て土木に情報を融合させ、将来は国際的に活躍できる都市計画家に。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　面接の際、予想外の質問でも動揺しないように、多くの想定質問を作って即座に答えられるように練習しました。沢山の
質問を想定すると自分の中で考えがまとまり、どんな質問にも軸がぶれることなく回答ができるようになりました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　AO入試は自分について深く考える素晴らしい機会です。私の場合は、過去の経験が今やりたいことへのきっかけになって
いると気づき、非常に興味深かったです。自信を持って出願書類を作成し、熱意を面接官に伝えるようにしてください。

　二級建築士だった祖父をもつ私にとって建築はとても身近なものです。その祖父が兵庫県三田市に建てた家屋をよく訪れま
したが、都市と自然が共存する美しい地である三田市では近年、人口減少により放置された住宅が老朽化し、景観を乱す原因
となっています。私は空き家を利用して人が集まる施設を作れば問題解決に繋がると考えました。
　関西大学環境都市工学部を志望したのは、地域の魅力を伝える建築技術とユーモラスな思考から生まれる創造力を身につ
けたいと考えたからです。地域おこしを実現するために空き家や古民家をユーモアのある空間にし、地方の活性化だけでなく
地域が抱える問題も解決するという理想を胸に、在学中に二級建築士の資格を取得して卒業後は大学院に進学し、さらに研鑚
を積みたいです。

創造力を身につけ、将来は地域の活性化はもちろん、抱える問題を解決できる建築士に。 

出願書類を作成する上で工夫した点や苦労した点は？
　文章作成への苦手意識を克服するために、興味のある分野の論文や資料を熟読したところ、知識の幅が広がり内容に厚
みを出すことができました。また動画配信サービスでニュースを視聴し、環境問題や社会問題への理解を深めました。

AO入試を受験して得たことは？
　地元に対し強い愛情を持ち、小さい頃から町に関わりたいと考えていました。AO入試をきっかけに公園清掃などの活動も
進んで行うなどより深く関わることで、知識に加え、地域との繋がりまで大切にしたいと思えるようになりました。

都市システム工学科

東京都
私立 品川女子学院高等学校出身
2022年度 入学生

大江 秋鹿

建築学科

兵庫県
私立 仁川学院高等学校出身
2022年度 入学生

酒井 真也
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【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を精読し、広く社会的に認められた活動や資格を有していて、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生の活動実績が、建築学を学ぶこととどのように関係し、入学後の建築学科における研鑽にどのように活かされるのかが、明確なビジョンと説得力を
もって説明できているかを評価します。

●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義・演習を受講し学習することから、高等学校などでの成績も軽視できないものと考えています。

第１次選考（書類選考）について

　「調査書」、「入学志望理由書」、「活動報告書」と証明書類などから、学部が定める基準を満たしているか、評価ポイントをクリアしているかを、複数の選
考委員によって評価します。

●広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうか、そして入学後に建築学を専門的に学ぶ意欲と能力があるかどうかを評価します。
●大学における建築学の専門教育と関係する学術的活動やデザイン等の芸術活動、創作活動はもとより、直接的には関係しない、例えばスポーツ活動や音楽
活動、ボランティア活動、生徒会活動等についても、その取り組み方や内容等を評価の対象にしています。ただし、それらの活動や実績が、これから大学で建
築を学ぼうとする姿勢やそのための資質と、どのように関係しているのかが明確に説明されている必要があります。

2022年度　結果と講評

建築学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもと
に総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容が、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように結びつき、建築学科において建築学の専門教育を受けることに
それがどのように関係し、またどのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部建築学科の特徴、教育理念を十分理解し、建築学科で建築学を専攻することの意義、目的を明確に自覚しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、建築学科の講義・演習・実習の内容を修得するに足る基礎的能力が備わっているか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　受験者については、関西大学環境都市工学部建築学科の教育・研究の特徴をよく理解し、建築学科で学ぶことの目的・意義を明確に自覚しているかをまず確認しました。ボラン
ティア活動などを含めた諸々の社会的活動や日常生活における経験を通して、建築とどのような関わりがあるか、また今後の建築学科における学びの姿勢について質問をしました。
さらに、建築に関する強い興味と関心を抱いていることはもとより、さまざまな建築に関連した事柄に広く好奇心をもっていること、入学後はさらに勉学に励もうとする意欲と熱意が十
分に感じられました。一方で礼儀の正しさも評価の対象としました。
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【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を精読し、広く社会的に認められた活動や資格を有していて、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生の活動実績が、建築学を学ぶこととどのように関係し、入学後の建築学科における研鑽にどのように活かされるのかが、明確なビジョンと説得力を
もって説明できているかを評価します。

●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義・演習を受講し学習することから、高等学校などでの成績も軽視できないものと考えています。

第１次選考（書類選考）について

　「調査書」、「入学志望理由書」、「活動報告書」と証明書類などから、学部が定める基準を満たしているか、評価ポイントをクリアしているかを、複数の選
考委員によって評価します。

●広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうか、そして入学後に建築学を専門的に学ぶ意欲と能力があるかどうかを評価します。
●大学における建築学の専門教育と関係する学術的活動やデザイン等の芸術活動、創作活動はもとより、直接的には関係しない、例えばスポーツ活動や音楽
活動、ボランティア活動、生徒会活動等についても、その取り組み方や内容等を評価の対象にしています。ただし、それらの活動や実績が、これから大学で建
築を学ぼうとする姿勢やそのための資質と、どのように関係しているのかが明確に説明されている必要があります。

2022年度　結果と講評

建築学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもと
に総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容が、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように結びつき、建築学科において建築学の専門教育を受けることに
それがどのように関係し、またどのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部建築学科の特徴、教育理念を十分理解し、建築学科で建築学を専攻することの意義、目的を明確に自覚しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、建築学科の講義・演習・実習の内容を修得するに足る基礎的能力が備わっているか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　受験者については、関西大学環境都市工学部建築学科の教育・研究の特徴をよく理解し、建築学科で学ぶことの目的・意義を明確に自覚しているかをまず確認しました。ボラン
ティア活動などを含めた諸々の社会的活動や日常生活における経験を通して、建築とどのような関わりがあるか、また今後の建築学科における学びの姿勢について質問をしました。
さらに、建築に関する強い興味と関心を抱いていることはもとより、さまざまな建築に関連した事柄に広く好奇心をもっていること、入学後はさらに勉学に励もうとする意欲と熱意が十
分に感じられました。一方で礼儀の正しさも評価の対象としました。

