
酪農学園大学

2021年度入試以降の大学入学者選抜の変更について（予告）
（2020年1月29日 改訂）

2020年1月29日

2019年11月1日、文部科学大臣より、英語民間試験活用のための「大学入試
英語成績提供システム」の導入見送り、また、2019年12月17日には、大学入
学共通テストにおける記述式問題の導入見送りが発表されました。
本学では、この発表を受け、2019年9月20日付で公表いたしました「2021

年度入試以降の大学入学者選抜の変更について（予告）」における該当項目に関
し再度検討を行った結果、下記のとおり対応することを決定いたしましたので、
公表いたします。

酪農学園大学入試広報センター

獣医学類における「学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験（第１
期・第２期）」に関しましては、英語の外部検定試験（認定試験）を加点方式で
活用することとしておりましたが、経済的な公平性の確保や地域間格差の解消な
ど、その受験環境が整うまでの間は、活用しないことといたしました。
この決定に伴い、 「2021年度入試以降の大学入学者選抜の変更について

（予告）」における該当項目は全て削除いたしましたことをお知らせいたします。
なお、調査書の活用における「資格・検定」の評価対象とすることについては、

引き続き評価対象といたしますので、次ページ以降の該当箇所をご確認ください。

【 決定事項（変更内容）① 】

◎ 英語の外部検定試験（認定試験）の活用について

【 決定事項（変更内容）② 】

国語については、「大学入学共通テスト利用入学試験（前期・後期）」におい
て、獣医学類を除く全ての学類で記述式問題の段階別成績表示の結果を点数化し
て利用、また、数学については、全ての学類で実施する「大学入学共通テスト利
用入学試験（前期・後期）」および環境共生学類と獣医学類で実施する「学力入
学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験」において、大学入試センターから
提供される成績をそのまま利用することとしておりましたが、記述式問題の導入
見送りに伴い、 「2021年度入試以降の大学入学者選抜の変更について（予
告）」における該当項目は全て削除いたしましたことをお知らせいたします。

◎ 大学入学共通テストにおける記述式問題の取り扱いについて

上記２点に関し、詳しくは次ページ以降をご確認ください。

※変更箇所がわかるよう見え消し修正としています。



酪農学園大学

2021年度入試以降の大学入学者選抜の変更について（予告）
2020年1月29日 改訂版

2019年9月20日

標記の件について、酪農学園大学では、2018年6月29日に基本方針、2019年1月31
日に概要を公表し、詳細は9月にお知らせすることとしておりました。
その後も検討を重ね、この度、下記のとおり決定いたしましたので、その内容をお知らせ

いたします。

１．入試区分（試験名称）の変更
２．調査書の活用
３．大学入学共通テストにおける記述式問題の取り扱い
４．英語の外部検定試験（以下「認定試験」という。）の加点方法
３．５．その他

