
大学入試センター試験の受験を要する教科等

①前期日程【 4教科4科目 / 4教科5科目 】
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大学入試センター試験 個別学力検査

教　科

『国語』

『外国語』

『公民』

『数学』

『理科』

『地理歴史』

「国語」 【必須】

「英語」（リスニング含む）
「ドイツ語」 「フランス語」
「中国語」 「韓国語」

「世界史A」 「世界史B」
「日本史A」 「日本史B」
「地理A」 「地理B」
「現代社会」 「倫理」
「政治・経済」 「倫理、政治・経済」

「数学Ⅰ」 「数学Ⅰ・数学A」
「数学Ⅱ」 「数学Ⅱ・数学B」　　　
「工業数理基礎」
「簿記・会計」
「情報関係基礎」

『旧数学Ⅰ』
『旧数学Ⅰ・旧数学A』
『旧数学Ⅱ・旧数学B』

「物理基礎」 「化学基礎」
「生物基礎」 「地学基礎」

「物理」 「化学」 「生物」　
「地学」

『理科総合A』
『理科総合B』
『物理Ⅰ』 『化学Ⅰ』
『生物Ⅰ』 『地学Ⅰ』

科　目 受験科目数・受験科目の選択方法等

合計
国語 外国語 地理歴史 公民 数学 理科 英語 小論文

※1.『国語』については、センター試験の素点200点を前期・後期とも100点に換算した配点とします。
※2.『外国語』の科目で「英語」を指定（英米学科・国際関係学科・第2部英米学科の志望者は必
　　須科目）した場合、センター試験の素点250点（筆記試験200点＋リスニングテスト50点）を前
　　期は100点、後期は200点に換算した配点とします。
　　また、「英語」以外の科目（「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」）については、センター
　　試験の素点200点を前期は100点に換算した配点とし、後期は素点200点をそのまま配点と
　　します。

　　旧教育課程履修者のみ、『数学』において、『旧数学Ⅰ』『旧数学Ⅰ・旧数学A』『旧数学Ⅱ・旧数
　　学B』を、『理科』において、『理科総合A』『理科総合B』『物理Ⅰ』『化学Ⅰ』『生物Ⅰ』『地学Ⅰ』を
　　選択することができます。ただし、『理科』においては、新・旧の異なる教育課程の科目を組み合
　　わせて選択することはできません。
　　新教育課程履修者は、旧教育課程から出題される科目を選択することはできません。
　　 　本学が指定する平成27年度大学入試センター試験の教科・科目を1科目でも受験しなかった場合、本学の個別学力
　　  検査を受験することはできません。
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入試概要

募集人員（2015年度）

　本学では、大学入試センター試験を利用した一般入試をはじめ、社会人を
対象とした社会人特別選抜など、学ぼうとする意欲に応えるさまざまな入学試
験を実施しています（出願資格の詳細は各募集要項でご確認ください）。

一般入試（学部全学科・第2部英米学科）
　受験生に幅広い受験チャンスを提供するため、前期・後期日程に分けた分
離分割方式による入試制度を行っています。合否の判定は、大学入試セン
ター試験の成績と本学で行う個別学力検査の成績、出身学校長が作成した
調査書などを総合的に判断して行います。

　日本の高等学校等を2014年度中に卒業または卒業見込みの者で、英語資
格要件や評定平均値などの条件を満たしている者を対象に、学部全学科に
おいて、推薦入試全国枠を実施しています。

学　科 入学
定員

募集人員 備考
前期日程

英 米 学 科
ロシア学科
中 国 学 科
イスパニア学科
国際関係学科
第2部英米学科
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後期日程
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推薦（全国枠）
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2
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-

推薦（神戸市内枠）

7

2

3

2

4

4 社会人特選20

推薦入試【全国枠】（学部全学科）※49ページ参照

　日本の高等学校等を2014年度中に卒業または卒業見込みの者で、神戸市
内に住所を有する者または神戸市内の高等学校に在学する者で、評定平均
値などの条件を満たしている者を対象に推薦入試神戸市内枠を実施してい
ます。

推薦入試【神戸市内枠】（学部全学科・第2部英米学科）※49ページ参照

　保護者の海外勤務などの理由で海外での現地教育を受けて日本に戻った
帰国子女を対象に、帰国子女特別選抜を実施しています。

帰国子女特別選抜（学部全学科）

　18歳以上の外国籍を有する者で、本学で学ぼうと希望する者に対し、外国
人留学生特別選抜を実施しています。

外国人留学生特別選抜（学部全学科）

　社会人としての豊かな経験を生かし、新たな知識の修得を目指す社会人を
対象として、社会人特別選抜を実施しています。
（2014年度入試：53人受験/20人合格）

社会人特別選抜（第2部英米学科）

一般入試入試科目（2015年度）
イスパニア絵本翻訳会

　健康な体は勉学の資本です。充実した学校生活を送るためには、心身とも
に健康に過ごすための自己管理が必要です。
　体調がすぐれない時や怪我をした場合などに備え保健室があります。専任
の養護教諭や看護師が在室し、手当て以外に日常生活の健康相談なども
行っています。

楠ヶ丘会（同窓会）

　楠ヶ丘会は本学卒業生が組織する同窓会です。11支部（海外3支部）を持
ち、卒業後もさまざまな形で本学を支援してくれています。
　また、本学敷地内にある楠ヶ丘会館は卒業生が集う場だけではなく、卒業
生と在校生をつなぐコミュニケーションの場となっています。

