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2019 年 7月 20 日 

京都光華女子大学 

京都光華女子大学短期大学部 

 

 

2021（令和 3）年度入学者選抜について 

 

2021 年度入学者選抜について、本学のアドミッションポリシーに基づき、 以下のとお

り実施する予定です。 

 

（1）主体性等の評価について 

2021 年度入学者選抜では、「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に

活用します。 

 

（2）JAPAN e-Portfolio について 

2021 年度の入学者選抜では、JAPAN e-Portfolio は活用いたしません。 

2022 年度以降の入学者選抜においては、検討中です。 

 

（3）大学入学共通テストの活用について 

2021 年度入学者選抜から、大学入学共通テストの成績を利用する入学者選抜を以下

に記すように行います。また、英語の外部検定試験の併用については検討中です。 

 

（4）英語 4技能評価について 

英語の 4 技能（読む、聞く、話す、書く）を評価するために、学校推薦型選抜[活動記

録重視型]及び、一般選抜における英語の外部検定試験の活用について検討しています。 

 

 

 

【総合型選抜】 

＜大学＞ 

・総合型選抜 セミナー参加型 （旧 AO 入試[AO セミナー参加型]） 

 実施学科・専攻 Ⅰ期実施 管理栄養士専攻、健康スポーツ栄養専攻、看護学科 

Ⅰ期・Ⅱ期実施 こども教育学科、社会福祉専攻、言語聴覚専攻、 

心理学科、キャリア形成学科 

エントリー時期 Ⅰ期：９月１日から 

        Ⅱ期：9 月下旬から 

1 次選考 8 月（Ⅰ期）、9 月（Ⅱ期）のオープンキャンパス内でのガイダンス・セミナ

ーに参加し、レポートを作成しエントリー。 

選抜方法：レポートおよび書類審査 
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出願時期 Ⅰ期：10月上旬 1次選考結果通知後から 

Ⅱ期：10 月下旬 1次選考結果通知後から 

2 次選考実施日程 Ⅰ期：10 月下旬 

Ⅱ期：11 月中旬 

選抜方法：面接（口頭試問を含む）またはプレゼンテーションまたはグループワーク 

（学科により異なる）。 

合格発表 Ⅰ期：11月上旬 

Ⅱ期：12 月中旬 

その他  ・医療福祉学科 言語聴覚専攻はセミナー参加のレポートはなし、2 次選考で 

小論文と面接。 

     ・面接では、レポートに関する口頭試問を含みます。 

     ・「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に活用します。 

 

＜大学＞ 

・総合型選抜 課題型 （旧 AO 入試[課題エントリー型]） 

 実施学科・専攻 Ⅰ期実施 管理栄養士専攻、健康スポーツ栄養専攻 

Ⅰ期・Ⅱ期実施 こども教育学科、社会福祉専攻、心理学科 

キャリア形成学科 

Ⅱ期実施 言語聴覚専攻 

 エントリー時期 Ⅰ期：９月１日から 

Ⅱ期：11 月上旬から 

1 次選考 課題レポートを作成しエントリー 

選抜方法：レポートおよび書類審査 

出願時期 Ⅰ期：10月上旬 1次選考結果通知後から 

Ⅱ期：11 月下旬 1次選考結果通知後から 

2 次選考実施日程 Ⅰ期：10 月下旬 

Ⅱ期：12 月上旬 

選抜方法：面接（口頭試問を含む）またはプレゼンテーションまたはグループワーク 

（学科により異なる）。 

合格発表 Ⅰ期：11月上旬 

Ⅱ期：12 月中旬 

その他  ・面接では、レポートに関する口頭試問を含みます。 

     ・「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に活用します。 

 

 

＜短期大学部＞ 

・総合型選抜 フレックス面談型 （旧 AO 入試） 

 実施学科 ライフデザイン学科 

 エントリー時期 前期：９月１日から 

後期：1 月上旬から 
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1 次選考 前期：9 月中旬から 12 月中旬まで随時実施 

後期：1 月中旬から 3月上旬まで随時実施 

選抜方法 面接および書類審査 

出願時期 前期：9月下旬 1 次選考結果通知後から 

後期：1 月下旬 1次選考結果通知後から 

2 次選考 前期、後期共：出願後随時 

選抜方法 書類審査（調査書） 

合格発表 前期：11月上旬から随時（出願後 3週間程度） 

     後期：  2 月上旬から随時（出願後 3週間程度） 

その他  ・オープンキャンパスの進路ガイダンスまたは、個別での進路相談に参加する 

ことが望ましい。 

・「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に活用します。 

 

