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2019年 10月 25日更新 

 

2021年度明海大学浦安キャンパス入学者選抜試験について（第 2報） 

 

 2021年度以降の本学浦安キャンパスの入学者選抜試験基本方針についてはアドミッション・ポ

リシーを踏まえ、原則以下のとおりとします。 

 今後、追加・変更が生じた場合は、速やかに本学ホームページ等で公表します。 

 

 1 入学者選抜試験の種類 

2021年度入学試験から、本学の入学者選抜試験の種類を次のとおりとします。 

2021年度以降 現 行 

一
般
選
抜 

①一般選抜（統一試験） 一般入学試験（統一試験） 

②一般選抜（A日程・B日程） 一般入学試験（A方式・B方式） 

③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試験 

総
合
型
選
抜 

④総合型選抜（AO） アドミッションオフィス入学試験 

⑤総合型選抜（スポーツ・文化活動） スポーツ・文化活動特別入学試験 

⑥総合型選抜（企業推薦） 企業推薦特別入学試験 

⑦総合型選抜（生涯学習型社会人） 生涯学習型社会人特別入学試験 

学
校
推
薦
型
選
抜 

⑧学校推薦型選抜（指定校） 指定校推薦特別入学試験 

⑨学校推薦型選抜（全国商業高等学校長協会） 全国商業高等学校長協会推薦入学試験 

⑩学校推薦型選抜（公募制） 公募制推薦入学試験 

⑪学校推薦型選抜（沖縄特別奨学生） 沖縄特別奨学生入学試験 

 

 2 各入学者選抜試験の基本方針 

 （1） 一般選抜（統一試験・A日程・B日程） 

筆記試験においては、学力の三要素を評価することとし本学独自の試験を実施します。 

「英語」については、次に掲げる資格・検定試験（以下「英語検定試験」という。）の成績

を利用可能とし、さらに CEFR との対照表で次のとおり取得していることを出願資格としま

す。本学独自の「英語」試験は実施しません。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 
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＜CEFRによる出願資格＞ 

学科 出願資格 

日本語 

英米語 

中国語 

経済 

不動産 

ホスピタリティ・ツーリズム（HTM） 

口腔保健 

A1以上 

ホスピタリティ・ツーリズム（GMM） B1以上 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー GMM:グローバル・マネジメント メジャー 

 

英語検定試験の評価方法は、各英語検定試験の取得点により得点換算することとし、評価

基準については決定次第公表します。 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

国語及び数学において、記述式問題は出題しません。全てマークシート方式での解答とな

ります。 

また、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」をより積極的に評価するため、事

前提出書類として「体験エッセイ」を課すこととします。 

体験エッセイのテーマ等詳細については、2020年 5月頃に発行する 2021年度入学試験要

項等で公表します。 

【試験科目・配点・出題範囲】 

＜一般選抜（統一試験）＞ ●:必須科目 ○:選択科目 

学科 試験科目・配点等 出題範囲 

日本語 

英米語 

中国語 

経済 

不動産 

ホスピタリティ・ツー

リズム（HTM） 

口腔保健 

●国語（100点） 

●数学（100点） 

●英語（100点） 

●面接（段階評価。口腔保健学

科のみ。） 

●体験エッセイ（段階評価） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除く。）・

数学 A（図形の性質を除く。）〕 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー 

 

＜一般選抜（A日程、B日程）＞ ●:必須科目 ○:選択科目 

学科 試験科目・配点等 出題範囲 

日本語 

中国語 

●国語（100点） 

●英語（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

英米語 

ホスピタリティ・ツー

リズム（HTM） 

●国語（100点） 

●英語（200点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

経済 

不動産 

●英語（100点） 

○国語（100点） 

○数学（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

国語又は数学から 1科目選択 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除く。）・

数学 A（図形の性質を除く。）〕 
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学科 試験科目・配点等 出題範囲 

ホスピタリティ・ツー

リズム（GMM） 

【第一次選考】 

●英語（200点） 

●国語（100点） 

●総合教養（200点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

【第二次選考】 

●面接（段階評価） 

面接は第一次選考合格者のみ実施 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・総合教養（数学、地理、歴史を含む高

等学校レベルの一般教養） 

口腔保健 ●英語（100点） 

●国語（100点） 

○化学（100点） 

○生物（100点） 

○数学（100点） 

●面接（段階評価） 

●体験エッセイ（段階評価） 

化学、生物又は数学から 1科目選択 

・英語（英語検定試験の成績を利用） 

・国語（国語総合）古文・漢文を除く。 

・化学（化学基礎・化学） 

・生物（生物基礎・生物） 

・数学〔数学Ⅰ（データの分析を除く。）・

数学 A（図形の性質を除く。）〕 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー GMM:グローバル・マネジメント メジャー 