１

【新たに決定した内容】

１．入試区分（試験名称）の変更

循環農学類 食と健康学類
管理栄養士

コース
環境共生学類 獣医学類

獣医保健

看護学類

一般選抜

第1期学力入学試験 ● ● ● ● ●

第2期学力入学試験 ● ● ● ● ●

大学入学共通テスト利用入学試験（前期） ● ● ● ● ● ●

大学入学共通テスト利用入学試験（後期） ● ● ● ● ●

● ●

●

学校推薦型選抜（公募制）

一般推薦入学試験 ● ● ● ● ● ●

産業振興特別推薦入学試験 ● ● ●

環境共生貢献推薦入学試験 ●

生産動物医療推薦入学試験 ●

動物病院後継者育成推薦入学試験 ●

農業高校および農業大学校推薦入学試験 ●

学士等推薦入学試験 ●

生産動物看護部門推薦入学試験 ●

アグリマイスター推薦入学試験 ● ●

学校推薦型選抜（指定校制）

指定校推薦入学試験 ● ● ● ● ● ●

総合型選抜

自己推薦入学試験（前期） ● ● ●

自己推薦入学試験（後期） ● ● ●

第1期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験

第2期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験

入試区分・試験名称

対象学類（コース）

農食環境学群 獣医学群

※1）下線を引いた試験名称は、2020年度入試（2019年度実施）の試験名称から変更となるものです。
新）大学入学共通テスト利用入学試験（前期・後期） ⇐ 旧）大学入試センター試験利用入学試験（前期・後期）
新）第1期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験 ⇐ 旧）学力入学試験・センター試験併用型入学試験
新）第2期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験 ⇐ 旧）（新設）
新）生産動物看護部門推薦入学試験 ⇐ 旧）生産動物医療部門推薦入学試験

※2）上記に記載するほか、別途入学試験要項を定める酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校からの内部進学推薦入学試験、地域
獣医療支援特別選抜、社会人特別選抜、外国人留学生入学試験および編入学試験の名称に変更はありません。

２．調査書の活用

2019年1月31日に公表した活用方法・配点に変更はありませんが、具体的な評価項目について、
以下のとおりお知らせいたします。

対象入試区分：一般選抜、大学入学共通テスト利用入学試験（前期・後期）、学力入学試験・
大学入学共通テスト併用型入学試験（第1期・第2期）

□ 自己研鑽

部活動の状況、資格・検定（段級は問わない）、留学実績（留学期間2週間以上のもの）。

2020年1月29日改訂
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生徒会・委員会・クラス委員長・自治会（町内会）役員としての活動状況（任期が半期以上のも
の）、ボランティア活動。

□ 社会貢献

対象入試区分：学校推薦型選抜（アグリマイスター・指定校推薦入学試験を除く）、総合型選抜

□ 社会貢献

※ただし、獣医学類では、調査書を点数化しません。

□ 学習成績の状況（評定平均値） ※生産動物看護部門入学試験を除く。

□ 出欠の記録 ※生産動物看護部門入学試験を除く。

□ 自己研鑽

部活動の状況、資格・検定（段級は問わない）、留学実績（留学期間2週間以上のもの）。

生徒会・委員会・クラス委員長・自治会（町内会）役員としての活動状況（任期が半期以上のも
の）、ボランティア活動。

（留意事項）

③ 部活動については、学校の部活動に限らず、校外のクラブチーム等での活動も含めます。また、
獣医学類を除き、全国・都道府県大会（支部予選等を勝ち抜いたものに限る）への出場も評価対
象となります。

① 原則として証明書等の提出は求めませんが、高等学校の調査書を提出できない等、特段の事情が
ある場合は、活動の記録がわかる証明書等の提出を求めます。

② 上記の評価項目は、高等学校在学中の活動に限り、評価対象とします。ただし、高等学校卒業程度
認定試験合格者については、高等学校卒業程度認定試験に合格した年度を含む直近３年間の活動を
評価対象とします。

④ 認定試験については、別添「各資格・検定試験とCEFRとの対照表_文部科学省(平成30年3月)」
に掲載された認定試験を対象とし、大学入学者選抜に利用できるCEFR対照表が示されたことを
受け、CEFRのレベルA1以上を「資格・検定」の評価対象とします。ただし、実用英語技能検定
については、現行の推薦入学試験で「級」を問わず「資格・検定」として認めているため、CEFR
のレベルを問わず評価対象とします。

⑤ 留学について、帰国子女（保護者の国外転居に伴う海外高校就学）は対象外とします。

⑥ ボランティア活動については、校内、外は問いませんが、学校行事として行うボランティア活動
は除きます。ただし、参加者を募集し、自主的に参加するものは対象とします。また、住居地域
の清掃活動や美化活動は対象としませんが、 防犯、消防、救急活動で表彰を受けたものはボラン
ティア活動として評価します。

