
 

 

令和 3（2021）年度広島大学入学者選抜について 広島大学高大接続・入学センター 

1 

令和2（2020）年3月31日 加筆修正 
令和元（2019）年12月17日 加筆修正 
令和元（2019）年10月25日 加筆修正 

令和元（2019）年5月 新元号に表記修正 
平成31（2019）年3月公表 

 
 

令和3（2021）年度広島大学入学者選抜について 

令和2（2020）年3月31日版 
 

一般選抜 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜 

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜 

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠） 

外国人留学生選抜 
 
 

《目次》 
 

1 令和3（2021）年度広島大学入学者選抜について ·············································································································· 2 

2 英語民間試験に係る部分の概略 ··················································································································································· 5 

3 一般選抜（前期日程・後期日程）の概略 ··································································································································· 13 

4 大学入学共通テストを課さない広島大学光り輝き入試 総合型選抜の各型の概略 ·································· 15 

5 大学入学共通テストを課す広島大学光り輝き入試 総合型選抜Ⅱ型，学校推薦型選抜及び 

学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠）の概略 ···································································································· 21 

6 外国人留学生選抜の概略································································································································································· 27 

 

  



 

 

令和 3（2021）年度広島大学入学者選抜について 広島大学高大接続・入学センター 

2 

1 令和3（2021）年度広島大学入学者選抜について 

1-1 各入学者選抜について，次の表のとおり実施します。 

 
＜分類＞ 

一般選抜 
前期日程 
後期日程 

広島大学光り輝き入試 
総合型選抜 

Ⅰ型（大学入学共通テストを課さない選抜） 
Ⅱ型（大学入学共通テストを課す選抜） 
国際バカロレア型 
帰国生型 
社会人型 
ＩＧＳ国外選抜型 
ＩＧＳ国内選抜型 
フェニックス型 

学校推薦型選抜  
学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠） 

外国人留学生選抜 

A日程 7月実施（ＩＧＳ国外選抜型） 

B日程 
2月実施 
2月実施（ＩＧＳ国内選抜型） 

C日程 3月実施 
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1-2 各入学者選抜の出願資格について，次の表のとおり変更します（背景が黒の部分について，令

和2(2020)年度入試から追加又は変更しています。）。詳細は，各学生募集要項で必ず確認してく

ださい。 

 

凡例
〇・・・特に制限なし
卒業見込み・・・受験当該年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可
既卒（1年）・・・受験当該年度の前年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可
既卒（2年）・・・受験当該年度の前々年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可

総合科学部 ◆ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ 〇 〇

文学部 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇

初等教育教員養成コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

特別支援教育教員養成コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

自然系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

数理系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

技術・情報系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

社会系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

英語文化系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

日本語教育系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

健康スポーツ系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

音楽文化系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

造形芸術系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

教育学系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

心理学系コース ◆ 既卒（2年） 既卒（2年） 既卒（2年）

法学部 法学科 昼間コース ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） ○ ○ ○

◆ 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

看護学専攻
（一般型・大学院進学型）

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

看護学専攻
（専門型）

◆ 既卒（1年）

理学療法学専攻
（大学院進学型）

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

作業療法学専攻
（大学院進学型）

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

口腔保健学専攻 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

口腔工学専攻 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

薬学部 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

生物生産学部 ◆ 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年） ○ ○ ○

情報科学部 ◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ型 個別審査飛び級認定
高卒程度
認定試験

文部科学大
臣指定

在外教育施
設

専修学校高
等課程

外国の12年
の課程

通常の12年
の課程

高校・中等
教育学校卒

業

広島大学光り輝き入試 総合型選抜 出願資格一覧

生物生産学科

第三類(応用化学・生物工学・化学工学系)

第四類（建設・環境系）

工学部

第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)

第二類(電気電子・システム情報系)

薬学科

物理学科

化学科
（一般型・化学グランプリ利用型）

歯学部

歯学科

口腔健康科学科

医学部

医学科

保健学科

教育学部

第五類
（人間形成基礎系）

第四類
（生涯活動教育系）

第三類
（言語文化教育系）

第二類
（科学文化教育系）

Ⅰ型

情報科学科

人文学科

第一類
（学校教育系）

総合科学科

学部 学科等

理学部

生物科学科
（一般型・科学オリンピック型）

数学科

地球惑星システム学科
（一般型・日本地学オリンピック利用型）
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凡例
〇・・・特に制限なし
卒業見込み・・・受験当該年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可
既卒（1年）・・・受験当該年度の前年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可
既卒（2年）・・・受験当該年度の前々年度の4月から受験当該年度の3月までに出願資格を取得する場合のみ可
●歳以上・・・受験当該年度の次年度の4月1日に指定された年齢以上となる場合のみ可
国際バカロレアなど・・・国際バカロレア，アビトゥア，バカロレア，GCEAレベルの各資格取得又は国際的な評価団体（WASC，ACSI，CIS）認定施設修了の場合のみ可

学部 型
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

実施学部 実施全学科等（理学部数学科を除く）
国際バカロレ
アのみ

理学部 数学科
国際バカロレ
ア卒業見込み

総合科学部 帰国生型 卒業見込み 卒業見込み 既卒（1年）
国際バカロレ
アなど

〇

法学部 法学科 夜間主コース 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上

経済学部 経済学科 夜間主コース 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上 22歳以上

IGS国外選抜型 ○ ○ ○ ○ ○
国際バカロレ
アなど

○ ○ ○

IGS国内選抜型 ○ ○ ○ ○ ○
国際バカロレ
アなど

○ ○ ○

学部 型
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

総合科学部 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上

文学部 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上

第二類
（科学文化教育系）

技術・情報系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

国語文化系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

英語文化系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

健康スポーツ系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

人間生活系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

音楽文化系コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

法学部 法学科 夜間主コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

経済学部 経済学科 夜間主コース 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上 60歳以上

生物生産学部 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上 50歳以上

学部 型
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

第三類
（言語文化教育系）

国語文化系コース 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

第四類
（生涯活動教育系）

人間生活系コース 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

昼間コース
A区分，B区分

卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

夜間主コース 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

薬学部 既卒（1年） 既卒（1年） 既卒（1年）

生物生産学部 卒業見込み 卒業見込み 卒業見込み

学部 型
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

医学部
医学部医学科
（ふるさと枠）

既卒（1年）

学部 日程等
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

全学部
B日程 2月実施・
C日程 3月実施

○
国際バカロレ

アなど
〇

A日程 7月実施
(IGS国外選抜型)

○
国際バカロレ

アなど
〇

B日程 2月実施
(IGS国内選抜型)

