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桜美林大学2021年度入学者選抜

入試改革のポイント
英語資格・検定試験のすすめ

課題図書を読もう！

ご存知ですか？
大学受験の新常識です

桜美林大学の選抜では、英語資格・検定試験の成績を積極的に評価しています。受験プランを柔軟に
多様に組み立てられるなど、メリットの大きな英語資格・検定試験。志望する学群や受験する選抜方式を
問わず、受験をおすすめします。

桜美林大学の総合型・学校推薦型選抜の特色のひとつは「課題図書」があること。面接では、課題図書の
内容の理解度が試されます。また、学校推薦型選抜では課題図書の内容だけでなく、課題図書を読んで
作成する「読書リポート」があります。総合型・学校推薦型選抜を志願するなら、課題図書に注目！

総合型・学校推薦型選抜の
ポイント！

総合型選抜 学校推薦型選抜 指定校・公募制推薦入学者選抜旧

公募制学校推薦型選抜 公募制推薦入学者選抜旧

AO入学者選抜旧

総合型選抜 AO入学者選抜旧

英語資格・検定試験のスコア・級を持っている人は、一般選抜
で活用することができます（航空・マネジメント学群は除く）。
英語資格・検定試験のスコア・級を換算表に基づき、英語科目
の得点に換算します。換算した得点と、一般選抜で受験した英
語の得点を比較して、高得点のものを合否判定に使用します。

リベラルアーツ
学群 『その情報、本当ですか？』塚田祐之（岩波ジュニア新書）

グローバル・
コミュニケーション

学群

［1］『質問する、問い返す』名古谷隆彦（岩波ジュニア新書）
［2］『Animal Farm』George Orwell（Penguin UK）
２冊から１冊を選択。面接時、課題図書の内容は、選んだ本が
書かれている言語で質問。

ビジネス
マネジメント学群 『君たちはどう生きるか』吉野源三郎（岩波文庫）

リベラルアーツ
学群

［1］英語とは何か』南條竹則（集英社・インターナショナル新書）
［2］『リベラルアーツの学び』芳沢光雄（岩波ジュニア新書）
２冊から１冊を選択。

グローバル・
コミュニケーション

学群

［1］『目の見えない人は世界をどう見ているのか』伊藤亜紗（光文社新書）
［2］『A Short History of Progress』Ronald Wright（Da Capo Press） 
２冊から１冊を選択。面接時、課題図書の内容は、選んだ本が
書かれている言語で質問。

ビジネス
マネジメント学群 『君たちはどう生きるか』吉野源三郎（岩波文庫）

『君たちはどう生きるか』吉野源三郎（岩波文庫） 『君たちはどう生きるか』吉野源三郎（岩波文庫）

健康福祉学群

航空管制コース
整備管理コース

空港マネジメントコース

航空・マネジメント学群
航空管制コース
整備管理コース

空港マネジメントコース

航空・マネジメント学群

［1］『命の格差は止められるか』イチロー・カワチ（小学館101新書）
［2］『なぜ人と人は支え合うのか』渡辺一史（ちくまプリマー新書）
２冊から１冊を選択。

健康福祉学群
［1］『命の格差は止められるか』イチロー・カワチ（小学館101新書）
［2］『なぜ人と人は支え合うのか』渡辺一史（ちくまプリマー新書）
２冊から１冊を選択。

※オフィシャルスコアに限ります。
※TOEFL ITP®、TOEFL iBT®、MyBestTM scores、TOEIC IP®、
　IELTSTM（General Training Module）は対象としません。

※［4］と［7］以外は、2019年1月以降に受験したものであること。
※その他出願条件の詳細については入試ガイドや学生募集要項をご確認ください。
※オフィシャルスコアに限ります。
※TOEFL ITP®、TOEFL iBT®、MyBestTM scores、TOEIC IP®、IELTSTM（General Training Module）は対象としません。

90点換算得点 70点

一般選抜 一般入学者選抜旧

指定の課題図書を読み、全体の内容を要約した上で、特に印象に残った点に触れ
ながら、自分の考えや感想を600 ～ 800字程度で論じる。

TOEFL®、TOEIC®などの英語資格・検定試験の資格証明書は、スコア・級を問わず活動報告
書での評価対象になります。また「グローバル人材育成奨学生選抜」では、英語資格・検定試験
のスコア・級を出願資格としています。

公募制学校推薦型選抜では、英語資格・検定試験のスコア・級を出願条件のひとつとして設定して
います。評定平均値が基準未満であっても、スコアや級によっては出願できる学群があります。

航空・マネジメント学群の入学者選抜
航空・マネジメント学群の選抜では、コースや選抜方式を問わず、英語資格・検定試験のスコア・
級を出願資格としています。

［1］TOEFL iBT® 42点以上
［2］TOEIC® L&R 550点以上
［3］TOEIC® L&RおよびS&W 790点以上
［4］実用英語技能検定 2級以上または1980点以上
［5］GTEC 960点以上