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を精読し、SDGsへの理解が深く、SDGsに関する活動などが認められ、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のSDGsへの理解や活動が、建築学を学ぶこととどのように関係し、入学後の建築学科における研鑽にどのように活かされるのかが、明確なビジョン
と説得力をもって説明できているかを評価します。

●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義・演習を受講し学習することから、高等学校などでの成績も軽視できないものと考えています。

第１次選考（書類選考）について

　「調査書」、「課題レポート」、「入学志望理由書」から、学部が定める基準を満たしているか、評価ポイントをクリアしているかを、複数の選考委員によって評価します。

　SDGsに対する深い知識、活動、現在の建築学における課題の解決とめざすべき将来像の実現に対する意見、それらに取り組む行動意欲などを評価します。
また、学力・人物ともに優れているかどうか、そして入学後に建築学を専門的に学ぶ力があるかどうかを評価します。

2022年度　結果と講評

建築学科【SDGs型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、「課題レポート」に関するパワーポイントを用いたプレゼンテーション（５分）と、それに対する面接員３名による個人面接を実施し、
以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●課題レポートの内容に関して、SDGsをよく理解し、受験生独自の視点からの考察や提案内容について、今後の学習意欲や大学での学生生活とどのように
結びつき、建築学の専門教育を受けることにそれがどのように関係し、またどのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部建築学科の特徴、教育理念を十分理解し、建築学科で建築学を専攻することの意義、目的を明確に自覚しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、建築学科の講義・演習・実習の内容を修得するに足る基礎的能力が備わっているか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　SDGsの内容をよく理解し、それらに関連する活動が一定水準認められることを確認した上で、関西大学環境都市工学部建築学科の教育・研究の特徴をよく理解し、建築学科で
学ぶことの目的・意義を明確に自覚しているかをまず確認しました。課題レポートの内容に関して、調査結果のまとめや内容についてはもちろんのこと、さらに受験生独自の視点からの
考察や提案内容について、建築とどのような関わりがあるか、また今後どのような形で建築学科における学びの姿勢があるか、などの質問をしました。さらに、建築に関する強い興味と
関心を抱いていることはもとより、さまざまな建築に関連した事柄に広く好奇心をもっていること、入学後はさらに勉学に励もうとする意欲と熱意を評価しました。一方で礼儀の正しさも
評価の対象としました。

2022年度入試においては、第1次選考の合格者がいなかったため、過年度入試の内容を掲載しています。

環境都市工学部
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【AO入試のポイント】
●選考委員が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容が都市システム工学科とどのように関係し、入学後に当該学科の勉学に取り組むのにどのように活かされるのかを評価
します。

●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義を受けて、演習科目等も履修しなければならないため、数学、物理学、英語等の基礎科目の修得状況を提
出書類や面接により評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」およびPRポイントとアピールする内容を示す証明書類などを確認し、出願基準を満たしているかどうかや、
評価ポイントを最低限クリアしているかどうかなどを評価します。

　社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価するとともに、アピールした内容が受験生固有の能力に基づくものである
点を重点的に評価します。また受験生のアピール内容が、都市システム工学科において今後どのように活かされるのかという観点に基づいて評価します。

2022年度　結果と講評

都市システム工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価
をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容と都市システム工学科における専門教育との関係性や有用性
●関西大学環境都市工学部都市システム工学科の特徴、教育理念および都市システム工学科で学ぶことの意義に関する理解、ならびに理工系全般で学ぶ
ための基礎知識
●一般入試で合格した学生と同等程度の基礎学力を有していること
●都市システム工学と建築学との違いに関する理解度
●勉学などへの意欲、努力、熱意
●大学で学んだ専門を将来に活かすビジョン

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　都市システム工学科の教育・研究の特徴に対する理解と、入学を希望する上での目的意識を確認しました。そして、本人の自己アピール内容が都市システム工学科での勉学にどの
ように役立つのかを質問し、具体的な将来ビジョンを語ってもらいました。また大学における講義や演習等の内容を理解するための基礎学力に関しても高校での成績をもとに質問など
で確認しました。以上のような面接における受け答え、社会的礼儀および態度を総合的に評価し、合格に値する学生を判断しました。
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【AO入試のポイント】
●選考委員が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容が都市システム工学科とどのように関係し、入学後に当該学科の勉学に取り組むのにどのように活かされるのかを評価
します。

●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義を受けて、演習科目等も履修しなければならないため、数学、物理学、英語等の基礎科目の修得状況を提
出書類や面接により評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」およびPRポイントとアピールする内容を示す証明書類などを確認し、出願基準を満たしているかどうかや、
評価ポイントを最低限クリアしているかどうかなどを評価します。

　社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価するとともに、アピールした内容が受験生固有の能力に基づくものである
点を重点的に評価します。また受験生のアピール内容が、都市システム工学科において今後どのように活かされるのかという観点に基づいて評価します。

2022年度　結果と講評

都市システム工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価
をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容と都市システム工学科における専門教育との関係性や有用性
●関西大学環境都市工学部都市システム工学科の特徴、教育理念および都市システム工学科で学ぶことの意義に関する理解、ならびに理工系全般で学ぶ
ための基礎知識
●一般入試で合格した学生と同等程度の基礎学力を有していること
●都市システム工学と建築学との違いに関する理解度
●勉学などへの意欲、努力、熱意
●大学で学んだ専門を将来に活かすビジョン

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　都市システム工学科の教育・研究の特徴に対する理解と、入学を希望する上での目的意識を確認しました。そして、本人の自己アピール内容が都市システム工学科での勉学にどの
ように役立つのかを質問し、具体的な将来ビジョンを語ってもらいました。また大学における講義や演習等の内容を理解するための基礎学力に関しても高校での成績をもとに質問など
で確認しました。以上のような面接における受け答え、社会的礼儀および態度を総合的に評価し、合格に値する学生を判断しました。

【AO入試のポイント】
●選考委員が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容が都市システム工学科とどのように関係し、入学後に当該学科の勉学に取り組むのにどのように活かされるのかを評価
します。

●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義を受けて、演習科目等も履修しなければならないため、数学、物理学、英語等の基礎科目の修得状況を
提出書類や面接により評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「課題レポート」、「入学志望理由書」を確認し、評価ポイントを最低限クリアしているかどうかなどを評価します。

　社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価するとともに、アピールした内容が受験生固有の能力に基づくものである
点を重点的に評価します。また受験生のアピール内容が、都市システム工学科において今後どのように活かされるのかという観点に基づいて評価します。