○
国際バカロレ

アなど
〇

学部 日程
高校・中等教
育学校卒業

通常の12年の
課程

外国の12年の
課程

専修学校高等
課程

在外教育施設
文部科学大臣

指定
高卒程度
認定試験

飛び級認定 個別審査

全学部
前期日程・
後期日程

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○全学科

一般選抜　出願資格一覧

学科等

医学科

生物生産学科

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜　医学部医学科（ふるさと枠）　出願資格一覧

学科等

-

教育学部

国際バカロレア型

総合科学部 国際共創学科

外国人留学生選抜　出願資格一覧

学科等

実施全学科等

経済学部 経済学科

薬科学科

学科等

国際共創学科

学科等

学科等

生物生産学科

総合科学科

総合科学部

第三類
（言語文化教育系）

第四類
（生涯活動教育系）

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜　出願資格一覧

広島大学光り輝き入試 総合型選抜　出願資格一覧

フェニックス型

総合科学科

人文学科

教育学部

社会人型
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2 英語民間試験に係る部分の概略 

2-1 用語の解説 

 
用語 解説 

大学入学共通テスト 
大学入試センター試験に代わり，令和3（2021）年度入学者選抜から

用いられる大学入試センター運営のテストのこと。 
本学が指定する 
英語民間試験 

英語4技能（聞く，読む，話す，書く）を評価する英語民間試験のうち，

本学が指定するもの。次ページを参照のこと。 

CEFR 

CEFR(※)は，欧州評議会 (Council of Europe) が作成した，英語をは

じめとする各言語の学習者の言語運用能力について，その言語を使っ

て「何ができるか （Can Do） 」という形で表したものであり，国際的に広

く活用されているもの。 
(※) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment  
（外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠） 

本学が指定する 
英語民間試験と 
CEFR相当レベル 
との対照表 

本学が指定する英語民間試験のスコアを，本学が独自にCEFR相当

レベルの6段階（A1, A2, B1, B2, C1, C2）として表示したもの。 
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2-2 本学が指定する英語民間試験の一覧 

 

本学が指定する英語民間試験の名称  
（注）海外において，同一名称で実施される試験も対象となります。 

ケンブリッジ英語検定 

C2 Proficiency 
C1 Advanced 
B2 First / B2 First for Schools 
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools 
A2 Key / A2 Key for Schools 

実用英語技能検定 
（英検） 

従来型の実用英語技能検定（英検） 
英検 2020 2 days S-Interview 
英検 2020 1 day S-CBT 
英検 CBT 

GTEC CBTタイプ 

IELTS 

International English Language Testing System (IELTS) 
「アカデミック・モジュール」 

Computer-delivered IELTS Academic 
IELTS for UKVI 「アカデミック・モジュール」 

TEAP Test of English for Academic Purposes 
TEAP CBT Test of English for Academic Purposes Computer Based Test 
TOEFL TOEFL iBT®テスト 

TOEIC 

TOEIC® Listening & Reading Test 及び 
TOEIC® Speaking & Writing Tests 

（IPテスト（団体受験）の成績は，本学では利用しません。総合科学部国際共創学

科(IGS)を除く全学実施分の外国人留学生選抜 B日程 2月実施及びC日程 3月

実施は，TOEIC® Speaking & Writing Tests の受験が不要です。） 
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2-3 本学が指定する英語民間試験の取扱い 
 

選抜の区分 本学が指定する英語民間試験の取扱い 

一
般
選
抜 

前期日程 
【全員】 

出願要件としません。 
 
【CEFR相当レベルがB2以上】 

大学入学共通テストの外国語（英語）の得点を
満点とみなす方法で活用します。 

後期日程 

広
島
大
学
光
り
輝
き
入
試 

総合型選抜 

Ⅰ型 
（大学入学共通テストを
課さない選抜） 

大学入学共通テストの外国語（英語）を利用
する選抜では，CEFR相当レベルがB2以上の場
合，次の（1）の方法で活用します。 

また，一部の選抜では，次の（2）から（4）まで
の各学部・学科等が指定する方法で活用しま
す。 
 
（1） 大学入学共通テストの外国語（英語）の得

点を満点とみなす方法 
（2） 出願要件とする方法 
（3） 加点する方法 
（4） 合否判定の際に評価する方法 

Ⅱ型 
（大学入学共通テストを
課す選抜） 
国際バカロレア型 
帰国生型 
社会人型 
IGS国外選抜型 
IGS国内選抜型 
フェニックス型 

学校推薦型選抜  

学校推薦型選抜 医学部医学科 
（ふるさと枠） 

外
国
人
留
学
生
選
抜 

A日程 7月実施 
（IGS国外選抜型） 

B日程 
2月実施 
（IGS国内選抜型） 
2月実施 

C日程 3月実施 
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2-4 本学が指定する英語民間試験の活用方法 
 

(注)活用しない選抜区分，学部及び学科等は掲載していません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

学部 学科等

大学入学共
通テストの
外国語（英
語）の得点
を満点とみ
なす方法

出願要件と
する方法

加点する方
法

合否判定の
際に評価す

る方法

総合科学部 総合科学科 - - - B1以上

教育学部
第三類（言語文化教育系）
英語文化系コース

- - B2以上 -

化学科 - - -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

生物科学科 - - -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

文学部 人文学科 - - B1以上

第一類(学校教育系)
初等教育教員養成コース

- - -

第一類(学校教育系)
特別支援教育教員養成コース

- - -

第二類(科学文化教育系)
自然系コース

- - -

第二類(科学文化教育系)
社会系コース

- - -

第五類(人間形成基礎系)
教育学系コース

- - -

第五類(人間形成基礎系)
心理学系コース

- - -

法学部 法学科昼間コース - - B1以上

医学科 - - -

保健学科
B1以上

(大学院進学
型のみ）

- -

歯学科 - B2以上 -

口腔健康科学科 - B2以上 -

薬学部 薬学科 - B1以上 -

第一類（機械・輸送・
材料・エネルギー系）

- B1以上 -

第二類（電気電子・
システム情報系）

- B1以上 -

第三類（応用化学・
生物工学・化学工学系）

- B1以上 -

第四類（建設・環境系） - B2以上 -

生物生産学部 生物生産学科 - B1以上 -

情報科学部 情報科学科 - B1以上 -

医学部 医学科 -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

- -

実施全学部（医学
部以外）

実施全学科等（医学科以外） -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない（※1）

- -

帰国生型 総合科学部 総合科学科 - - -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

法学部 法学科夜間主コース - - -
CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

経済学部 経済学科夜間主コース - - - B1以上

ＩＧＳ国外選抜型 -
B2以上
(※2)

- B2以上

ＩＧＳ国内選抜型 -
B1以上
(※2)

- B1以上

第三類(言語文化教育系)
国語文化系コース

- - -

第四類(生涯活動教育系)
人間生活系コース

- - -

経済学科昼間コース - - -

経済学科夜間主コース - - -

薬学部 薬科学科 - B1以上 -

生物生産学部 生物生産学科 - - -

学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠） 医学部 医学科 - - -

国際共創学科

入試区分等

前期日程

広島大学
光り輝き入試

総合型選抜

Ⅰ型
（大学入学共通テストを課さない選抜）

Ⅱ型
（大学入学共通テストを課す選抜）

-

社会人型

学校推薦型選抜

国際バカロレア型

後期日程（募集を行わない学部学科等あり）

一般選抜 - - -

B2以上

経済学部

B2以上

教育学部

医学部

歯学部

工学部

理学部

教育学部

B2以上全学部 全学科等

総合科学部
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（※1） 医学部医学科を除く国際バカロレア型について，ＩＢディプロマプログラムで英語を履修していない場合は，英

