
 

２０２１年度入試について 

 

聖徳大学・聖徳大学短期大学部の 2021年度入試（2020年度実施）は、下記の通り実施します。 

詳細については、今後順次ホームページで公開いたします。また、今後発行される「入試ガイド」、「入学試験

要項」等も併せてご確認ください。 

  

 

１．ｅポートフォリオについて 

 ｅポートフォリオは利用しません。 

 

２．総合型選抜 （旧：AO入試） 

聖徳大学を第１志望として入学する意志を持ち、多様な可能性を持つ人のための入試です。 

 オープンキャンパスや入試相談等を通じて、「マイ・プロフィール」を作成し、出願前に提出することができ

ます。 

  「マイ・プロフィール」  

   高校時代などに今まで努力してきたことを踏まえて、自己紹介を記入する書式です。6 月中旬に発行する

「総合型選抜ガイド」に同封します。 

 

 

選考方法 

 i）自己アピール方式 

面接の最初に３分以内で、「マイ・プロフィール」や「志望理由書」を参考にしながら、自己アピールして

いただきます。 

  選考方法  

   ａ）志望理由書 

   ｂ）調査書  

   ｃ）小論文（出願時提出） 

   ｄ）面接 

   ※文学部文学科書道文化コースは面接時に作品提出 

   ※音楽学部は小論文に代えて当日に音楽実技等 

 

 ii）プレゼンテーション方式  

テーマに基づきプレゼンテーションを準備し、実施していただきます。 

  選考方法 

   ａ）志望理由書 

   ｂ）調査書  

   ｃ）プレゼンテーション 及び 面接 

     プレゼンテーションのテーマは入学試験要項を参照し、出願時に選択します。 

   ※パネル等の資料や電子機器（ノートＰＣ、タブレット等）を持ち込み活用することはできますが、楽器

等の他の受験者の妨げになるものは使用できません。 

   ※文学部文学科書道文化コースはプレゼンテーション及び面接時に作品提出 

   ※音楽学部は上記に加え、当日に音楽実技等 

※看護学部は、全体の学習成績の状況（全体の評定平均値）3.5以上が出願の条件になります。 



 

 iii）英語外部試験利用方式 

面接の最初に３分以内で、「マイ・プロフィール」や「志望理由書」を参考にしながら、自己アピールし

ていただきます。 

  選考方法  

   ａ）志望理由書 

   ｂ）調査書  

   ｃ）英語資格の証明書 （英検、GTEC、TOEFLiBT、ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英語検定、IELTS、TEAP、TEAPCBT において

CEFR対照表における A2[英検準 2級相当]以上  出願時提出）  

   ｄ）面接 

   ※文学部文学科書道文化コースはプレゼンテーション及び面接時に作品提出 

   ※音楽学部は上記に加え、当日に音楽実技等 

 

 

 

【Ａ日程】における適学相談について  

 出願前に「マイ・プロフィール」提出すると共に、「適学相談」を受けて頂きます。 

 

 「適学相談」について 

 最初に 3 分以内で、「マイ・プロフィール」に基づき自己表現し、その後面談を行い、この「適学相談」を通

じて本学への適性を確認します。「適学相談」は 10分程度です。条件を満たした方には「出願推奨通知」を送付

します。「出願推奨通知」を受け取った受験生が、出願に進むことができます。 

 

 

【Ｂ日程】Ⅰ期のみ 2段階選考となります 

 1段階目 書類選考、1次選考結果発表（Web）後に 2段階目 面接 または プレゼンテーション及び面接 

 

 

総合型選抜共通事項 

 ※調査書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

 ※得点基準明示型学力特待制度への挑戦として、検定料免除で本学が実施する一般選抜Ａ日程・大学入学共通

テスト利用選抜Ａ日程を受験可能です（大学入学共通テストの検定料は別途必要です） 

 

  



総合型選抜 入試日程 

 

Ａ日程  【大学】児童学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、音楽学部 

     【短期大学】保育科第一部、保育科第二部、総合文化学科 

※人間栄養学部はプレゼンテーション方式のみの実施 

※看護学部はＡ日程を実施しない 

 
 

