
2020 年 3月 18 日 

2021 年度神戸女学院大学入学試験について（更新） 

2021 年度入学試験（2020 年度実施）を以下の通り実施します。本内容は 2019 年 3 月 25 日

に公表したものを更新したものであり、詳細については今後発行していく 2021 年度入試の

入試ガイドおよび各要項にてご確認ください。 

１．入試制度について 

以下の入試制度については名称を変更のうえ、現行の制度を踏襲する形で実施します。

その他の入試制度については、名称も含め現行の制度を踏襲し実施します。なお一部の入

試制度において試験科目の変更を行います（「３．学校推薦型選抜（公募制）の試験科目に

ついて」、「４．一般選抜の試験科目について」参照）。 

＜名称変更＞ 

（旧） 
2020 年度入試までの名称 

（新） 
2021 年度入試以降の名称 

AO 入学試験 総合型選抜 

指定校制推薦入学試験 学校推薦型選抜（指定校制） 

音楽推薦入学試験 学校推薦型選抜（音楽推薦） 

公募制推薦入学試験 学校推薦型選抜（公募制） 

一般入学試験 前期日程 A 日程＊1

3 科目型・2科目型 

一般選抜 前期 A日程＊1

3 科目型・2科目型

一般入学試験 前期日程 A 日程＊2 一般選抜 前期 A日程＊2

一般入学試験 前期日程 B 日程 一般選抜 前期 B日程 

一般入学試験 前期日程 C 日程 一般選抜 前期 C日程 

一般入学試験 前期日程 D 日程 
センタープラス方式 センター1科目型・2科目型 

一般選抜 前期 D日程 
共通テストプラス方式 共通テスト 1科目型・2科目型

一般入学試験 後期日程 一般選抜 後期日程 

大学入試センター試験を利用する入学試験
（前期日程） 

大学入学共通テストを利用する入学試験 
（前期日程） 

大学入試センター試験を利用する入学試験
（後期日程） 

大学入学共通テストを利用する入学試験 
（後期日程） 

＊1 文学部・人間科学部 

＊2 音楽学部 

＜名称変更なし＞ 

クローバー推薦入学試験、帰国子女入学試験、社会人入学試験、外国人留学生入学試験、 

編入学試験、国際バカロレア入学試験 



２．総合型選抜の試験方法について 

学部・学科 試験方法 

文学部 英文学科 
面接（自己推薦書の記載事項に関する質疑応答・当日短い英語の文

章を読みその内容に関する質疑応答） 

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 面接（自己推薦書の記載事項に関する質疑応答および口頭試問） 