2022年度　結果と講評

都市システム工学科【SDGs型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、「課題レポート」に関するパワーポイントを用いたプレゼンテーション（５分）と、それに対する面接員３名による個人面接を実施し、
以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容およびSDGsに関するプレゼンテーションの内容と都市システム工学科における専門教育との関係性や有用性
●SDGsに関するプレゼンテーションについての質疑応答
●関西大学環境都市工学部都市システム工学科の特徴、教育理念および都市システム工学科で学ぶことの意義に関する理解、ならびに理工系全般で学ぶ
ための基礎知識
●一般入試で合格した学生と同等程度の基礎学力を有していること
●都市システム工学と建築学との違いに関する理解度
●勉学などの意欲、努力、熱意
●大学で学んだ専門を将来に活かすビジョン
●国際化社会への意識の有無と外国語の取り組み姿勢

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　都市システム工学科の教育・研究の特徴に対する理解と、入学を希望する上での目的意識を確認しました。そして、本人の自己アピール内容とSDGsに関するプレゼンテーションの
内容が都市システム工学科での勉学にどのように役立つのかを質問し、具体的な将来ビジョンを語ってもらいました。また大学における講義や演習等の内容を理解するための基礎学
力に関しても高校での成績をもとに質問などで確認しました。以上のような面接における受け答え、社会的礼儀および態度を総合的に評価し、合格に値する学生を判断しました。

環境都市工学部
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【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容がエネルギー環境・化学工学科とどのように関係し、入学後に専門としてエネルギー・環境分野に化学工学などの工学技術を
応用して取り組むために、どのように活かされるのかを評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準を満たしているか、評価ポイントを最低限クリア
しているかなどを評価します。

●広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうか、入学後にエネルギー環境・化学工学を専門的に勉強していく力があるかどう
かを評価します。
●受験生がアピールしている点が、大学における本学科の専門教育と直接関係ないもの（例としては、運動部の活動成績・取り組み、ボランティア活動、生徒会
活動の取り組みなど）は参考程度の評価にとどめ、基本的には合否に関する評価をしないことにしています。ただし、環境問題に関するボランティア活動や調
査研究、エネルギー・環境に関するセミナーへの参加、取得した資格など能力的なものを示すアピールは評価することにしています。

2022年度　結果と講評

エネルギー環境・化学工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価
をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容が、エネルギー環境・化学工学科において化学工学などの専門教育を受けることにどのように関係し、どのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部エネルギー環境・化学工学科の特徴、教育理念、具体的なカリキュラムを理解し、専門教育科目を勉強する意義を理解しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、エネルギー環境・化学工学科の教育プログラムについていけるか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　受験生の高校での履修状況や成績だけでなく、当学科のアドミッション・ポリシーやAO入試の評価ポイントに沿って合否を判断しました。
　合格者は、エネルギー環境・化学工学科における教育内容を理解した上で、強い興味と将来のビジョンをもっていることがうかがえました。入学後、積極的かつ熱心に学習した
いという気持ちが伝わってきました。

40 ADMISSION OFFICE 2023



【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容がエネルギー環境・化学工学科とどのように関係し、入学後に専門としてエネルギー・環境分野に化学工学などの工学技術を
応用して取り組むために、どのように活かされるのかを評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピールする内容を示す証明書類などが基準を満たしているか、評価ポイントを最低限クリア
しているかなどを評価します。

●広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうか、入学後にエネルギー環境・化学工学を専門的に勉強していく力があるかどう
かを評価します。
●受験生がアピールしている点が、大学における本学科の専門教育と直接関係ないもの（例としては、運動部の活動成績・取り組み、ボランティア活動、生徒会
活動の取り組みなど）は参考程度の評価にとどめ、基本的には合否に関する評価をしないことにしています。ただし、環境問題に関するボランティア活動や調
査研究、エネルギー・環境に関するセミナーへの参加、取得した資格など能力的なものを示すアピールは評価することにしています。

2022年度　結果と講評

エネルギー環境・化学工学科【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価
をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容が、エネルギー環境・化学工学科において化学工学などの専門教育を受けることにどのように関係し、どのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部エネルギー環境・化学工学科の特徴、教育理念、具体的なカリキュラムを理解し、専門教育科目を勉強する意義を理解しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、エネルギー環境・化学工学科の教育プログラムについていけるか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　受験生の高校での履修状況や成績だけでなく、当学科のアドミッション・ポリシーやAO入試の評価ポイントに沿って合否を判断しました。
　合格者は、エネルギー環境・化学工学科における教育内容を理解した上で、強い興味と将来のビジョンをもっていることがうかがえました。入学後、積極的かつ熱心に学習した
いという気持ちが伝わってきました。

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●受験生のアピールしている内容がエネルギー環境・化学工学科とどのように関係し、入学後に専門としてエネルギー・環境分野に化学工学などの工学技術を
応用して取り組むために、どのように活かされるのかを評価します。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が「調査書」、「課題レポート」、「入学志望理由書」を確認し、評価ポイントを最低限クリアしているかなどを評価します。

2022年度　結果と講評

エネルギー環境・化学工学科【SDGs型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、「課題レポート」に関するパワーポイントを用いたプレゼンテーション（５分）と、それに対する面接員３名による個人面接を実施し、
以下の評価ポイントの項で述べている点について、３名の面接員の評価をもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決めます。
●受験生本人のアピールしている内容が、エネルギー環境・化学工学科において化学工学などの専門教育を受けることにどのように関係し、どのように活かされるのか。
●関西大学環境都市工学部エネルギー環境・化学工学科の特徴、教育理念、具体的なカリキュラムを理解し、専門教育科目を勉強する意義を理解しているか。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、エネルギー環境・化学工学科の教育プログラムについていけるか。

■ 実施概要

評価ポイント

面接員のコメント
　受験生の高校での履修状況や成績だけでなく、当学科のアドミッション・ポリシーやAO入試の評価ポイントに沿って合否を判断しました。
　合格者は、エネルギー環境・化学工学科における化学工学教育の内容を理解した上で、強い興味と将来のビジョンをもっていることがうかがえました。入学後、積極的かつ熱心に
学習したいという気持ちが伝わってきました。

