
2019 年 12 月 13 日 

関西福祉大学入試センター 

 

2021 年度関西福祉大学 入学者選抜について（第２報） 

 

関西福祉大学では、2021 年度入学試験（2020 年度実施）においては、学力の３要素（「知識・技能」「思考力・

判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を従来よりいっそう適切に評価するため、

以下のとおりの方針をとります。詳細については、入試ガイド／学生募集要項 2021 にて公表します。 

本予告の内容は現時点のものであり、今後の状況により追加・変更となる可能性があります。変更が生じた場合

は、本学ホームページ等でお知らせいたします。 

 

※掲載内容は予定であり、変更する場合があります。出願する当該年度の学生募集要項でご確認ください。 

 

（１）入試区分・制度等の変更および新入試制度の導入 

  区分・名称等制度を変更する入試および新設の入試は以下のとおりです。 

 

  ※［  ］内は入試区分 

  ◆区分や名称または試験科目の変更、新設入試 

現行の入試  2021 年度入試（予定） 

入試種別  入試種別（予定） 試験科目（予定） 

［AO 入試］ 

AO 入試 
→ 

［総合型選抜（特別選抜）］ 

学びマッチング特別選抜 

■共通 

 面接・調査書 

■方式別試験科目 

 レポート、活動実績報告書、実技

のうちいずれか 

［AO 入試］ 

 社会福祉特別選抜入試 
→ 

［総合型選抜（特別選抜）］ 

 社会福祉特別選抜 

■レポート 

■面接 

■調査書 

■志望理由書 

［AO 入試］ 

 保育者養成特別選抜入試 
→ 

［総合型選抜（特別選抜）］ 

 保育者養成特別選抜 

■レポート 

■面接 

■調査書 

■志望理由書 

［AO 入試］ 

 特色入試 
→ 

［総合型選抜（特別選抜）］ 

 特色選抜「看護探究型」 

■基礎知識検査（英語･数学･生物） 

■小論文 

■グループ討議 

■面接 

［推薦入試］ 

公募制推薦入試 
→ 

［総合型選抜］ 

公募制選抜（基礎テスト重視型） 

■基礎知識テスト 

 英語・国語・数学・生物から２科

目選択 

■面接 

［AO 入試］ 

 スポーツ特別 AO 入試 
→ 

［総合型選抜］ 

 スポーツ／吹奏楽特待生選抜 

■小論文 

■面接 ［AO 入試］ 

 吹奏楽特別 AO 入試 

（新設） → 
［学校推薦型選抜］ 

 学校推薦型選抜（一般制） 

■面接 

■小論文 

■学校長推薦書・調査書 

［推薦入試］ 

 指定校推薦入試 
 

［学校推薦型選抜］ 

 学校推薦型選抜（指定校制） 

■面接 

■学校長推薦書・調査書 

［推薦入試］ 

 高大連携校推薦入試 
 

［学校推薦型選抜］ 

学校推薦型選抜(高大連携校制) 

■面接 

■学校長推薦書・調査書 

［推薦入試］ 

 特別推薦入試 
 

［学校推薦型選抜］ 

 学校推薦型選抜（内部校制） 

■面接 

■学校長推薦書・調査書 



［一般入試］ 

 一般選抜入試前期 
→ 

［一般選抜］ 

 一般選抜 前期 

基礎知識テスト 

英語・国語・数学・生物・日本史か

ら２科目選択 

※看護学部受験者は日本史選択 

不可 

［一般入試］ 

 一般選抜入試前期センタ

ープラス 

→ 
［一般選抜］ 

 一般選抜前期共通テスト併用 

■本学一般選抜前期高得点１科目 

■大学入学共通テスト高得点１科

目 

［一般入試］ 

 一般入試後期（科目試験

方式） 

 
［一般選抜］ 

 一般選抜後期（科目試験方式） 

基礎知識テスト（英語・国語・数学

から２科目選択） 

［一般入試］ 

 一般選抜後期（小論文方

式） 

 
［一般選抜］ 

 一般選抜後期（小論文方式） 
小論文 

［一般入試］ 

 センター試験利用入試 
→ 

［一般選抜］ 

 大学入学共通テスト利用選抜 

■大学入学共通テスト高得点２教

科２科目または３科目 

 

※国公立大の合否がわかるまで本

学への入学金の納入が発生しない

ように、合格者の入学手続期間を 3

月 24 日まで延長します 

［AO 入試］ 

社会人入試 
→ 

［総合型選抜］ 

 社会人選抜 

■小論文 

■面接 

 

