2020 年 1 月
関西大学

2021 年度「一般選抜」について（更新）

2021 年度「一般選抜」
（現行の「一般入学試験」
、「センター利用入学試験」）は、下記の
とおりとします。ただし、
「センター利用入学試験」は、2021 年度から「大学入学共通テス
ト」を利用する入試に変更となります。なお、本内容はこれまで公表していたものに追加・
更新した内容であり、今後さらに詳細な取り扱いを決定次第、順次周知していきます。

記
1. 「一般選抜」について
2021 年度「一般選抜」は、2 月 1 日から 7 日までの 7 日間で実施します。
実施日

2 月 1 日～3 日
 文系学部、総合情報学部・

実施方針

2月4日
 総合情報学部

2 月 5 日～7 日
 文系学部、総合情報学部・

社会安全学部は毎日実施

 他学部の実施に

社会安全学部は毎日実施

 理工系学部は期間中１日

ついては検討中

 理工系学部は期間中２日

実施

実施

※ 上記には「大学入学共通テスト」併用型入試を含みます。詳細については決定次第、周知します。
※ 各学部の実施日については、今後変更になる可能性があります。

また、
「大学入学共通テスト」を利用する入試（個別学力検査を課さない入試）につい
ては、現行（2020 年度入試の「センター前期」「センター後期」
）と同様に行います。
なお、3 月に実施する入試としては、本学の個別学力検査で判定する入試（2020 年度入
試の「後期日程」3 月 3 日・4 日実施）は行わず、
「大学入学共通テスト」のみで判定する
入試を行います。

2. 「一般選抜」の教科・科目、選抜方式について
2021 年度「一般選抜」は、現行（2020 年度入試）の「一般入学試験」および「センタ
ー利用入学試験」の教科・科目、選抜方式を踏襲することを基本とします。
具体的には、文系学部は「英語」
「国語」
「地理歴史、公民または数学」3 教科を課す方
式を基本として、学部・実施日によっては 2 教科を課す方式を設定します。理工系学部は
「英語」
「数学」
「理科」の 3 教科を基本として個別学力検査の試験教科・科目を設定しま
す。総合情報学部、社会安全学部は「英語」
「国語」
「数学」の中から 2 教科を課す方式（総
合情報学部の 3 教科から 2 教科を選択受験させる方式を含む）とともに、
「英語」
「国語」
「地理歴史、公民または数学」の 3 教科を課す方式を実施します。

3. 英語外部試験の取り扱い
（1）本学の個別学力検査のみで判定する入学試験（現行の一般入学試験）での取り扱い
「学部が定める英語外部試験の基準を満たした人に出願を認める方式」を法学部・文学
部・経済学部・政策創造学部・人間健康学部・社会安全学部で実施します。また、外国
語学部では「学部が定める英語外部試験の基準を満たした場合に『外国語』を満点とみ
なす方式」を実施します。
英語外部試験の各学部の定める基準を別表のとおり見直しました。また、2021 年度入
学試験での英語外部試験のスコアについては、2019 年 1 月以降に受験したものを有効と
します。
なお、英語外部試験を利用しない方式も従来どおり実施します。
（2）
「大学入学共通テスト」を利用する入学試験（現行のセンター利用入学試験）での取り
扱い
大学入学共通テストを利用する入学試験において、大学入試英語成績提供システムを
利用すると公表しておりましたが、文部科学省において同システム導入を見送ることが
決定されたことに伴い、既に公表していた同システムの利用は取り止めることになりま
した。
なお、現行と同様に、英語外部試験を利用しない方式を実施するとともに、一部の学
部では、以下のとおり英語外部試験を利用します。
システム理工学部では「学部が定める英語外部試験の基準を満たした人に出願を認め
る方式」を実施します。また、文学部において、新たに「学部が定める英語外部試験の
基準を満たした人に出願を認め、共通テストの得点に、英語外部試験のスコア・グレー
ドに応じた得点を加えて合否を判定する方式」を実施します。
英語外部試験の各学部の定める基準は別表のとおりです。また、2021 年度入学試験で
の英語外部試験のスコアについては、2019 年 1 月以降に受験したものを有効とします。

4. 調査書の取り扱い
2021 年度「一般選抜」では、調査書の記載内容を合否判定に活用することはしません。
これまでと同様、出願資格の確認、入学後の学生指導や、次年度以降の入学試験制度の検
討に利用します。