●広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうか、入学後にエネルギー環境・化学工学を専門的に勉強していく力があるかどう
かを評価します。
●受験生がアピールしている点が、大学における本学科の専門教育と直接関係ないもの（例としては、運動部の活動成績・取り組み、ボランティア活動、生徒会
活動の取り組みなど）は参考程度の評価にとどめ、基本的には合否に関する評価をしないことにしています。ただし、環境問題に関するボランティア活動や調
査研究、エネルギー・環境に関するセミナーへの参加、取得した資格など能力的なものを示すアピールは評価することにしています。

活動実績評価型

環境都市工学部

ＳＤＧｓ型

建築学科

都市システム工学科

エネルギー環境・化学工学科

建築学科

都市システム工学科

エネルギー環境・化学工学科

学科（専攻・専修）

計

学部

2

2

1

0

2

0

7

合格者

2

3

1

0

3

0

9

合格者

4

5

1

2

4

0

16

8

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

2022年度入試においては、志願者がいなかったため、過年度入試の内容を掲載しています。

環境都市工学部
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化学生命工学部長・教授 長岡 康夫

化学生命工学部 「ものづくり」に必要な知識・技術と想像性を備えた人材を
育てていきたい。

　化学生命工学部のコンセプトは「ものづくり」。自然現象に興味をもち、人間社会に役立つもの－材料や素材、生体分子など－
を解明し、つくることに興味のある人、解明し、つくったものを社会に役立てたいという強い信念をもった人を待っています。
　大学では「ものづくり」の知識や技術を学ぶとともに、ものごとを広く見る想像力あふれる視野を養ってもらいます。過去を
ふりかえると、生活に役立つことをめざした新たな材料・素材が、思わぬところで環境汚染の一因になることがありました。これ
からは、つくったものがどう使われていくのかを想像し、引き起こすかもしれない負の結果への配慮も必要です。化学生命工学
部は、さまざまな場面を想像できる広い視野をもった研究者・技術者を育てることをめざしています。
　1年次には少人数クラスで科学的に問題を発見し、解決への思考ができるような発想力、想像力を養うカリキュラムも組ん
でいます。学生たちが高いモチベーションを持続し、展開していけるようにさまざまな学習環境を提供していきます。その刺激
をうけて学生自身が主体性をもち、受け答えできる思考能力を積み上げてもらいたいと思っています。与えられた環境のなか
で自ら成長していこうとする意欲のある学生を、AO入試の志願者に期待しています。
　従来の「活動実績評価型」AO入試での第１次選考では、目的意識の高さ、想像力、集中力を見ます。何かをつくりだす創造
性、意欲を表して欲しいと思います。「ものづくり」に関連する経験や意識などが明確に書いてあるとよいと思います。さまざま
な価値観をもった人と交流した経験－クラブ活動やボランティア活動などの経験－、さらにひとつのことに対して困難に乗り越
えながら打ち込んだ経験なども重要と思います。
　これからの技術者・研究者にはコミュニケーション能力が必要です。科学技術の進歩にともないさまざまな専門分野の研究
者・技術者が協力していくチームワークが必要な時代です。第２次選考の面接では、話のポイントを捉え、受け答えができるか
どうか、応対のなかに垣間見える人間性と、コミュニケーション能力（聞く・読む・話す・書く能力）を見ます。初対面の人と広がり
のある会話ができることは研究者・技術者にとっても重要だからです。
　2019年度より「活動実績評価型」に加えた「関西大学メディカルポリマー（KUMP）型」のAO入試を導入いたしました。KUMP型は「関大で開発されたメディカルポリマー
（KUMP）を活用した医療器材の開発」の将来を担う研究者・技術者をめざす意欲ある志願者を期待しております。第1次選考では、WEB講義を視聴し、そのレポートから「意欲」と
「素質」を見ます。第2次選考では、講義を受講し、それをまとめた資料をもとに、基礎学力の能力を含めて面接（試問を含む）により、基礎学力・基礎技能・思考力・表現力・意欲を見ま
す。実力が発揮できるように日頃の勉学を意欲的に進めてください。

合格者からのメッセージ

　同居していた祖母が難病指定の病気にかかり、免疫抑制剤の服用を余儀なくされました。投薬の効果で日常生活は取り戻せた
ものの体臭が大きく変化し、本人も家族も悩まされた経験から、においによる不快感は我慢するだけでは根本的な解決には繋がら
ないと痛感しました。関西大学化学生命工学部を志望したのは、芳香剤でごまかさず生活の中に溶け込んで「におい」の問題を解
決してくれる仕組みを化学の力で実現したいと考えたためです。
　祖母のような高齢者や病と闘う人のクオリティ・オブ・ライフを守る手立てになる研究を行い、患者だけでなく家族や医療従事
者、介護職員の方々の生活空間や職場の環境の質を高めることに繋げていきたいと考えています。卒業後は化学の力で人々の
暮らしや命を守り、社会に貢献することが目標です。

身近な「におい」の問題を化学で解決し、人々の快適な暮らしを守り社会に貢献したい。

出願書類を作成する上で工夫した点や苦労した点は？
　限られた文字数の中で自身の活動内容が伝わるよう、丁寧に内容を考えました。自らの努力を文章で伝え、入学後は何を学
び将来に役立てたいかなど、夢を叶えるために関西大学で学びたいという思いが客観的に伝わる表現を工夫しました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　ＡＯ入試は学力以外の面も評価してもらえる点が最大のメリットだと思います。出願書類の準備や面接練習にかなり時間が
かかるため、早めに取り掛かってください。受験勉強は大切ですが、貴重な高校生活も充実させてください。応援しています。

所属学部を志望したきっかけは？
　祖母は膝が悪く人工関節を使用しており、消耗が激しく新しいものに変える手術を繰り返してきました。もっと体への負担が軽
い方法がないか調べたところ、関西大学化学生命工学部が化学の力を駆使し、人工関節の研究を行っていると知ったためです。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　第2次選考のレポート作成に向け、文章を簡潔にまとめることを意識しました。また面接ではどのような質問をされるか
を想定し、回答を用意しつつ相手の目を見てハキハキ話せるように繰り返し練習しました。

　私の祖母は過去に膝関節を傷め、手術を行ったものの現在は車椅子の生活を送っています。そんな祖母の姿を見ていた私は、怪我
や病気で傷ついた患部を切開せず患者の肉体的・精神的苦痛を大きく軽減する「ポリマーゲル」の開発に成功した関西大学化学生命
工学部に大きな魅力を感じ、進学を希望しました。
　私がめざすのは化学の力に人の心を加えたものづくりです。先進的な理数教育を行う高校で学んだ私は、大好きな化学分野でのも
のづくりが医療分野で活用され、怪我や病の重症化を未然に防げることに大きな期待を抱いています。将来は医療用ポリマー開発研究
など関節や骨の再生という予防医療に役立つものづくりに携わり、祖母のように怪我や病に苦しむ人々の役に立つことが目標です。

