
【⼊試について】 

■総合型選抜 

Q. 総合型選抜は⾼校時の成績はどのくらい関係しますか？ 
A. 総合型選抜の応募基準に⾼校の成績は関係ありません。当⽇の成績とあらかじめ提
出された書類で総合的に評価します。 
 
Q. 10 ⽉総合型選抜のプレゼンテーション課題はいつ掲⽰してもらえますか？ 
A. 外国語学部、経営学部の 10 ⽉総合型選抜の課題は、8 ⽉ 22 ⽇より受験⽣サイトで
公開しています。⼊試ナビ「出願について」ページをご確認くだい。 
 
Q. 外国語学部、10 ⽉総合型選抜プレゼンテーションの形式について教えてくださ
い。質疑応答などはありますか？ 
A. 当⽇のプレゼンテーション形式は⾃由ですが、パソコンなど機器の使⽤はできませ
ん。ペーパーによる資料を⽤いることは可能です。学⽣募集要項 P.18 をご確認くださ
い。また、プレゼンテーションの時間では質疑応答は⾏わない予定ですが、その後の
⾯接時に、プレゼンテーションについて質問される場合もあります。 
 
Q. 外国語学部のプレゼンテーションの対策を教えてください。 
A. 現在公開中(視聴期間は〜8/28 23：59 迄)の総合型選抜課題のオンラインセミナー
をご覧いただき課題についての理解を深めてください。 
課題レポートについては、課題に⾒合った資料を⾒つける、資料を⾃分の中で客観的
に理解・分析する、⾃分の知⾒をもとに論理的に思考し、⾃分の考えで適切な意⾒を
述べる、などのポイントを参考にしてください。 
 
Q. 英語基礎⼒診断についての対策はどのようなことをすればいいですか？過去問題は
ありますか？ 
A. 中学・⾼校で学習された内容をしっかりと学習してください。過去問題集で対策を
することをお勧めします。過去問題集は受験⽣サイト「資料請求」から無料でご請求
いただけます。 
 
Q. 経営学部、10 ⽉総合型選抜でのプレゼンテーションでは、試験当⽇は資料を使⽤
してもいいのでしょうか？ 
A. 当⽇のプレゼンテーションでは、パソコンなど機器の使⽤はできませんが、ペーパ
ーによる資料を⽤いて発表することは可能です。学⽣募集要項 P.20 をご確認くださ
い。 
 



Q. 経営学部の 10 ⽉総合型選抜でのプレゼンテーションについて、試験監督と受験⽣
は何対何でしょうか？ 
A. 受験者数によって異なりますが、これまでの例をお伝えすると、試験官 2 名、受験
⽣の⽅は 2〜3 名での実施でした。 
 
Q. 外国語学部の課題提出の期限はいつですか？ 
A. 10 ⽉総合型選抜のご質問として回答します。課題レポートは出願期間内に出願書類
と⼀緒に提出してください。 
 
Q. ⼈間学部の総合型選抜の⼊試は⼩論⽂だけですか？ 
A. ⼩論⽂の他にも⾯接、書類審査（活動報告書）で選考します。それぞれの配点につ
いては学⽣募集要項でご確認ください。 

 
Q. 保健医療技術学部の総合型選抜の適性検査では、学校推薦型選抜のような具体的な
範囲などはありますか？ 
A. 教科書などの具体的な範囲は公開していません。学科ごとに出題内容が異なります
ので、⼊試ガイド P.25 に掲載している「総合型選抜対策・評価ポイント」を参照くだ
さい。 

 
Q. 理学療法学科、総合型選抜の適性検査の対策に活⽤できる過去問はありますか？ 
活動証明書類がない場合、⾼校に書類を⽤意してもらう必要はありますか？ 
A. 今年度初めて実施のため、過去問題はございません。活動証明書については、 学
校でご⽤意が可能であれば、ご提出ください。 

 
Q. 保健医療技術学部で、総合型選抜での適性検査は数学Ⅰと⽣物基礎となっています
が時間はまとめて 60 分ですか？ 
A. 適性検査の試験時間は、50 分です。 

 
Q. 総合型選抜の作業療法学科の適性検査はどんなことをしますか？⽣物と⽣物基礎か
らの出題ですか？ 
A. 出題は、⽣物に関して基本的には⽣物基礎の範囲ですが、⼀部⽣物の内容からの⽤
語も含みます。基礎知識を問う⽂章問題や⼈体に関する問題が出ますので、教科書を
よく読んでおくことをお勧めします。 

 
Q. 看護学科、総合型選抜の適性検査の詳しい勉強範囲は教えていただけますか？ 
A. ⾼校⼊学までの理科・数学の基礎的な知識と⾼校での⽣物基礎と化学基礎の知識を
確実なものとして下さい。また、濃度に関する⽂章問題にも取り組んでおくことをお
勧めします。 
 



Q. 看護学科の総合型選抜⼩論⽂について、⽂字数など詳しく教えてください。 
A. 看護学科の⼩論⽂の試験時間は 50 分です。 
⽂章（図を含む場合もあります）を読み設問に回答する形式の問題です。設問の内容
を正確に理解し回答できること、テーマについて論理的に⾃分の考えを述べることに
取り組んでください。⽂字数は公開しておりませんのでご了承ください。 

