
（３）２０２２年度総合型選抜

（ア）　教育学部 　総合型選抜（大学入学共通テストを課すもの）

　教育学部　学校教育教員養成課程
　　　　　　　小学校教育コース
　　　　　　　中学校教育コース
　　　　　　　特別支援教育コース
　　　　　　　幼児教育コース
　　　　　　養護教諭養成課程

　　学校教育教員養成課程
　　　小学校教育コース　　　　　　３０人
　　　中学校教育コース（国語）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（社会）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（数学）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（理科）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（音楽）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（美術）　　　５人
　　　　　　〃　　　　（保健体育）　５人
　　　　　　〃　　　　（技術）　　　３人
　　　　　　〃　　　　（家庭）　　　３人
　　　　　　〃　　　　（英語）　　　５人
　　　特別支援教育コース　　　　　　５人
　　　幼児教育コース　　　　　　　　５人
　　養護教諭養成課程　　　　　　　１０人

次の１～２のいずれにも該当する者で，岡山大学教育学部での勉学を強く希望し，合格した場合
には必ず入学することを確約できるもの

　１　令和４年度大学入学共通テストの受験を要する教科・科目を受験する者
　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び２０２２年３月までに卒
　　業見込みの者

　　令和４年度大学入学共通テストの成績，面接（口述試験等を含みます。課程・コース・教科に
   よっては，発表，実技試験，作品・作品集の評価等を含みます。）の結果及び書類審査（自己推
　薦書，調査書）を総合して行います。学校教育教員養成課程中学校教育コース（英語）において
　は，英語資格・検定試験の成績を書類審査に含めて評価します。英語資格・検定試験の成績の提
　出は，任意とします。英語資格・検定試験の成績は２０２０年４月以降に受験したものとします。
　　大学入試センターから認定された英語資格・検定試験の種類で，４技能を測る試験の成績証明
　書を提出してください。大学入試センターから認定された英語資格・検定試験の種類は，大学入
　試センターの以下のURLを参照してください。なお，詳細は，学生募集要項に示します。
　【URL】大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験
　　　　  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_youken_test.html
　　ただし，上記に関わらず，以下の英語資格・検定試験の成績証明書については下記のとおりと
　します。
　【GTEC】
　　　４技能オフィシャルスコア証明書（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）を有効とします。
　【実用英語技能検定（英検）】
　　　上記URLの内容に加え，従来型（複数日に渡って実施されるもの）も有効とします。

【TOEIC L&R 及び TOEIC S&W】
　　上記URLの内容には含まれていませんが，TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の両方の試験結果を
　提出できる場合は，有効とします。
【TOEFL iBT】
　　TOEFL iBT Home Edition 及び TOEFL iBT Special Home Edition の成績は認めません。

【大学入学共通テストの教科・科目】  [５教科７科目又は８科目，若しくは６教科７科目又は８科目]

　　国（国）
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ）　　　　　　　
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経）
　　理（物，化，生，地学から２若しくは
　　　　物，化，生，地学から１及び物基，化基，生基，地基から２）＊

　又は
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂから１又は２）　　から２
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経から１）
　　理（物，化，生，地学から１若しくは物基，化基，生基，地基から２）＊

　　数（数Ⅰ・数Ａ）
　　　（数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報から１）
　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　＊理科で「基礎を付した科目」と「基礎を付していない科目」を選択する場合，
　　同一名称を含む科目同士の選択はできません。(同一名称を含む科目とは，｢物理｣と｢物理基礎｣等）

　２０２１年１１月　１日（月）から２０２１年１１月　８日（月）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，２０２１年１１月　９日（火）以降に到着したものについては，２０２１年

　１１月　７日（日）の消印のものまで受理します。）

　　実施学部・
　　課程等名

募　集　人　員

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

から１
から３（４）

から３（４）
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　２０２２年　１月２２日（土），１月２３日（日）　面接