「ポリマーゲル」に大きな可能性を感じ、予防医療に役立つ人材になるため進学を決意。

化学・物質工学科

京都府
市立 紫野高等学校出身
2022年度 入学生

谷 葉月

化学・物質工学科

長野県
県立 諏訪清陵高等学校出身
2022年度 入学生

高橋 良空
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化学生命工学部長・教授 長岡 康夫

化学生命工学部 「ものづくり」に必要な知識・技術と想像性を備えた人材を
育てていきたい。

　化学生命工学部のコンセプトは「ものづくり」。自然現象に興味をもち、人間社会に役立つもの－材料や素材、生体分子など－
を解明し、つくることに興味のある人、解明し、つくったものを社会に役立てたいという強い信念をもった人を待っています。
　大学では「ものづくり」の知識や技術を学ぶとともに、ものごとを広く見る想像力あふれる視野を養ってもらいます。過去を
ふりかえると、生活に役立つことをめざした新たな材料・素材が、思わぬところで環境汚染の一因になることがありました。これ
からは、つくったものがどう使われていくのかを想像し、引き起こすかもしれない負の結果への配慮も必要です。化学生命工学
部は、さまざまな場面を想像できる広い視野をもった研究者・技術者を育てることをめざしています。
　1年次には少人数クラスで科学的に問題を発見し、解決への思考ができるような発想力、想像力を養うカリキュラムも組ん
でいます。学生たちが高いモチベーションを持続し、展開していけるようにさまざまな学習環境を提供していきます。その刺激
をうけて学生自身が主体性をもち、受け答えできる思考能力を積み上げてもらいたいと思っています。与えられた環境のなか
で自ら成長していこうとする意欲のある学生を、AO入試の志願者に期待しています。
　従来の「活動実績評価型」AO入試での第１次選考では、目的意識の高さ、想像力、集中力を見ます。何かをつくりだす創造
性、意欲を表して欲しいと思います。「ものづくり」に関連する経験や意識などが明確に書いてあるとよいと思います。さまざま
な価値観をもった人と交流した経験－クラブ活動やボランティア活動などの経験－、さらにひとつのことに対して困難に乗り越
えながら打ち込んだ経験なども重要と思います。
　これからの技術者・研究者にはコミュニケーション能力が必要です。科学技術の進歩にともないさまざまな専門分野の研究
者・技術者が協力していくチームワークが必要な時代です。第２次選考の面接では、話のポイントを捉え、受け答えができるか
どうか、応対のなかに垣間見える人間性と、コミュニケーション能力（聞く・読む・話す・書く能力）を見ます。初対面の人と広がり
のある会話ができることは研究者・技術者にとっても重要だからです。
　2019年度より「活動実績評価型」に加えた「関西大学メディカルポリマー（KUMP）型」のAO入試を導入いたしました。KUMP型は「関大で開発されたメディカルポリマー
（KUMP）を活用した医療器材の開発」の将来を担う研究者・技術者をめざす意欲ある志願者を期待しております。第1次選考では、WEB講義を視聴し、そのレポートから「意欲」と
「素質」を見ます。第2次選考では、講義を受講し、それをまとめた資料をもとに、基礎学力の能力を含めて面接（試問を含む）により、基礎学力・基礎技能・思考力・表現力・意欲を見ま
す。実力が発揮できるように日頃の勉学を意欲的に進めてください。

合格者からのメッセージ

　同居していた祖母が難病指定の病気にかかり、免疫抑制剤の服用を余儀なくされました。投薬の効果で日常生活は取り戻せた
ものの体臭が大きく変化し、本人も家族も悩まされた経験から、においによる不快感は我慢するだけでは根本的な解決には繋がら
ないと痛感しました。関西大学化学生命工学部を志望したのは、芳香剤でごまかさず生活の中に溶け込んで「におい」の問題を解
決してくれる仕組みを化学の力で実現したいと考えたためです。
　祖母のような高齢者や病と闘う人のクオリティ・オブ・ライフを守る手立てになる研究を行い、患者だけでなく家族や医療従事
者、介護職員の方々の生活空間や職場の環境の質を高めることに繋げていきたいと考えています。卒業後は化学の力で人々の
暮らしや命を守り、社会に貢献することが目標です。

身近な「におい」の問題を化学で解決し、人々の快適な暮らしを守り社会に貢献したい。

出願書類を作成する上で工夫した点や苦労した点は？
　限られた文字数の中で自身の活動内容が伝わるよう、丁寧に内容を考えました。自らの努力を文章で伝え、入学後は何を学
び将来に役立てたいかなど、夢を叶えるために関西大学で学びたいという思いが客観的に伝わる表現を工夫しました。

AO入試の受験を考えている受験生へのメッセージ・アドバイス
　ＡＯ入試は学力以外の面も評価してもらえる点が最大のメリットだと思います。出願書類の準備や面接練習にかなり時間が
かかるため、早めに取り掛かってください。受験勉強は大切ですが、貴重な高校生活も充実させてください。応援しています。

所属学部を志望したきっかけは？
　祖母は膝が悪く人工関節を使用しており、消耗が激しく新しいものに変える手術を繰り返してきました。もっと体への負担が軽
い方法がないか調べたところ、関西大学化学生命工学部が化学の力を駆使し、人工関節の研究を行っていると知ったためです。

第2次選考の対策はどのようにしましたか？
　第2次選考のレポート作成に向け、文章を簡潔にまとめることを意識しました。また面接ではどのような質問をされるか
を想定し、回答を用意しつつ相手の目を見てハキハキ話せるように繰り返し練習しました。

　私の祖母は過去に膝関節を傷め、手術を行ったものの現在は車椅子の生活を送っています。そんな祖母の姿を見ていた私は、怪我
や病気で傷ついた患部を切開せず患者の肉体的・精神的苦痛を大きく軽減する「ポリマーゲル」の開発に成功した関西大学化学生命
工学部に大きな魅力を感じ、進学を希望しました。
　私がめざすのは化学の力に人の心を加えたものづくりです。先進的な理数教育を行う高校で学んだ私は、大好きな化学分野でのも
のづくりが医療分野で活用され、怪我や病の重症化を未然に防げることに大きな期待を抱いています。将来は医療用ポリマー開発研究
など関節や骨の再生という予防医療に役立つものづくりに携わり、祖母のように怪我や病に苦しむ人々の役に立つことが目標です。