「マイ・プロフィール」 

提出期間 

希望する適学相談日の 4日前までに提出 

（オープンキャンパスに持参の場合は当日午前まで可） 

適学相談 

①７・８月のオープンキャンパス時に相談 

（7/5、7/26、8/10、8/23） 

それ以外を希望する場合は相談に応じる 

②オンラインで自宅から希望日に相談（要調整） 

出願推奨通知 適学相談後 1週以内に発送する 

出願期間 9 月 1 日(火) ～ 9月 5日(土) (正午) 

入試日 
9 月 10日(木)、9月 11日(金)、9月 13 日(日) 

いずれか 1日（大学が指定） 

合格発表 11月 1日(日) 

入学手続期限 11月 16日(月) 

 

 

  



 

Ｂ日程  【大学】児童学部、心理・福祉学部、文学部、人間栄養学部、音楽学部、看護学部 

     【短期大学】保育科第一部、保育科第二部、総合文化学科 

 

 

Ⅰ期   ※看護学部はプレゼンテーション方式のみの実施 

 Ⅰ期 

「マイ・プロフィール」 

提出期間 
6 月 1 日(月) ～ 9月 9日(水) 

出願期間 9 月 1 日(火) ～ 9月 14日(月) 

1次選考結果発表（Web） 9月 18日(金) 

入試日 

9月 26日(土)・9 月 27日(日) 

予備日：9月 28日(月) 

いずれか 1日（大学が指定） 

合格発表 11月1日(日) 

入学手続期限 11月 16日(月) 

 

Ⅱ期～Ⅴ期   ※看護学部はⅡ期～Ⅴ期は実施しない 

 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅳ期 Ⅴ期 

「マイ・プロフィール」 

提出期間 

9 月 10日(木) 

～ 

10月 9日(金) 
※持参の場合は 

10 月 11 日(日)迄 

10月 19日(月) 

～ 

11月 13日(金) 

11月 13日(金) 

～ 

12月 4日(金) 

－ 

出願期間 

9 月 14日(月) 

～ 

10月 13日(火) 
(正午) 

11月 2日(月) 

～ 

11月 18日(水) 
(正午) 

11月 24日(火) 

～ 

12月 8日(火) 
(正午) 

2 月 22日(月) 

～ 

3 月 4 日(木) 
(正午) 

入試日 

10月 17日(土) 

・ 

10月 18日(日) 

予備日：10月 19日（月） 

いずれか 1日 

（大学が指定） 

11月 23日(月・祝) 12月 13日(日) 3 月 7 日(日) 

合格発表 11月1日(日) 11月27日(金) 12月17日(木) 3月9日(火) 

入学手続期限 11月 16日(月) 12月 11日(金) 12月 24日(木) 3 月 16日(火) 

※Ⅴ期は「マイ・プロフィール」は出願時の提出とし、自己アピール方式のみの実施とする。 

  



３．学校推薦型選抜（旧：指定校推薦入試、公募推薦入試）  

聖徳大学を第１志望とし、高等学校から推薦を受けられる人のための入試です。 

 

 １）学校推薦型選抜（指定校制）／（旧：指定校推薦入試） 

  ａ）活動報告・志望理由書 

  ｂ）調査書  

  ｃ）小論文（出願時提出、看護学部は課題当日提示・当日実施）  

  ｄ）面接  

  ｅ）推薦書 

 ※上記に加え文学部文学科書道文化コースは書道実技 

 ※音楽学部は小論文に代えて当日に音楽実技等 

 ※調査書および推薦書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

 ※得点基準明示型学力特待制度への挑戦として、検定料免除で本学が実施する一般選抜Ａ日程・大学入学共通

テスト利用選抜Ａ日程を受験可能です（大学入学共通テストの検定料は別途必要です） 

 ※出願に必要な条件（成績等）については、指定校となる高校宛てに通知しますので、在籍する高校に確認し

てください。 

 

