
文学部

英米文学科　フランス文学科　日本文学科　史学科　比較芸術学科

教育人間科学部

教育学科　心理学科

経済学部

経済学科　現代経済デザイン学科

法学部　[2020年7月21日更新]

法学科

経営学部

経営学科　マーケティング学科

国際政治経済学部

国際政治学科　国際経済学科　国際コミュニケーション学科

総合文化政策学部

総合文化政策学科

理工学部

物理科学科（＊）　数理サイエンス学科（＊）　化学・生命科学科

電気電子工学科　機械創造工学科　経営システム工学科　情報テクノロジー学科

（＊）理工学部 物理・数理学科を「物理科学科」と「数理サイエンス学科」の2学科に改組します（2021年4月開設）

社会情報学部

社会情報学科

地球社会共生学部

地球社会共生学科

コミュニティ人間科学部

コミュニティ人間科学科

2021年度 一般選抜および大学入学共通テスト利用入学者選抜の概要（別表）

INDEX　（2020年7月21日更新）

2021年度「一般選抜（個別学部日程）」「一般選抜（全学部日程）」「大学入学共通テスト利用入学者選抜」
にて実施予定の概要です。
以下の学部学科の順で掲載しています。

今後、新たな決定事項、変更等が生じた際は、速やかに公表します。
※更新履歴は次ページに掲載

一般選抜（個別学部日程）の【学部独自問題】における出題の例示および意図・狙い等を、別表の「教科名」
の部分にリンク掲載しています。
（お問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。）



【更新履歴】

2020年7月21日 法学部法学科 学部独自問題（A方式・B方式）のサンプル問題を更新

2020年6月8日 法学部法学科
学部独自問題のサンプル問題を公表（「教科名」の部分にリンク
掲載）

2020年6月16日 法学部法学科 学部独自問題（B方式）のサンプル問題を更新

一般選抜（個別学部日程）A方式の配点を変更

社会情報学部社会情報学科
一般選抜（個別学部日程）D方式および大学入学共通テスト利用
入学者選抜の募集人員を変更

地球社会共生学部地球社会共生学科
一般選抜（個別学部日程）における大学入学共通テスト選択科目
を追加

2020年5月18日 国際政治経済学部
学部独自問題における出題の例示および意図・狙いを更新（「教
科名」の部分にリンク掲載）

一般選抜（個別学部日程）の教科科目・試験時間・配点を変更

2020年3月6日 全学部全学科
大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）の
配点比率を「2021年度入学者選抜について（基本方針）」に公表