※３）獣医学類においては、「学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験」において、CEFR
のレベルに応じて点数換算し、大学入学共通テストの英語の得点に加点されることから、「資格・
検定」の対象外となります。
「大学入学共通テスト利用入学試験」においては、認定試験を利用しないため、「資格・検定」の
対象となります。

※１）大学入学共通テストの枠組みで実施される「大学入試英語成績提供システム」の参加条件を満た
し、大学入試センターが認定した全ての認定試験を対象とします。
ただし、2021年度入試（2020年度実施）に限り、2019年度に取得した「TOEIC L＆R」・
「TOEIC S＆W」についても対象とします。

※1）２） 認定試験の結果は、高校２年次以降、受験する年度までに取得した直近２年以内のものを対象
とします。

調査書の評価項目については、新調査書における以下の記載欄を対象としています。

・3.各教科の学習成績の状況 ・6.特別活動の記録 ・7.指導上参考となる諸事項
・9.出欠の記録

評価項目の設定にあたっては、高等学校の負担増とならないよう新・旧調査書記載項目に合わせて
設定いたしました。また、調査書を提出できない等、特段の事情がある受験生にも配慮し、証明書
等による評価も行います。

学校推薦型選抜においては、調査書に加え、推薦書の提出も必要となりますが、これまで求めてい
た評価項目の詳細記入について、高等学校の負担軽減を図る観点から、様式の見直しを検討します。

調査書については、点数化を行うほか、面接資料としての活用等、大学入学者選抜の評価資料とし
て使用するだけではなく、高大接続の貴重な資料として、入学後も活用していきます。



３

３．大学入学共通テストにおける記述式問題の取り扱い

４．認定試験の加点方法

次の入試区分において、記述式問題の段階別成績表示の結果を点数化して利用します。

① 国語

□ 大学入学共通テスト利用入学試験（前期・後期）
※ただし、獣医学類では、記述式問題を利用しません。

（配点と点数化の方法）

マークシート式問題の成績（近代以降の文章・100点）に点数化した記述式問題の得点（最大10
点）を加点した合計点（110点）を100点に換算し、上記入学試験の選抜で利用します。

記述式問題の点数化は、段階別成績表示の結果に基づき、以下のとおりとします。

A = 10点 B = 7.5点 C = 5点 D = 2.5点 E = 0点
② 数学

マークシート式問題と一体で出題され配点されることから、大学入試センターから提供される成績
をそのまま利用します。
従来の「大学入試センター試験利用入学試験」と同様の取り扱いとなります。

獣医学類の「学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験（第１期・第２期）」において、
認定試験の結果をCEFR対照表に基づくレベルに応じて次のとおり点数化し、大学入学共通テストの
英語の得点に換算または加点します。

CEFR B２以上 = 100点に換算します。
CEFR B１ =   20点を加点します。
CEFR A２ =   10点を加点します。

（留意事項）

③ 認定試験の結果は、高校２年次以降受験する年度までに取得した直近２年以内のものを対象とし
ます。

④ 原則として「大学入試英語成績提供システム」により提供される成績を入学者選抜に利用します
が、高校２年次（2019年度）に受験したもの等、「大学入試英語成績提供システム」による確
認が行えない成績については、成績（スコア）が証明できる書類の提出を求めます。

② 大学入学共通テストの枠組みで実施される「大学入試英語成績提供システム」参加条件を満たし、
大学入試センターが認定した全ての認定試験を対象とします。
ただし、2021年度入試（2020年度実施）に限り、2019年度に取得した「実用英語技能検定

（従来型）」および「TOEIC L＆R」・「TOEIC S＆W」も対象とします。

① 大学入学共通テストの英語の成績は、200点満点（リーディング100点、リスニング100点）を
100点満点に換算します。100点満点に換算した英語の成績に、点数化した認定試験の結果を加点
します（CEFR B1およびA2の場合）。加点後の最大値は100点とします。

