公募推薦入試

〔検定試験利用型〕
〔英語型〕
〔小論文型〕
〔国語型〕

公募推薦入試〔検定試験利用型〕
〔英語型〕
〔小論文型〕
〔国語型〕は、現役生だけでなく
既卒生（2019年度以降卒業）も出願可能です。

＊公募推薦入試〔検定試験利用型・英語型・国語型・専門高校等対象〕は同一試験日の公募推薦入試〔2教科型〕や
他の公募推薦入試〔検定試験利用型・英語型・国語型・専門高校等対象〕と併願できません。

科目・配点
入試方式

学部・学科・専攻

本学独自試験

合計

〔検定試験利用型〕 文学部（仏教学科、歴史学科 仏教史学専攻、英語英米文学科）

小論文100点 ＋ 面接100点

200点

短期大学部（社会福祉学科）

小論文100点 ＋ 面接100点

200点

〔英語型〕

〔小論文型〕
〔国語型〕

国際学部

短期大学部（こども教育学科）

英語※1 100点 ＋ 英語によるプレゼンテーション100点
国語200点※2 ＋ 面接100点

200点

300点

※1：英語型の国際学部グローバルスタディーズ学科において、2019年４月１日以降に受検した英語の資格・検定試験で一定以上の資格・スコアを有する者については「英語によるプレゼンテー
ション」のみの受験とし「英語」を満点に換算し、合否判定します。
a.実用英語技能検定（英検）準1級以上 b.TOEFL iBT® 70点以上（TOEFL® PBT 525点以上） c.TOEIC® L＆R 685点以上
d.GTEC1000点以上 ※OFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください。 e.IELTS™ 5.5以上
※実用英語技能検定は、
英検１day S-CBT、
英検CBT®、
英検２day S-Interviewを含む
（英検IBA®は除く）
。※TOEIC®は、
L&R IPテスト・IPオンラインテストは除く。

※2：100点満点の試験の得点を自動的に２倍に換算します。

解答方式・試験時間・試験内容
〔検定試験利用型〕

小論文

面接
英語※

〔英語型〕

英語による
プレゼン
テーション

記述式（60分）
9：10～10：10
10：30～

入試型により、受験が必要な教科・科目は異なります。
上記の「科目・配点」をご確認ください。

受験生の論理的思考力や文章表現力等を評価し、文学部で学ぶにあたっての適性を判定します。
文学部が定める入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）への深い理解を前提として、
志望する学科に対する明確な動機と学習意欲などを中心に面接します。

マーク式（70分） コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・コミュニケーション英語Ⅲ・
英語表現Ⅰ・英語表現Ⅱ
10：40～11：50
13：10～

【国際文化学科】
出願時に、提出した「エッセー」および志望動機に関する英語でのプレゼンテーション（約10分〈質疑応答を含む〉、
個人面接）。はじめに、
「 エッセー」および志望動機について英語でプレゼンテーションしていただきます。その後、
質疑応答については、基本的に英語で行います（必要に応じて日本語で質問する場合もあります）。
注：エッセー自体は採点対象としません。なお、プレゼンテーション室へはエッセーを含め一切の持ち込みは不可とします。

2022年度入試エッセーテーマ
「The importance of language and culture to me.」

【グローバルスタディーズ学科】
志望動機および試験当日に与えるテーマに関する英語でのプレゼンテーション
（約10分
〈質疑応答を含む〉
、
個人面接）。
なお、質疑応答については、基本的に英語で行います（必要に応じて日本語で質問する場合もあります）。
●今起こっている様々な国際的事象について関心を持ち、自分なりの考えを英語で述べられるかについて、プレゼン
テーション内容とその様子を総合的に判断します。
●事前に用意した内容を述べるだけではなく、柔軟な受け答えや臨機応変な対応を評価します。
注：プレゼンテーション室への持ち込みは不可とします。

〔小論文型〕

〔国語型〕

小論文

記述式（60分）
9：10～10：10

面接

10：30～

国語
面接

短期大学部の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に記載された求める能力等の
うち、読み書きなどの基礎的な学力、思考力、感性、目的意識や勉学意欲を中心に評価します。

