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2020年7月16日 

 

聖心女子大学 2021(令和3)年度 入学者選抜の変更点 

 

聖心女子大学は、2021年度の入学者選抜の変更点について下記のように公表いたします。 

本学では、これまでも高大接続改革に不断に、かつ積極的に取り組んできており、受験生の

能力・個性・経験等を十二分に考慮して判定するため、様々な方法を採って参りました。その

ため、2021年度の入学者選抜においても大きな変更はありませんが、試験名称の変更と、新型

コロナウイルス感染症拡大防止のための変更点がありますので、ご留意ください。 

なお、今後、変更内容に追加・修正が生じた場合、大学公式WEBサイトにて速やかに公表いた

します。 

 

記 

 

【 入学者選抜の種類および名称変更 】 

現行の名称 2021年度からの名称 

一般入試(３教科Ａ方式) 

※固定配点 

①一般選抜(３教科Ａ方式) 

※固定配点 

一般入試(３教科Ｂ方式) 

※得意科目ウェイト配点 

②一般選抜(３教科Ｂ方式) 

※得意科目ウェイト配点 

一般入試(総合小論文方式) ③一般選抜(総合小論文方式) 

アドミッションズ・オフィス入試 ④総合型選抜(アドミッション・オフィス方式) 

推薦入学 ⑤学校推薦型選抜 

  ※④総合型選抜には、この他に従来通り、帰国子女入試、外国人留学生入試、 

ＵＮＨＣＲ難民高等教育プログラム(ＲＨＥＰ)による推薦入学 などがあります。 

 

 

【 入学者選抜の日程について 】 

本学では従来より、受験生の能力・個性・経験等を十二分に考慮して判定できるように配慮

し、かつ高等学校の学事日程を考慮して実施して参りましたので、日程面での変更は特にあり

ません。従来通りの日程(入学試験日)にて実施いたします。以下の通りです。 

①一般選抜(３教科Ａ方式) ･･･ 2月1日 

②一般選抜(３教科Ｂ方式) ･･･ 2月2日 

③一般選抜(総合小論文方式)･･･ 2月16日 

④総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)･･･第１次：10月11日、第２次：11月15日 

⑤学校推薦型選抜 ･･･ 11月29日 
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従来通り、本学のアドミッション・ポリシーに応じた「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

の評価に重点を置く本学独自の記述式(一部マーク式)の試験にて選抜します。 

【変更点】 

(1)試験時間の短縮 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各試験時間を従来の80分⇒70分と短縮します。 

さらに、昼食時間を挟んでの実施を避けるため、各自で昼食をとった後、昼過ぎに集合して

の試験時間とします。試験時間は次の通りです。 

 2021年2月1日・2日 

受 験生入室  12:00～12:20 (各自で昼食後集合) 

国 語  12:40～13:50 (70分) 

外国語・英語  14:20～15:30 (70分) 

歴 史  16:00～17:10 (70分) 

①当日、本学で受験生入室前に昼食をとりたい受験生のために、学寮食堂オリーブ(約100席、

宮代ホール(約100席)、レクリエーション・ルーム(約50席)をご用意いたします。 

ただし、本学ではこれらの会場の管理はいたしかねますので、いわゆる３密にならないよ

う、各自でご配慮ください。 

②従来、付添人控室を上記①に指定していた関係上、試験当日の付添人控室はご用意しかね

ます。試験場(試験が行われる建物)入口まではお付き添いいただけますが、試験場内への

立ち入りはご遠慮願います。 

(2)「主体性・多様性・協働性に関する経験」等を記載した提出書類の取り扱い 

ＷＥＢ出願の際に「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ」ことについて、どのように考

えたり、心掛けたりしてきたかについて、100文字以上、500文字以内で入力を求めます。 

・ＷＥＢ出願の際、この項目の入力は必須とします。 

・複数の一般選抜に出願する場合でも、１回の入力ですべての試験に適用されます。 

・入力された内容は、得点化はいたしませんが、次のとおり評価し活用いたします。 

①補欠者の繰り上げ合否判定の際に、学力試験の得点と併せて個別に評価し判定します。 

②入学後の学習指導上の参考資料として活用します。 

※なお、総合型選抜および学校推薦型選抜では、従来より「主体性・多様性・協働性に関す

る経験」等を記載した書類を、出願書類の一部として提出を求めていましたので、変更は

ありません。 

(3)得点調整について 

聖心女子大学では入試問題の作成には細心の配慮を払っており2020年度入試までは科目間

で大きな差は生じておりませんでしたが、2021年度入試では上記(1)のように試験時間の変

更などもありますので、万一大きな科目間較差が生じた場合には得点調整の検討をいたしま

す。これらにより受験生に公平な判定ができるよう配慮します。 

(4)結果通知発送日について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止として試験後の採点等の日程過密を防ぐため、結果通知発

送日を2月7日(日)に変更します。  

一般選抜(３教科Ａ方式)(３教科Ｂ方式) 
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従来通り、本学のアドミッション・ポリシーに応じた「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」