 
Q. ⽣物基礎の試験の植物についてはあまり過去問に出題されていないのですがどのよ
うに勉強したらいいですか？ 
A. ⽣物では、これまではヒトの⾝体や病気に関する内容が出題される傾向がありまし
たが今年度も同様とは限りません。学⽣募集要項の出題範囲（総合型選抜除く）など
も参考に学習に取り組まれることをお勧めします。また、過去問題冊⼦の学習アドバ
イスのページも参照してみてください。 

 
Q. 過去問題集に保健医療技術学部の AO⼊試の問題が掲載されていないのはなぜです
か？ 
A. 保健医療技術学部の 4学科で総合型選抜を実施するのは今年度が初めてなので過去
問題を掲載していません。 

 
Q. GCIでの総合型選抜の受験を考えています。他校の併願で考えてますが、⽂京学院
⼤学に合格した場合他の⼤学の合格まで待つことは可能なのでしょうか？ 
ホームページを⾒ましたが、学部合格の場合は⼊学⼿続き後、辞退出来ませんと書い
てありよく分からないので教えてください。 
A. GCI総合型選抜では、GCI⽣として合格となった場合は他⼤学との併願が可能なの
で⼊学⼿続後（定められた⼊学⼿続き締切⽇までに⼊学⼿続きが必要です）の辞退が
可能です。GCI⽣として合格基準に達しなかった場合で学部の基準に達した場合は学
部合格となり、その際は専願制での合格となるため⼊学⼿続後の辞退はできません。 

 
Q. 外国語学部 GCIを希望しています。セミナー課題はやる必要がないということで
すか？ 
A. GCI総合型選抜ではセミナー課題など事前の課題提出はありません。 

 
Q. 10 ⽉の総合型選抜で不合格の場合に、12 ⽉の総合型選抜を受け直すことができま
すか？ 
A. 何度でもチャレンジすることが可能です。再受験の場合は検定料が割引になる制度
もあります。（保健医療技術学部は 12 ⽉の総合型選抜はございません。） 

 

 

 



Q. 総合型選抜⼊試と公募推薦は併願できますでしょうか？ 
A. 総合型選抜を受験して不合格になった場合、学校推薦型選抜の応募基準を満たして
いれば再受験いただくことは可能です。 
 
Q. 総合型選抜は他校との併願は出来ますか？ 
A. 総合型選抜は、専願制です。GCI総合型選抜のみ、併願制です。 
 
Q. 総合型選抜の数学はチャート何⾊のレベルでしょうか？ 
A. 学科ごとに出題内容が異なりますので、⼊試ガイド P.25 に掲載している「総合型
選抜対策・評価ポイント」をご参照ください。 
 
Q. 総合型選抜の⼩論⽂は⾃宅で書いて提出なのでしょうか。 
A. 試験当⽇の出題となります。 
 
Q. 総合型選抜の問題はどのくらい難しいですか？ 
A. 学部学科によって選考⽅法も異なりますし、総合型選抜は本学への強い関⼼と明確
な志望動機があり、学習への強い意欲がある⽅などを受け⼊れるための⼊試なので、
難易度としてご提⽰することはできません。 
ご⾃⾝の⼒を発揮できる試験種別を検討し対策をしていただければと思います。 
 

■学校推薦型選抜 

Q. 学校推薦型選抜の専願制学校推薦型選抜と併願、制学校推薦型選抜では合格率が⾼
いのは専願制の⽅が⾼いですか？ 
A. 併願制学校推薦型選抜は今年度初めて実施するため、前年度の倍率をご提⽰するこ
とができません。出願者数により、各⼊試の合格率は変動いたします。 
 
Q. 学校推薦型の⾯接、適性検査、活動報告書の配点はありますか？ 
A. 各学部により配点が変わります。詳しくは、学⽣募集要項の該当学部ページでご確
認ください。 
 
Q. 指定校推薦の⼊試⽅法も学校推薦型の専願制と同じですか？また、⼩論⽂も学校推
薦型の専願制の過去問を解けば⼤丈夫ですか？ 
A. 学部により異なります。⼩論⽂が課される学科については、学校推薦型の過去問題
に取り組んでください。指定校の試験内容については⾼校の先⽣にご確認ください。 
 
Q. 指定校推薦で受験する予定なのですが、⼩論⽂の課題は事前に教えて頂けないので
しょうか？また、その場合どのような対策をしておけばよいのでしょうか？ 
A. ⼩論⽂の課題は、事前にはお伝えしておりません。本学の過去問題集を利⽤して対
策をしてください。 
 



 
Q. 学校推薦型の⼩論⽂は縦書きですか？ 
A. 学部学科によって異なります。昨年度は外国語学部と経営学部は縦書き、⼈間学部
と保健医療技術学部は横書きでした。今年度も同様とは限りません。 
 
Q. ⼩論⽂のコツを教えてもらいたいです。 
A. 課題⽂・資料を客観的に理解・分析できているか、読み⼿にわかりやすい⽂章を書
けているか、筋道を⽴てて論理的に説明できているか、⾃分の考えを明確に述べてい
るかなどに気を付けて、過去問題集を活⽤して対策をしてみてくだい。 
 