語民間試験の成績証明書等の提出が必要です。 
（※2） 総合科学部国際共創学科を対象とする広島大学光り輝き入試 総合型選抜 IGS 国外選抜型，同 IGS 国内選抜

型，外国人留学生選抜 A 日程 7 月実施（IGS 国外選抜型）及び同 B 日程 2 月実施（IGS 国内選抜型）につい
て，英語民間試験を受験していなくても出願可能な場合があります。 

  

学部 学科等

大学入学共
通テストの
外国語（英
語）の得点
を満点とみ
なす方法

出願要件と
する方法

加点する方
法

合否判定の
際に評価す

る方法

-
B2以上
(※2)

- B2以上

-
B2以上
(※2)

- B2以上

総合科学部 総合科学科 - -

文学部 - -

教育学部 - -

法学部 法学科昼間コース - -

経済学部 経済学科昼間コース - -

理学部 - -

医学部 - -

歯学部 - -

薬学部 - -

工学部 - -

生物生産学部 - -

情報科学部 - -

外国人留学生選抜

B日程 2月実施
C日程 3月実施（募集を行わない学部学科等あり）

入試区分等

総合科学部 国際共創学科
A日程 7月実施（IGS国外選抜型）

B日程 2月実施（IGS国内選抜型）

B1以上 B1以上

CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

B1以上 B1以上

CEFR相当レ
ベルは問わ
ない

CEFR相当レ
ベルは問わ
ない
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2-5 本学が指定する英語民間試験とCEFR相当レベルとの対照表 
 

(1) 以下の各入学者選抜において大学入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなす方法，
出願要件とする方法，加点する方法又は合否判定の際に評価する方法として活用する場合（注 1）

（注2） 
 
・ 一般選抜 
・ 広島大学光り輝き入試 総合型選抜 
・ 広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜 
・ 広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠） 
・ 外国人留学生選抜 A 日程 7 月実施 （IGS 国外選抜型） 
・ 外国人留学生選抜 B 日程 2 月実施 （IGS 国内選抜型） 

 
種類 

 
 
 
 
 
 
 
 

CEFR 
相当 
レベル 

ケンブリッジ 
英語検定 

（注3） 

実用英語 
技能検定 
（英検） 
（注4） 

GTEC 
（CBTタイ
プに限る） 

（注5） 

IELTS 
（注6） 

TEAP 
（4技能） 

TEAP 
CBT 

（4技能） 

TOEFL 
iBT® 
テスト 
（注7） 

TOEIC® 
Listening 

& Reading 
Test  
及び

TOEIC® 
Speaking 
& Writing 

Tests 
（注8） 

C2 200 - 230   8.5 - 9.0     
C1 180 - 199 1級合格 1350 - 1400 7.0 - 8.0 375 - 

400 800 95 - 120 1845 - 1990 

B2 160 - 179 準1級合格 1190 - 1349 5.5 - 6.5 309 - 
374 

600 - 
795 72 - 94 1560 - 1840 

B1 140 - 159 2級合格 960 - 1189 4.0 - 5.0 225 - 
308 

420 - 
595 42 - 71 1150 - 1555 

A2 120 - 139 準2級合格 690 - 959  135 - 
224 

235 - 
415  625 - 1145 

A1 100 - 119 3級合格 270 - 689     320 - 620 
（注1） それぞれの活用方法の詳細は，2-4 本学が指定する英語民間試験の活用方法で確認してください。 

（注2） 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成30（2018）年4月以降に実施され，

各入学者選抜の出願期間最終日(※)までに成績証明書等を提出することができる試験が有効です。 

それぞれの英語民間試験の成績証明書等の取扱いは，各英語民間試験の実施団体に確認してくださ

い。 

(※) 令和3（2021）年度入学者選抜の各出願期間最終日は，以下の予定です。詳細は令和2（2020）年に

発行予定の入学者選抜に関する要項又は各学生募集要項で確認してください。 

入学者選抜の区分 出願期間最終日（予定） 
外国人留学生選抜 A日程 7月実施（IGS国外選抜型） 令和2（2020）年7月上旬 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜Ⅰ型の理学部生物科学科

（生物学オリンピック型）及び総合型選抜Ⅱ型の文学部 
令和2（2020）年9月上旬 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜の各型 

（上記の選抜を除く） 
令和2（2020）年10月上旬 

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜及び 

広島大学光り輝き入試 学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさ

と枠） 

令和2（2020）年11月上旬 

外国人留学生選抜 B日程 2月実施（IGS国内選抜型） 令和3（2021）年1月上旬 

一般選抜 令和3（2021）年2月上旬 
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（注3） 以下の試験を対象とします。 

C2 Proficiency 
C1 Advanced 
B2 First / B2 First for Schools 
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools 
A2 Key / A2 Key for Schools 

（注4） 以下の試験を対象とします。いずれも級の合格のみで判断し，英検CSEスコアは用いません。 
従来型の実用英語技能検定（英検） 
英検 2020 2 days S-Interview 
英検 2020 1 day S-CBT 
英検CBT 

（注5） CBTタイプのみを対象とします。GTECの検定版及びアセスメント版は対象としません。 
（注6） 以下の試験を対象とします。 

International English Language Testing System (IELTS) 「アカデミック・モジュール」 
Computer-delivered IELTS Academic 
IELTS for UKVI 「アカデミック・モジュール」 

（注7） 本学では，TOEFL iBT ®テストのTest Date スコアのみを出願スコアとして活用します 
（My Best TMスコアは活用しません）。 

（注8） TOEIC® Listening & Reading Test 及びTOEIC® Speaking & Writing Tests の両方の認定証が必要で

す。TOEIC® Speaking & Writing Tests のスコアを2.5倍にして合算します。IPテスト（団体受験）の成績は，

本学では活用しません。  
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(2) 以下の各入学者選抜において，出願要件とする方法及び合否判定の際に評価する方法として活
用する場合（注1）（注2） 

 
・ 外国人留学生選抜 B 日程 2 月実施 
・ 外国人留学生選抜 C 日程 3 月実施 

 

種類 
 
 
 

CEFR 
相当 
レベル 

ケンブリッジ 
英語検定 

（注3） 

実用英語 
技能検定 
（英検） 
（注4） 

GTEC 
（CBTタイ

プに限る） 
（注5） 

IELTS 
（注6） 

TEAP 
（4技能） 

TEAP 
CBT 

（4技能） 

TOEFL 
iBT® 
テスト 
（注7） 

TOEIC® 
Listening 

& Reading 
Test 

（注8） 

C2 200 - 230   8.5 - 9.0     

C1 180 - 199 1級合格 1350 - 1400 7.0 - 8.0 375 - 
400 800 95 - 120 945 - 

B2 160 - 179 準1級合格 1190 - 1349 5.5 - 6.5 309 - 
374 

600 - 
795 72 - 94 785 - 

B1 140 - 159 2級合格 960 - 1189 4.0 - 5.0 225 - 
308 

420 - 
595 42 - 71 550 - 

A2 120 - 139 準2級合格 690 - 959  135 - 
224 

235 - 
415  225 - 

A1 100 - 119 3級合格 270 - 689     120 - 
（注1） それぞれの活用方法の詳細は，2-4 本学が指定する英語民間試験の活用方法で確認してください。 
（注2） 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成31（2019）年4月以降に実施され，