 

（２）各入学者選抜の基本方針 

 

 Ⅰ 総合型選抜（特別選抜） 基本方針 

関西福祉大学の総合型選抜（特別選抜）では、大学進学に向けて、「入学試験日」のためだけの勉強とならない

ように高大接続の観点を積極的に取り入れて実施します。 

入学試験前には、入試に向けた取り組み等を経て、大学教育や将来めざす職業の知識や技術に触れることがで

きるようにしています。そして、入学試験では、それまでに培った知識や経験を生かすことのできる選抜内容

にしています。試験の合格発表の後には、進学後の学修を見据えて、これまでの学習観を変え大学教育へのス

ムーズな移行ができるように本学の指定する学修計画書を作成し、入学前教育プログラムに取り組むことにな

ります。高校での学習の妨げにならない範囲内で実施します。 

 

「主体性・多様性・協働性」に関する評価について 

総合型選抜（特別選抜）では、志望理由書や面接など、アドミッション・ポリシーに基づいて本学で設定す

る多様な評価ツールにより判断できるため、ポートフォリオ等新たなデータ・書類を選抜に活用しません。

また、同様の理由から調査書については従来通り「全体の学習成績の状況」を得点化し、その他の項目につ

いては各入試の試験科目の中で評価します。 

 

① 学びマッチング特別選抜（現：AO 入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

学びマッチング

特別選抜 

レポート型 

専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

本学 

（赤穂） 

面接、調査書、レポート 

実績型 面接、調査書、活動実績報告書 

実技型体力テスト方式 面接、調査書、体力テスト 

実技型絵本読み聞かせ方式 児童教育 面接、調査書、絵本読み聞かせ 

将来の目標と本学の学びをつなぐ入試です。関西福祉大学での学びをしっかりと理解して受験するために、

出願前にオープンキャンパスに参加することを出願資格とします。 

  選抜には利用しませんが、出願時に志望理由書の提出を求めます。面接、調査書、レポート等を活用し、ア

ドミッション・ポリシーに基づき、学力の３要素を広く総合的に評価する選抜方式です。 

  合格者は、各学科の課す課題に取り組み、期日までに大学に提出します。提出した課題は入学前スクーリン

グ等以後の学習指導に活用します。 



 

② 社会福祉特別選抜（現：社会福祉特別選抜入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

社会福祉 

特別選抜 

福祉系科目履修者選抜方式 

専願 社会福祉 
本学 

（赤穂） 

レポート、面接 

調査書、志望理由書 
福祉施設･団体等推薦方式 

校友会推薦方式 

高校までに福祉を学び、実践し、将来はソーシャルワーカーとして活躍したいと考える方に、大学でさらに

高度な学びを得られるように門戸を開いた入試です。 

高校で「社会福祉基礎」や「介護福祉基礎」等を履修していることを出願条件とした「福祉系科目履修者選

抜方式」、福祉施設・団体等でボランティア経験があり施設からの推薦のあること等を出願条件とした「福祉

施設・団体等推薦方式」、校友会正会員の子女等であることを出願条件とした「校友会推薦方式」がありま

す。本入試は、面接、調査書、レポート、志望理由書を活用し、アドミッション・ポリシーに基づき、学力

の３要素を広く総合的に評価する選抜方式です。 

  合格者は、各学科の課す課題に取り組み、期日までに大学に提出します。提出した課題は入学前スクーリン

グ等以後の学習指導に活用します。 

 

③ 保育者養成特別選抜（現：保育者養成特別選抜入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

保育者養成特別選抜 専願 児童教育 
本学 

（赤穂） 

レポート、面接 

調査書、志望理由書 

将来、保育者として活躍したいと考え、高校までに保育技術検定を取得した方に、大学でさらに高度な学び

を得られるように門戸を開いた入試です。 

本入試は、面接、調査書、レポート、志望理由書を活用し、アドミッション・ポリシーに基づき、学力の３

要素を広く総合的に評価する選抜方式です。 

合格者は、各学科の課す課題に取り組み、期日までに大学に提出します。提出した課題は入学前スクーリン

グ等以後の学習指導に活用します。 

 

④ 特色選抜「看護探究型」（現：特色入試「看護探求型」） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

特色選抜「看護探究型」 専願 看護 
本学 

（赤穂） 

基礎知識検査（英語･数学･生物） 

小論文（図表･グラフ型） 

グループ討議 

面接[集団] 