 

 （2） 大学入学共通テスト利用選抜（A日程・B日程・C日程） 

各学部・学科等が指定する大学入学共通テストの教科・科目の成績を利用して合否を判定

します。 

「英語」については、大学入学共通テストで実施される試験の成績は利用不可とし、全て

の学科で次に掲げる英語検定試験の成績を利用するものとします。 

なお、英語を必須科目とする学科においては、CEFR との対照表で次のとおり取得してい

ることを出願資格とします。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 

 

＜CEFRによる出願資格＞ 

学科 出願資格 

日本語 

英米語 

中国語 

経済 

ホスピタリティ・ツーリズム（HTM） 

口腔保健 

A1以上 

ホスピタリティ・ツーリズム（GMM） B1以上 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー GMM:グローバル・マネジメント メジャー 

 

英語検定試験の評価方法は、各英語検定試験の取得点により得点換算することとし、評価

基準については決定次第公表します。 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

国語の記述式問題については、A～Eの段階評価を得点化（50点～0点に換算）しマークシ

ートの得点に加算します。記述式問題の得点化の詳細については決定次第公表します。 
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また、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」をより積極的に評価するため、事

前提出書類として「体験エッセイ」を課すこととします。 

体験エッセイのテーマ等詳細については、2020年 5月頃に発行する 2021年度入学試験要

項等で公表します。 

【教科・科目等】 ●:必須科目 ○:選択科目 

学科 教科 試験科目・配点等 科目選択方法等 

日本語 

 

外国語 

国語 

●「英語」（100点） 

●「国語」（150点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

英米語 

ホ ス ピ タ リ テ

ィ・ツーリズム

（HTM） 

外国語 

国語 

●「英語」（200点） 

●「国語」（150点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

中国語 国語 

外国語 

●「国語」（150点） 

○「英語」（100点） 

○「中国語」（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

外国語は英語又は中国語か

ら 1科目選択 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・中国語（100点に換算しま

す。） 

経済 外国語 

国語 

地理歴史 

 

公民 

 

数学 

●「英語」（100点） 

○「国語」（150点） 

○「世界史 B」、「日本史 B」、「地理 B」

（150点） 

○「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、

「倫理、政治・経済」（150点） 

○「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学 A」、「簿

記・会計」、「情報関係基礎」（150点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

国語、地理歴史、公民、数

学から 1教科 1科目選択 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

選択科目で配点が 100 点の

ものは 150点に換算します。 

不動産 外国語 

国語 

地理歴史 

 

公民 

 

数学 

●「国語」（150点） 

○「英語」（100点） 

○「世界史 B」、「日本史 B」、「地理 B」

（100点） 

○「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、

「倫理、政治・経済」（100点） 

○「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学 A」、「簿

記・会計」、「情報関係基礎」（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

外国語、地理歴史、公民、

数学から 1 教科 1 科目を選

択。 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

ホ ス ピ タ リ テ

ィ・ツーリズム

（GMM） 

外国語 

国語 

数学 

 

 

地理歴史 

 

公民 

【第一次選考】 

●「英語」（200点） 

●「国語」（150点） 

●「数学Ⅰ・数学 A」、「数学Ⅱ・数学 B」、

「簿記・会計」、「情報関係基礎」か

ら 1科目（100点） 

○「世界史 B」、「日本史 B」、「地理 B」

（100点） 

○「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、

「倫理、政治・経済」（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

【第二次選考】 

●面接（段階評価） 

数学は 4 科目から 1 科目選

択 

地理歴史、公民は 2 教科か

ら 1教科 1科目選択 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

・面接は第一次選考合格者

のみ実施 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー GMM:グローバル・マネジメント メジャー 
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学科 教科 試験科目・配点等 科目選択方法等 

口腔保健 外国語 

国語 

理科 

 

 

数学 

●「英語」（100点） 

●「国語」（150点） 

○「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基

礎」から 2科目又は「物理」、「化学」、

「生物」から 1科目（100点） 

○「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学 A」、「数

学Ⅱ」、「数学Ⅱ、数学 B」から 1科目

（100点） 

●体験エッセイ（段階評価） 

●面接（段階評価） 

理科、数学から 1教科選択。

ただし、理科は「物理基礎」、

「化学基礎」、「生物基礎」

から 2科目又は「物理」、「化

学」、「生物」から 1 科目選

択 

・英語（英語検定試験の成

績を利用） 

・国語（近代以降の文章 100

点、記述式問題 50点） 

 