短期大学部の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に記載された求める能力等の
うち、行動力、主体的に学ぶ姿勢、社会性、コミュニケーション力、感性、思考力、短期大学部の
教育理念についての理解、目的意識や勉学意欲を中心に評価します。

マーク式（60分）
国語総合（古典を除く）
・現代文Ｂ
13：10～14：10
14：30～

短期大学部の入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）に記載された求める能力等の
うち、行動力、主体的に学ぶ姿勢、社会性、コミュニケーション力、感性、思考力、短期大学部の
教育理念についての理解、目的意識や勉学意欲を中心に評価します。

※グローバルスタディーズ学科は次の資格（スコア）のいずれかを出願書類として提出した者は、
「英語」を満点として採点するため、
「英語」を受験する必要はありません。注：2019年４月１日以
降に受検した資格・検定試験を有効とする。ａ.実用英語技能検定（英検）準１級以上 ｂ.TOEFL iBT® 70点以上（TOEFL® PBT 525点以上） ｃ.TOEIC® L＆R 685点以上
ｄ.GTEC1000点 ※OFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください。 ｅ.IELTS™ 5.5以上
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※実用英語技能検定は、
英検１day S-CBT、
英検CBT®、
英検２day S-Interviewを含む
（英検IBA®は除く）
。※TOEIC®は、
L&R IPテスト・IPオンラインテストは除く。

公募推薦入試
公募推薦入試

出願資格

公募推薦入試
〔検定試験利用型〕

次の①・②ともに該当し、かつ③を満たす者。

①高等学校、もしくは中等教育学校を、2019年度以降に卒業した者、および2022年３月に卒業見込みの者。
②学業、人物、ともに優秀で、出身高等学校長、もしくは中等教育学校長が推薦する者。

※本学では朝鮮高級学校の該当12校を2019年度以降に修了した者および2022年３月31日までに修了する見込みの者については出願資格を認めています。

③次の資格
（スコア）
のいずれかを取得したことを、実施団体が証明する正式文書
（写し）
を高等学校調査書に添付すること。
2019年４月１日以降に受検した資格・検定試験を有効とする

TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、
公式スコア票
（Oﬃcial Score Report）
または、
受験者控用のスコアレポート
（Test Taker Score Report、
または、
Examinee Score Report）
のいずれかを提出すること。
TOEFL iBT®は、
Test Dateスコアに限ります
（
「My Best™ Score」
は利用できません）
。

【仏教学科／歴史学科 仏教史学専攻】
（1）
日本漢字能力検定２級以上
〔公益財団法人 日本漢字能力検定協会〕（2）
歴史能力検定２級以上
〔歴史能力検定協会〕（3）
世界遺産検定２級以上
〔NPO法人世界遺産アカデミー〕
【英語英米文学科】
（1）
実用英語技能検定
（英検）
２級以上
〔公益財団法人 日本英語検定協会〕（2）
TOEFL iBT® 55点以上
（TOEFL® PBT 480点以上）
〔アメリカ非営利団体教育試験サービス
Educational Testing Service〕（3）
TOEIC® L&R 600点以上
〔国際ビジネスコミュニケーション協会〕
※日本漢字能力検定は漢検CBTを含む。※実用英語技能検定は、英検１day S-CBT、英検CBT®、英検２day S-Interviewを含む（英検IBA®は除く）。※TOEIC®は、L&R IPテスト・IPオンラインテスト除く。

公募推薦入試
〔英語型〕

次の①・②ともに該当し、かつ③を満たす者。

①高等学校、もしくは中等教育学校を、2019年度以降に卒業した者、および2022年３月に卒業見込みの者。
②学業、人物、ともに優秀で、出身高等学校長、もしくは中等教育学校長が推薦する者。

※本学では朝鮮高級学校の該当12校を2019年度以降に修了した者および2022年３月31日までに修了する見込みの者については出願資格を認めています。

③次の資格
（スコア）
のいずれかを取得したことを、実施団体が証明する正式文書
（写し）
を高等学校調査書に添付すること。
2019年４月１日以降に受検した資格・検定試験を有効とする