 ２）学校推薦型選抜（公募制）／（旧：公募推薦入試） 

  ａ）活動報告・志望理由書 

  ｂ）調査書  

  ｃ）小論文（課題事前提示・当日実施、看護学部は課題当日提示・当日実施）  

  ｄ）面接  

  ｅ）推薦書 

 ※上記に加え文学部文学科書道文化コースは書道実技 

 ※音楽学部は小論文に代えて当日に音楽実技等 

 ※調査書および推薦書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

 ※得点基準明示型学力特待制度への挑戦として、検定料免除で本学が実施する一般選抜Ａ日程・大学入学共通

テスト利用選抜Ａ日程を受験可能です（大学入学共通テストの検定料は別途必要です） 

 ※看護学部は後期日程を実施しません 

 

出願条件の全体の学習成績の状況（全体の評定平均値） 

児童学部 児童学科（昼間主・夜間主） 

心理・福祉学部 心理学科、社会福祉学科 

学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.2以上、かつ「国語」、

「地歴」、「公民」、「外国語」のうちいずれか 1教科が 3.5以上 

文学部 文学科 学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.2以上 

人間栄養学部 人間栄養学科 学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.2以上、かつ「化学基

礎」、「化学」、「生物基礎」、「生物」のうちいずれかが 3.5以上 

看護学部 看護学科（前期日程のみ実施） 学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.5以上 

音楽学部 音楽学科 学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.2以上 

短期大学部 保育科第一部、保育科第二部、

総合文化学科 

学習成績の状況（全体の評定平均値）が 3.0以上、または「国語」、

「外国語」のうちいずれか 1教科が 3.2以上 

 

 

 

 



学校推薦型選抜 入試日程 

入試区分 願書受付期間 入試日 合格発表 入学手続期限 

学校推薦型選抜 

（指定校制） 
10月 26日(月) 

～11月 4 日(水) 
11月8日(日) 12月 1日(火) 12月 18日(金) 

（公募制） 前期日程 

（公募制） 後期日程 
11月 24日(火) 

～12月 8 日(火) 
12月 13日(日) 12月 17日(木) 12月 24日(木) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．一般選抜（旧：一般入試、センター試験利用入試） 

  １）一般選抜（旧：一般入試） 

学びの成果を活かして、本学の学力試験を受験する入試です。 

   ａ）科目試験  

   ｂ）調査書  

   ｃ）志望理由書  

   ※上記に加え、児童学科スポーツ健康コースはスポーツ実技、看護学科は面接、音楽学部は音楽実技等・

面接 

   ※調査書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

   ※科目試験の対象科目・範囲は昨年度と変更ありません 

   ☆希望者は英語４技能評価の検定試験を利用し、本学の実施する「英語」に対するみなし得点とすること

ができます（どちらか高得点の方を採用） 

 

  ２）大学入学共通テスト利用選抜（旧：センター試験利用入試） 

学びの成果を活かして、大学入学共通テストの成績を利用する入試です。 

   ａ）科目試験（大学入学共通テスト） 

   ｂ）調査書  

   ｃ）志望理由書 

   上記に加え、児童学科スポーツ健康コースはスポーツ実技、文学科書道文化コースは作品提出、看護学科

は面接、音楽学科は音楽実技等・面接  

   ※調査書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

   ※科目試験の対象科目・範囲は昨年度と変更ありません 

   ☆希望者は英語４技能評価の外部試験を利用し、「外国語(英語)」に対するみなし得点とすることができ

ます（どちらか高得点の方を採用） 

   ※外国語（英語）の配点 

     リーディング、リスニングの両方を出題範囲とし、リーディングを 8割、リスニングを 2割に換算し、

100点満点とします。 

ただし、文学部文学科英語・英文学コースは、リーディング、リスニングをそれぞれ 1科目 100点満

点とみなし、リーディングを必須科目、リスニングを選択科目の 1つとする。 

 

  ３）実技特別選抜（音楽学部） 

   ａ）音楽実技等・面接 

   ｂ）調査書 

   ｃ）志望理由書 

 ※調査書等の提出書類は、合否判定における総合的判断に活用します 

 

 

●一般選抜（旧：一般入試、センター試験利用入試、実技特別選抜入試）の入試日程は今後決定次第、ホーム

ページ等で発表いたします。 

 

【お問い合せ】 入学センター TEL: 0120-66-5531 