　若い人たちがボランティア活動に参加することは、社会に目を向け、自らを成
長させる格好の機会です。
　本学においても、学生がボランティア活動に関心をもち、活動に踏み出すため
の情報提供や活動の支援を行うためにボランティアコーナーを設置しています。
　ボランティアコーナーでは、ボランティアコーディネーターやボランティア経験
のある学生スタッフが情報の提供、相談、指導等の活動支援を行っています。
　これまで、外大生の持つ語学能力を生かし、外国船乗客の交通ガイド、絵
本のスペイン語翻訳、在日中国人中学生の通訳や学習支援などに取り組んで
きました。

　絵本をスペイン語に翻訳し、エルサルバドルのちびっこ図書館に寄付
しています。相手の顔を見られない間接的な活動ですが、翻訳が完成す
るたびに嬉しくなります。純粋に自分自身が楽しんでいることが、自然とボ
ランティアに繋がっているという感覚です。
　大学で学んでいるスペイン語を実際に役立てる素敵な時間だと思い
ます。また翻訳を通して、普段の授業とは違う言葉の表現にも触れること
ができ、さらにスペイン語が好きになりました。

保健室／学生相談室ボランティアコーナー

ちびっこ図書館に寄付する絵本を翻訳します。
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この団体の魅力は
自分たちの力で絵本を生まれ変わらせることができます。
活動をする中で一番印象に残っていることは？
1年生の頃、長い時間をかけて1冊目の翻訳を完成させた時の達成感。

イスパニア学科卒業

-

-

【1科目】 
※英米学科・国際関係学科・第2部英米学科は、
　「英語」（リスニング含む）を必須科目とする。
※ロシア学科・中国学科・イスパニア学科は、
　「英語」（リスニング含む）、「ドイツ語」「フラン
　ス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択とする。

【2教科の中から、いずれか1科目を選択】
※2科目受験した場合は、第1解答科目を合否
　判定に用いる。

【2教科の中から、いずれか1科目または2科目を選択】

（選択方法）
①から1科目
②から2科目
③から1科目
④から1科目

※『数学』『理科』において2科目以上受験した
　 場合、

①『数学』の高得点科目
②『理科』の基礎を付した科目2科目の合計点
③『理科』の基礎を付さない科目

（2科目受験した場合は第1解答科目）
④『理科』の旧課程科目

（2科目受験した場合は第1解答科目）
を比較して、最も高得点のものを合否判定に用
いる。

①

②

③

④注

注

のいずれかを選択

注

②後期日程【 3教科4科目 / 3教科5科目 / 4教科4科目 / 4教科5科目 】
教　科

『国語』

『外国語』

『公民』

『数学』

『理科』

『地理歴史』

「国語」 【必須】

「英語」（リスニング含む）
「ドイツ語」 「フランス語」
「中国語」 「韓国語」

「世界史A」 「世界史B」
「日本史A」 「日本史B」
「地理A」 「地理B」

「現代社会」 「倫理」
「政治・経済」
「倫理、政治・経済」

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学A」
「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学B」　　　
「工業数理基礎」
「簿記・会計」
「情報関係基礎」

『旧数学Ⅰ』
『旧数学Ⅰ・旧数学A』
『旧数学Ⅱ・旧数学B』

「物理基礎」「化学基礎」
「生物基礎」「地学基礎」

「物理」「化学」「生物」　
「地学」

『理科総合A』
『理科総合B』
『物理Ⅰ』『化学Ⅰ』
『生物Ⅰ』『地学Ⅰ』

科　目 受験科目数・受験科目の選択方法等

　　旧教育課程履修者のみ、『数学』において、『旧数学Ⅰ』『旧数学Ⅰ・旧数学A』『旧数学Ⅱ・旧数
　　学B』を、『理科』において、『理科総合A』『理科総合B』『物理Ⅰ』『化学Ⅰ』『生物Ⅰ』『地学Ⅰ』を
　　選択することができます。ただし、『理科』においては、新・旧の異なる教育課程の科目を組み合
　　わせて選択することはできません。
　　新教育課程履修者は、旧教育課程から出題される科目を選択することはできません。
　　 　本学が指定する平成27年度大学入試センター試験の教科・科目を1科目でも受験しなかった場合、本学の個別学力
　　  検査を受験することはできません。

【1科目】 
※英米学科・国際関係学科・第2部英米学科は、「
　英語」（リスニング含む）を必須科目とする。
※ロシア学科・中国学科・イスパニア学科は、
　「英語」（リスニング含む）、「ドイツ語」「フラン
　ス語」「中国語」「韓国語」から1科目選択とする。

【4教科の中から、いずれか2科目または3科目を選択】

（選択方法）
①から2科目　　　　　　　　　　
①から1科目
及び②から2科目

※受験した科目の中で、最も高得点の科目2科
　目または3科目を合否判定に用いる。

『理科』において「同一名称科目」を含む3科目
を受験した場合、

①『理科』の基礎を付さない科目
②『理科』の基礎を付した科目2科目の合計点
のうちいずれか高得点のもののみ合否判定に
用いる。
この場合、『理科』以外の選択教科を最低1科
目受験していなければ科目不足となる。

＊「同一名称科目」とは、
　・「物理基礎」と「物理」
　・「化学基礎」と「化学」
　・「生物基礎」と「生物」
　・「地学基礎」と「地学」のことを指す。

①

①

①

①

②

注

注

のいずれかを選択

注