看護職をめざす明確な目的意識をもち、探究心が旺盛で、真摯に学び続けることのできる人を受け入れる入

試です。めざす目標と本学の学びをつなぐため、出願前にオープンキャンパスに参加していること等を出願

条件とします。 

本入試は、３教科３科目の基礎知識検査と、小論文、グループ討議、面接を活用し、アドミッション・ポリ

シーに基づき、学力の３要素を広く総合的に評価する選抜方式です。 

合格者は、各学科の課す課題に取り組み、期日までに大学に提出します。提出した課題は入学前スクーリン

グ等以後の学習指導に活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 総合型選抜 基本方針 

関西福祉大学の総合型選抜では、高校までに「学業」や「スポーツ・文化活動」等を特に力を入れて取り組ん

だ受験生を適切に選抜できるように、それぞれの特徴にあわせ評価の重み付けをした入学試験を実施します。

合格発表が 11 月以降となる試験日程に変更します。 

 

「主体性・多様性・協働性」に関する評価について 

総合型選抜では、志望理由書や面接など、アドミッション・ポリシーに基づいて本学で設定する多様な評価

ツールにより判断できるため、調査書またはポートフォリオ等新たなデータ・書類を選抜に活用しません。

ただし、入学後の学生指導の参考資料として活用するために調査書の提出は必須とします。 

 

① 公募制選抜（基礎テスト重視型）（現：公募制推薦入試 A 方式／B 方式） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

公募制選抜（基礎テスト重視型） 併願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学･姫路･大阪･神戸･岡山･高松 

基礎知識テスト（英語･国語･数学･生物から２

科目選択） 

面接 

高等学校での学習にしっかりと取り組んだ受験生に向けた併願制の基礎知識テストを重視した入試です。成

績や調査書等の出願基準はなく、広く受験者を公募する選抜方式です。自己推薦型の入学試験であるため、

推薦書は不要です。大学での学びに対する熱意や将来の目標、高校での主体的な取り組み等を面接で問い、

主体性等の評価を行います。ただし、選抜方式の趣旨から、面接の配点は基礎知識テストの配点の１割を超

えない程度で設定します。 

 

② スポーツ／吹奏楽特待生選抜（現：スポーツ特別 AO 入試、吹奏楽特別 AO 入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

スポーツ／吹奏楽特待生

選抜 

Ⅰ期 

専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

本学･姫路･大阪･神戸･岡山･

高松 

小論文 

面接［集団］ 
Ⅱ期（※） 

Ⅲ期（※） 

高等学校までにスポーツや吹奏楽の課外活動に取り組んだ受験生に向けた、その活動歴を重視した入試です。

本学の指定強化クラブでの活動と各学科での学びの両方を意欲的に取り組むことを出願条件とします。面接、

小論文、志望理由書を活用し、アドミッション・ポリシーに基づき、学力の３要素を広く総合的に評価しま

す。また、入学後は本学の指定強化クラブに入部することを前提としていますので、本入試を出願する前に

本学の各指定強化クラブの指導者等による推薦書を得ることが必須です。 

 

 

 

 

Ⅲ 学校推薦型選抜 基本方針 

関西福祉大学の学校推薦型選抜では、高校までに主体的に取り組んだ活動の成果や学習面での成績等を学校長

の作成する推薦書や調査書、志願者本人の記述する志望理由書を活用するとともに、面接試験を実施し、学力

の３要素を適切に評価します。本学での学びを通して将来の目標を実現することを目指し、高校の学校長によ

る推薦書の提出を求める入試の特性を踏まえ、本学の学校推薦型選抜はすべて専願制の入学試験とします。合

格発表日は 12 月以降となる試験日程に変更します。 

 

「主体性・多様性・協働性」に関する評価について 

学校推薦型選抜では、志望理由書や面接など、アドミッション・ポリシーに基づいて本学で設定する多様な

評価ツールと調査書の記述により判断できるため、ポートフォリオを選抜に活用しません。 

 

① 学校推薦型選抜（一般制）（新設） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

学校推薦型選抜（一般制） 

11 月期 

専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学 

面接 

小論文 

学校長推薦書･調査書 12 月期 



学校長推薦書と調査書の内容、小論文、面接によって「学力の３要素」を総合的に評価し選抜します。調査

書の内容やその他書類による出願の基準点は設けませんので、学校長作成の推薦書と調査書を取得できる方

はどなたでも受験することができます。試験後には、進学後の学修を見据えて、これまでの学習観を変え大

学教育へのスムーズな移行ができるように本学の指定する学修計画書を作成し、入学前教育プログラムに取

り組むことになります。高校での学習の妨げにならない範囲内で実施します。 

 