コミュニティ人間科学部
一般選抜（個別学部日程）および一般選抜（全学部日程）の募集
人員を変更

2020年4月27日
理工学部

物理科学科(*)・数理ｻｲｴﾝｽ学科(*)
一般選抜および大学入学共通テスト利用入学者選抜の概要を公表
(*)2021年4月設置認可申請中

2020年3月19日

法学部法学科
一般選抜（個別学部日程）A方式・B方式における学部独自問題の
教科名を変更

総合文化政策学部総合文化政策学科

A方式における大学入学共通テストの教科および学部独自問題
「外国語」の試験時間・配点を変更

大学入学共通テスト利用入学者選抜の「外国語」の配点を変更

2019年12月12日

社会情報学部社会情報学科

A方式の英語資格・検定試験の扱いを「出願資格」に変更
総合文化政策学部総合文化政策学科

B方式の学部独自問題「小論文」における試験時間を変更

更新日 学部・学科 更新内容

大学入試英語成績提供システムの利用を予
定していた学部・学科

大学入試英語成績提供システムの利用を削除

国際政治経済学部
国際政治学科・国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

B方式における英語資格・検定試験の出願資格を掲載
2019年12月19日

総合文化政策学部総合文化政策学科 A方式における英語資格・検定試験の出願資格を掲載

2020年2月8日

国際政治経済学部
国際政治学科・国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

B方式における英語資格・検定試験の有効となる証明書類を掲載

総合文化政策学部総合文化政策学科 A方式における英語資格・検定試験の有効となる証明書類を掲載

国際政治経済学部

2019年1月5日 文学部英米文学科 学部独自問題「外国語」における科目（出題範囲）を訂正

2019年4月5日 教育人間科学部教育学科 学部独自問題「小論文」における科目（出題範囲）を公表

2019年3月28日 総合文化政策学部総合文化政策学科 学部独自問題「総合問題」における科目（出題範囲）を変更

2019年3月5日 社会情報学部社会情報学科
学部独自問題「総合問題(小論文）」における科目（出題範囲）
を公表

2019年6月12日
英語資格・検定試験を
利用する学部・学科

英語資格・検定試験の扱いを追記

2019年7月8日

2019年5月28日

教育人間科学部（全学科） 英語外部資格・検定試験は利用しない

教育人間科学部教育学科 学部独自問題「小論文」における科目（出題範囲）を変更

経済学部（全学科） 選抜方式を教科ごとに区分

理工学部（全学科） 英語外部資格・検定試験は利用しない

全学部全学科
学部独自問題における出題の例示および意図・狙い等を「教科
名」の部分にリンク掲載

2019年8月1日 総合文化政策学部総合文化政策学科
A方式の学部独自問題「総合問題」における出題の例示および意
図・狙いの内容を更新

全学部全学科
一般選抜（個別学部日程）、一般選抜（全学部日程）、大学入学
共通テスト利用入学者選抜の募集人員・教科科目・試験時間・配
点を公表

英語資格・検定試験の結果を
総合点の一部に加点する学部学科

英語資格・検定試験の結果を加点する場合の得点を公表（詳細は
「配点」の部分にリンク掲載）

理工学部（全学科）
社会情報学部社会情報学科

一般選抜（個別学部日程）の方式名を変更

2019年10月8日



２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

７０分 ２００点

独自問題 外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

１００分 ２００点

独自問題
総合問題

(英語による）
記述式問題、および小論文 ６０分 ２００点

独自問題 外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ（リスニング含む）

１００分 ２００点

独自問題 国語 国語総合 ６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

文学部 英米文学科

Ａ方式 約７０名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約４０名

配点

約１５名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

Ｃ方式 約４０名

募集人員

約５名 独自問題

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/03/ad_2021_kobetsusample_01_20200316.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_02_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_03_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_03_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_05_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_04_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』の
うち１科目選択

－ ２００点

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 総合問題
文章読解を中心とし、読解力、論理的思考力、外国の文化・社
会についての理解を問う総合問題。

９０分 ２００点

大学入学
共通テスト

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』の
うち１科目選択

－ ２００点

独自問題
総合問題
（論述）

文化・社会等に関する長文読解を課し、言葉の知識・思考力、
論述力を問う。

９０分 ２００点

＊Ｂ方式については、「総合問題（論述）」に基準点を設け、基準点に達した者のうち、大学入学共通テストの『外国語』の得点の上位者を合格とする。

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』の
うち１科目選択

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

文学部 フランス文学科

Ａ方式 約４５名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約１０名

募集人員

約１０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_06_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_07_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_07_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史 「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択 － １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 国語 国語総合・古典Ｂ ９０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － ５０点 満点200点を50点に換算します。

独自問題 国語 国語総合・古典Ｂ ６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合 ７０分 １５０点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

《全学部全学科共通事項》

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

募集人員

約８名 独自問題

募集人員 配点

約５名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

文学部 日本文学科

Ａ方式 約５５名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約１０名

大学入学
共通テスト

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_08_20190708.pdf
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２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

－ １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 地理歴史 「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択。記述・論述を含む。 ９０分 １５０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合 ７０分 １５０点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

約２０名 独自問題

募集人員 配点

約５名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

文学部 史学科

募集人員

約５５名

大学入学
共通テスト

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_10_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史 「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」のうち１科目選択 － １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 小論文
芸術にかかわる評論を読み、そのテーマに沿って具体的な例を
あげながら、考えるところを論述する。８００字程度。

９０分 １５０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合 ７０分 １５０点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

約５名 独自問題

募集人員 配点

約５名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

文学部 比較芸術学科

募集人員

約４３名

大学入学
共通テスト

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_11_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