 （3） 総合型選抜（AO） 

大学教育を受けるために必要な「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」等を多面的に評

価するため、各学科における試験科目等については、次のとおりとします。 

また、ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャーの「英語」

については、次に掲げる英語検定試験の成績を利用可能とし、さらにCEFRとの対照表で A1

以上取得を出願資格とし、グローバル・マネジメント メジャーでは B1 以上取得を出願資格

とします。本学独自の「英語」試験は実施しません。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 

英語検定試験の評価方法は、各英語検定試験の取得点により得点換算することとし、評価

基準については決定次第公表します。 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

学科 試験科目等評価項目 選考方法等 

日本語 

英米語 

中国語 

経済 

不動産 

口腔保健 

【第一次選考】 

 ・出願申請書（100点） 

 ・筆記試験（100 点） 

【第二次選考】 

 ・グループディスカッション（段階評価） 

 ・面接（段階評価） 

 ・英語短文朗読（段階評価）〔英米語学科のみ〕 

第一次選考は出願申請書及び筆

記試験による選考とします。筆記

試験の詳細については、決定次第

公表します。 

ホスピタリテ

ィ・ツーリズ

ム（HTM） 

・英語（100点） 

・小論文（100点） 

・面接（段階評価） 

・出願申請書（面接時の参考資料とします。） 

 

ホスピタリテ

ィ・ツーリズ

ム（GMM） 

【第一次選考】 

 ・思考力・判断力テスト（100点） 

【第二次選考】 

 ・面接（段階評価） 

 ・出願申請書（面接時の参考資料とします。） 

思考力・判断力テストは、英語の

動画（字幕なし）を視聴した後で、

小論文を含めた複数の問題に記

述式で解答します。（これまでの

実施方法から変更はありませ

ん。） 

※ HTM:ホスピタリティ・ツーリズム メジャー GMM:グローバル・マネジメント メジャー 
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 （4） 総合型選抜（スポーツ・文化活動、企業推薦、生涯学習型社会人） 

これまでの「スポーツ・文化活動特別入学試験」、「企業推薦特別入学試験」、「生涯学習型

社会人特別入学試験」の選考方法に加え、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」

をより積極的に評価するため、事前提出書類として「体験エッセイ」を課します。（体験エッ

セイは段階評価とします。） 

また、総合型選抜（スポーツ・文化活動）のホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリ

ティ・ツーリズム メジャーでは、次に掲げる英語検定試験において CEFR との対照表で A1

以上取得を出願資格とします。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

 

 （5） 学校推薦型選抜（指定校、全国商業高等学校長協会、沖縄特別奨学生） 

これまでの面接による評価・選抜のほか、試験当日に実施する「小論文」及び出願時に提

出する「出願申請書」を評価対象とし、選抜を行います。 

なお、出願申請書及び小論文は素点による評価（100点満点）、面接は段階評価とします。 

また、推薦書については、面接時の参考資料として取り扱うこととし、直接の評価対象と

はしません。 

学校推薦型選抜（指定校及び沖縄特別奨学生）のホスピタリティ・ツーリズム学科では、

次に掲げる英語検定試験においてCEFRとの対照表でA1～B2以上取得を出願資格とします。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

 

＜ホスピタリティ・ツーリズム学科出願資格＞ 

メジャー 

入試区分 
ホスピタリティ・ツーリズム グローバル・マネジメント 

指定校 A1以上 B2以上 

沖縄特別奨学生 A1以上 B2以上 
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 （6） 学校推薦型選抜（公募制） 

これまでどおり、ホスピタリティ・ツーリズム学科ホスピタリティ・ツーリズム メジャー

及びグローバル・マネジメント メジャーのみ実施することとし、実施方法についての変更点

としては、出願時に提出する「出願申請書」を評価対象とします。 

出願申請書は素点による評価（100点満点）、プレゼンテーション及び面接については段階

評価とします。 

また、推薦書については、面接時の参考資料として取り扱うこととし、直接の評価対象と

はしません。 

出願資格としては、次に掲げる英語検定試験においてCEFRとの対照表で A1以上取得（ホ

スピタリティ・ツーリズム メジャー）及び B2以上取得（グローバル・マネジメント メジャ

ー）とします。 

＜利用可能な英語検定試験＞ 

ケンブリッジ英語検定 GTEC Advanced、Basic、Core、CBT 

実用英語技能検定 

英検 CBT:準 1 級-3 級、英検 2020 1day 

S-CBT:準 1 級 -3 級、英検 2020 2days 

S-Interview:1級-3級 

IELTS 

TEAP 

TEAP CBT 

TOEFL iBT 

なお、各英語検定試験の成績は大学入試センターが提供する成績のほか、入学試験実施年

度の前年度に取得したものも利用可能とします。 

 

 （7） 全入学者選抜共通事項 

ア JAPAN e-Portfolio については、当面、入学者選抜には利用しません。 

イ 調査書の取扱いについては、「指導上参考となる諸事項」の記載項目を合否判定の際、重

視します。なお、詳細については、決定次第公表します。 