出願期間最終日(※)までに成績証明書等を提出することができる試験が有効です。 
それぞれの英語民間試験の成績証明書等の取扱いは，各英語民間試験の実施団体に確認してくださ

い。 
(※)令和3（2021）年度入学者選抜の各出願期間最終日は，以下の予定です。詳細は令和2（2020）年に発

行予定の入学者選抜に関する要項又は各学生募集要項で確認してください。 
入学者選抜の区分 出願期間最終日（予定） 

外国人留学生選抜 B日程 2月実施及びC日程 3月実施 令和3（2021）年1月上旬 
（注3） 以下の試験を対象とします。 

C2 Proficiency 
C1 Advanced 
B2 First / B2 First for Schools 
B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools 
A2 Key / A2 Key for Schools 

（注4） 以下の試験を対象とします。いずれも級の合格のみで判断し，英検CSEスコアは用いません。 
従来型の実用英語技能検定（英検） 
英検 2020 2 days S-Interview 
英検 2020 1 day S-CBT 
英検CBT 

（注5） CBTタイプのみを対象とします。GTECの検定版及びアセスメント版は対象としません。 
（注6） 以下の試験を対象とします。 

International English Language Testing System (IELTS) 「アカデミック・モジュール」 
Computer-delivered IELTS Academic 
IELTS for UKVI 「アカデミック・モジュール」 

（注7） 本学では，TOEFL iBT ®テストのTest Date スコアのみを出願スコアとして活用します 
（My Best TMスコアは活用しません。）。 

（注8） IPテスト（団体受験）の成績は，本学では活用しません。総合科学部国際共創学科(IGS)を除く全学実施
分の外国人留学生選抜 B日程 2月実施及びC日程 3月実施は，TOEIC® Speaking & Writing Tests の受
験が不要です。 
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3 一般選抜（前期日程・後期日程）の概略 

3-1 大学入学共通テスト各科目の取扱い 

 
国語，地理歴史，公民，数学，理科，外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，韓国語） 
大学入学共通テストの上記の教科又は科目は，令和2（2020）年度大学入試センター試験の取扱い

からの変更はありません。 

 
外国語（英語） 
大学入学共通テストの外国語（英語）は，次の（1），(2)，(3)及び（4）のとおり取り扱います。 

 

（1） リーディング及びリスニングを，外国語（英語）を利用する学部・学科等の全受験者に，出願要件

として課します（注1）。 

 

（注1） リスニングは，受験上の配慮申請により免除可能です。 

 

（2） リーディング100点，リスニング100点の合計200点（注2）を外国語（英語）の得点とし，各学部・学科

等が定めている配点に換算します。 

 

（注2） リスニングについて，受験上の配慮申請により免除された場合は，リーディングのみ200点として換算します。 

 

（3） 英語民間試験について，出願要件として課しません。 

 

（4） 本学が指定する英語民間試験でCEFR相当レベルがB2以上の場合，本学を受験する年度の大

学入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなします。 

適用の条件は，次の①及び②をすべて満たす必要があります。 

 

① 大学入学共通テストの外国語のうち，英語のリーディング及びリスニングを受験している 

（受験上の配慮申請によりリスニングを免除された方は，リーディングのみ受験で可）。 

② 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成30（2018）年4月以降に実

施され，令和3(2021)年2月上旬の出願期間最終日までに，学生募集要項で本学が指定する書類

（成績証明書等）を，郵送等で提出する。 
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3-2 個別学力検査等の取扱い 
 
（1） 実施教科・科目は，原則として現行の教科・科目とします。 

 

（2） 一般選抜における高度な記述式試験の実施について，各教科・科目において，一層論理的に思

考力・判断力・表現力を評価する作問に努めます。 

 

（3） 大学入試で評価すべきだとされている学力の3要素の1つである「主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度」の評価について，高等学校等から提出される調査書の該当部分を点数化して合格

者判定に用いることを，令和3（2021）年度入学者選抜において，行いません。 

なお，本学では，調査書への本学の独自項目の設定を，令和3（2021）年度入学者選抜において，

行いません。 

また，JAPAN e-Portfolioは，令和3（2021）年度入学者選抜において，利用しません。 

 
 
3-3 合否判定の基準について，一部の学部で合格最低点での同点者の取扱いを変更します。 

 

詳細は，6 月上旬公表予定の「入学者選抜に関する要項」及び 11 月公表予定の「一般選抜学生

募集要項」で確認してください。 

 

 

3-4 工学部第四類（建設・環境系）における一般選抜（後期日程）の面接の内容について，次のよう

に変更します。 

 

<変更前> 

数学，物理，外国語（英語）を含む簡単な質問を行い，論理的思考力，説明能力，適性などを総合

的に評価します。 

<変更後> 

安全，快適で環境に優しい国土や生活空間の構築への関心，論理的思考力，説明能力，英語力

などを総合的に評価します。 

 

  



 

 

令和 3（2021）年度広島大学入学者選抜について 広島大学高大接続・入学センター 

15 

4 大学入学共通テストを課さない広島大学光り輝き入試 総合型選抜の各型の概略 
 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜 Ⅰ型（大学入学共通テストを課さない選抜）， 
国際バカロレア型，帰国生型，社会人型， 
ＩＧＳ国外選抜型，ＩＧＳ国内選抜型，フェニックス型 

 
4-1 大学入学共通テストの取扱い 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜のⅠ型，国際バカロレア型，帰国生型，社会人型，ＩＧＳ国外

選抜型，ＩＧＳ国内選抜型及びフェニックス型は，大学入学共通テストを課さない選抜です。原則とし

て，大学入学共通テストの受験前に合格者発表及び入学手続を行うので，合格して入学手続を行っ

た後に，大学入学共通テストを受験する必要はありません。 

 
 

4-2 本学が指定する英語民間試験の取扱い 

本学では，独自の「本学が指定する英語民間試験とCEFR相当レベルとの対照表」を利用します。 

 

各選抜の出願期間最終日までに成績証明書等を提出した場合，一部の選抜では，次の（1）から

（3）までの各学部・学科等が指定する方法で活用します。 

（1） 出願要件とする方法 

（2） 加点する方法 

（3） 合否判定の際に評価する方法 

 

なお，適用の条件は，次の①から③までをすべて満たす必要があります。 

 

① 本学が指定する英語民間試験を受験している（本学を受験する前々年度からの成績が有効）。 

② 本学が指定する英語民間試験の成績を用いる出願要件とする方法，加点する方法又は合否判

定の際に評価する方法で，各学生募集要項に記載されている学部・学科等が指定するCEFR相

当レベルに適合している。 

③ 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成30（2018）年4月以降に実

施され，各選抜の出願期間最終日までに，各学生募集要項で本学が指定する書類（成績証明書

等）を，郵送等で提出する。 
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4-3 調査書の取扱い 

大学入試で評価すべきだとされている学力の3要素の1つである「主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度」の評価について，高等学校等から提出される調査書の該当部分を点数化して合