　２０２２年　２月１０日（木）

（１）志望課程・コース・教科は第１志望のみ認めます。
（２）コース・専修への配属方法については，以下のとおりです。

○学校教育教員養成課程（小学校教育コース）
入学後，希望及び入試成績等に基づき，配属する専修を決定します。

そ　　の　　他 ただし，地域教育専修への配属は行いません。
○学校教育教員養成課程（中学校教育コース）

入学後，出願した教科に応じた専修に配属します。
○養護教諭養成課程

入学後，養護教育専修に配属します。

合 格 者 発 表 日

選　抜　期　日
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（イ）　法学部 　総合型選抜（大学入学共通テストを課すもの）

実施学部・学科名 　法学部　法学科（昼間コース）

募　集　人　員 　２０人

次の１～２のいずれにも該当する者で，岡山大学法学部での勉学を強く希望し，最終の選抜に
合格した場合には必ず入学することを確約できるもの

　１　令和４年度大学入学共通テストの受験を要する教科・科目を受験する者
　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び２０２２年３月までに卒業
　　見込みの者

　　令和４年度大学入学共通テストの成績，面接（口述試験を含みます。）の結果及び書類審査
　（自己推薦書，調査書）を総合して行います。

　ただし，大学入学共通テストの受験を要する教科・科目の得点が，合格基準点（１２０点）に
　満たなかった場合は不合格者とします。
   　英語資格・検定試験の成績を書類審査に含めて評価します。英語資格・検定試験の成績の提出
　は，任意とします。英語資格・検定試験の成績は２０２０年４月以降に受験したものとします。
　　大学入試センターから認定された英語資格・検定試験の種類で，４技能を測る試験の成績証明
　書を提出してください。大学入試センターから認定された英語資格・検定試験の種類は，大学入
　試センターの以下のURLを参照してください。なお，詳細は，学生募集要項に示します。
　【URL】大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験
　　　　  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_youken_test.html
　　ただし，上記に関わらず，以下の英語資格・検定試験の成績証明書については下記のとおりと
　します。
　【GTEC】
　　　４技能オフィシャルスコア証明書（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）を有効とします。
　【実用英語技能検定（英検）】
　　　上記URLの内容に加え，従来型（複数日に渡って実施されるもの）も有効とします。

【TOEIC L&R 及び TOEIC S&W】
　　上記URLの内容には含まれていませんが，TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の両方の試験結果を
　提出できる場合は，有効とします。
【TOEFL iBT】
　　TOEFL iBT Home Edition 及び TOEFL iBT Special Home Edition の成績は認めません。

　【大学入学共通テストの教科・科目】［１教科１科目］
　　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　２０２１年１１月　１日（月）から２０２１年１１月　８日（月）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，２０２１年１１月　９日（火）以降に到着したものについては，２０２１年

　１１月　７日（日）の消印のものまで受理します。）

　第１次選抜　２０２１年１２月　４日（土）　　面接及び書類審査（募集人員の２倍程度）
　最終選抜　　２０２２年　２月上旬　　　　　　大学入学共通テスト成績，面接評価及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書類審査で総合的に判定

　第１次選抜　２０２１年１２月２７日（月）

　最終選抜　　２０２２年　２月１０日（木）

そ　　の　　他

合 格 者 発 表 日

出　願　資　格

選　抜　期　日

選 抜 方 法 等
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（ウ）　薬学部 　総合型選抜（大学入学共通テストを課すもの）

　薬学部　薬学科
　　　　　創薬科学科

　薬学科　　　　７人
　創薬科学科　　５人

次の１～２のいずれにも該当する者で，岡山大学薬学部での勉学を強く希望し，合格した場合
には必ず入学することを確約できるもの

　１　令和４年度大学入学共通テストの受験を要する教科・科目を受験する者
　２　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び２０２２年３月までに卒業
　　見込みの者