⑤ 認定試験の成績については、文部科学省が公表するCEFR対照表により、出願前にご自分のスコア
とレベル（A1～C2）を必ず確認してください。

３．５．その他

（1） 農食環境学群のアグリマイスター・指定校推薦入学試験および獣医保健看護学類の指定校推薦
入学試験における面接については、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を適切に評価する
ため、口頭試問を行います。

（3） 各自治体が実施する獣医師養成確保修学資金貸与事業の一環として、本学が二次試験として獣
医学類で実施する地域獣医療支援特別選抜では、選抜項目に小論文を追加し、小論文および面接
で選抜を行います。

次ページ以降は、2019年1月31日に公表した概要について、上記の決定内容を反映させ、再度内容
を整理したものとなりますので、併せてご確認ください。
なお、下線部分は、概要で公表した内容から変更または追記した箇所となります。
この度公表いたしました「2021年度入試以降の大学入学者選抜の変更」につきましては、今後も高

等学校関係各位との情報交換を通じ、可能な範囲で適宜改善を行い、また、本制度実施後もより良い制
度設計に努めて参ります。受験生や高等学校へ過度な負担を与えることなく、受験生のみなさまが安心
して受験できる環境を整えて参りますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

（4） 社会人特別選抜、外国人留学生入学試験、編入学試験については、従来のまま変更はありません。

（2） 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校からの内部進学推薦入学試験制度の詳細については別途
定めますが、農食環境学群および獣医保健看護学類の面接において、上記（1）と同様に口頭試問
を行います。



 

１． 一般選抜 … 別表１ 

（１） 調査書点の加点 

学力の３要素「主体性・多様性・協働性」を評価するために、調査書に記載された内容を点

数化して科目得点に加点します。 

■循環農学類・食と健康学類・管理栄養士コース・獣医保健看護学類 ・環境共生学類   

調査書点の満点は、科目得点合計 200点の 5％に相当する 10 点とします。 

（２） 試験科目の変更と追加 

■食と健康学類（管理栄養士コース） 

必修科目の「英語」を選択科目とし、新たに「国語」を加え「英語」または「国語」を選

択できるようにします。 

なお、この変更は 2020年度入試（2019 年度実施）から先行して実施します。 

   ■獣医保健看護学類 

    必修科目の「英語」を選択科目とし、新たに「国語」を加え「英語」または「国語」を選

択できるようにします。 

    また、選択科目の「理科」（化学および生物）に「数学」を追加し、「化学」・「生物」・「数

学」のいずれか１科目を選択できるようにします。 

２． 大学入学共通テスト利用入学試験（前期・後期） … 別表２ 

※獣医学類に後期試験はありません。 

（１） 調査書点の加点 

学力の３要素「主体性・多様性・協働性」を評価するために、調査書に記載された内容を点

数化して共通テストの得点に加点します。 

■獣医学類   調査書点の満点は、共通テスト合計 600点の 2％に相当する 12 点とし 

ます。 

■獣医学類以外 調査書点の満点は、共通テスト合計 200点の 5％に相当する 10 点とし 

ます。 

（２） ５教科５科目方式の追加（獣医学類） 

獣医学類では、従来の 3教科 5科目方式に加え、新たに 5 教科 5科目方式を追加します。

必修 2 科目（英語 200 点、国語 100 点）、選択 3 科目（地理歴史 100 点（「世界史Ａ」

「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」から 1 科目選択）、数学 100点

（「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」から 1 科目選択）、理科 100

点（「物理」「化学」「生物」「地学」から 1 科目選択、または「物理基礎」「化学基礎」「生

物基礎」「地学基礎」から 2 科目選択））で合計 600 点とし、調査書点（12 点）を加え

612 点満点とします。 

（３） 試験科目の変更と追加 

■食と健康学類（管理栄養士コース） 

必修科目の「英語」を選択科目とし、新たに「国語」を加え「英語」または「国語」を選

択できるようにします。 

なお、この変更は 2020年度入試（2019 年度実施）から先行して実施します。 

   ■獣医保健看護学類 

    必修科目の「英語」を選択科目とし、新たに「国語」を加え「英語」または「国語」を選

択できるようにします。 

    また、選択科目の「理科」（物理・化学・生物・地学）に「数学」を追加し、「物理」・「化

学」・「生物」・「地学」・「数学」のいずれか１科目を選択できるようにします。 

（４） 記述式問題の取り扱いについて 

■国語 

記述式問題の段階別成績表示の結果を点数化して利用します。 ※獣医学類を除く。 

４ 



 