格者判定に用いることを，令和3（2021）年度入学者選抜において，行いません。 

なお，本学では，調査書への本学の独自項目の設定を，令和3（2021）年度入学者選抜におい

て，行いません。 

また，JAPAN e-Portfolioは，令和3（2021）年度入学者選抜において，利用しません。 

 

4-4 各学部・学科等の変更点 

 

4-4-1 総合科学部国際共創学科におけるIGS国外選抜型及びIGS国内選抜型並びに教育学部第二

類(科学文化教育系)技術・情報系コースのⅠ型について，入学前の教育を実施します。詳細

は，各学生募集要項で確認してください。 

 

 

4-4-2 教育学部第三類（言語文化教育系）日本語教育系コースにおける国際バカロレア型の入学者

選抜方法について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び志望理由書）及び面接 

<変更後> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び自己推薦書），小論文及び面接（プレ

ゼンテーションを含む。） 

 

 

4-4-3 教育学部第三類（言語文化教育系）日本語教育系コースにおける国際バカロレア型の実施科

目等の内容について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

面 接：志望理由書等の提出書類に基づいた面接を行い，日本語教育系コースのアドミッション・

ポリシーにふさわしい人物かどうかを評価します（段階評価）。 

<変更後> 

小論文：論文，評論などを題材とし，日本語教育系コースの学問を学ぶ上で必要な学力や能力を

評価します。英文を題材とする出題を一部含みます（点数化して評価）。 

面 接：さまざまな資料を題材とした面接をとおして，日本語教育系コースのアドミッション・ポリ

シーにふさわしい人物かどうかを判断します。プレゼンテーションの課題は当日提示します

（点数化して評価）。 
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4-4-4 教育学部第三類（言語文化教育系）日本語教育系コースにおける国際バカロレア型の合否判

定の基準について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び志望理由書）（A～Dの4段階評価）及

び面接（A～Dの4段階評価）を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び自己推薦書）（A～Dの4段階評価），小

論文（300点満点）及び面接（300点満点）を総合的に評価して判定します。 

 

 

4-4-5 教育学部第三類（言語文化教育系）日本語教育系コースにおけるフェニックス型について，廃

止します。 

 

<変更前> 

募集人員 若干名 

<変更後> 

募集人員 0名（廃止） 

 

 

4-4-6 工学部第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）における国際バカロレア型の実施科目等の

内容について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

面 接：数学・物理に関わる簡単な質問を含め，学習能力，勉学意欲についての評価，人物評価

などから総合的に評価します。 

なお，当日課題を与え，面接のための資料を作成していただきます（点数化して評価）。 

<変更後> 

小論文：自然科学・技術に関する基礎知識（数学，物理などを含む。），論理的思考と表現力をみ

る問題を出題します（点数化して評価）。 

面 接：数学・物理に関わる簡単な質問を含め，学習能力，勉学意欲についての評価，人物評価

などから総合的に評価します。 

なお，当日課題を与え，面接のための資料を作成していただきます（点数化して評価）。 
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4-4-7 工学部第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）における国際バカロレア型の合否判定の基

準について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100点満点）及び面接

（100点満点）の結果を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB最終試験6科目の成績評価証明書及び志望理由書）（50点満点），小論文（200

点満点）及び面接（100点満点）の総合点（350点満点）で判定します。 

 

 

4-4-8 工学部第二類（電気電子・システム情報系）における国際バカロレア型の実施科目等の内容

について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

面 接：志望動機や適性，数学や物理に関する学力や論理的に説明する力などをみる試問を行

います（点数化して評価）。 

<変更後> 

小論文：志望動機や適性，数学や物理に関する学力，記述力，応用力，創意・工夫する力などを

みる問題を出題します（点数化して評価）。 

面 接：志望動機や適性，数学や物理に関する学力や論理的に説明する力，創意・工夫する力な

どをみる試問を行います（点数化して評価）。 

 

 

4-4-9 工学部第二類（電気電子・システム情報系）における国際バカロレア型の合否判定の基準に

ついて，次のように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB 最終試験6 科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点）及び面接

（100 点満点）の結果を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB 最終試験6 科目の成績評価証明書及び志望理由書）（50 点満点），小論文

（200 点満点）及び面接（100 点満点）の総合点（350 点満点）で判定します。 
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4-4-10 工学部第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）における国際バカロレア型の実施科目等

の内容について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

面 接：出願書類を基にした口頭試問や社会的に関心の高い化学・バイオ・プロセス分野の事柄

を質問し，興味の度合いや適性を総合的に評価します（点数化して評価）。 

<変更後> 

小論文：応用化学・生物工学・化学工学を学ぶ上で必要な化学の基礎知識，科学的思考力を評

価します（点数化して評価）。 

面 接：出願書類を基にした口頭試問や社会的に関心の高い化学・バイオ・プロセス分野の事柄

を質問し，興味の度合いや適性を総合的に評価します（点数化して評価）。 

 

 

4-4-11 工学部第三類（応用化学・生物工学・化学工学系）における国際バカロレア型の合否判定の

基準について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB 最終試験６科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点）及び面接

（100 点満点）の結果を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB 最終試験６科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点），小論文

（200 点満点）及び面接（100 点満点）の総合点（400 点満点）で判定します。 

 

 

4-4-12 工学部第四類（建設・環境系）における国際バカロレア型の実施科目等の内容について，次

のように変更します。 

 

<変更前> 

面 接：数学・物理に関わる簡単な質問を含め，学習能力，勉学意欲についての評価，人物評価

などから総合的に評価します（点数化して評価）。 

なお，当日課題を与え，面接のための資料を作成していただく場合があります。 

<変更後> 

小論文：科学技術・社会への関心，思考力，学習意欲などを評価する問題を出題します。英文の

設問を含むことがあります（点数化して評価）。 

面 接：数学・物理に関わる簡単な質問を含め，学習能力，勉学意欲についての評価，人物評価

などから総合的に評価します（点数化して評価）。 

なお，当日課題を与え，面接のための資料を作成していただく場合があります。 
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4-4-13 工学部第四類（建設・環境系）における国際バカロレア型の合否判定の基準について，次の

ように変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB 最終試験６科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点）及び面接

（100 点満点）の結果を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB 最終試験６科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点），小論文

（100 点満点）及び面接（200 点満点）の総合点（400 点満点）で判定します。 

 

 

4-4-14 情報科学部情報科学科における国際バカロレア型の実施科目等の内容について，次のよう

に変更します。 

 

<変更前> 

面 接：勉学に対する意欲や適性をみる質問を行います（点数化して評価）。 

<変更後> 

小論文：情報科学を学ぶ上での数学の基礎知識，論理的思考力と分析力をみる問題を出題しま

す（点数化して評価）。 

面 接：勉学に対する意欲や適性をみる質問を行います（点数化して評価）。 

 

 

4-4-15 情報科学部情報科学科における国際バカロレア型の合否判定の基準について，次のように

変更します。 

 

