
 

 

 

令和３年５月２７日  

岐阜市立女子短期大学 

 

令和 4年度(令和 3年度実施)入学者選抜の予告(第 3回目) 

 

 令和 4 年度入学者選抜の変更について、令和 3 年 5 月 20 日付け「令和 4 年度(令和 3 年度実

施)入学者選抜の予告」（第 2回目）に加え、下記のとおりお知らせします。学校推薦型選抜・社

会人選抜、帰国生徒選抜、留学生選抜、大学入学共通テスト利用の一般選抜については、変更あ

りません。なお、予告に関わる内容は、当該年度の学生募集要項で必ず確認してください。 

 

記 

 

１ 出願資格(総合型選抜Ⅰ) 

令和 3年度入試(変更前) 令和 4年度入試(変更後) 

＜英語英文学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 2 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ）次の(a)、(b)、(c)、(d)のいずれかに該当す

る者 

(a) 実用英語技能検定（PBT, CBT, S-CBT, S-

Interview）2級以上に合格した者 

 

(b) TOEIC® Listening & Reading Test 500点

以上を取得（公開・IPいずれも可）した者 

(c) 全商英語検定 1級に合格した者 

(d) GTEC (CBT, Core, Basic, Advanced) 750

点以上取得した者 

(ウ) 本学が実施する入試説明会及びスクーリ

ングに出席した者 

(エ) 合格した場合に入学することが確約でき

る者 

＜英語英文学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ) 次の(a)、(b)、(c)、(d)のいずれかに該当す

る者 

(a) 実用英語技能検定（従来型、CBT, S-CBT, 

S-Interview）2 級以上に合格した者また

は CSEスコア 1980点以上取得した者 

(b) TOEIC® Listening & Reading Test 500点

以上を取得（公開・IPいずれも可）した者 

(c) 全商英語検定 1級に合格した者 

(d) GTEC (CBT, Core, Basic, Advanced) 750

点以上取得した者 

(ウ) 本学が実施する入試説明会及びスクーリ

ングに出席した者 

(エ) 合格した場合に入学することが確約でき

る者 

 

＜国際文化学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 2 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ) 次の(a)、(b)のいずれかに該当する者 

＜国際文化学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ) 次の⒜、⒝、(c）のいずれかに該当する者                       



 

 

 

(a) 中国語に関する検定試験の資格を取得した

者で、資格証書の写しなどを提出できる者 

 

 

(b) 高等学校又は中等教育学校において、中国

語を１単位以上修得した者 

 

 

 

 

 

(ウ) 本学が実施する入試説明会及びスクーリ

ングに出席した者 

(エ) 合格した場合に入学することが確約でき

る者 

 

(a) 中国語もしくは韓国語（ハングル）に関 

      する検定試験の資格（級は問わない）を

取得した者で、資格証書の写しなどを提

出できる者 

(b) 高等学校または中等教育学校において、

中国語もしくは韓国語を 1 単位以上修得

した者 

(c) 上記⒜⒝以外の者で、中国語もしくは韓

国語に関するこれまでの取組みを「志望

理由書」に記載し、面接時に具体的な説

明ができる者     

(ウ) 本学が実施する入試説明会及びスクーリ

ングに出席した者 

(エ) 合格した場合に入学することが確約でき

る者 

 

＜食物栄養学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 2 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ） 高等学校において理科の評定平均値が 4.0

以上の者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる

者 

 

＜食物栄養学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ） 高等学校において理科の評定平均値が 3.6

以上の者 

(ウ)  合格した場合に入学することが確約できる

者 

 

＜生活デザイン学科＞ 

本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 2年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ) 本学が実施するスクーリングを受講した

者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる

者 

 

＜生活デザイン学科＞ 

本学への入学を強く希望し、次の各項にすべ

て該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校

を卒業見込みの者 

(イ) 本学が実施するスクーリングを受講した

者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる

者 

 

 

 

 

 



 

 

 

出願資格(総合型選抜Ⅱ) 

令和 3年度入試(変更前) 令和 4年度入試(変更後) 

＜英語英文学科＞ 

 

 

＜英語英文学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべて

該当する女子 

(ア) 令和 3年度に高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(イ) 次の(a)、(b)、(c)、(d)、(e)のいずれかに該

当する者 

(a) 実用英語技能検定（従来型、CBT, S-CBT, S-

Interview）2級以上に合格した者または CSE

スコア 1980点以上取得した者 

(b) TOEIC® Listening & Reading Test 500点以

上を取得（公開・IPいずれも可）した者 

(c) 全商英語検定 1級に合格した者 

(d) GTEC (CBT, Core, Basic, Advanced) 750点

以上取得した者 

(e) 高等学校において外国語の評定平均値が

3.7 以上の者」 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる

者 

＜食物栄養学科＞ 

  

 

 

 

 

＜食物栄養学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべて

該当する女子 

(ア) 令和 3年度に高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(イ） 高等学校において全体の評定平均値が 3.4以

上の者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる者 

 

＜生活デザイン学科＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生活デザイン学科＞ 

本学への入学を強く希望し、次の各項にすべて

該当する女子 

(ア) 令和 3年度に高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(イ) 本学が実施するスクーリングを受講した者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる者 

 



 

 

 

出願資格(総合型選抜Ⅲ) 

令和 3年度入試(変更前) 令和 4年度入試(変更後) 

＜英語英文学科＞ 

 

 

＜英語英文学科＞ 

 本学への入学を強く希望し、次の各項にすべて

該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(イ) 次の(a)、(b)、(c)、(d)、(e)のいずれかに該当