独自問題 小論文 文章・図表などに基づいて読解・論述する問題を課す。 ９０分 １００点

＊大学入学共通テストの『英語』と『国語』の合計点に基準点を設け、基準点に達した者のうち、「小論文」の得点の上位者を合格とする。

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択また
は「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」のうちか
ら２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目分とみなす）

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

約７０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

教育人間科学部 教育学科

募集人員

約２０名

大学入学
共通テスト

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_12_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

独自問題 小論文
日本語の文章やデータを読み、物事を論理的に考察し、自分の
考えを的確に表現できる力を総合的に問う論述等を課す。

９０分 １００点

＊大学入学共通テストの『英語』に基準点を設け，基準点に達した者のうち，総合点の上位者を合格とする。

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「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』、『情報関係基礎』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち
１科目選択または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地
学基礎」のうちから２科目選択(基礎を付した科目は２科目を１科
目分とみなす)

左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

約５８名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

５０点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

教育人間科学部 心理学科

募集人員

約１５名

大学入学
共通テスト

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_13_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

９０分 １５０点

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択 ６０分 １００点

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

９０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ ６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

《全学部全学科共通事項》

２００点

募集人員

約３０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

１００点

１００点

１００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

経済学部 経済学科

Ａ方式 約１８０名

Ｂ方式 約１００名

独自問題

独自問題
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２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

９０分 １５０点

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」のうち１科目選択 ６０分 １００点

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

９０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ ６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

《全学部全学科共通事項》

２００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

募集人員

約１０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

１００点

１００点

１００点

経済学部 現代経済デザイン学科

Ａ方式 約５０名

Ｂ方式 約２５名

独自問題

独自問題

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_14_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_15_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_15_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_14_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_16_20190708.pdf


（学部独自問題［A 方式・B方式］のサンプル問題を更新　2020年7月21日）

２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

－ １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １５０点 満点200点を150点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「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』、「数学Ｉ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

独自問題 総合問題
国語総合と、「世界史Ｂ」（１７世紀以降）、「日本史Ｂ」（１７世紀
以降）、「政治・経済」との総合問題とする。

９０分 ２００点

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

－ １５０点 満点200点を150点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「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』、「数学Ｉ」、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、『数学Ⅱ・数学Ｂ』
のうち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

独自問題 総合問題

英語（コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コ
ミュニケーション英語Ⅲ、英語表現Ｉ、英語表現Ⅱ）と、「世界史
Ｂ」（１７世紀以降）、「日本史Ｂ」（１７世紀以降）、「政治・経済」と
の総合問題とする。

９０分 ２００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語
『英語』（リーディング、リスニング）、『ドイツ語』、『フランス語』、
『中国語』、『韓国語』のうち１科目選択

満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 満点200点を150点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

または理科

「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』、
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

Ｂ方式 約８０名

大学入学
共通テスト

募集人員

約７０名 独自問題

法学部 法学科

Ａ方式 約１００名

大学入学
共通テスト

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

募集人員 配点

約２０名
大学入学
共通テスト

１００点

１５０点

１００点

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/07/ad_2021_kobetsusample_17-1_20200721.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/07/ad_2021_kobetsusample_18-1_20200721.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『数学Ⅰ・数
学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題(記述式
問題を含む)

９０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － １５０点 満点200点を150点に換算します。

地理歴史または
公民または国語

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『国語』のう
ち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点を50点に換算し、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題(記述式
問題を含む)

９０分 １５０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

募集人員

約２５名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

１００点

１００点

１００点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

経営学部 経営学科

Ａ方式 約１６０名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約４０名

大学入学
共通テスト

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_19-1_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_19-1_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『数学Ⅰ・数
学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題(記述式
問題を含む)

９０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － １５０点 満点200点を150点に換算します。

地理歴史または
公民または国語

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「政治・経済」、『国語』のう
ち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点を50点に換算し、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
英語の長文読解を中心として基礎力・総合力を問う問題(記述式
問題を含む)