　　令和４年度大学入学共通テストの成績，小論文（英文の資料を用いて出題することがあります。），
　面接（口述試験を含みます。）の結果及び書類審査（自己推薦書，調査書）を総合して行います。

　【大学入学共通テストの教科・科目】［５教科７科目］
　　国（国）
　　地歴（世Ａ，世Ｂ，日Ａ，日Ｂ，地理Ａ，地理Ｂ）　 から１
　　公民（現社，倫，政経，倫・政経）
　　数（数Ⅰ・数Ａ）
　　　（数Ⅱ・数Ｂ）
　　理（物又は生から１，化(必須)　の計２）
　　外（英，独，仏，中，韓から１）

　２０２１年１１月　１日（月）から２０２１年１１月　８日（月）１７時（必着）
出　願　期　間 　（郵送にて，２０２１年１１月　９日（火）以降に到着したものについては，２０２１年

　１１月　７日（日）の消印のものまで受理します。）

　２０２１年１２月　４日（土）　小論文，面接（口述試験を含みます。）
選　抜　期　日 　２０２２年　２月上旬　　　　　大学入学共通テスト成績，小論文，面接評価及び

　　　　　　　　　　　　　　　　書類審査で総合的に判定

　２０２２年　２月１０日（木）

そ　　の　　他 　志望学科は第１志望のみ認めます。

合 格 者 発 表 日

出　願　資　格

実施学部・学科名

選 抜 方 法 等

募　集　人　員
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（エ）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　国際入試（４月入学）

　全学一括募集

募　集　人　員 　３人

次の１～４のいずれにも該当する者で，岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
での勉学を強く希望し，最終の選抜に合格した場合には必ず入学することを確約できるもの

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　国の内外を問わず，学校教育における１２年の課程を修了した者及び２０２２年３月
　　　３１日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
　　　※「学校教育における１２年の課程を修了した者」とは，「正規の学校教育における１２
　　　年目の課程を修了した者」を指します。
　　　※１２年未満の課程の場合は，更に指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了し
　　　た者
　　②　外国において，学校教育における１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格し，
　　　２０２２年３月３１日までに１８歳に達する者
　　③　外国において，指定された１１年以上の課程を修了したとされるものであること等の要
　　　件を満たす高等学校に対応する学校の課程で，文部科学大臣が別に指定するものを修了し
　　　た者及び２０２２年３月３１日までに修了見込みの者
　　④　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア
　　　資格を有する者
　　⑤　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を
　　　有する者
　　⑥　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
　　⑦　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認めら
　　　れているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レ
　　　ベル（ＧＣＥＡレベル）資格を有する者
　　⑧　国際的な評価団体（ＷＡＳＣ，ＣＩＳ，ＡＣＳＩ）の認定を受けた教育施設の１２年の
　　　課程を修了した者

　２　日本語能力試験（JLPT）Ｎ１に合格した者又はこれと同等以上の日本語能力を有する者

　３　日本国籍を有しない者にあっては，出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障
　　のない在留資格を有することができる者

　４　２０１９年９月以降に受験した英語資格・検定試験の成績を提出できる者
　　　ただし，直近５年間の主たる教育を英語で受けている場合は，英語資格・検定試験の成績
　　を提出する必要はありません。

　　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書等）により第１次選抜を行い，書類審査に
　よる第１次選抜を合格した者について個人面接を実施します。
　　対象とする英語資格・検定試験の種類は，大学入試センターから認定された英語資格・検定
　試験の種類で，４技能を測る試験の成績証明書を提出してください。大学入試センターから認
　定された英語資格・検定試験の種類は，大学入試センターの以下のURLを参照してください。
　なお，詳細は，学生募集要項に示します。
　【URL】大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験
　　　　  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_youken_test.html
　　ただし，上記に関わらず，以下の英語資格・検定試験の成績証明書については下記のとおりと
　します。
　【GTEC】
　　　４技能オフィシャルスコア証明書（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）を有効とします。
　【実用英語技能検定（英検）】
　　　上記URLの内容に加え，従来型（複数日に渡って実施されるもの）も有効とします。