マークシート式問題の成績（近代以降の文章・100 点）に点数化した記述式問題の得点

（最大 10 点）を加点した合計点（110 点）を 100 点に換算します。 

記述式問題の点数化は、段階別成績表示の結果に基づき、以下のとおりとします。 

   A = 10点  B = 7.5 点  C = 5 点  D = 2.5 点  E = 0点 

■数学 

マークシート式問題と一体で出題され配点されることから、大学入試センターから提供さ

れる成績をそのまま利用します。 

従来の「大学入試センター試験利用入学試験」と同様の取り扱いとなります。 

３． 学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験（第 1 期・第 2 期） … 別表３ 

※環境共生学類に第 2 期試験はありません。 

（１） 調査書点の加点 

学力の３要素「主体性・多様性・協働性」を評価するために、調査書に記載された内容を点

数化して科目得点に加点します。 

■環境共生学類  調査書点の満点は、科目得点合計 200点の 5％に相当する 10 点とし 

ます。 

■獣医学類    調査書点の満点は、科目得点合計 300点の 2％に相当する 6 点とし 

ます。 

（２） 外部試験の利用 

１）共通テスト 

■環境共生学類 

試験科目の内、選択科目２（「数学」・「理科」・「地歴」・「公民」）については、共通テスト 

を利用します。 

   ■獣医学類 

試験科目の内、必修科目（「英語」および「数学」）については、共通テストを利用します。 

    なお、環境共生学類および獣医学類ともに、数学の記述式問題については、大学入試セン

ターから提供される成績をそのまま使用します。 

２）認定試験 

獣医学類では、英語の得点に対し、大学入試センターが認定した全ての英語資格・検定試

験（認定試験）を対象として、その結果を CEFRの段階別表示に基づき 100 点換算、ま

たは点数化（20点または 10 点）して加点します（加点後の最大値は 100 点）。 

４． 学校推薦型選抜（公募制） … 別表４ 

（１） 一般推薦（獣医学類を除く） 

１）循環農学類・食と健康学類・管理栄養士コース・環境共生学類 

従来の選抜項目および配点は変更せず、調査書の配点内訳を変更します。 

評定平均値 30 点、調査書 60 点（出席状況 10点、自己研鑽 25点、社会貢献 25点）、

小論文 60 点、面接 50点、合計 200点とします。 

２）獣医保健看護学類 

従来の選抜項目（小論文および面接）に評定平均値および調査書を追加し、配点を変更 

します。 

評定平均値 15 点、調査書 75 点（出席状況 15点、自己研鑽 30点、社会貢献 30点）、

小論文 60 点、面接 50点、合計 200点とします。 

（２） 産業振興特別推薦（A推薦・B推薦） 

■循環農学類・食と健康学類・管理栄養士コース ※管理栄養士コースはA 推薦のみ。 

従来の選抜項目および配点は変更せず、調査書の配点内訳を変更します。 

評定平均値 50 点、調査書 60 点（出席状況 10 点、自己研鑽 25 点、社会貢献 25 点）、

小論文 60 点、面接 30点、合計 200点とします。 

５ 



 