９０分 １５０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

募集人員

約１５名 独自問題

募集人員 配点

約５名
大学入学
共通テスト

１００点

１００点

１００点

経営学部 マーケティング学科

Ａ方式 約８０名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約２０名

大学入学
共通テスト

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_19-1_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_19-1_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程）

※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ２５点 満点100点を25点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

－ ２５点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

論述
【国際政治分野】を出題範囲とし、読解力・論述力・論理的思考
力をみる

５０分 ５０点

総合問題
出願時に以下のいずれかを選択。
総合問題1：【国際政治分野】 + 【国際経済分野】
総合問題3：【国際政治分野】 + 【国際コミュニケーション分野】

５０分 ５０点 科目（出題範囲）の詳細は、上記を参照

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする。
【出願資格とする英語資格・検定試験】
実用英語技能検定　準１級以上
IELTS（Academic Module ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｽｺｱ）５.０以上
TOEFL iBT®　５７点以上

※英語資格・検定試験の有効となる証明書類の詳細はこちらの
リンクを参照

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ６０点 満点200点を60点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ４０点 満点100点を40点に換算します。

論述
【国際政治分野】を出題範囲とし、読解力・論述力・論理的思考
力をみる

５０分 ５０点

総合問題
出願時に以下のいずれかを選択。
総合問題1：【国際政治分野】 + 【国際経済分野】
総合問題3：【国際政治分野】 + 【国際コミュニケーション分野】

５０分 ５０点 科目（出題範囲）の詳細は、上記を参照

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

３教科型 約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

４教科型 約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

２００点

約５名 独自問題

配点

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

Ｂ方式 約６名
大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

国際政治経済学部の一般選抜（個別学部日程）では、学部独自問題として「論述」と「総合問題」を課す。

「総合問題」に関して、出願学科の分野と他学科の分野を組み合わせた科目として、総合問題1、総合問題2、総合問題3の中からいずれかを出願時に選択する。
総合問題1 ： 【国際政治分野】＋【国際経済分野】 （ = 【国際経済分野】＋【国際政治分野】）
総合問題2 ： 【国際経済分野】＋【国際コミュニケーション分野】 ( = 【国際コミュニケーション分野】＋【国際経済分野】）
総合問題3 ： 【国際コミュニケーション分野】＋【国際政治分野】 （ = 【国際政治分野】＋【国際コミュニケーション分野】）

例 ： 国際政治学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題3のいずれかを選択。
       国際経済学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題2のいずれかを選択。
       国際コミュニケーション学科に出願する場合 ： 総合問題2または総合問題3のいずれかを選択。

各学科の分野の出題範囲 （いずれの分野も問題に英文を含む。）
【国際政治分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
【国際経済分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、数量的理解および読解力・論理的思考力を問う問題
【国際コミュニケーション分野】　「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題

国際政治経済学部 国際政治学科

Ａ方式 約６４名

大学入学
共通テスト

独自問題

英語資格・検定試験 － －

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_20-1_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_20-2_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_20-1_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_20-2_20200518.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程）

※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ２５点 満点100点を25点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

－ ２５点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

論述
【国際経済分野】を出題範囲とし、数量的理解および読解力・論
述力・論理的思考力をみる

５０分 ５０点

総合問題
出願時に以下のいずれかを選択。
総合問題1：【国際経済分野】+【国際政治分野】
総合問題2：【国際経済分野】+【国際コミュニケーション分野】

５０分 ５０点 科目（出題範囲）の詳細は、上記を参照

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

２００点

１００点

１００点

２００点

募集人員

約５名 独自問題

配点

３教科型 約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

国際政治経済学部 国際経済学科

― 約７０名

大学入学
共通テスト

独自問題

４教科型 約１０名
大学入学
共通テスト

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

国際政治経済学部の一般選抜（個別学部日程）では、学部独自問題として「論述」と「総合問題」を課す。

「総合問題」に関して、出願学科の分野と他学科の分野を組み合わせた科目として、総合問題1、総合問題2、総合問題3の中からいずれかを出願時に選択する。
総合問題1 ： 【国際政治分野】＋【国際経済分野】 （ = 【国際経済分野】＋【国際政治分野】）
総合問題2 ： 【国際経済分野】＋【国際コミュニケーション分野】 ( = 【国際コミュニケーション分野】＋【国際経済分野】）
総合問題3 ： 【国際コミュニケーション分野】＋【国際政治分野】 （ = 【国際政治分野】＋【国際コミュニケーション分野】）