音楽学部 音楽学科 実技試験、面接 

３．学校推薦型選抜（公募制）の試験科目について 

 ■文学部・人間科学部 

学部・学科 試験科目 

文学部 英文学科 
英語、国語、調査書＊

文学部 総合文化学科 

人間科学部 心理・行動科学科 
英語、選択科目（国語・数学・化学・生物から 1科目）、調査書＊

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

 ＊ 全体の評定平均値を 4倍 

 ■音楽学部 

学部・学科・専攻 試験科目 

音楽学部 音楽学科 器楽専攻＊ 楽典、ソルフェージュ（聴音・新曲視唱）、主専攻実技 

音楽学部 音楽学科 

声楽専攻、ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｸﾘｴｨｼｮﾝ専攻 

楽典、ソルフェージュ（聴音・新曲視唱）、主専攻実技、副専攻ピ

アノ実技 

音楽学部 音楽学科 舞踊専攻 舞踊実技（指示課題・自由課題）、リズム・ソルフェージュ 

＊ 【変更】2021 年度入試より器楽専攻のすべての楽器において副専攻ピアノ実技を課しません。 

４．一般選抜の試験科目について 

 ＜前期 A日程＞ 

 ■文学部・人間科学部 

学部・学科 科目型 試験科目 

文学部 

英文学科 

3 科目型 英語、国語、選択科目（数学・日本史・世界史から 1科目） 

2 科目型 英語、選択科目（国語・数学・日本史・世界史から 1科目） 

文学部 

総合文化学科 

3 科目型 英語、国語、選択科目（数学・日本史・世界史から 1科目） 

2 科目型 英語、国語 

人間科学部 

心理・行動科学科 

3 科目型 英語、国語、選択科目（数学・生物・日本史・世界史から 1科目）

2科目型 英語、選択科目（国語・数学・生物・日本史・世界史から 1科目）

人間科学部 

環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

3 科目型
英語、選択科目（国語・化学から 1科目）、選択科目（数学・生物

から 1科目） 

2 科目型 英語、選択科目（国語・化学・数学・生物から 1科目） 



 ■音楽学部 

学部・学科・専攻 試験科目 

音楽学部 音楽学科 器楽専攻＊ 英語、楽典、ソルフェージュ（聴音・新曲視唱）、主専攻実技 

音楽学部 音楽学科 

声楽専攻、ﾐｭｰｼﾞｯｸ・ｸﾘｴｨｼｮﾝ専攻 

英語、楽典、ソルフェージュ（聴音・新曲視唱）、主専攻実技、副

専攻ピアノ実技 

音楽学部 音楽学科 舞踊専攻 英語、舞踊実技（指示課題・自由課題）、リズム・ソルフェージュ

＊ 【変更】2021 年度入試より器楽専攻のすべての楽器において副専攻ピアノ実技を課しません。 

 ＜前期 B日程・C日程＞ 

学部・学科 試験科目 

文学部 英文学科 

英語、国語 
文学部 総合文化学科 

人間科学部 心理・行動科学科 

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

＜前期 D日程 共通テストプラス方式 共通テスト 1科目型・2科目型＞ 

学部・学科 試験科目 

文学部 英文学科 ■共通テスト 1科目型 

英語（本学個別学力試験）、共通テスト科目のうち 1科目＊

■共通テスト 2科目型 

英語（本学個別学力試験）、共通テスト科目のうち 2科目＊

文学部 総合文化学科 

人間科学部 心理・行動科学科 

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

＊ 共通テストの指定科目については学科により異なります。 

＜後期日程＞ 

学部・学科 試験科目 

文学部 英文学科 
英語、小論文 

文学部 総合文化学科 

人間科学部 心理・行動科学科 
英語、小論文＊

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

＊ 2021 年度入試より試験科目を変更します。詳細は人間科学部の一般選抜における入試科目の変更 

（別添） をご参照ください。 



５．大学入学共通テストを利用する入学試験（前期日程・後期日程）の試験科目について 

 ＜前期日程・後期日程＞ 

学部・学科 試験科目 

文学部 英文学科 
■2科目型：共通テスト科目のうち 2科目＊

■3科目型：共通テスト科目のうち 3科目＊ 

■4 科目型：共通テスト科目のうち 4科目＊

文学部 総合文化学科 

人間科学部 心理・行動科学科 

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 

＊ 共通テストの指定科目については学科により異なります。

６．学力の 3要素について 

 総合型選抜においては課題文や口頭試問、実技による評価を行います。また学校推薦型

選抜（公募制）および一般選抜おいては過年度と同様、全ての科目において記述式の問題

を出題します（一般選抜前期 B・C 日程「国語」を除く）。引き続き各入試制度を通じて、

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」をはかれるよう検討を重ねてまいります。 

７．大学入学共通テストの取り扱いについて 

 文学部と人間科学部において一般選抜前期 D 日程および大学入学共通テストを利用する

入学試験（前期日程・後期日程）で 2021 年度入学試験以降も大学入学共通テストを活用し

ます。 

※2019 年 10 月 11 日付で大学入学共通テストを利用する入学試験において一部の学科で大

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、文部科学省による同シ

ステム導入見送りの発表を受け、同システムの利用を取り止めます。同様に一部の学科で

大学入学共通テストの国語の記述式問題を活用すると公表しておりましたが、文部科学省

による記述式問題導入見送りの発表を受け、記述式問題活用を取り止めます。 

８．外部英語検定試験の取り扱いについて 

 文学部英文学科において総合型選抜の出願資格として外部英語検定試験を利用します。

また文学部英文学科の一般選抜（前期 A・B・C 日程、後期日程）で、本学が指定する外部

英語検定試験の基準を満たす場合、英語の得点をみなし得点に換算する英語資格試験利用

型を実施します。 

９．調査書の取り扱いについて 

 学校推薦型選抜（公募制）については従来通り調査書の全体の評定平均値を点数化しま

す。その他の入試においては調査書の記載内容を合否判定には活用せず参考資料として活

用します。 

以上 



別添 

人間科学部の一般選抜における試験科目の変更について 

2021年度入試より一般選抜後期日程における人間科学部の試験科目を以下のとおり変更し

ます。 

現行（選択科目：出題範囲） 変更後 

数学：数学Ⅰ、数学Ａ、数学Ⅱ、数学Ｂ 

小論文（心理・行動系） 

小論文（環境・バイオ系）※ 

化学：化学基礎、化学 

生物：生物基礎、生物 

小論文（人間科学部） 

※ 図表の読解を含む理系的な思考力を評価する。

選択科目の数学、化学、生物を廃止し、2種類の小論文（心理・行動系と環境・バイオ系）

から 1種類を選択する形とします。心理・行動科学科および環境・バイオサイエンス学科

受験者はどちらの小論文を選択しても採点対象となります。またどちらを選択するかは当

日決められます。

全体の時間割および配点は以下のとおりです。 

学部・学科 1 時限 2 時限 3時限 総点

文学部 英文学科 
小論文 100 

英語 

200 
－ 

300 

文学部 総合文化学科 

100 

200 

人間科学部 心理・行動科学科 
－ 小論文

100 200 

人間科学部 環境・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科 120 220 