「ポリマーゲル」に大きな可能性を感じ、予防医療に役立つ人材になるため進学を決意。

化学・物質工学科

京都府
市立 紫野高等学校出身
2022年度 入学生

谷 葉月

化学・物質工学科

長野県
県立 諏訪清陵高等学校出身
2022年度 入学生

高橋 良空

【AO入試のポイント】
●選考委員各自が出願書類を読み、広く社会的に認められた活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかどうかを評価します。
●入学志望理由、高等学校での成績などがAO入試の趣旨に適しているかどうかを判断します。
●受験生のアピールしている内容が化学・物質工学科をめざす者としてどのように関係し、入学後に専門分野に取り組むのにどのように活かされるのかを評価します。
●入学後は一般入試で合格した学生と同じ講義を受け、演習・実験を行わなければならないため、特に理系科目（化学・数学・物理など）を十分にマスターしていること
が重要と考えます。

第１次選考（書類選考）について

　２名の選考委員が、「調査書」、「入学志望理由書」、PRポイントとアピール内容を示す証明書類などを、次に示す評価ポイントを中心に評価します。

●広く社会的に認められた活動や資格を有しているかどうか、入学後に専門分野の知識を修得する基礎学力があるかどうかなどを評価します。
●受験生のアピールしている内容については、化学・物質工学科における専門分野の教育と直接関係するものを高く評価しますが、クラブ活動、ボランティア活動、
生徒会活動の取り組みなども評価します。

2022年度　結果と講評

化学・物質工学科 【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、３名の面接員が次に示す評価ポイントをもとに総合的に判断します。

　次の点について評価して合否を決定します。
●受験生のアピールしている内容が、化学・物質工学科において専門教育を受けることにどのように関係し、どのように活かされるのかを見極めます。
●大学の教育理念、化学・物質工学科の特徴および化学・物質工学科を専攻することの意義を理解しているかどうかを見極めます。
●一般入試で合格した学生との学力差がなく、専門分野の授業についていけるかどうかを見極めます。

■ 実施概要

〈第１次選考（書類選考）〉

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント

　出願書類から、科学に関する研究活動やクラブ活動に積極的に取り組み、それを成し遂げようとする意欲が感じられました。また、各種資格取得に積極的に取り組む姿勢も認
められました。これらの取り組みに基づいて、化学・物質工学科でのさらなる学びへの意欲や新たな学びへの好奇心が志望動機として十分に伝わった志願者は第１次選考を合
格としました。

〈第２次選考（面接）〉
　面接では、志望理由書に記載されたこれまでの取り組みについて質問し、さらなるアピール点を確認するとともに、その取り組みと化学・物質工学科での学びへの意欲との関連
性を評価しました。さらに、化学・数学・物理などに関する基礎学力が、化学・物質工学科で学習していくうえでの必要な一定の水準を確保しているか、また入学後、化学・物質工学
科で化学や物質に関する知的好奇心を持って学習に励んでくれるかという点を踏まえて総合的に判断し、合否を判定しました。
　なお、より高度な内容を含む大学での専門教育科目の修得には、十分高いレベルの基礎学力が必要です。合格した諸君が大学入学までの時間を有効に活かし、大学入学前
教育に熱心に取り組まれ、大学入学後の勉学に備えられることを期待します。

化学生命工学部
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【AO入試のポイント】
●受験生のアピールしている内容が、関大メディカルポリマー（KUMP）が期待する人物像に合致するか、KUMPの取り組む研究に将来従事する素養があるか、
入学後に専門分野に取り組むのにどのように活かされるのかを評価します。

●選考委員各自が出願書類として提出された「課題レポート」をもとに、Web講義の内容が理解できており、その内容が的確にまとめられているかを確認します。
●入学志望理由、高等学校での成績などがAO入試KUMP型の趣旨に適しているかどうかを判断します。
●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義を受け、演習・実験を行わなければならないため、特に理系科目を十分に修得していることが重要と考えます。

第１次選考（書類選考）について

　３名の選考委員が「入学志望理由書」、「調査書」などが基準を満たしているかを評価します。さらには、「課題レポート」についてはWeb講義の内容が理解
できており、課題レポートが的確にまとめられているか、その内容と理解度が最低限をクリアしているかなどを評価します。

　工学の基礎となる高校課程の数学と理科の学習内容を十分習得していることに加えて、特に｢関大メディカルポリマー（KUMP）の研究内容と関連した材料
やしくみの設計を通した『ものづくり』によって社会に貢献する目的意識の強い学生｣、｢好奇心が強く新しい事象を学んだり新しい価値を生み出したりすること
に喜びを感じることのできる学生｣、｢単に知識を増やすだけでなく自ら考えることのできる学生｣かを評価します。

2022年度　結果と講評

化学・物質工学科 【関大メディカルポリマー（KUMP）型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、面接員の評価をもと
に総合的に判断します。

●関大メディカルポリマー（KUMP）の研究内容と関連した材料やしくみの設計を通した『ものづくり』によって社会に貢献する目的意識の強い学生かを見極めます。
●「好奇心が強く新しい事象を学んだり新しい価値を生み出したりすることに喜びを感じることのできる学生｣かを見極めます。
●化学・物質工学科の特徴、大学の教育理念および化学・物質工学科を専攻することの意義を自分なりに理解しているかどうかを見極めます。
●常に科学について強い関心を有しているかについても評価します。
●一般入学試験で合格した学生との学力差がなく、専門分野の授業についていけるかどうか基礎学力全般も見極めます。

■ 実施概要

〈第１次選考（書類選考）〉

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント

　「課題レポート」は積極的に取り組んだ跡が認められました。しかしながら、高等学校の教科書レベルの内容を誤って解釈している例が散見されました。今後はWeb講義と高等学
校の教科書内容を関連づけて課題に取り組むことを期待します。志望動機についても十分に語られているものの、やや一面的な部分もありました。「課題レポート」において
KUMPと志望動機の関連性に関する記述や、本学で学びたいことが十分に伝わった志願者は第１次選考を合格としました。