の評価に重点を置く本学独自の総合的な小論文試験にて選抜します。 

【変更点】 

(1)英語・フランス語４技能資格・検定試験の取り扱い 

これまでも本入学試験では、英語４技能資格・検定試験でＣＥＦＲ Ｂ１以上の成果をあげてい

る者への加点措置を実施して参りましたが、早期から英語・仏語４技能資格・検定試験の選

抜資料への採用に取り組んできたことから、入学者の外国語学力や選抜資料などの蓄積デー

タと追跡調査を基に、加点措置の内容を次のように修正します。 

①一般選抜(総合小論文方式)の加点措置の内容 

英語4技能資格・検定試験 CEFR B1レベル 

または仏検 準2級 

資料の読解(客観的な問題部分：配点

150点)の得点を1.1倍 

英語4技能資格・検定試験 CEFR B2レベル 

または仏検 2級 

資料の読解(客観的な問題部分：配点

150点)の得点を1.2倍 

英語4技能資格・検定試験 CEFR C1レベル以上 資料の読解(客観的な問題部分：配点

150点)の得点を1.3倍 

②英語・フランス語４技能資格・検定試験の対象期間 

過去４年間を対象 ･･･ 従来と変更ありません 

本学では、例えば現役(卒業見込)の受験生であれば、中学3年から高校3年の間に取得され

たスコアを選抜試験での加点措置の対象といたします。これにより、資格・検定試験の本

来の意味でもある語学に興味を持って取り組まれてきたことを広く公平に評価します。 

 

(2)「主体性・多様性・協働性に関する経験」等を記載した提出書類の取り扱い 

ＷＥＢ出願の際に「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ」ことについて、どのように考

えたり、心掛けたりしてきたかについて、100文字以上、500文字以内で入力を求めます。 

・ＷＥＢ出願の際、この項目の入力は必須とします。 

・複数の一般選抜に出願する場合でも、１回の入力ですべての試験に適用されます。 

・入力された内容は、得点化はいたしませんが、次のとおり評価し活用いたします。 

①補欠者の繰り上げ合否判定の際に、学力試験の得点と併せて個別に評価し判定します。 

②入学後の学習指導上の参考資料として活用します。 

 

 

※なお、総合型選抜および学校推薦型選抜では、従来より「主体性・多様性・協働性に関す

る経験」等を記載した書類を、出願書類の一部として提出を求めていましたので、変更は

ありません。 

  

一般選抜(総合小論文方式) 
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従来通り、本学のアドミッション・ポリシーに応じ、大学教育を受けるに必要な「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を、個別面接や小論文試験等において測るとともに、高等学校

の調査書・エントリーシート等も併せて個別に審査します。 

また、従来通り、英語・仏語４技能資格・検定試験をはじめ、その他の資格や諸活動におけ

る成果なども参考資料とします。 

【変更点】 

(1)試験内容 

総合型選抜(アドミッション・オフィス方式)は、従来通り第１次審査を行い、第1次審査の通過者

に対して第２次審査を行います。ただし、それぞれの審査の内容を次の通り変更いたします。 

審査 従来 2021年度 

第１次 

審査 

・小論文(120分) 

・エントリーシートや提出書類を

元にした面接 

・調査書、提出書類 

・小論文(120分) 

・調査書、提出書類 

第２次 

審査 

・課題作文を元にした面接 

・調査書、提出書類 

・従来の第１次＋第２次審査内容を併せた面接 
(来学しての面接か、オンラインでの面接かを、受験

生が選択) 

・調査書、提出書類 

①第１次審査の小論文では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、１試験室あたりの受

験生数を減らして、受験生と受験生の間隔を保てるように配慮します。 

また、昼食の用意は不要な時間割とし、集合時間・終了時間を細かく分散します。 

②第２次審査の面接は、第１次＋第２次審査内容を含むため、従来より面接時間を長く取り

ます。(約10～15分 ⇒ 約15～20分) 

(2)英語・フランス語４技能資格・検定試験の取り扱い 

これまでも本入学試験の第１次審査では、英語４技能資格・検定試験でＣＥＦＲ Ｂ１以上の成

果をあげている者への加点措置を実施して参りましたが、早期から英語・仏語４技能資格・

検定試験の選抜資料への採用に取り組んできたことから、入学者の外国語学力や選抜資料な

どの蓄積データと追跡調査を基に、加点措置の内容を次のように修正します。 

①一般選抜(総合小論文方式)の加点措置の内容(第１次審査) 

英語4技能資格・検定試験 CEFR B1レベル  または仏検 準2級 試験得点を1.1倍 

英語4技能資格・検定試験 CEFR B2レベル  または仏検 2級以上 試験得点を1.2倍 

英語4技能資格・検定試験 CEFR C1レベル以上 試験得点を1.3倍 

②英語・フランス語４技能資格・検定試験の対象期間(第１次審査) 