（３） 環境共生貢献推薦（環境共生学類） 

従来の選抜項目および配点は変更せず、調査書の配点内訳を変更します。 

評定平均値 50 点、調査書 60 点（出席状況 10 点、自己研鑽 25 点、社会貢献 25 点）、

小論文 60 点、面接 30点、合計 200点とします。 

（４） 生産動物看護部門推薦（獣医保健看護学類） 

従来の選抜項目（小論文および面接）に調査書を追加し、配点を変更します。 

調査書 20 点（自己研鑽 10 点、社会貢献 10点）、小論文 90 点、面接 90 点、合計 200

点とします。 

なお、調査書点は 50点（自己研鑽 25 点、社会貢献 25点）を 20点に換算します。 

（５） 獣医学類（一般・生産動物医療・動物病院後継者育成・農業高校および農業大学校、学士等・特別選抜推薦） 

獣医学類における推薦入学試験については、従来のまま変更はありません。 

小論文 100 点、面接 100 点、合計 200 点とします。 

特別選抜推薦（酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校「獣医・理数コース」対象の内部

進学推薦入学試験（獣医学類特別選抜）制度）の詳細については別途定めます。 

（６） アグリマイスター推薦（循環農学類・食と健康学類）および酪農学園大学附属とわの森三愛

高等学校からの内部進学推薦入学試験（獣医学類を除く）の面接において、口頭試問を行い

ます。 

５． 学校推薦型選抜（指定校制） … 別表４ 

（１） 指定校推薦 

１）循環農学類・食と健康学類・環境共生学類・獣医保健看護学類 

従来の選抜項目（調査書および面接）に書類審査を加え、総合的に選抜します。 

なお、面接においては、口頭試問を行います。 

２）獣医学類 

従来の選抜項目（小論文および面接）に変更はありません。 

６． 総合型選抜（公募制） … 別表４ 

（１） 自己推薦（循環農学類・食と健康学類（管理栄養士コースを除く）・環境共生学類） 

従来の選抜項目（小論文および面接）に調査書を追加し、配点を変更します。 

調査書 20 点（自己研鑽 10 点、社会貢献 10点）、小論文 90 点、面接 90 点、合計 200

点とします。 

なお、調査書点は 50点（自己研鑽 25 点、社会貢献 25点）を 20点に換算します。 

７． その他 

（１） 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校からの内部進学推薦入学試験制度の詳細について

は別途定めます。 

（２） 各自治体が実施する獣医師養成確保修学資金貸与事業の一環として、本学が二次試験とし

て獣医学類で実施する地域獣医療支援特別選抜において、選抜項目に小論文を追加し、小

論文および面接で選抜を行います。 

（３） 社会人特別選抜、外国人留学生入学試験、編入学試験については、従来のまま変更はありま

せん。 

 

 

 

 

 

 

《 お問い合わせ先 》 

 酪農学園大学 入試広報センター入試課（直通） 

 〒069-8501 北海道江別市文京台緑町 582 番地 

     0120-771-663 

 TEL 011-388-4138 FAX 011-386-1220 

    rg-nyusi@rakuno.ac.jp 

６ 



一般選抜

学類・コース 教 科 試験科目

選択2
数　学
理　科
社　会

数学Ⅰ・A
化学基礎・化学または生物基礎・生物
政治・経済

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

選択1
外国語
国　語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ、ただしリスニング
は含まない）
国語総合（近代以降の文章）

100点

選択2
数　学
理　科

数学Ⅰ・A
化学基礎・化学または生物基礎・生物

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

選択1
外国語
国　語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ、ただしリスニング
は含まない）
国語総合（近代以降の文章）

100点

選択2
数　学
理　科

数学Ⅰ・A
化学基礎・化学または生物基礎・生物

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

合計
210点
満点

管理栄養士コース

*調査書点(5%)

合計
210点
満点

獣医保健看護学類

2科目受験
（選択1・選択2
から各1科目選
択）

*調査書点(5%)

2科目受験
（選択1・選択2
から各1科目選
択）

100点

合計
210点
満点

2021年度入試（2020年度実施）

配　点

2科目受験
（選択1・選択2
から各1科目選
択）

選択1
外国語
国　語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ、ただしリスニング
は含まない）
国語総合（近代以降の文章）