<変更前> 

選考 出願書類（IB 最終試験6 科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点）及び面接

（100 点満点）の結果を総合的に評価して判定します。 

<変更後> 

選考 出願書類（IB 最終試験6 科目の成績評価証明書及び志望理由書）（100 点満点），小論文

（200 点満点）及び面接（100 点満点）の総合点（400 点満点）で判定します。 
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5 大学入学共通テストを課す広島大学光り輝き入試 総合型選抜Ⅱ型，学校推薦型

選抜及び学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠）の概略 
 

広島大学光り輝き入試 総合型選抜 Ⅱ型（大学入学共通テストを課す選抜）， 
学校推薦型選抜， 
学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠） 

 
 
5-1 大学入学共通テスト各科目の取扱い 

 
国語，地理歴史，公民，数学，理科，外国語（ドイツ語，フランス語，中国語，韓国語） 
大学入学共通テストの上記の教科又は科目は，令和2（2020）年度大学入試センター試験の取扱い

からの変更はありません。 

 

外国語（英語） 
大学入学共通テストの外国語（英語）は，次の（1），(2)及び（3）のとおり取り扱います。 

 

（1） リーディング及びリスニングは，外国語（英語）を利用する学部・学科等の全受験者に，出願要件

として課します（注1）。 

 

（注1） リスニングは，受験上の配慮申請により免除可能です。 

 

(2) リーディング100点，リスニング100点の合計200点（注2）を外国語（英語）の得点とし，各学部・学科

等が定めている配点に換算します。 

（注2） リスニングについて，受験上の配慮申請により免除された場合は，リーディングのみ200点として換算します。 

 

（3） 本学が指定する英語民間試験でCEFR相当レベルがB2以上の場合，本学を受験する年度の大

学入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなします。 

適用の条件は，次の5-2を確認してください。 

 
5-2 本学が指定する英語民間試験の取扱い 

本学では，独自の「本学が指定する英語民間試験とCEFR相当レベルとの対照表」を利用します。 

 

各選抜の出願期間最終日までに成績証明書等を提出した場合，大学入学共通テストの外国語

（英語）を利用するすべての学部・学科等では，CEFR相当レベルがB2以上の場合，次の（1）の方法

により活用します。 

なお，一部の選抜では，次の（2）から（4）までの各学部・学科等が指定する方法で活用します。 

（1） 大学入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなす方法 

（2） 出願要件とする方法 

（3） 加点する方法 

（4） 合否判定の際に評価する方法 
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また，適用の条件は，次の①から④までをすべて満たす必要があります。 

 

① 本学が指定する英語民間試験を受験している（本学を受験する前々年度からの成績が有効）。 

② 本学が指定する英語民間試験の成績を用いて大学入学共通テストの外国語（英語）の得点を

満点とみなす方法で活用する場合は，大学入学共通テストの外国語のうち，英語のリーディング

及びリスニングを受験している（受験上の配慮申請によりリスニングを免除された方は，リーディ

ングのみ受験で可）。 

また，本学が指定する英語民間試験の成績が，CEFR相当レベルのB2以上である。 

③ 本学が指定する英語民間試験の成績を用いて出願要件とする方法，加点する方法又は合否

判定の際に評価する方法で活用する場合は，各学生募集要項に記載されている学部・学科等の

CEFR相当レベルに適合している。 

④ 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成30（2018）年4月以降に

実施され，各選抜の出願期間最終日までに，各学生募集要項で本学が指定する書類（成績証明

書等）を，郵送等で提出する。 

 

 

5-3 調査書の取扱い 

大学入試で評価すべきだとされている学力の3要素の1つである「主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度」の評価について，高等学校等から提出される調査書の該当部分を点数化して合

格者判定に用いることを，令和3（2021）年度入学者選抜において，行いません。 

なお，本学では，調査書への本学の独自項目の設定を，令和3（2021）年度入学者選抜におい

て，行いません。 

また，JAPAN e-Portfolioは，令和3（2021）年度入学者選抜において，利用しません。 
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5-4 各学部・学科等の変更点 

 

5-4-1 文学部人文学科における総合型選抜について，Ⅲ型を廃止し，Ⅱ型に変更するとともに，試

験の実施形態を次のように変更します。 

 

入学者選抜方法 

（1）第1次選考 出願書類（自己推薦書），小論文 

※合格者予定数は出題分野ごとに5名までとします。 

ア 実施日時 

10月○日 小論文 10：30～12:00 

イ 試験場：東広島キャンパス 文学部 

ウ 小論文の内容 

小論文：志望する分野の課題図書に基づき，専門分野を学ぶ上で，必要な読解力，論理的

思考力，文章表現力などを見る問題を出題します。英文の設問を含むことがあります

（点数化して評価） 。 

エ 英語民間試験の取扱いについて 

本学が指定する英語民間試験において，一定の等級又はスコアを取得している者が，出願

時に成績証明書等を提出した場合，評価します。詳細は，実施年度の学生募集要項で必ず

確認してください。 

 

（2）第2次選考  面接  第1次選考の合格者に対し，面接を行います。 

ア 実施日時 

11月○日  面 接  9：30～12：00（Aグループ） 

面 接 13：30～16：00（Bグループ） 

※ 面接のグループ分け（A，B）は，第1次選考合格者発表の際

に通知します。 

イ 試験場：東広島キャンパス 文学部 

ウ 面接の内容 

面   接：出題分野ごとに個人面接を実施します。文学部人文学科で学びたいという意欲，

出題分野に対する関心，大学での勉学や研究活動への適性を中心に評価します。

出願書類及び小論文に関連した質疑も行います（点数化して評価）。 

 

（3）最終選考 大学入学共通テスト 
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合否判定の基準 
（1）第1次選考 出題分野ごとに出願書類の自己推薦書の段階評価（A，B，C，Dの4段階評

価）と小論文の成績（200点満点）により判定します。調査書は，総合的に評価

する上での参考資料として用います。 

なお，本学が指定する英語民間試験の成績証明書等を提出した者は，自

己推薦書の段階評価（A，B，C，Dの4段階評価）に反映させます。 

（2）第2次選考 出題分野ごとの面接（100点満点）と第1次選考の成績を総合的に評価して

判定します。 

（3）最終選考 第2次選考合格者のうち，大学入学共通テストで受験を要する教科・科目の

得点の合計が，合格基準点（概ね390点）以上であることが必要です。 

 

大学入学共通テストで受験を要する教科・科目及び配点 
外国語（英語）について，本学の指定する条件をすべて満たした場合，本学を受験する年度の大学

入学共通テストの外国語（英語）の得点を満点とみなします。詳細は，実施年度の学生募集要項で必ず

確認してください。 

 

教科 科目名 配点 

国語 国 を1 200 

地理歴史・ 

公民 

世Ｂ，日Ｂ，地理Ｂ， 

現社，倫，政経，倫・政経， 

数Ⅰ・数Ａ，数Ⅱ・数Ｂ，簿，情報 

から1 200 

数学 

外国語 英，独，仏，中，韓 から1 200 

計   600 

（注）大学入学共通テストの地理歴史・公民，数学で複数の科目を受験している場合，次の2パターン

のいずれか高得点となる組合せを採用します（各科目の取扱いは，実施年度の学生募集要項で必

ず確認してください）。 

① 国語1科目，地理歴史・公民1科目，外国語1科目 

② 国語1科目，数学1科目，外国語1科目 

 
合格者発表等 

（1） 第1次選考合格者発表  令和2（2020）年 ○ 月○日 正午（予定） 

（2） 第2次選考合格者発表 令和2（2020）年 12 月○日 正午（予定） 

（3） 最終合格者発表  令和3（2021）年  2 月○日 正午（予定） 

 