Q. ⼩論⽂は何百字ですか？過去問題はありますか？ 
A. 学部や試験種別により異なりますが、800字程度であることが多いです。詳細は学
⽣募集要項でご確認ください。過去問題集は受験⽣サイト、「資料請求」ページより
無料でご請求いただけます。 
 
Q. 学校推薦型選抜と⼀般選抜は、どちらもマーク式ですか。 
A. 学部・学科によって試験形態が異なります。例えば、保健医療技術学部の場合は学
校推薦型選抜と⼀般選抜で実施される科⽬試験はどちらもマークシートです（⼀般Ⅲ
期の英語は⼀部記述を含みます）。各学部の詳細は学⽣募集要項にてご確認くださ
い。 
 
Q. 理学療法学科、専学制学校推薦型選抜の評定値が⾜りないので総合型選抜と思って
いたのですが、評定が 3.5未満でも出願可能とあり、どちらが良いのでしょうか？ 
A. 専願制学校推薦型選抜で評定が 3.5未満でも受験ができるのは、運動部活動を⾼校
3年時まで継続した⽅になります。総合型選抜か専願制学校推薦型選抜にするかは、
試験内容も違うので、応募基準を確認してよくご検討ください。 
 
Q. 作業療法学科、併願制学校推薦型選抜の若⼲名はおよそ何⼈になりますか? 
A. 受験者数によって変わる場合がございますので、若⼲名とさせていただいておりま
す。ご了承ください。 
 
Q. 臨床検査学科、学校推薦型選抜の適性検査はどのくらいの割合取れると良いです
か？ 
A. 合格ラインは公開しておりませんが、得点配分としては、⼩論⽂が 20点、適性検
査が 40点、⾯接・書類審査（活動報告書）が 40点の合計 100点満点となります。総
合評価となりますので、いずれも事前に⼗分取り組まれることをお勧めします。 
 
Q. 学校推薦型選抜で、なぜマネージャーはだめなのですか？ 
A. 理学療法学科で、学習成績の状況が基準未満の場合にも出願できる要件として定め
られた応募基準となっておりますので、ご理解いただきたくお願い申しあげます。 
 



Q. 指定校推薦に関して、今までは指定校が来ていなかった学校に対して、新しく指定
校が来る事はありますか。また、その場合はある規定を満たしていたら来るのです
か？ 
A. 指定校制度に関しては、⼤学と⾼等学校間におけるやり取りとなるため、ここでは
回答いたしかねます。指定校については、⾼校の先⽣にお尋ねください。 
 
Q. 専願制学校推薦型選抜は公募型の選抜ということですか？それとも指定校というこ
とでしょか？ 
A. 専願制学校推薦型選抜はいわゆる公募制となります。 
 
Q. ⼈間学部の学校推薦型選抜は専願制、併願制だけで指定校推薦、公募制度で分かれ
ていないのでしょうか？ 
A. 専願制学校推薦型選抜と併願制学校推薦型選抜はいわゆる公募制となります。指定
校推薦については別途⾼校にご案内をしておりますので、⾼校の先⽣にお尋ねくださ
い。 
 
Q. 保健医療技術学部で指定校推薦を考えています。⾼校で過去の受験⽣の記録を⾒た
ら、⾯接や適性検査、⼩論⽂の有無が書いてありました。⾯接のみと書いてありまし
たが、これは今年も変わらないでしょうか？また、書類は調査書、推薦書、活動報告
書の 3点が必要ですか？ 
A. 指定校の試験内容等については⾼校の先⽣にご確認ください。調査書、活動報告
書、推薦書はご提出いただきます。 
 
Q. 児童発達学科、学校推薦型選抜の中で指定校制と公募制の⼈数の⽐率はどのくらい
でしょうか？ 
A. 児童発達学科の学校推薦型選抜の募集定員は 25 名となっています。指定校と公募
制の割合は各年度の応募状況により異なるため、⽐率は公開しておりません。 
 
Q. 学校型推薦での⼩論⽂は前もって書いて提出しますか？ 
A. 試験当⽇の出題となります。 
 

■⼀般選抜 

Q. ⼀般⼊試の合格最低点、合格できる割合はどれくらいですか？ 
A. 合格ラインは公開しておりませんが、学科によって異なりますので、個別相談など
でご質問ください。 
 
Q. ⼀般⼊試で作⽂以外に試験はありますか？ 
A. ⼀般選抜では⼩論⽂試験は実施しておりません。各学部の選考⽅法は学⽣募集要項
でご確認ください。 
 



Q. 全学部統⼀試験と⼀般選抜試験を⼀緒に受けることは可能ですか？ 
A. 試験⽇程が違うので可能です。検定料が割引になるセレクト出願をお勧めします。 
セレクト出願については、受験⽣サイトの⼊試ナビ「BGUの⼊試制度とくとくナビ
2021」ページ、⼊試ガイド P.10 でご確認いただけます。 