循環農学類
食と健康学類
環境共生学類

*調査書点(5%)

区　分

別表 １



大学入学共通テスト利用入学試験

学類・コース 教 科 試験科目

外国語
国　語

「英語」（リスニングを除く）
「国語」（近代以降の文章）から1 科目選択

100点

数　学
理　科
地　歴
公　民

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」「物理」「化学」「生
物」「地学」「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」から1 科目選択、
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基
礎」「地学基礎」から2 科目選択

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

外国語
国　語

「英語」（リスニングを除く）
「国語」（近代以降の文章）から1 科目選択

100点

数　学
理　科

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」「物理」「化学」「生
物」「地学」から1 科目選択、
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基
礎」「地学基礎」から2 科目選択

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

外国語
国　語

「英語」（リスニングを除く）
「国語」（近代以降の文章）から1 科目選択

 100点

数　学
理　科

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」「物理」「化学」「生
物」「地学」から1 科目選択、
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基
礎」「地学基礎」から2 科目選択

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

外国語 「英語」（リスニングを含む）  200点

数　学 「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」 200点

選択 理　科 「物理」「化学」「生物」から2 科目選択 200点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）8点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

  12点

外国語 「英語」（リスニングを含む） 200点

国　語 「国語」（近代以降の文章） 100点

地　歴
「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日
本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」から1 科目選
択

100点

数　学
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」
「数学Ⅱ・数学Ｂ」から1科目選択

100点

理　科

「物理」「化学」「生物」「地学」から1 科
目選択、
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基
礎」「地学基礎」から2 科目選択

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）8点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

  12点

※1）国語の記述式問題については、段階別成績表示の結果を点数化して利用します。

　　（ただし、獣医学類を除く。）

※2）数学の記述式問題については、大学入試センターから提供される成績をそのまま利用します。

区　分

管理栄養士コース

獣医保健看護学類

2021年度入試（2020年度実施）

合計
210点
満点

*調査書点(5%)

配　点

循環農学類
食と健康学類
環境共生学類

合計
210点
満点

選択2

*調査書点(5%)

選択2

選択1

選択1

合計
612点
満点

①
3
教
科
5
科
目
方
式

合計
210点
満点

必修

②
5
教
科
5
科
目
方
式

必修

合計
612点
満点

*調査書点(2%)

獣医学類

選択

*調査書点(5%)

選択2

選択1

*調査書点(2%)

別表 ２



学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験

学類・コース 教 科 試験科目

選択1
外国語
国　語

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ、ただしリスニングは
含まない）
国語総合（近代以降の文章）

100点

選択2

数　学
理　科
地　歴
公　民

大学入学共通テストの
「数学Ⅰ・数学Ａ」「物理」「化学」「生
物」「地学」「地理Ｂ」「政治・経済」か
ら1 科目選択、
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基
礎」「地学基礎」から2 科目選択

100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）6点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）4点

 10点

外国語

大学入学共通テストの
「英語」（リスニング含む）
＊英語外部試験のスコアに応じ100点換算
または加点（20点または10点）を行う。

100点

数　学
大学入学共通テストの
「数学Ⅰ・数学A」および
「数学Ⅱ・数学B」

 100点 

選択 理　科 化学基礎・化学または生物基礎・生物 100点

 *自己研鑽（部活・資格・留学）4点、
　社会貢献（生徒会等・ボランティア）2点

  6点

※1）大学入学共通テストにおける数学の記述式問題については、大学入試センターから提供される成績を

　　そのまま利用します。

獣医学類

3科目受験
（必修は
大学入学
共通テスト、
選択は
本学独自の
学力試験）

必修

合計
306点
満点

*調査書点(2%)