・総合型選抜 プレゼンテーション型 （旧 AO 入試） 

 実施学科 ライフデザイン学科 

 エントリー時期 ９月１日から 

1 次選考 6 月から 8 月オープンキャンパス内でのアクティブ・ラーニングを中心とし

たプレゼンテーション演習を学び、9月のオープンキャンパス内で、プレゼン

テーション発表を行う。 

選抜方法 プレゼンテーションおよび書類審査 

出願時期 10 月上旬 1次選考結果通知後から 

2 次選考 10月下旬 

選抜方法 書類審査（調査書） 

合格発表 11 月上旬 

その他  ・「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に活用します。 

 

 

【学校推薦型選抜】 

＜大学・短期大学部＞ 

・学校推薦型選抜 活動記録重視型 （旧 指定校推薦入試） 

実施学科・専攻 全学科・専攻 

出願時期 11 月上旬から 

実施日程 11 月中旬予定 

選抜方法：面接（口頭試問を含む）、ライフデザイン学科はプレゼンテーション 

書類選考（学校長推薦書、志望理由書、調査書）。 

小論文（課題） 

合格発表 12 月上旬 

その他  ・「調査書」や「本人が記載する資料等」について積極的に活用します。 

     ・英語の外部検定試験の活用について検討しています。 
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・学校推薦型選抜 学力重視型 （旧 公募制推薦入試） 

実施学科・専攻 全学科・専攻 

出願時期 A・B 日程：11 月上旬から 

C 日程：11月下旬から 

実施日程 A・B 日程：11 月下旬予定 

C 日程：12月中旬 

選抜方法 科目試験（マークシート方式・記述式）に評定を加算 

看護学科は上記に加え、面接試験。 

     ライフデザイン学科は、科目試験または小論文に評定を加算。 

合格発表 A・B 日程：12 月中旬 

C 日程：12月下旬 

 その他  ・試験科目については、各学科・専攻のアドミッションポリシーに基づき実施。 

 

【一般選抜】 

＜大学・短期大学部＞ 

・一般選抜 （旧 一般入試） 

実施学科・専攻 全学科・専攻 

出願時期 前期 A・B日程 1 月上旬から 

前期 C 日程 1 月下旬から 

後期日程 2 月中旬から 

実施日程 前期 A・B日程  2 月上旬 

前期 C 日程  2 月下旬 

後期日程  3 月中旬 

選抜方法 科目試験（記述式） 

合格発表 前期 A・B日程 2 月中旬 

前期 C 日程 3 月上旬 

後期日程 3 月下旬 

 その他  ・試験科目については、各学科・専攻のアドミッションポリシーに基づき実施。 

     ・英語の外部検定試験の活用について検討しています。 

 

＜大学・短期大学部＞ 

・一般選抜前期 C 日程[共通テストプラス] （旧 一般入試[センタープラス試験]） 

実施学科・専攻 全学科・専攻 

出願時期 1 月下旬から 

実施日程 2 月下旬 

選抜方法 一般選抜 前期 C 日程受験科目に加え共通テスト 1 科目 

合格発表 一般選抜 前期 C 日程実施日から 2週間以内 

その他 ・試験科目については、各学科・専攻のアドミッションポリシーに基づき実施。 

・国語（共通テスト）の記述式問題の活用について検討しています。 

    ・英語の外部検定試験の活用について検討しています。 
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＜大学・短期大学部＞ 

【大学入試共通テスト利用入試】 （旧 大学入試センター試験利用入試） 

・大学入試共通テスト利用入試 

実施学科・専攻 全学科・専攻 

出願時期 Ⅰ期：1月上旬から  

Ⅱ期：1 月下旬から  

Ⅲ期：2 月中旬から 

実施日程 本学独自の試験は実施しない。 

選抜方法 2 科目から 3科目の高得点を採用 

合格発表 Ⅰ期：2月下旬  

Ⅱ期：3 月上旬  

Ⅲ期：3 月下旬予定 

その他 ・国語の記述式問題の活用について検討しています。 

    ・英語の外部検定試験の活用について検討しています。 

 

 

 

記載内容は現時点での予定です。 

試験の名称等についても変更になる場合もあります。 

変更等があった場合は、ホームページにて公表いたします。 

正式な情報は、2020 年 7 月発行予定の「2021年度入試要項」をご確認ください。 

 

以上 