【TOEIC L&R 及び TOEIC S&W】
　　上記URLの内容には含まれていませんが，TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の両方の試験結果を
　提出できる場合は，有効とします。
【TOEFL iBT】
　　TOEFL iBT Home Edition 及び TOEFL iBT Special Home Edition の成績は認めません。

　２０２１年１０月　１日（金）～２０２１年１０月２９日（金）１７時（必着）

　第１次選抜　２０２１年１１月上旬　書類審査
　最終選抜　　２０２１年１２月　４日（土）　個人面接

　第１次選抜　２０２１年１１月１９日（金）
　最終選抜　　２０２１年１２月２７日（月）

　　やむを得ない理由により英語資格・検定試験の成績を提出することができない場合は，事前に
そ　　の　　他 　その理由を記した理由書の提出を求め，本学において正当な理由であると判断した場合には，

　出願を認めることがあります。

出　願　期　間

出　願　資　格

選 抜 方 法 等

選　抜　期　日

　　実施学部・
　　学科等名

合 格 者 発 表 日
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（オ）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　国際入試（１０月入学）

　全学一括募集

①　第１期募集 (First Period)      １０人
②　第２期募集 (Second Period)　２０人

次の１～３のいずれにも該当する者で，岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
での勉学を強く希望し，最終の選抜に合格した場合には必ず入学することを確約できるもの

　１　次のいずれかに該当する者
　　①　国の内外を問わず，学校教育における１２年の課程を修了した者及び２０２２年９月
　　　３０日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
　　　※「学校教育における１２年の課程を修了した者」とは，「正規の学校教育における１２
　　　年目の課程を修了した者」を指します。
　　　※１２年未満の課程の場合は，更に指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了し
　　　た者
　　②　外国において，学校教育における１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格し，
　　　２０２２年９月３０日までに１８歳に達する者
　　③　外国において，指定された１１年以上の課程を修了したとされるものであること等の要
　　　件を満たす高等学校に対応する学校の課程で，文部科学大臣が別に指定するものを修了し
　　　た者及び２０２２年９月３０日までに修了見込みの者
　　④　スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア
　　　資格を有する者
　　⑤　ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を
　　　有する者
　　⑥　フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者
　　⑦　グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認めら
　　　れているジェネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レ
　　　ベル（ＧＣＥＡレベル）資格を有する者
　　⑧　国際的な評価団体（ＷＡＳＣ，ＣＩＳ，ＡＣＳＩ）の認定を受けた教育施設の１２年の
　　　課程を修了した者

　２　日本国籍を有しない者にあっては，出入国管理及び難民認定法において，大学入学に支障
　　のない在留資格を有することができる者

　３　２０１９年９月以降に受験した英語資格・検定試験の成績を提出できる者
　　　ただし，直近５年間の主たる教育を英語で受けている場合は，英語資格・検定試験の成績
　　を提出する必要はありません。

　　書類審査（成績評価証明書，自己推薦書，評価書等）により第１次選抜を行い，書類審査に
　よる第１次選抜を合格した者について個人面接を実施します。
　　対象とする英語資格・検定試験の種類は，大学入試センターから認定された英語資格・検定
　試験の種類で，４技能を測る試験の成績証明書を提出してください。大学入試センターから認
　定された英語資格・検定試験の種類は，大学入試センターの以下のURLを参照してください。
　なお，詳細は，学生募集要項に示します。
　【URL】大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・検定試験
　　　　  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_youken_test.html
　　ただし，上記に関わらず，以下の英語資格・検定試験の成績証明書については下記のとおりと
　します。
　【GTEC】
　　　４技能オフィシャルスコア証明書（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）を有効とします。
　【実用英語技能検定（英検）】
　　　上記URLの内容に加え，従来型（複数日に渡って実施されるもの）も有効とします。