○ 「グローバル人材育成奨学生選抜」出願条件
○ 「航空・マネジメント学群 入学者選抜」出願条件

○ 二次審査課題図書
（前年度入学者選抜の例）

○ 課題図書
（前年度入学者選抜の例）

［6］IELTSTM 4.0以上
［7］ケンブリッジ英語検定 140点以上
［8］TEAP 225点以上
［9］TEAP CBT 420点以上

「読書リポート」について

A
CBB

TOEIC® is a registered trademark of Educational Testing Service （ETS）. 
This publication （or product） is not endorsed or approved by ETS or The Chauncey Group International Ltd.
TOEFL®, TOEFL iBT® and TOEFL ITP® are registered trademarks of Educational Testing Service （ETS）.
This publication （or product） is not endorsed or approved by ETS.

このリーフレットの内容は2020年3月20日現在の情報です。
必ず2021年度学生募集の入試ガイドや学生募集要項などで最新情報を確認してください。

2019年1月以降に受検した上記の英語資格・検定試験に限り有効です。
点数換算に利用できる英語資格・検定試験の成績はひとつのみです。
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または2304点以上実用英語技能検定



これまでの勉強の成果が試される「一般選抜」。３科目
型や２科目型、理系型など多種多様な受験型があり自
分の得意、不得意教科によって受験プランを選ぶこと
ができます。また、過去問題を研究することで、より万
全な受験準備を行うことができます。

一般選抜

ど  ん  な  選  抜  ？

ポ  イ  ン  ト  は  ？

英語資格・検定試験の級・スコアを活用することができま
す。あなたが取得した級・スコアを一般選抜の英語科目の
得点に換算します。（ ▼P.03「英語資格・検定試験のすすめ」）

1

一般入学者選抜旧

「理科」「数学」は一部の試験日で記述式問題を出題。思考
力・判断力・表現力が評価されます。2

多くの高校生が受験する大学入学共通テスト。1回の受験
で、たくさんの大学に出願することができます。桜美林大
学では、大学入学共通テストの点数のみで合否判定を行
います。特に5教科を幅広く学んできた国公立大学の受験
者にとっては、自分の強みを発揮できる入学者選抜です。

各地で行われる大学入学共通テスト。日本全国で受験する
ことができます。

大学入学共通テスト
利用選抜

大学入試センター試験利用入学者選抜

1
大学入学共通テストの特徴はバランスの良さ。さまざまな
選抜に対応できるバランスの良い「学力」を身につける
ことができます。

2

ど  ん  な  選  抜  ？

ポ  イ  ン  ト  は  ？

旧

「総合型選抜」では、知識や能力に加え、適性や学修に対する意欲、目的意識などを総合
的に評価します。高校卒業までに、どんなことを考え、どんな行動をしたのか、そして大
学に入学したら、何を学び、どんな活動に取り組みたいのか。「これがやりたい！」という
強い思いを持っている人にすすめたい入学者選抜です。

一次審査
一次審査では書類審査を行います。

【主な出願書類】

◎入学志願者調書：学歴、経歴のほか「最も興味深く読んだ
本」「最近読んだ本」なども記入します。

◎自己申告書：これまでの経験、その経験を入学後、どのよ
うに活かそうとしているのかなどを1,200～1,600字で
記載し、アピールしてください。

◎活動報告書：高校で取り組んださまざまな活動を教えて
ください。活動実績がわかる資料も添付してください。

◎志願者評価書：高校の担任の先生やクラブの監督など、
あなたのことをよく理解している人があなたを評価し
ます。

◎高等学校の調査書

◎資格等の証明書：取得資格等の証明書も、ぜひ提出して
ください。

※芸術文化学群の「小論文型」審査では、テーマに沿った「小論文」を
提出します。

2020年9月 10月 11月 12月 2021年1月 2月 3月
総合型選抜

出願 試験

一般選抜

出願
大学入学

共通テスト利用選抜

一般選抜

出願 試験

出願 試験

学校推薦型選抜

試験

総合型選抜

出願

出願 試験

2020年４月に高校３年へ進級する受験生のスケジュール

総合型選抜

AO入学者選抜

1 二次審査
二次審査では書類審査・面接・実技審査など総合審査を行います。

2

桜美林大学を第１志望とし、合格
後、必ず入学することを前提とした
「専願」と、他大学と併願し進学先
を選べる「併願」があります。

各地で受験することができる「地
区会場」選抜も行います。

総合型選抜は「第１回」と「第２回」
（または「地区会場」）、2回の受験
チャンスがあります。
（2回とも受験可）

1

2

3

ど  ん  な  選  抜  ？

ポ  イ  ン  ト  は  ？ 総合型選抜のアドミッションポリシー

◎学生の受入れ方針

選抜の流れ

高等学校での3年間、コツコツと努力してきた人にすすめたいのが
「学校推薦型選抜」。調査書や取得資格、推薦書などの出願書類と面
接の結果などから、能力、適性や学修に対する意欲、目的意識などを
総合的に審査します。