する者 

(a) 実用英語技能検定（従来型、CBT, S-CBT, S-

Interview）2 級以上に合格した者または CSE

スコア 1980点以上取得した者 

(b) TOEIC® Listening & Reading Test 500点以

上を取得（公開・IPいずれも可）した者 

(c) 全商英語検定 1級に合格した者 

(d) GTEC (CBT, Core, Basic, Advanced) 750点

以上取得した者 

(e) 高等学校において外国語の評定平均値が

3.7 以上の者」 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる

者 

 

＜生活デザイン学科＞ 

 

 

 

 

＜生活デザイン学科＞ 

本学への入学を強く希望し、次の各項にすべて

該当する女子 

(ア) 令和 3 年度に高等学校又は中等教育学校を

卒業見込みの者 

(イ) 本学が実施するスクーリングを受講した者 

(ウ) 合格した場合に入学することが確約できる者 

 

 

 

２ 試験科目と配点(一般選抜Ⅰ/本学個別試験) 

令和 3年度入試(変更前) 令和 4年度入試(変更後) 

＜英語英文学科＞ 

 必須科目 英語※1     200点 

          国語総合※2 100点 

 選択科目  

大学入学共通テスト(地理歴史、公民、 

数学)から 1科目※3 50点 

＜英語英文学科＞ 

A 型 必須科目 英語※1     200点 

             国語総合※2 100点 

選択科目  

大学入学共通テスト(地理歴史、公民、 

数学)から 1科目※3 50点 



 

 

 

B型 必須科目  英語※1      200点 

国語総合※2  100 点 

小論文       50 点 

＜国際文化学科＞ 

必須科目 英語※1     100点 

国語総合※2 100点 

 選択科目  

大学入学共通テスト(地理歴史、公民、 

数学)から 1科目※3 100点 

＜国際文化学科＞ 

A型 必須科目 英語※1    100点 

国語総合※2 100 点 

選択科目  

大学入学共通テスト(地理歴史、公民、

数学)から 1科目※3 100点 

 

B型 必須科目  英語※1   100点 

国語総合※2 100 点 

小論文   100 点 

 

＜食物栄養学科＞ 

 必須科目 英語※1        100点 

国語総合※2    100点 

      数学Ⅰ･数学 A 100点 

＜食物栄養学科＞ 

 必須科目 英語※1          100点 

国語総合※2    100 点 

 数学Ⅰ･数学 A 50点 

 

＜生活デザイン学科＞ 

 必須科目 英語※1 100 点 

       面接   80点 

 選択科目 国語総合※2、数学Ⅰ･数学 A、 

実技※4から 2科目 200点 

＜生活デザイン学科＞ 

 必須科目 英語※1     100 点(変更なし) 

口頭試問（面接）  80点 

 選択科目 国語総合※2、数学Ⅰ･数学 A、 

実技※4から 1科目 100点 

  

 
※1「コミュニケーション英語Ⅰ」、「コミュニケーション英語Ⅱ」、「英語表現Ⅰ」を出題範囲とし、リスニングを含みます。 
※2 漢文を除きますが古文は含みます。 
※3 2教科 2科目以上受験している場合は、高得点の教科・科目を採用して合否判定を行います。ただし、地理歴史・公民の中か 

ら 2科目受験している場合は、第 1解答科目の得点を採用します。 
※4 描写力と表現力の考査です。 

 

 

 

 

試験科目と配点(一般選抜･3月入試) 

令和 3年度入試(変更前) 令和 4年度入試(変更後) 

＜英語英文学科＞大学入学共通テスト利用・３月入試 

 必須科目 英語※5     200点          

 選択科目  国語、地理歴史、公民、数学から 

1 科目※6   100 点 

＜英語英文学科＞  総合型選抜Ⅲ 

 必須科目 小論文      50 点 

      面接       100 点 

      書類審査    10 点 

 



 

 

 

＜国際文化学科＞大学入学共通テスト利用・３月入試 

 必須科目 英語※5、中国語、韓国語から 

1 科目     200点 

国語      100 点 

 選択科目 地理歴史、公民、数学から 

1 科目※6      100点 

＜国際文化学科＞一般選抜Ⅲ・大学共通テスト利用 

 必須科目 英語※5、中国語、韓国語から 

1科目        200点 

国語        100 点 

 選択科目 地理歴史、公民、数学から 

1科目※6         100 点 

 

＜食物栄養学科＞大学入学共通テスト利用・３月入試 

 必須科目 国語    100 点 

選択科目 英語※5
、数学、理科※7から 

1 科目※6 100 点 

＜食物栄養学科＞一般選抜Ⅲ・大学共通テスト利用 

必須科目 国語    100 点 

選択科目 英語※5
、数学、理科※7から 

1科目※6 100 点 

 

＜生活デザイン学科＞大学入学共通テスト利用・３月入試 

 選択科目 英語※5、国語、数学、理科※7から 

2 教科 2科目※8 200 点 

＜生活デザイン学科＞一般選抜Ⅲ・大学共通テスト利用 

 選択科目 英語※5、国語、数学、理科※7から 

2教科 2科目※8 200 点 

  

又は 総合型選抜Ⅲ 

      小論文     20点 

      プレゼンテーション  70点 

      書類審査   10点 

 
※5 リスニングを含みます。 

※6 2教科 2科目以上受験している場合は、高得点の教科・科目を採用して合否判定を行います。ただし、地理歴史・公民の中 
から 2科目受験している場合は、第 1解答科目の得点を採用します。 

※7 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎の場合は、2科目選択するものとします。 

※8  英語、国語、数学、理科の 3教科以上受験した場合は、高得点の 2教科 2科目を採用して合否判定を行います。 

 

 

４ 学生募集要項（冊子） 

 ・令和３年７月中旬から入手できます。 

 

 

 

問い合わせ先 

岐阜市立女子短期大学事務局 

総務管理課 教務学生係 

電話 058-296-3131 