過去４年間を対象 ･･･ 従来と変更ありません 

本学では、例えば現役(卒業見込)の受験生であれば、中学3年から高校3年の間に取得され

たスコアを選抜試験での加点措置の対象といたします。これにより、資格・検定試験の本

来の意味でもある語学に興味を持って取り組まれてきたことを広く公平に評価します。 

  

総合型選抜(アドミッション・オフィス方式) 
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従来通り、本学のアドミッション・ポリシーに応じ、大学教育を受けるに必要な「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」を、面接において測るとともに、高等学校の推薦書・調査書・

面接資料等をもとに個別に評価します。 

【変更点】 

(1)試験内容 

審査 従来 2021年度 

出願時提出 

書類 

・高等学校の推薦書 

・調査書 ・エッセイ 

・高等学校の推薦書 

・調査書 ・エッセイ 

・課題作文(10月中旬より内容提示) 

考査当日の 

審査項目 

・学長講義をうけての小論文 

・面接(個別) 

・面接(個別) 
(来学しての面接か、オンラインでの面接かを、

受験生が出願時に選択) 

①学長講義をうけての小論文 

従来は「学長講義をうけての小論文」を受験していただき評価していましたが、受験生

によっては、小論文試験から面接審査までの待ち時間が長くなることから、新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため、これを取りやめ、課題作文を課し受験前に提出していただ

き、それを評価することといたします。 

②面接 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受験生が、来学しての面接か、オンラインでの

面接かを選べることとし、WEB出願時に選択していただきます。 

オンライン面接準備のための接続テストなど、詳細は受験生にお知らせします。 

 

 

その他の総合型選抜には、帰国子女入試、外国人留学生入試、ＵＮＨＣＲ難民高等教育プログラ

ム(ＲＨＥＰ)による推薦入学などがあります。 

大学院入試は、９月期と２月期があります。 

これらの選抜試験には、試験開始時間の微修正以外に変更点はありません。 

・試験開始時間は、通勤混雑を避けられるような時間を指定。 

・試験室は密を避けられるように着席位置を指定。 

・面接のある選抜では、面接者と受験生の距離を一定程度離す。 

 

  

学校推薦型選抜(指定校推薦入学) 

その他の総合型選抜 および 大学院入試 
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新型コロナウイルス感染症による振替受験・追試験・入学検定料の返還 
 

 

聖心女子大学では従前より、学校保健安全法による感染症に罹患した場合は振替受験・追試

験を実施しており、それが難しい選抜方法の場合には入学検定料を返還しておりましたので、

本年度も大きな変更はありません。以下の通りです。 

 

(1) 対象者 

以下の①～③の場合には、試験日までに本学に連絡すること。 

本学より所定用紙を送付するので、①の場合は診断書(コピー可)を、②③の場合はそれが分

かる書類を添付して申請すること。 

  ①受験生本人が学校保健安全法による感染症に罹患した場合 

  ②受験生本人が新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者となった場合 

  ③地方自治体による外出自粛要請等により、入試当日に移動できない場合 

※上記②濃厚接触者になった場合で、証明する書類がない場合(保健所から電話で通知され

た場合など)は、a)連絡があった保健所、b)担当者のお名前、c)連絡があった日時、の３点

を本学にお知らせください。電話があった際、保健所の担当者に聖心女子大学入試課から

確認の連絡がある旨、お伝えください。本学から当該保健所の担当者に確認します。 

COCOAにて濃厚接触の通知があった場合は、その画面をスクリーンショットなどして印刷し

てください。 

※不明な場合は、事前に本学に相談すること。 

 

(2) 対象となる入学試験 

配慮内容 入試制度 対応内容 

振替受験 

総合型選抜(ＡＯ方式)第１次 

総合型選抜(卒業生子女対象ＡＯ方式) 

総合型選抜(帰国子女入試) 

総合型選抜(留学生入試) 

一般選抜(３教科A方式)(３教科B

方式)(総合小論文方式)のうち、受

験生の希望の方式に振替 

一般選抜(３教科Ａ方式・Ｂ方式) 一般選抜(総合小論文方式)に振替 

大学院 ９月期入試 大学院 ２月期入試に振替 

追試験 

学校推薦型選抜 

総合型選抜(ＡＯ方式)第２次 

総合型選抜(RHEPとの協定による) 

受験生と相談の上、翌週を目途に追

試験を実施 

検定料返還 

一般選抜(総合小論文方式) 

総合型選抜(編入学試験) 
入学検定料を返還 

大学院 ２月期入試 入学検定料を返還 

 
以上 

 
 

聖 心女子 大学  学務部入試課 
〒150-8938 東京都渋谷区広尾４-３-１ 

e-mail:  goukaku@u-sacred-heart.ac.jp 

Tel. 03-3407-5242     Fax. 03-3407-6650 

大学公式WEBサイト  http://www.u-sacred-heart.ac.jp 

聖心歳時記facebook https://www.facebook.com/SeishinDiary 

Please contact us… 全入学者選抜 共通 

2021(令和3)年度の入学者選抜において、本学

では従前通り「大学入学共通テスト」および

「JAPAN e-Portfolio」は利用いたしません。 