総合型選抜では、高等学校までに修得すべき基礎的な知識及び技能だけを評価するのではなく、以下
のような観点から多面的な人物評価を行います。

【審査について】 
「建学の理念」と希望する学群の「卒業認定・学位授与の方針」「教育課程編成・実施の方針」「入学者受入れの
方針」の三つの方針を十分に理解しておく必要があります。
一次審査（書類審査）では「基礎学力（知識・技能）」「思考力・判断力・表現力」「主体性・多様性・協働性」を多面
的に評価します。特に、高等学校時代の学びや活動を通して、主体的に取り組む姿勢、困難を乗り越える力、多
様な価値観を受け入れようとする態度、他者とともに課題に向き合う行動力等を評価します。
二次審査（面接）では、出願書類に書かれた内容や意欲・人間性、高等学校までに身につけた「基礎学力（知識・
技能）」に加え、「思考力・判断力・表現力」についても評価します。

学校推薦型選抜

指定校・公募制推薦入学者選抜

出願条件は、高校での評定平均値。公募制学校推薦型選抜「専願」において
は、評定平均値が基準未満でも取得資格のスコア・級によって出願できる
学群があります。

3

「指定校制」と「公募制」の２種があります。「指定校制」は地区会場でも受験
することができます。1

ど  ん  な  選  抜  ？

ポ  イ  ン  ト  は  ？

指定校制学校推薦型選抜
  書類審査 ＋ 志望理由書 ＋ 読書リポート ＋ 面接
面接では志望動機を中心に提出書類などの内容について
も質問します。また、「課題図書」の内容理解度も含みます。

【提出書類】
高等学校の調査書／推薦書／志望理由書／
読書リポート（課題図書のある学群・専修等のみ）
※芸術文化学群は、「活動報告書（芸文版）」とテーマに沿った「小論文」
を提出

1

公募制学校推薦型選抜
  書類審査＋志望理由書＋読書リポート＋面接・実技
面接では志望動機を中心に提出書類などの内容について
も質問します。また、「課題図書」の内容理解度も含みます。
芸術文化学群は「実技型」「作品審査型」または「小論文型」
のいずれかを選択します。

【提出書類】
高等学校の調査書／推薦書／志望理由書／
読書リポート（課題図書のある学群・専修等のみ）
※芸術文化学群は「活動報告書（芸文版）」を提出、さらに「小論文型」は
テーマに沿った「小論文」を提出します。

「課題図書」について ▼P.03「課題図書を読もう！」

2

選抜方法旧

旧 高校時代の学びや経験での
主体性・行動力を高く評価！

高校での
学びや活動と
面接等での

思考力・表現力を
評価！

【面接・実技審査について】

◎リベラルアーツ学群／ビジネスマネジメント学群／健康福祉学群：志望動機を
中心に、自己申告書や活動報告書などの内容についても質問します。また、
「課題図書」の内容理解度も含みます。

◎グローバル・コミュニケーション学群：語学力を測るため、複数の言語（母語と
入学後に学修を希望する言語）で面接します。志望動機や出願書類のほか、絵
や写真を見て答える質問も行います。「課題図書」については、選んだ本が書か
れている言語で質問します。

◎航空・マネジメント学群
　航空管制コース、整備管理コース、空港マネジメントコース：志望動機を中心に、
自己申告書や活動報告書などの内容についても質問をします。また、「課題図書」
の内容理解度も含みます。日本語以外に英語による面接も実施します。

「課題図書」について ▼P.03「課題図書を読もう！」

◎芸術文化学群：芸術に関する活動履歴を記した「活動報告書（芸文版）」を提出
し、「実技型」「作品審査型」または「小論文型」のいずれかを選択します。各専修
の審査方法については、入試ガイドや学生募集要項で確認してください。

出願 試験

一般選抜

大学入学共通テストの成績と一般選抜を組み合わせる
ことで、合否判定の回数を増やすことができます。★センター plus

大学入学共通テストの成績と一般選抜を組み合わせる
ことで、合否判定の回数を増やすことができます。★センター plus

書類審査書類審査 面接 実技審査
※芸術文化学群のみ。

2021 桜美林大学 2021年度入学者選抜 入試改革のポイント入学者選抜

「公募制」は、桜美林大学に必ず入学することを前提とした「専願」と、他大学
と併願し進学先を選べる「併願」があります。2

航空・マネジメント学群フライト・オペレーションコースは独自の選抜を行っています。
入試ガイドや学生募集要項をご確認ください。

P.01 P.02

出願
大学入学

共通テスト利用選抜

出願
大学入学

共通テスト利用選抜