例 ： 国際政治学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題3のいずれかを選択。
       国際経済学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題2のいずれかを選択。
       国際コミュニケーション学科に出願する場合 ： 総合問題2または総合問題3のいずれかを選択。

各学科の分野の出題範囲 （いずれの分野も問題に英文を含む。）
【国際政治分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
【国際経済分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、数量的理解および読解力・論理的思考力を問う問題
【国際コミュニケーション分野】　「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_21-1_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_21-2_20200518.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程）

※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ５０点 満点200点を50点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ２５点 満点100点を25点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

－ ２５点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を25点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

論述
【国際コミュニケーション分野】を出題範囲とし、読解力・論述力・
論理的思考力をみる

５０分 ５０点

総合問題
出願時に以下のいずれかを選択。
総合問題2：【国際コミュニケーション分野】+【国際経済分野】
総合問題3：【国際コミュニケーション分野】+【国際政治分野】

５０分 ５０点 科目（出題範囲）の詳細は、上記を参照

指定する英語資格・検定試験のスコア・級を「出願資格」とする。
【出願資格とする英語資格・検定試験】
実用英語技能検定　準１級以上
IELTS（Academic Module ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｽｺｱ）５.０以上
TOEFL iBT®　５７点以上

※英語資格・検定試験の有効となる証明書類の詳細はこちらの
リンクを参照

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － ６０点 満点200点を60点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ４０点 満点100点を40点に換算します。

論述
【国際コミュニケーション分野】を出題範囲とし、読解力・論述力・
論理的思考力をみる

５０分 ５０点

総合問題
出願時に以下のいずれかを選択。
総合問題2：【国際コミュニケーション分野】+【国際経済分野】
総合問題3：【国際コミュニケーション分野】+【国際政治分野】

５０分 ５０点 科目（出題範囲）の詳細は、上記を参照

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

約５名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

Ｂ方式 約２０名
大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

国際政治経済学部 国際コミュニケーション学科

Ａ方式 約２７名

大学入学
共通テスト

独自問題

英語資格・検定試験 － －

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

国際政治経済学部の一般選抜（個別学部日程）では、学部独自問題として「論述」と「総合問題」を課す。

「総合問題」に関して、出願学科の分野と他学科の分野を組み合わせた科目として、総合問題1、総合問題2、総合問題3の中からいずれかを出願時に選択する。
総合問題1 ： 【国際政治分野】＋【国際経済分野】 （ = 【国際経済分野】＋【国際政治分野】）
総合問題2 ： 【国際経済分野】＋【国際コミュニケーション分野】 ( = 【国際コミュニケーション分野】＋【国際経済分野】）
総合問題3 ： 【国際コミュニケーション分野】＋【国際政治分野】 （ = 【国際政治分野】＋【国際コミュニケーション分野】）

例 ： 国際政治学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題3のいずれかを選択。
       国際経済学科に出願する場合 ： 総合問題1または総合問題2のいずれかを選択。
       国際コミュニケーション学科に出願する場合 ： 総合問題2または総合問題3のいずれかを選択。

各学科の分野の出題範囲 （いずれの分野も問題に英文を含む。）
【国際政治分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、読解力・論理的思考力を問う問題
【国際経済分野】　「地理歴史，公民」（「政治・経済」、17 世紀以降の「世界史」、17 世紀以降の「日本史」）、数量的理解および読解力・論理的思考力を問う問題
【国際コミュニケーション分野】　「英語」、読解力・論理的思考力を問う問題

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_22-1_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_22-2_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_22-1_20200518.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/05/ad_2021_kobetsusample_22-2_20200518.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