5. JAPAN e-Portfolio の取り扱い
2021 年度「一般選抜」では、JAPAN e-Portfolio のデータを選抜には利用しません。
ただし、入学後の学生指導や、次年度以降の入学試験制度の検討に利用するために、任
意でのデータ提供をお願いすることを計画しています。

6. 「大学入学共通テスト」の取り扱い
「一般選抜」の一部（現行の「センター利用入学試験」にあたるもの）において「大学

入学共通テスト」の成績を利用することとし、現行の「センター利用入学試験」で実施す
る方式に準じて実施します。
なお、
「大学入学共通テスト」の「国語」と「数学Ⅰ・数学Ａ」は記述式問題の成績も
合わせて利用すると公表しておりましたが、文部科学省において記述式問題の導入を見
送ることが決定されたことに伴い、記述式問題の成績の利用は取り止めることになりま
した。

※

今後、選抜方法の見直し等により変更が生じることがありますので、選抜方法の詳細は、
2020 年 6 月に発行する「入試ガイド」等により確認してください。

以 上

別 表
1. 本学の個別学力検査のみで判定する入学試験（現行の一般入学試験）での取り扱い
法学部、文学部、経済学部、政策創造学部、人間健康学部、社会安全学部では、以下の基準を
満たした人に出願を認める方式を実施します。
英語外部試験の基準（CEFR B1 レベル以上）
Cambridge English B1 Preliminary(for Schools を含む)以上を受験し、140 点以上を取得した者
実用英語技能検定 2 級以上を受験し、CSE スコア 1950 点以上を取得した者（CBT、S-CBT、S-Interview も対象となります）
GTEC(4 技能) Advanced または CBT を受験し、960 点以上（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE に限る）を取得した者
IELTS 4.0 以上（アカデミック・モジュールに限る）
TEAP(Reading/Listening+Writing+Speaking) 225 点以上

TEAP CBT(4 技能) 420 点以上

TOEFL iBT○R 42 点以上

TOEIC○R Tests 790 点（L&R 550 点以上、S&W 240 点以上） ※
※ 2022 年度「一般選抜」以降は、TOEIC○R Tests を対象としません。

外国語学部では、以下の基準を満たした場合に「外国語」を満点とみなす方式を実施します。
英語外部試験の基準（CEFR B2 レベル以上）
Cambridge English B2 First(for Schools を含む)以上を受験し、160 点以上を取得した者
実用英語技能検定 準 1 級以上を受験し、CSE スコア 2300 点以上を取得した者（CBT、S-CBT、S-Interview も対象となります）
GTEC(4 技能) Advanced または CBT を受験し、1190 点以上（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE に限る）を取得した者
IELTS 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

TOEIC○R Tests 1095 点以上（L&R 785 点以上、S&W 310 点以上）※
※ 2022 年度「一般選抜」以降は、TOEIC○R Tests を対象としません。

TOEFL iBT○R 72 点以上

2.「大学入学共通テスト」を利用する入学試験（現行のセンター利用入学試験）での取り扱い
文学部では、以下の基準を満たした人に出願を認め、共通テストの得点に、英語外部試験の
スコア・グレードに応じた得点を加えて合否を判定する方式を実施します。なお、加算する得
点の詳細については、決定次第、周知します。
システム理工学部では、以下の基準を満たした人に出願を認める方式を実施します。
英語外部試験の基準（CEFR B1 レベル以上）
Cambridge English B1 Preliminary(for Schools を含む)以上を受験し、140 点以上を取得した者
実用英語技能検定 2 級以上を受験し、CSE スコア 1950 点以上を取得した者（CBT、S-CBT、S-Interview も対象となります）
GTEC(4 技能) Advanced または CBT を受験し、960 点以上（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE に限る）を取得した者
IELTS 4.0 以上（アカデミック・モジュールに限る）
TEAP(Reading/Listening+Writing+Speaking) 225 点以上

TEAP CBT(4 技能) 420 点以上

TOEIC○R Tests 790 点（L&R 550 点以上、S&W 240 点以上） ※
※ 2022 年度「一般選抜」以降は、TOEIC○R Tests を対象としません。

TOEFL iBT○R 42 点以上