【TOEIC L&R 及び TOEIC S&W】
　　上記URLの内容には含まれていませんが，TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の両方の試験結果を
　提出できる場合は，有効とします。
【TOEFL iBT】
　　TOEFL iBT Home Edition 及び TOEFL iBT Special Home Edition の成績は認めません。

　①　第１期募集（First Period）
　　　２０２１年１０月　１日（金）～２０２１年１０月２９日（金）１７時（必着）

　②　第２期募集（Second Period）
　　　２０２１年１２月　１日（水）～２０２２年　１月２１日（金）１７時（必着）

　①　第１期募集（First Period）
　　第１次選抜　２０２１年１１月上旬　書類審査
　　最終選抜　　２０２１年１２月　４日（土）　個人面接
　　　
　②　第２期募集（Second Period）
　　第１次選抜　２０２２年　２月中旬　書類審査
　　最終選抜　　２０２２年　３月１２日（土）　個人面接

出　願　資　格

　　実施学部・
　　学科等名

募　集　人　員

選 抜 方 法 等

出　願　期　間

選　抜　期　日
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　①　第１期募集（First Period）
　　第１次選抜　２０２１年１１月１９日（金）
　　最終選抜　　２０２１年１２月２７日（月）

　②　第２期募集（Second Period）
　　第１次選抜　２０２２年　２月２１日（月）
　　最終選抜　　２０２２年　３月２１日（月）

　　やむを得ない理由により英語資格・検定試験の成績を提出することができない場合は，事前に
そ　　の　　他 　その理由を記した理由書の提出を求め，本学において正当な理由であると判断した場合には，

　出願を認めることがあります。

合 格 者 発 表 日
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（カ）　グローバル・ディスカバリー・プログラム　ディスカバリー入試

実施学部・学科名 　全学一括募集

　２７人
　　出願時に希望分野に合わせて文系，理系のいずれか一方を選択し，受験します。この
　区分は，受験上の区分であり，高等学校等における文系，理系の区分とは異なります。
　文系で受験した者から１７人程度，理系で受験した者から１０人程度を合格者とします。
　　文系で受験した者の合格者が１７人に満たない場合は，欠員数を理系で受験した者に
　含めて選抜し，理系で受験した者の合格者が１０人に満たない場合は，欠員数を文系で
　受験した者に含めて選抜します。

次の１～２のいずれにも該当する者で，岡山大学グローバル・ディスカバリー・プログラム
での勉学を強く希望し，最終の選抜に合格した場合には必ず入学することを確約できるもの
１　次のいずれかに該当する者

①　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）を卒業した者及び２０２２年３月
までに卒業見込みの者

②　高等専門学校の第３学年を修了した者及び２０２２年３月までに修了見込みの者
③　外国において，学校教育における１２年の課程を修了した者及び２０２２年３月

３１日までに修了見込みの者又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
④　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教

育施設の当該課程を修了した者及び２０２２年３月３１日までに修了見込みの者
⑤　専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定

める基準を満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大
臣が定める日以後に修了した者及び２０２２年３月修了見込みの者

⑥　国際バカロレア，アビトゥア，バカロレアなど，外国の大学入学資格を保有する者
⑦　高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学

校卒業程度認定試験に合格した者及び２０２２年３月３１日までに合格見込みの者
（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和２６年文部
省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。）

⑧　本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認めた者で，２０２２年３月３１日までに１８歳に達するもの