〈第２次選考（面接）〉
　面接では、当日のセミナーの理解度やその内容をまとめたレポートをもとに、基礎的内容の理解度の確認をしました。また、｢単に知識を増やすだけでなく自ら考えることのできる学生｣か
の確認や、KUMPで取り組みたい内容や興味のある医療機器についても問いました。さらには、数学(特に微積分)と物理および化学に関する基礎学力が、化学・物質工学科で学習してい
くうえでの必要な一定の水準を確保しているか、また入学後、化学・物質工学科で化学や物質に関する知的好奇心を持って学習に励んでくれるかという点を踏まえて総合的に判断し、合格
の評価をしました。
　なお、より高度な内容を含む大学での専門教育科目の修得には、高いレベルの基礎学力が必要です。合格した諸君が大学入学までの時間を有効に活かし、大学入学前教育
に熱心に取り組まれ、大学入学後の勉学に備えられることを期待します。
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【AO入試のポイント】
●受験生のアピールしている内容が、関大メディカルポリマー（KUMP）が期待する人物像に合致するか、KUMPの取り組む研究に将来従事する素養があるか、
入学後に専門分野に取り組むのにどのように活かされるのかを評価します。

●選考委員各自が出願書類として提出された「課題レポート」をもとに、Web講義の内容が理解できており、その内容が的確にまとめられているかを確認します。
●入学志望理由、高等学校での成績などがAO入試KUMP型の趣旨に適しているかどうかを判断します。
●入学後は一般入学試験で合格した学生と同じ講義を受け、演習・実験を行わなければならないため、特に理系科目を十分に修得していることが重要と考えます。

第１次選考（書類選考）について

　３名の選考委員が「入学志望理由書」、「調査書」などが基準を満たしているかを評価します。さらには、「課題レポート」についてはWeb講義の内容が理解
できており、課題レポートが的確にまとめられているか、その内容と理解度が最低限をクリアしているかなどを評価します。

　工学の基礎となる高校課程の数学と理科の学習内容を十分習得していることに加えて、特に｢関大メディカルポリマー（KUMP）の研究内容と関連した材料
やしくみの設計を通した『ものづくり』によって社会に貢献する目的意識の強い学生｣、｢好奇心が強く新しい事象を学んだり新しい価値を生み出したりすること
に喜びを感じることのできる学生｣、｢単に知識を増やすだけでなく自ら考えることのできる学生｣かを評価します。

2022年度　結果と講評

化学・物質工学科 【関大メディカルポリマー（KUMP）型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、以下の評価ポイントの項で述べている点について、面接員の評価をもと
に総合的に判断します。

●関大メディカルポリマー（KUMP）の研究内容と関連した材料やしくみの設計を通した『ものづくり』によって社会に貢献する目的意識の強い学生かを見極めます。
●「好奇心が強く新しい事象を学んだり新しい価値を生み出したりすることに喜びを感じることのできる学生｣かを見極めます。
●化学・物質工学科の特徴、大学の教育理念および化学・物質工学科を専攻することの意義を自分なりに理解しているかどうかを見極めます。
●常に科学について強い関心を有しているかについても評価します。
●一般入学試験で合格した学生との学力差がなく、専門分野の授業についていけるかどうか基礎学力全般も見極めます。

■ 実施概要

〈第１次選考（書類選考）〉

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント

　「課題レポート」は積極的に取り組んだ跡が認められました。しかしながら、高等学校の教科書レベルの内容を誤って解釈している例が散見されました。今後はWeb講義と高等学
校の教科書内容を関連づけて課題に取り組むことを期待します。志望動機についても十分に語られているものの、やや一面的な部分もありました。「課題レポート」において
KUMPと志望動機の関連性に関する記述や、本学で学びたいことが十分に伝わった志願者は第１次選考を合格としました。

〈第２次選考（面接）〉
　面接では、当日のセミナーの理解度やその内容をまとめたレポートをもとに、基礎的内容の理解度の確認をしました。また、｢単に知識を増やすだけでなく自ら考えることのできる学生｣か
の確認や、KUMPで取り組みたい内容や興味のある医療機器についても問いました。さらには、数学(特に微積分)と物理および化学に関する基礎学力が、化学・物質工学科で学習してい
くうえでの必要な一定の水準を確保しているか、また入学後、化学・物質工学科で化学や物質に関する知的好奇心を持って学習に励んでくれるかという点を踏まえて総合的に判断し、合格
の評価をしました。
　なお、より高度な内容を含む大学での専門教育科目の修得には、高いレベルの基礎学力が必要です。合格した諸君が大学入学までの時間を有効に活かし、大学入学前教育
に熱心に取り組まれ、大学入学後の勉学に備えられることを期待します。

化学生命工学部

化学・物質工学科

生命・生物工学科

化学・物質工学科

活動実績評価型

関大メディカルポリマー（ＫＵＭＰ）型

学科（専攻・専修）

計

学部

1

1

2

4

合格者

2

1

2

5

合格者

2

1

2

5

5

3

志願者
募集人員

第２次選考第１次選考

【AO入試のポイント】
●受験生自らが誇りを持って説明・アピールできる活動実績が、生命・生物工学科を志望する動機とどのように関わっているのかを評価の対象としました。特に
活動実績を達成するために工夫した点など、自身の活動をわかりやすく説明できるかも評価の対象としました。

●大学で学ぶ講義内容を理解できる基礎学力を有しているかを判断するため、高校での学業成績と面接（第２次選考）内容も考慮しました。
●面接（第２次選考）では、活動実績の内容、入学志望理由、コミュニケーション能力、勉学意欲、大学での修学に必要な基礎学力の確認などを評価の対象としました。

第１次選考（書類選考）について

　選考委員２名が個別に第１次選考資料を閲覧し、（1）出願資格（活動実績等）が生命・生物工学科を志望する動機とどのように関わっているのか、（2）一般
入試ではなくAO入試で受験する理由、（3）基礎学力などを総合的に判断し、２名の評価に基づき合否を判定しました。

●広く社会的に認められる活動や資格を有し、学力・人物ともに優れているかを評価します。また、入学後に共通教養科目や専門教育科目（専門分野）を修学
するために必要な基礎学力があるかを確認し、評価します。
●受験生のアピールしている活動実績が、大学における専門分野の教育と直接関係ないもの（例えば、学術・文化・ボランティア・スポーツ活動など）でも、その
取り組み方や内容等を評価の対象としています。

2022年度　結果と講評

生命・生物工学科 【活動実績評価型】
※以下の内容は2022年度の結果と講評です。2023年度AO入試の詳細につきましては、必ず「2023年度AO入学試験要項」でご確認ください。