指定する英語資格・検定試験のスコアを「出願資格」とする。
【出願資格とする英語資格・検定試験】
TEAP（４技能）２６０点以上
実用英語技能検定　CSEｽｺｱ２１００点以上
IELTS（Academic Module ｵｰﾊﾞｰｵｰﾙ･ﾊﾞﾝﾄﾞ･ｽｺｱ）４.５以上
GTEC　１１００点以上
TOEFL iBT®　５０点以上
TOEIC® L&R＋S&W　９４０点以上

※英語資格・検定試験の有効となる証明書類の詳細はこちらの
リンクを参照

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学
Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 総合問題
「国語総合（近代以降の文章）」「地歴公民（主に「世界史Ｂ（現
代史）」「日本史Ｂ（現代史）」「倫理、政治・経済」）」

６０分 １００点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学
Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

独自問題 小論文
文章やデータを読み、分析する能力、自分の文章を論理的に展
開できる力、自由に発想する力、自分の意見や発想を十分に表
現する力を総合的に問う論述等を課す。

８０分 ２００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、『倫理、政治・
経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

Ｂ方式 約５０名

大学入学
共通テスト

募集人員

約５５名 独自問題

総合文化政策学部 総合文化政策学科

Ａ方式 約７０名

大学入学
共通テスト

英語資格・検定試験 － －

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2020/02/ad_2021exam_info_eigoshikaku_20200208_Fr67k.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/08/ad_2021_kobetsusample_23-1_20190801.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_24_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科 物理（物理基礎・物理） ８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」 － ６０点 満点100点を60点に換算します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科 物理（物理基礎・物理） ８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科 物理（物理基礎・物理） ６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」 満点100点を200点に換算します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

募集人員 配点

約８名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

Ｂ方式 約２８名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

約１２名 独自問題

理工学部 物理科学科 （＊2021年4月開設）

Ａ方式 約３５名 独自問題

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

募集人員 配点

約４名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

Ｂ方式 約１３名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

約６名 独自問題

理工学部 数理サイエンス学科 （＊2021年4月開設）

Ａ方式 約２０名 独自問題

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科 化学（化学基礎・化学） ８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科 化学（化学基礎・化学） ８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」、「生物」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

約１３名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

理工学部 化学・生命科学科

Ａ方式 約５０名 独自問題

Ｂ方式 約２０名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

約１３名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

理工学部 電気電子工学科

Ａ方式 約４０名 独自問題

Ｂ方式 約２０名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、選択した科目の
満点100点を200点に換算し、高得点の
１科目を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

約１５名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

２００点

理工学部 機械創造工学科

Ａ方式 約４０名 独自問題

Ｂ方式 約２０名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

約１０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

理工学部 経営システム工学科

Ａ方式 約３５名 独自問題

Ｂ方式 約２３名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １５０点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － ６０点 満点200点を60点に換算します。

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択 － ６０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を60点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） １００分 １４０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

８０分 １４０点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

理科
「物理（物理基礎・物理）」、「化学（化学基礎・化学）」のうち１科
目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』

理科 「物理」、「化学」のうち１科目選択
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

◆理工学部入学後の授業は、「数学Ⅲ」の履修を前提として行います。

《全学部全学科共通事項》

約１０名 独自問題

募集人員 配点

約１０名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

理工学部 情報テクノロジー学科

Ａ方式 約３５名 独自問題

Ｂ方式 約２０名

大学入学
共通テスト

独自問題

募集人員

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_27_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_25_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_26_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_28_20190708.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_29_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

国語 『国語』（近代以降の文章） － １００点

地理歴史または
公民

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』のうち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

９０分 ２００点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － １００点

独自問題 数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル) ８０分 ２００点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

数学 『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

独自問題 数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ９０分 ２００点

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語または
地理歴史または

公民

『国語』（近代以降の文章）、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理
Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』の
うち１科目選択

－ １００点
左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

独自問題 総合問題
日本語の文章やデータを読み解き、物事を論理的に考察し、的
確に表現する力を問う論述等を課す。

９０分 ２００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

方式 募集人員 テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ７０分 １５０点

数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ａ、数学Ｂ（数列、ベクトル） ６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） 満点200点を100点に換算します。