入学手続期間  令和3（2021）年  2 月上旬～中旬 

 
課題図書 

課題図書は各自準備し，事前によく読んでおいてください。持ち込みは不可です。 

図書の指定については，実施年度の学生募集要項で確認してください。 
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5-4-2 医学部医学科におけるⅡ型の合否判定の基準について，次のように変更します。 

 

<変更前> 

最終選考 小論文（100点満点），面接の点数（200点満点）の合計点を総合して判定します。 

なお，最終合格者となるには，大学入試センター試験で受験を要する教科・科目の得

点の合計が，合格基準点（720点）以上であることが必要です。 

<変更後> 

最終選考 小論文（100点満点），面接の点数（200点満点）の合計点を総合して判定します。 

なお，最終合格者となるための合格基準点として，大学入学共通テストで受験を要す

る教科・科目の得点の合計が，720点以上であることを目安とします。 

 

 

5-4-3 医学部医学科におけるⅡ型のMD-PhDコースの学生募集要項記載内容について，次のよう

に変更します。 

 

<変更前> 

MD-PhDコース（医学部医学科－大学院医系科学研究科連携コース）とは，6年間の学士教育課

程（医学部医学科）と4年間の大学院博士課程を9年間から10年間かけて連携して行う研究者養成を

視野に入れたコースです。具体的には，医学部医学科4年次修了後に休学して大学院に入学し，4

年間（早期終了の場合は3年間）の博士課程修了後，再び医学科5年次へ復学するコースです。卒

業時には，医師国家試験受験資格と博士号の両者が取得可能です。 

<変更後> 

MD-PhDコース（医学部医学科－大学院医系科学研究科連携コース）とは，6年間の学士教育課

程（医学部医学科）と4年間の大学院博士課程を9年間から10年間かけて連携して行う研究者養成を

視野に入れたコースです。具体的には，医学部医学科4年次修了後に休学して広島大学大学院医

系科学研究科に入学し，広島大学医学部医学科の基礎・社会医学系の研究室に所属して4年間（早

期修了の場合は3年間）の博士課程修了後，再び医学科5年次へ復学するコースです。卒業時には，

医師国家試験受験資格と博士号の両者が取得可能です。 

 

 

5-4-4 医学部医学科における学校推薦型選抜 医学部医学科（ふるさと枠）について，募集人員の

部分から広島県コースの文言を削除します。 

 

<変更前> 

募集人員 広島県コース 18人 

<変更後> 

募集人員 18人 
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5-4-5 工学部第一類（機械・輸送・材料・エネルギー系）におけるⅡ型の合否判定の基準について，

次のように変更します。 

 

<変更前> 

小論文（200点満点），面接（100点満点），出願書類（80点満点）及び英語外部検定試験の等級又

はスコアを点数化したもの（20点満点）の総合点（400点満点）で判定します。 

なお，最終合格者となるには，大学入試センター試験で受験を要する教科・科目の得点の合計が，

概ね合格基準点（420点）以上であることが必要です。 

<変更後> 

小論文（200点満点），面接（100点満点），出願書類（30点満点）及び英語民間試験の等級又はス

コアを点数化したもの（20点満点）の総合点（350点満点）で判定します。 

なお，最終合格者となるには，大学入学共通テストで受験を要する教科・科目の得点の合計が，

概ね合格基準点（420点）以上であることが必要です。 

 

 

5-4-6 工学部第二類（電気電子・システム情報系）におけるⅡ型の実施科目等の内容について，次

のように変更します。 

 

<変更前> 

小論文：志望動機や適性，数学や物理に関する学力や記述力などをみる問題を出題します（点数

化して評価）。 

面 接：志望動機や適性，数学や物理に関する学力や論理的に説明する力などをみる試問を行

います（点数化して評価）。 

<変更後> 

小論文：志望動機や適性，数学や物理に関する学力，記述力，応用力，創意・工夫する力などを

みる問題を出題します（点数化して評価）。 

面 接：志望動機や適性，数学や物理に関する学力や論理的に説明する力，創意・工夫する力

などをみる試問を行います（点数化して評価）。 

 

 

5-4-7 生物生産学部生物生産学科における学校推薦型選抜の合否判定の基準について，次のよう

に変更します。 

 

<変更前> 

第1 次選考 セミナーを受講後の提出レポート（500 点満点）と，面接（500 点満点）の総合点

（1,000 点満点）で判定します。 

出願書類（志望理由書及び推薦書）は面接評価をする上で, 参考資料として用い

ます。 

<変更後> 

第1 次選考 調査書・推薦書及び志望理由書（50 点満点），セミナーを受講後の提出レポート

（500 点満点）及び面接（500 点満点）の総合点（1,050 点満点）で判定します。 
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6 外国人留学生選抜の概略 
6-1 総合科学部国際共創学科（IGS）実施分の本学が指定する英語民間試験の取扱い 

 
外国人留学生選抜 A日程 7月実施（IGS国外選抜型）， 

B日程 2月実施（IGS国内選抜型） 
 

本学では，独自の「本学が指定する英語民間試験とCEFR相当レベルとの対照表」を利用します。 

 

次の（1）及び（2）の総合科学部国際共創学科（ＩＧＳ）が指定する方法で活用します。 

（1） 出願要件とする方法 

（2） 合否判定の際に評価する方法 

 

なお，適用の条件は，次の①から③までをすべて満たす必要があります。 

 

① 本学が指定する英語民間試験を受験している（本学を受験する前々年度からの成績が有効）。 

② 出願要件とする方法及び合否判定の際に評価する方法で，各学生募集要項に記載されている

総合科学部国際共創学科（ＩＧＳ）が指定するCEFR相当レベルに適合している。 

③ 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成30（2018）年4月以降に実

施され，各日程の出願期間最終日までに，各学生募集要項で本学が指定する書類（成績証明書

等）を，郵送等で提出する。 

 
6-2 総合科学部国際共創学科（IGS）の変更点 

 
6-2-1 総合科学部国際共創学科（IGS）におけるB日程 2月実施（IGS国内選抜型）について，日本留

学試験の取扱いを次のように変更します。 

 
<変更前> 

日本留学試験の指定する科目を受験していることを出願要件とする。 
<変更後> 

日本留学試験を受験している場合は，成績証明書の写しを提出する。 
 
6-2-2 総合科学部国際共創学科（IGS）におけるA日程 7月実施（ＩＧＳ国外選抜型）について，入学前

の教育を実施します。詳細は，学生募集要項を確認してください。 
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6-3 総合科学部国際共創学科(ＩＧＳ)を除く全学実施分の本学が指定する英語民間試験の取扱い 

 
外国人留学生選抜 B日程 2月実施， 

C日程 3月実施 
 

本学では，独自の「本学が指定する英語民間試験とCEFR相当レベルとの対照表」を利用します。 

 