② 学校推薦型選抜（指定校制）（現：指定校推薦入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

学校推薦型選抜（指定校制） 専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学･姫路･大阪･神戸･岡山･高松 
面接 

学校長推薦書･調査書 

学校長推薦書と調査書の内容、小論文、面接によって「学力の３要素」を総合的に確認します。出願基準等

の詳細は 2020 年 7 月頃に指定校に通知します。試験後、合格発表までに、進学後の学修を見据えて、これ

までの学習観を変え大学教育へのスムーズな移行ができるように本学の指定する学修計画書を作成し、入学

前教育プログラムに取り組むことになります。高校での学習の妨げにならない範囲内で実施します。 

 

③ 学校推薦型選抜（高大連携校制）（現：高大連携校推薦入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

学校推薦型選抜（高大連携校制） 専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学･姫路･大阪･神戸･岡山･高松 
面接 

学校長推薦書･調査書 

本学と高大連携協定を締結する高等学校のみが出願できる入試です。学校長推薦書と調査書の内容、小論文、

面接によって「学力の３要素」を総合的に確認します。出願基準等の詳細は 2020 年 7 月頃に高大連携校に

通知します。試験後、合格発表までに、進学後の学修を見据えて、これまでの学習観を変え大学教育へのス

ムーズな移行ができるように本学の指定する学修計画書を作成し、入学前教育プログラムに取り組むことに

なります。高校での学習の妨げにならない範囲内で実施します。 

=======================高大連携校（2019 年 12 月時点）======================== 

相生高等学校（兵庫県）、相生産業高等学校（兵庫県）、赤穂高等学校（兵庫県）、上郡高等学校（兵庫県）、

太子高等学校（兵庫県）、備前緑陽高等学校（岡山県） 

===================================================================== 

 

④ 学校推薦型選抜（内部校制）（現：特別推薦入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

学校推薦型選抜（内部校制） 専願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学･姫路･大阪･神戸･岡山･高松 
面接 

学校長推薦書･調査書 

本学と同学校法人が設置する高等学校のみが出願できる入試です。学校長推薦書と調査書の内容、小論文、

面接によって「学力の３要素」を総合的に確認します。出願基準等の詳細は 2020 年 7 月頃に内部校に通知

します。試験後、合格発表までに、進学後の学修を見据えて、これまでの学習観を変え大学教育へのスムー

ズな移行ができるように本学の指定する学修計画書を作成し、入学前教育プログラムに取り組むことになり

ます。高校での学習の妨げにならない範囲内で実施します。 

=========================内部校（2019 年 12 月時点）========================= 

金光大阪高等学校（大阪府）、金光藤蔭高等学校（大阪府）、金光八尾高等学校（大阪府） 

===================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅳ 一般選抜 基本方針 

関西福祉大学の一般選抜では、各学部・学科において指定する教科・科目を本学独自の出題にて実施する「一

般選抜」と大学入学共通テストの成績を活用し選抜する「大学入学共通テスト利用選抜」の２つの選抜制度を

実施します。試験日程は原則２月以降となりますが、本学の受験生の志願状況等を考慮した日程とします。 

 

「主体性・多様性・協働性」に関する評価について 

一般選抜では、大学での学修への希望等から主体性等を確認します。WEB 出願の際に、入学後の希望や目標

等を簡潔に記すもので、書類の提出は不要です。各学部・学科の目的や、アドミッション・ポリシーをよく

確認したうえで入力してもらいます。ただし、選抜には利用しません。また、一般選抜においては調査書の

得点化等の評価も行いませんが、入学後の学生指導の参考資料として活用するために調査書の提出は必須と

します。 

 

① 一般選抜（現：一般選抜入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 

一般選抜 

前期 

併願 
社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学･姫路･大阪･

神戸･岡山･高松･

福山 

基礎知識テスト（英語・国語・数学・生物・日本史から２科目選択） 

※看護学部の受験者は日本史選択不可 

前期 

共通テスト併用 

本学の一般選抜前期高得点１科目、大学入学共通テスト高得点１科目 

※本学一般選抜前期及び大学入学共通テストの受験必須 

後期 

科目試験方式 

併願 姫路 

基礎知識テスト（英語・国語・数学から２科目選択） 

後期 

小論文方式 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

小論文 

 