国語または
地理歴史または
公民または数学

『国語』（近代以降の文章）、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理
Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』、
『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数学Ｂ』のうち２科目選択

≪注意≫
上記科目のうち、「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社
会」、「倫理」、「政治・経済」、『倫理、政治・経済』からは１科目し
か選択できません。

左記科目については、高得点の２科目
を合否判定に使用します。
ただし、「地理歴史」、「公民」の両方を
含む組合せは不可とします。

《全学部全学科共通事項》

募集人員 配点

約１５名
大学入学
共通テスト

１００点

２００点

Ａ方式 約１７名 独自問題

Ｂ方式 約１０名 独自問題

Ｃ方式 約３５名

大学入学
共通テスト

Ｄ方式 約１５名

大学入学
共通テスト

社会情報学部 社会情報学科

Ａ方式 約４５名

大学入学
共通テスト

Ｂ方式 約２５名

大学入学
共通テスト

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_30_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_31_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_32_20191008.pdf
https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/10/ad_2021_kobetsusample_33-1_20191008.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』（近代以降の文章） － ５０点 満点100点を50点に換算します。

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

－ ５０点
左記科目については、選択した科目の
満点100点を50点に換算し、高得点の１
科目を合否判定に使用します。

独自問題 小論文
日本語の文章を読み、理解力、分析する能力、自分の文章を論
理的に展開できる力、自分の意見や発想を十分に表現する力
を総合的に問う論述等を課す。

６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』（近代以降の文章）

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、『数学Ⅱ・数
学Ｂ』のうち１科目選択

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

独自問題

募集人員 配点

約２０名
大学入学
共通テスト

２００点

１００点

１００点

地球社会共生学部 地球社会共生学科

募集人員

約３０名

大学入学
共通テスト

募集人員

約４５名

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_34_20190708.pdf


２０２１年度 一般選抜（個別学部日程） ※ 独自問題の詳細を「教科名」にリンク掲載

テスト区分 教科 科目（出題範囲） 試験時間 配点 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング） － １００点 満点200点を100点に換算します。

国語 『国語』 － １００点 満点200点を100点に換算します。

独自問題 小論文
文章を読み、分析する力、思考・判断する力、並びに文章を論
理的に展開・表現する力を総合的に問う論述などを課す。

６０分 １００点

２０２１年度 一般選抜（全学部日程）

テスト区分 教科 科目 試験時間 配点 備考

外国語
コミュニケーション英語Ⅰ、コミュニケーション英語Ⅱ、コミュニ
ケーション英語Ⅲ、英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

８０分 １５０点

国語 国語総合（古文、漢文を除く） ７０分 １００点

地理歴史または
公民または数学

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学Ⅱ・数学
Ａ・数学Ｂ（数列、ベクトル）」のうち１科目選択

６０分 １００点

２０２１年度 大学入学共通テスト利用入学者選抜

テスト区分 教科 科目 備考

外国語 『英語』（リーディング、リスニング）

国語 『国語』

地理歴史または
公民または数学

または理科

「世界史Ｂ」、「日本史Ｂ」、「地理Ｂ」、「現代社会」、「倫理」、「政
治・経済」、『倫理、政治・経済』、『数学Ⅰ・数学Ａ』、「数学Ⅱ」、
『数学Ⅱ・数学Ｂ』、「物理」、「化学」、「生物」、「地学」のうち１科
目選択または「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基
礎」のうちから２科目選択（基礎を付した科目は２科目を１科目
分とみなす）

左記科目については、高得点の１科目
を合否判定に使用します。

《全学部全学科共通事項》

大学入学共通テストの『英語』（リーディング、リスニング）について

大学入学共通テストの『英語』の得点を扱う場合には、リーディング100点、リスニング100点の配点比率を変えずにそのまま合計して200点満点としたうえで、各学部学
科が定める外国語の配点に換算して利用します。

約５０名 独自問題

募集人員 配点

約１２名
大学入学
共通テスト

２００点

２００点

１００点

コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科

募集人員

約３４名

大学入学
共通テスト

募集人員

https://www.aoyama.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/ad_2021_kobetsusample_35_20190708.pdf