次の（1）及び（2）の各学部・学科等が指定する方法で活用します。 

（1） 出願要件とする方法 

（2） 合否判定の際に評価する方法 

 

なお，適用の条件は，次の①から③までをすべて満たす必要があります。 

 

① 本学が指定する英語民間試験を受験している（本学を受験する前年度からの成績が有効）。 

② 出願要件とする方法及び合否判定の際に評価する方法で，学生募集要項に記載されている各

学部・学科等が指定するCEFR相当レベルに適合している。 

③ 各英語民間試験実施団体が定める固有の有効期限に関わらず，平成31（2019）年4月以降に実

施され，出願期間最終日までに，学生募集要項で本学が指定する書類（成績証明書等）を，郵送

等で提出する。 

 
6-4 総合科学部国際共創学科（IGS）を除く変更点 

 
6-4-1 B 日程 2 月実施及び C 日程 3 月実施における出願資格について，下線部分を追加します。 

 

日本の国籍を有しない者で，次の各号のいずれかに該当し，かつ，志望する学部・学科等が指定し

た 2020 年度日本留学試験及び本学が指定する英語民間試験の両方の受験を要する教科・科目を受

験したもの。 

(1) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者及び令和3（2021）年3 月31 日までに

修了見込みの者，又はこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

(2) スイス民法典に基づく財団法人である国際バカロレア事務局が授与する国際バカロレア資格を有

する者及び令和3（2021）年3 月31 日までに有する見込みの者 

(3) ドイツ連邦共和国の各州において大学入学資格として認められているアビトゥア資格を有する者

及び令和3（2021）年3 月31 日までに有する見込みの者 

(4) フランス共和国において大学入学資格として認められているバカロレア資格を有する者及び令和

3（2021）年3 月31 日までに有する見込みの者 

(5) グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国において大学入学資格として認められているジェ

ネラル・サーティフィケート・オブ・エデュケーション・アドバンスト・レベル資格（GCEA レベル資格）

を有する者及び令和3（2021）年3 月31 日までに有する見込みの者 

(6) 文部科学大臣が指定する国際的な評価団体（WASC，ACSI，CIS）から教育活動等に係る認定を受

けた教育施設に置かれる 12 年の課程を修了した者及び令和3（2021）年3 月31 日までに有する

見込みの者 

(7) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で，令和3(2021)年3 月31 日までに 18 歳に達するもの 

  



 

 

令和 3（2021）年度広島大学入学者選抜について 広島大学高大接続・入学センター 

29 

6-4-2 B日程 2月実施及びC日程 3月実施における日本留学試験及び本学が指定する英語民間試

験の要件について，下線部分のとおり変更します。 

 

学部・学科 日本留学試験及び本学が指定する英語民間試験の要件 

総合科学部 

総合科学科 

次の（1）及び（2）の両方を満たすこと。 

（1） 2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点が

280点以上であること。 

（2） 本学が指定する英語民間試験のスコア・等級が令和3（2021）年度外

国人留学生選抜 本学が指定する英語民間試験の名称，スコア・等級一

覧のCEFR相当レベルで，B1以上であること。 

文学部 

次の（1）及び（2）の両方を満たすこと。 

（1） 2020年度日本留学試験の日本語（記述）の得点が35点以上で，日本

語（読解，聴解及び聴読解）の得点が280点以上であり，かつ日本語と

総合科目の合計点が460点以上であること。 

（2） 本学が指定する英語民間試験のスコア・等級が令和3（2021）年度外

国人留学生選抜 本学が指定する英語民間試験の名称，スコア・等級

一覧のCEFR相当レベルで，B1以上であること。 

教育学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点が200

点以上であること（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に関する要

件はありません。）。 

法学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点が320

点以上で，かつ日本語（読解，聴解及び聴読解）と総合科目の合計点が450

点以上であること（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に関する要

件はありません。）。 

経済学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点が280

点以上で，かつ総合科目と数学の合計点又は数学と理科の合計点が280点

以上であること（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に関する要件

はありません。）。 

理学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点が200

点以上であること（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に関する要

件はありません。）。 

医学部 

医学科 

次の（1）及び（2）の両方を満たすこと。 

（1） 2020年度日本留学試験の日本語（記述）の得点が45点以上であっ

て，受験を要する科目（ただし，日本語（記述）を除く）の合計点が640

点以上（このうち，日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点は350点以

上）であること。 

（2） 本学が指定する英語民間試験のスコア・等級が令和3（2021）年度外

国人留学生選抜 本学が指定する英語民間試験の名称，スコア・等級

一覧のCEFR相当レベルで，B1以上であること。 

医学部 

保健学科 

次の（1）及び（2）の両方を満たすこと。 

（1） 2020年度日本留学試験の日本語（記述）の得点が40点以上であっ

て，受験を要する科目（ただし，日本語（記述）を除く）の合計点が480

点以上（このうち，日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点は300点以

上）であること。 

（2） 本学が指定する英語民間試験のスコア・等級が令和3（2021）年度外

国人留学生選抜 本学が指定する英語民間試験の名称，スコア・等級

一覧のCEFR相当レベルで，B1以上であること。 
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歯学部 

次の（1）及び（2）の両方を満たすこと。 

（1） 2020年度日本留学試験の日本語（記述）の得点が45点以上であっ

て，受験を要する科目（ただし，日本語（記述）を除く）の合計点が640

点以上（このうち，日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点は280点以

上）であること。 

（2） 本学が指定する英語民間試験のスコア・等級が令和3（2021）年度

外国人留学生選抜 本学が指定する英語民間試験の名称，スコア・

等級一覧のCEFR相当レベルで，B1以上であること。 

薬学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）及び日本語

（記述）の合計点が270点以上であること（本学が指定する英語民間試験の

スコア・等級に関する要件はありません。）。 

工学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点

が280点以上で，かつ数学（コース2）と理科（物理，化学）の合計点が

265点以上であること（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に

関する要件はありません。）。 

生物生産学部 

2020年度日本留学試験の日本語（記述）の得点が40点以上で，日本語

（読解，聴解及び聴読解）の得点が280点以上であり，かつ数学（コース

2）と理科の合計点が280点以上であること（本学が指定する英語民間試

験のスコア・等級に関する要件はありません。）。 

情報科学部 

2020年度日本留学試験の日本語（読解，聴解及び聴読解）の得点

が280点以上で，かつ数学（コース2）の得点が140点以上であること

（本学が指定する英語民間試験のスコア・等級に関する要件はありま

せん。）。 

 

 

6-4-3 B日程 2月実施の個別学力検査の外国語について，ドイツ語，フランス語及び中国語を廃止

し，英語のみの出題に変更します。 
 

 

6-4-4 医学部医学科におけるB日程 2月実施の実施教科・科目及び配点等について，次のように変

更します。 

 

<変更前> 

A配点 数学300，理科1200，外国語（英語300），面接（段階評価） 

B配点 数学600，理科600，外国語（英語600），面接（段階評価） 

<変更後> 

A配点 廃止 

数学600，理科600，外国語（英語）600，面接（段階評価） 
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