TOEFL®のスコアを出願資格として用いる場合は、
公式スコア票
（Oﬃcial Score Report）
または受験者控用のスコアレポート
（Test Taker Score Report、
または、
Examinee Score Report）
のいずれかを提出すること。
TOEFL iBT®はTest Dateスコアに限ります
（
「My Best™ Score」
は利用できません）
。

【国際文化学科】
a.実用英語技能検定
（英検）
準２級以上 b.TOEFL iBT® 45点
（TOEFL® PBT 450点）
以上 c.TOEIC® L＆R 500点以上 d.GTEC 920点以上 ※OFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください。
【グローバルスタディーズ学科】
a.実用英語技能検定
（英検）
２級以上 b.TOEFL iBT® 55点
（TOEFL® PBT 480点）
以上 c.TOEIC® L＆R 600点以上 d.GTEC 920点以上 ※OFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください。
e.国連英検B級以上 f.IELTS™ 5.0以上
※実用英語技能検定は、
英検１day S-CBT、
英検CBT®、
英検２day S-Interviewを含む
（英検IBA®は除く）
。※TOEIC®は、
L&R IPテスト・IPオンラインテストは除く。
※GTECはOFFICIAL SCORE CERTIFICATEを提出してください
（CBTを含む）
。

公募推薦入試
〔小論文型〕

次の①・②ともに該当する者。

① 高等学校、もしくは中等教育学校を、2019年度以降に卒業した者、および2022年３月卒業見込みの者。
②学業、人物、ともに優秀で、出身高等学校長、もしくは中等教育学校長が推薦する者。

※本学では朝鮮高級学校の該当12校を2019年度以降に修了した者および2022年３月31日までに修了する見込みの者については出願資格を認めています。

公募推薦入試
〔国語型〕

次の①・②ともに該当し、かつ③を満たす者。

①高等学校、もしくは中等教育学校を、2019年度以降に卒業した者、および2022年３月に卒業見込みの者。
②学業、人物、ともに優秀で、出身高等学校長、もしくは中等教育学校長が推薦する者。

③３学期制の高等学校においては、３年１学期までの、２学期制の高等学校においては、３年前期までの、
既卒生は卒業時の
国語の学習成績の状況が3.3以上であること。
※本学では朝鮮高級学校の該当12校を2019年度以降に修了した者および2022年３月31日までに修了する見込みの者については出願資格を認めています。
【朝鮮高級学校：12 校】

合否判定

北海道朝鮮初中高級学校 東北朝鮮初中高級学校 茨城朝鮮初中高級学校 東京朝鮮中高級学校 神奈川朝鮮中高級学校 愛知朝鮮中高級学校
京都朝鮮中高級学校 大阪朝鮮高級学校 神戸朝鮮高級学校 広島朝鮮初中高級学校 山口朝鮮高級学校 九州朝鮮中高級学校

公募推薦入試〔検定試験利用型〕

文学部 仏教学科／歴史学科 仏教史学専攻／英語英米文学科：すべての試験科目を受験した者を対象とし、
「小論文」と「面接」の合計点で合否を判定します。

公募推薦入試〔英語型〕

国際学部 国 際 文 化 学 科 ：すべての試験科目を受験した者を対象とし、
「英語」と「英語によるプレゼンテーション」の合計点で合否を判定します。
国際学部 グローバルスタディーズ学科 ：すべての試験科目を受験した者を対象とし、
「英語※」と「英語によるプレゼンテーション」の合計点で合否を判定します。

公募推薦入試〔小論文型〕

※英語資格検定試験の基準を満たす場合は、満点に換算（P.21参照）。

「小論文」と「面接」の合計点で合否を判定します。
短 期 大学 部 社 会 福 祉 学 科：すべての試験科目を受験した者を対象とし、

公募推薦入試〔国語型〕

「国語」と「面接」の合計点で合否を判定します。
短期大学部 こども教育学科：すべての試験科目を受験した者を対象とし、

龍谷大学2022
2022入学試験要項
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龍谷大学

22