２　２０１９年９月以降に受験した英語資格・検定試験の成績を提出できる者

　〔注意事項〕
　１　出願資格１－⑧における入学志願者は，出願前に本学において入学資格認定のため
　　の入学資格審査を行いますので，５６ページの学部等別入試担当に問い合わせてくだ
　　さい。
　２　対象とする英語資格・検定試験は，大学入試センターから認定された英語資格・検
　　定試験の種類で，４技能を測る試験の成績証明書を提出してください。大学入試セン
　　ターから認定された英語資格・検定試験の種類は，大学入試センターの以下のURLを
　　参照してください。なお，詳細は，学生募集要項に示します。
　【URL】大学入試英語成績提供システム参加要件を満たしていることが確認された資格・
　　　　  検定試験
　　　　  https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_youken_test.html
　　ただし，上記に関わらず，以下の英語資格・検定試験の成績証明書については下記の
　とおりとします。
　【GTEC】
　　　４技能オフィシャルスコア証明書（OFFICIAL SCORE CERTIFICATE）を有効とします。
　【実用英語技能検定（英検）】
　　　上記URLの内容に加え，従来型（複数日に渡って実施されるもの）も有効とします。

【TOEIC L&R 及び TOEIC S&W】
　　上記URLの内容には含まれていませんが，TOEIC L&R 及び TOEIC S&W の両方の試験
　結果を提出できる場合は，有効とします。
【TOEFL iBT】
　　TOEFL iBT Home Edition 及び TOEFL iBT Special Home Edition の成績は認めません。

　＜文系＞
　　書類審査（自己推薦書，調査書等），記述問題（英語），口述試験（文章読解），プレ
　ゼンテーション及び個人面接（口述試験を含みます。）の結果を総合して行います。

　＜理系＞
　　書類審査（自己推薦書，調査書等），記述問題（英語），記述問題（理系），プレゼン
　テーション及び個人面接（口述試験を含みます。）の結果を総合して行います。

　２０２１年　９月　１日（水）から２０２１年　９月　７日（火）１７時（必着）
　（郵送とし，２０２１年９月　８日（水）以降に到着したものについては，２０２１年
　　９月　６日（月）の消印のものまで受理します。）

出　願　資　格

募　集　人　員

選 抜 方 法 等

出　願　期　間
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　＜文系＞
　第１次選抜　２０２１年　９月中旬　　　　　　書類審査（３４人程度を超えた場合に実施）
　最終選抜　　２０２１年１０月１６日（土）　　記述問題（英語），口述試験（文章読解），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンテーション，個人面接（口述試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を含みます。）

　※英語資格・検定試験で「各資格・検定試験とCEFR
＊

との対照表」（文部科学省（平成３０年
　　３月）作成）に基づくCEFRのB2レベル以上の成績を提出した者は，「記述問題（英語）」
　　の得点を満点と見なし，試験を免除します。
　　【URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/1408564.htm
　＊CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
　　assessment: 外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠)

　＜理系＞
　第１次選抜　２０２１年　９月中旬　　　　　　書類審査（２０人程度を超えた場合に実施）
　最終選抜　　２０２１年１０月１６日（土）　　記述問題（英語），記述問題（理系），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンテーション，個人面接（口述試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を含みます。）

　※英語資格・検定試験で「各資格・検定試験とCEFR
＊

との対照表」（文部科学省（平成３０年
　　３月）作成）に基づくCEFRのB2レベル以上の成績を提出した者は，「記述問題（英語）」
　　の得点を満点と見なし，試験を免除します。
　　【URL】https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/detail/1408564.htm
　＊CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching,
　　assessment: 外国語の学習，教授，評価のためのヨーロッパ共通参照枠)

　第１次選抜　２０２１年　９月２４日（金）
　最終選抜　　２０２１年１１月１２日（金）

　　日本語能力については，大学での講義やオリエンテーションなどを日本語で理解でき
　る程度の能力を有していなければなりません。

やむを得ない理由により英語資格・検定試験の成績を提出することができない場合は，
　事前にその理由を記した理由書の提出を求め，本学において正当な理由であると判断し
　た場合には，出願を認めることがあります。

そ　　の　　他

合 格 者 発 表 日

選　抜　期　日
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