■ 実施概要

評価ポイント

第２次選考（面接）について

　第１次選考合格者について、面接員３名による個人面接（約30分）を実施し、３名の面接員の評価をもとに総合的に判断しました。

●受験生本人のアピールできる活動実績において、達成するために工夫した点などをわかりやすく説明できているか。
●生命・生物工学科の特徴、生命・生物工学科を専攻することの意義を自分なりに理解しているか。
●共通教養科目や専門教育科目（専門分野）を修得できる基礎学力を有しているか。
●コミュニケーション能力や勉学に対する意欲、努力、熱意をもちあわせているか。

■ 実施概要

〈第１次選考（書類選考）〉

評価ポイント

選考委員・面接員のコメント

　活動実績の内容が一般的なレベル以上であること、その実績がグループ活動や高校のコース内での活動である場合は、自ら考え、主導的な立場で関わっていることを出願書類など
から判断して評価しました。とくに挫折や失敗を乗り越える力（レジリエンス）について評価しました。また、生命・生物工学科への入学志望理由がしっかりしており、大学での勉学・研究
等に対して主体的に取り組む意欲が感じられるかを評価しました。

〈第２次選考（面接）〉
　実績の説明や質疑応答を通じて十分に自己アピールできることが求められます。質問に対しては、あらかじめ準備した内容を返答するだけでなく、自らの言葉で、自らの考えを伝える
ことができているか、出願書類に書かれた内容以上に踏み込んだ質問をした際に、的確に返答できるか、そこに個性や新鮮さ、熱意が感じられるかを評価しました。志望動機等に関
連した基礎学力の簡単な確認も行い、総合的判断による選考を行いました。

■ 2022年度AO入学試験 志願者数・合格者数

化学生命工学部
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A O 入 試 &Q A
Q 外国語の資格や社会的に高い評価を得ている実績があれば、

第１次選考（書類選考）が合格になることはありますか？

A 法学部【Ⅰ型】において、指定する英語外部試験のグレード
またはスコアを有する者は、第１次選考を合格とします。
詳細については「2023年度AO入学試験要項」〈学部で特に
定める基準等〉でご確認ください。

Q ○○検定◇級しかもっていないのですが、AO入試に出願
できますか？

A 本学のAO入試は、提出していただいた入学志望理由書や資
格、調査書等を総合的に評価しています。
そのため最も重要なのは、取得している資格と、志望する学
部における勉学との結びつきがアピールできることです。例
えば「資格をもっている」や「○○な活動をした」、「◇◇の
経験がある」というだけではなく、あなたが出願の際に、そ
の活動における成果を志望する学部での学びに結びつけて自
己アピールすることが大切です。
なお、学部によっては、「2023年度AO入学試験要項」に例示
をあげているので参考にしてください。また、文学部【外国語
能力重視型】、経済学部【社会人】および外国語学部 B【クロ
ス留学】・C【英語教員】では出願資格として基準となる外国語
検定試験のグレードまたはスコアを設けています。詳細につい
ては「2023年度AO入学試験要項」〈学部で特に定める基準等〉
でご確認ください。

Q 3カ月の留学に行っていました。
留学していたのは短期間ですが、AO入試の活動実績に含
まれますか？

A 各学部の出願要件において、留学期間の指定は行っていませ
ん。留学期間が長ければ有利、短ければ不利、といったこと
ではなく、その経験と志望する学部における勉学との結びつ
きをアピールできることが重要です。もちろん、ただ単に「留
学してきました」というだけでAO入試に合格できるもので
はありませんので、その経験からご自身がどのようなことを
学び、感じたのか、学部の学びにどう生かしたいのかしっか
りと考えてみてください。

Q AO入試について、各学部での倍率はどの程度ですか？

A 昨年度のAO入試結果については各学部の「2022年度 結果
と講評」（P3～P45）に記載の「2022年度AO入学試験 志
願者数・合格者数」で確認できます。
しかしながら、AO入試の受験で最も重要なことは、これま
での活動経験や資格等と志望する学部における勉学との結び
つきをアピールできることです。合格倍率だけで出願学部・
出願方式を考えるのでなく、あなたが本当に学びの意欲をも
てる学部へ、ご自身の強みを最大限にアピールできるような
方式で出願してください。

Q AO入試の過去問題（第２次選考）はどこでもらえますか？

A AO入試の過去問題は公開していません。
ただし、AO入試ガイドブックではP3～P45に各学部の

「2022年度 結果と講評」として、各学部の実施概要や評価ポ
イント等を掲載しています。また、オープンキャンパスにて
AO入試説明会を行う予定ですので、参考にしてください。

Q AO入試は専願ですか？

A 「2023年度AO入学試験要項」では専願としていませんが、「関
西大学における志望学部での勉学を強く希望する者」として出
願資格に定めていますので、この趣旨をご理解いただいたうえ
で出願してください。なお、複数学部を併願することはできま
せん。第２次選考日やキャンパス、評価型が異なる場合も同様です。

Q AO入試とSF入試を併願することはできますか？

A AO入試・SF入試を同時に出願することは可能ですが、第１
次選考に両入試とも合格した場合は、どちらかの入試を選択
して第２次選考の出願をしてください。

Q AO入試において、推薦書は「出願資格を証明する資料」
として扱ってもらえますか？

A 外国語学部で出願する場合は、「推薦書」の提出が必須になり
ます。また、社会学部では「出願資格を証明する資料」がな
い場合に限り、顧問教諭や当該施設・団体の長等によって活
動実績を証明するために作成された「活動実績に関する推薦
書」に代えることができます。詳細については「2023年度
AO入学試験要項」でご確認ください。
なお、その他の学部では、推薦書を出願資格を証明する資料
としては取り扱いません。
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GUIDE BOOK　2023
アドミッション・オフィス入学試験(AO入試)

Admission Off ice 2023

2023年度AO入学試験要項・出願書類（同封物）は以下のURLからダウンロードすることもできます。

●関西大学入学試験情報総合サイト Kan-Dai web

https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/

AO入試についてのお問い合わせ 関西大学 入試センター 入試・高大接続グループ  
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3丁目3番35号 06-6368-1121（大代表）

AO入学試験要項最新情報はここから！

今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、選考方法等を変更する場合がありますので、必ず「関西大学入学試験情報総合サイト 
Kan-Dai web」（https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/）の「最新情報」もあわせてご確認ください。

関西大学のAO入試とは

選考方法

AO入試 選考カレンダー

AO入試 イベントカレンダー（予定）

2023年度 AO入試の主な変更点について

選考者・合格者からのメッセージ／2022年度 結果と講評

AO入試 Q&A
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