② 大学入学共通テスト利用選抜（現：センター試験利用入試） 

名称 専･併 募集学科 試験場 試験科目 出願締切 合格発表日 

大学入学共通テスト利用

選抜 

前期 

併願 

社会福祉 

児童教育 

保健教育 

看護 

本学独自に実施

する試験はあり

ません 

高得点２教科２科目または３科目 

2 月初旬 2 月中旬 

後期 3 月初旬 3 月初旬 

大学入学共通テストの記述式問題について、国語の記述式の段階別成績表示は、その結果を本学の基準によ

り点数化しマークシート式の得点に加点して利用（加点した上で、100 点満点となるように係数を乗じ得点

を圧縮）します。数学の記述式の段階別成績表示は、正誤のみの判定であること、大問の中でマークシート

式問題と一体で出題され記述式問題にも配点がされることから、従来のマークシート式と同様の取扱いとし

ます。 

 

 

（３）英語民間資格・検定試験の利用 

令和 3 年度大学入学者選抜における大学入試英語成績提供システムの導入が見送りとなりましたが、高校生

の４技能（聞く・話す・読む・書く）の向上のために、本学において英語を課す独自に実施する選抜では、民

間の英語４技能資格・検定試験の成績を以下の方法で利用します。 

 

利用方法：得点換算（保有するスコアに応じて、4 段階に得点換算します） 

対象となる選抜：特色選抜、公募制選抜（基礎テスト重視型）、一般選抜前期、一般選抜前期共通テスト併用 

利用できる検定試験：ケンブリッジ英語検定、IELTS、TOEFL iBT、GTEC、TEAP、TEAP CBT、英検、英検 CBT、

英検 S-CBT、英検 S-Interview 

  取得時期：2019 年 4 月以降に取得したスコアに限ります。 

       本学への出願時にスコア等を証明する書類を提出していただきます。 

  ※換算得点や具体的な利用方法等詳細については、当該年度の学生募集要項で公表します。 

 

 



 

2019 年 12 月 13 日 

関西福祉大学入試センター 

 

 

「大学入試英語成績提供システム」導入見送りに伴う関西福祉大学の対応について 
 

 

2021 年度（令和 3 年度）大学入学者選抜から導入予定であった「大学入試英語成績提供システム」について、

2019 年 11 月 15 日付けで文部科学省より廃止する旨の通知がありました。 

関西福祉大学では、英語民間試験の取り扱いについて 2019 年 3 月 31 日付けで大学入学共通テスト利用入試を

含む英語を課すすべての入学試験で活用することを予告として公表しておりましたが、上記の通知を受けて検

討した結果、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせいたします。 

 

 

１．本学独自に実施する入学者選抜で、英語を課すすべての入試において民間英語試験の成績を利用します。 

当該システムについては導入が見送りとなりましたが、高校生の英語４技能の向上の必要性は変わりませ

ん。また、本学においては従来から民間英語試験の成績を活用してきたことを踏まえ上記の対応とします。 

 

利用方法：換算得点（保有するスコアに応じて、４段階に得点換算します） 

対象となる選抜：特色選抜、公募制選抜（基礎テスト重視型）、一般選抜前期・前期共通テスト併用・後期

（科目試験方式） 

利用できる検定試験：ケンブリッジ英語検定、IELTS、TOEFL iBT、GTEC、TEAP、TEAP CBT、英検、英検

CBT、英検 S-CBT、英検 S-Interview 

活用するスコアの有効期間は、本学を受験する年度の前年度の 4 月以降に受験した結果を有効とします

（例えば、2021 年度入試（2020 年度実施）では、2019 年 4 月以降に受験したものを有効とします。）。 

※換算得点や具体的な利用方法等詳細については、受験当該年度の学生募集要項でご確認ください。 

 

２．大学入学共通テスト利用入試および一般選抜前期共通テスト併用における「英語」の配点について 

  大学入学共通テストの成績を利用する 2021 年度関西福祉大学入学者選抜における、「英語」の配点は、大

学入学共通テスト「外国語（英語）」200 点満点（リーディング 100 点、リスニング 100 点）を 100 点満点に

なるように係数（リーディング、リスニングともに同等）を乗じ得点を圧縮して使用します。 

 

以上 

 