2021年度入試（2020年度実施）

配　点

環境共生学類
合計

210点
満点

2科目受験
（選択1は
本学独自の
学力試験、
選択2は
大学入学
共通テスト）

*調査書点(5%)

区　分

別表 ３



学校推薦型選抜（公募制）

学　類 選抜項目 点 数 備　考

評定平均値 30点 評定平均値に6を乗じ点数化

調　査　書 60点
①出席状況 10点
②自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学5）25点
③社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア10）25点

小　論　文 60点

面　　　接 50点

合　　　計 200点

評定平均値 15点 評定平均値に3を乗じ点数化

調　査　書 75点
①出席状況 15点
②自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学10）30点
③社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア15）30点

小　論　文 60点

面　　　接 50点

合　　　計 200点

評定平均値 50点 評定平均値に10を乗じ点数化

調　査　書 60点
①出席状況 10点
②自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学5）25点
③社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア10）25点

小　論　文 60点

面　　　接 30点

合　　　計 200点

評定平均値 50点 評定平均値に10を乗じ点数化

調　査　書 60点
①出席状況 10点
②自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学5）25点
③社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア10）25点

小　論　文 60点

面　　　接 30点

合　　　計 200点

調　査　書 20点
①自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学5）25点
②社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア10）25点
*合計50点を20点に換算

小　論　文 90点

面　　　接 90点

合　　　計 200点

小　論　文 100点

面　　　接 100点

合　　　計 200点
※ 特別選抜推薦（とわの森三愛高等学校「獣医・理数
　 コース」対象の内部進学推薦入学試験制度）の詳細につい
　 ては別途定めます。

アグリマイスター

循環農学類
食と健康学類
（管理栄養士コース
　を除く）

従来の選抜項目（調査書および面接）に書類審査を加え、総合的に選抜します。
なお、面接においては、口頭試問を行います。

学
校
推
薦
型
選
抜
（

公
募
制
）

2021年度入試（2020年度実施）

一般推薦

区　分

環境共生貢献

産業振興特別
（A推薦・B推薦）

環境共生学類

循環農学類
食と健康学類
管理栄養士コース
環境共生学類

循環農学類
食と健康学類

管理栄養士コース
※管理栄養士コースは
　A推薦のみ

獣医学類
*（変更なし）

一般推薦
生産動物医療推薦
動物病院後継者推薦
農業高校推薦および
農業大学校推薦
学士等・特別選抜推
薦
（※）

生産動物看護部門
獣医保健看護学類

獣医保健看護学類
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学校推薦型選抜（指定校制）・総合型選抜（公募制）

学　類 選抜項目 点 数 備　考

調　査　書 20点
①自己研鑽に関する記録（部活10・資格10・留学5）25点
②社会貢献に関する記録（生徒会等15・ボランティア10）25点
*合計50点を20点に換算

小　論　文 90点

面　　　接 90点

合　　　計 200点

※1） 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校からの内部進学推薦入学試験制度の詳細については別途定めます。

なお、面接において、口頭試問を行います（獣医学類を除く）。

※2） 各自治体が実施する獣医師養成確保修学資金貸与事業の一環として、本学が二次試験として獣医学類で実施する地域獣医療支援

特別選抜について、選抜項目に小論文を追加し、小論文および面接で選抜を行います。

※3） 社会人特別選抜、外国人留学生入学試験、編入学試験については、従来通り変更はありません。

総
合
型
選
抜

自己推薦

循環農学類
食と健康学類
（管理栄養士コース
　を除く）
環境共生学類

学
校
推
薦
型
選
抜
（

指
定
校
制
）

指定校推薦

循環農学類
食と健康学類
環境共生学類
獣医保健看護学類

2021年度入試（2020年度実施）

区　分

従来の選抜項目（調査書および面接）に書類審査を加え、総合的に選抜します。
なお、面接においては、口頭試問を行います。

獣医学類
*（変更なし）

従来の選抜項目（小論文および面接）に変更はありません。
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