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一般入学試験AH程 BB程
●変更が生じる場合がありますので、受験にあたっては、

必ず2021年度入学試験要項を確認してください。

出願期間（消印有効） 試験日 試験会場 合格発表日 手続締切日
（振込期限／消印有効）

2月3日（水）、6日（土）
A日程 学科により異なる 白金キャンパス 学科によリ異なる

1月6日（水）～1月20日（水） 横浜キャンバス※1 2月26日（金）
※下表参照 2月4日（木）、7日（日） ※下表参照

白金キャンパス

ー「国語」、「地理歴史・公民・数学」、「外国語」の3教科を受験します。

E 学科が指定した出願資格基準を満たしていることにより、「外国語（ 英 語）」 試験を免除します。詳細は134·135ページをご参照ください。

E 学科が指定した 英 語外部検定試験の基準スコア（級）に応じ、「外国語（ 英 語）」試験の得点に換算します。詳細は134·135ページをご参照ください。

【A日程】※1 出願登録をした住所が神奈川県の受験生は横浜キャンパスでの受験となります（ただし、英語以外の外国語で受験する場合は白金キャンパスになります）。
※2 補欠の発表は、3教科型のみで行います（英語外部検定試験利用型（得点換算方式）含む）。
※3 3教科型と英語外部検定試験利用型（出願資格方式）を併願する場合は、「外国語」を受験する必要があります。
※4 数学の範囲は数学 1 •数学 ll• 数学A ・数学B(1)数列 (2) ベクトルです。
※5 英語外部検定試験利用型（出頴資格方式）のみ出願した場合、r外国語」は受験できません。受験しても審査対象外となります。
※6 合否判定は以下の通りです。
・偏差値方式…••(3教科型）（英語外部検定試験利用型（得点換算方式））3科目の素点をそれぞれ偏差値に換算し、3つの偏差値の合計の順位により合否を判定する。

（英語外部検定拭験利用型（出願資格方式））2科目の素点をそれぞれ偏差値に換算し、2つの偏差値の合計の順位により合否を判定する。
・素点調整方式…(3教科型）（英語外部検定試験利用型（得点換算方式））地理歴史・公民・数学の素点を平均点が同じになるように詞整した後、外国語と国語の素点と合計し、その順位により合否を判定する。

（英語外部検定試験利用型（出願資格方式））地理歴史・公民・数学の素点を平均点が同じになるように調整した後、国語の素点と合計し、その順位により合否を判定する。

試験教科・科目・試験時間 配点

制度 学部 学科 募集人員
型・方式 試験日 合格発表日※2 学科内併願 合否判定※6

（詳綱はP.134 ·135) ①国語 ②地理歴史・公民・数学 ③外国語 ①国語 ②地理歴史•公民・数学 ③外国語10:00 ~ 11:00 11:40~12:40 13:50 ~ 15:00 

英 文 約90 一 2月4日（木） 2月18日（木） 不可 偏差値 偏差値 偏差値x2 偏差値方式
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フランス文 約55 一 2月7日（日） 2月20日（土） 不可 150 100 150 
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素点調整方式
経済 約120 2月6日（土） 2月20日（土） 100 100 150 

経済 経営 約80 一 2月7日（日） 2月20日（土） 100 100 150 

国際経営 約70 璽 2月4日（木） 2月18日（木）
r世界史B』

100 100 200 

約115 一
r日本史B』 偏差値x15 

社会 ------ --------------------------

圧
2月3日（水） 2月18日（木） 可※3 r地理B』 偏差値 偏差値 ------------------------------------------

約5 r国語J r政治・経済J 免除※5
社会 フランス文学科と

約60 一 r数学J※4
経済学科は 偏差値x15 

社会福祉 ------ -------------------------- 2月4日（木） 2月18日（木） 可※3 偏差値 偏差値 ------------------------------------------

約5 E 
（

国語
総合 ） r中国語」 免除※5

A日程 現代文B から1科目選択 rフランス謳』

法律 約110 一 2月3日（水） 2月18日（木） 不可 古典B も選択可 偏差値 偏差値 偏差値x15 
圧 ※ただし漢文除く

消費情報 約75 一
経営学科

偏差値x15 
---------------------------------

圧
2月4日（木） 2月18日（木） 可※3 国際経営学科は 国際経営学科は 偏差値 偏差値 ---------------------------------------

法 瑛境法 約10 免除※5「地理B」の選択不可 r中国語」

一
偏差値方式

グローバル法 約30 2月7日（日） 2月20日（土） も選択可 偏差値 偏差値 偏差値x1.5

約55 璽 偏差値x15 
政治 ------ --------------------------

E 
2月6日（土） 2月20日（土） 可※3 ※英語外部検定試験利用型 偏差値 偏差値 ------------------------------------------

約10 （出願資格方式）では、「外 免除※5

一
国語（英語）」は免除となり

国際 約100 2月6日（土） 2月20日（土） ます。 偏差値 偏差値 偏差値x15 
国際

一国際キャリア 約20 2月3日（水） 2月18日（木） 偏差値 偏差値 偏差値x2

心理 約50 一 2月7日（日） 2月20日（土） 不可 偏差値x15 偏差値 偏差値x15 
心理 圧

教育発逹 約43 一 2月3日（水） 2月18日（木） 偏差値x2 偏差値 偏差値x15 

一般入学試験A

B程
•B

B程

出願期間（消印有効） 試験日 試験会場 合格発表日 手続締切日
（振込期限／消印有効）

B日程
2月8日（月）～ 2月20日（土） 3月2日（火） 白金キャンバス 3月12日（金） 3月18日（木）

【B日程】 ※7 法律学科、消費情報環境法学科、グロ ーバル法学科の間では、第一志望学科以外の2学科に対する第二志望制度があります（第二志望学科を1学科選択可能）。

試験教科・科目•試験時間 配点
制度 学部 学科 募集人員 合否判定

① ② ③ ① ② ③ 

r論文J 1250~1420 「→央← 巨中五」 「論文」
社会 社会福祉 約10 社会福祉学科の学生として必要な知識、文章読解カ・表現力を問う問題で、

福祉に関連する文章を読み、設問に答えるとともに、自分の意見を論述する。 100 200 

法律幻 約10 r英語』

10 00 ~ 11 10 r論述重点J 1250~1450 「サ央吾中」 「論述重点」
消費情報環境法※7 約15

社会科学的内容の長文を読み、その内容に関する問題に解答する。 150 200 
B日程 法 グ ロ ーバル法幻 約4

（
］

ミ ュニケーンヨ9英 語
，::�
） 2科目の合計点ミ ュニケーション 英 語

ミ ュ ニケーション 英 語 r講義』 12:50 -13"50 r講義理解力 』 14·00 -15·00 「 英 語」 「講義理解力」
政治 約20 英 語表現［ 地理歴史・公民で学習したことに関する講義を聴く 。 左記の購義を聴き、その後、講義に関する試験問題に解答する。

英 語表現II 講義内容をメモすることができる。 謹義内容のメモを解答時に使用することを認める。 100 200 

r論文』 1250~1420 「 英 語」 r論文」
心理 教育発達 約10 教育発達に関する文章を読み、 教育発達学科の学生として必要な知識、

文章読解カ・表現力を問う問題に答えるとともに、自分の考えを論述する。 200 200 
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