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建学の精神
「キリストの心を心とする」
「汝らキリスト･イエスの心を心とせよ」（新約聖書ピリピ書第２章５節・文語訳）

本学は、キリストの心を心とし、愛と奉仕と福音宣教に生きる人を育てる。なぜなら、キリストは一人
ひとりと出逢い、十字架の愛により、その一人ひとりを生かしているからである。

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）
ルーテル学院大学は建学の精神に基づき、人間を包括的にとらえて、「心と福祉と魂の高度な専門家」を養
成することを目的とします。特にいのち、心、子どもと家族、障がい者や高齢者、地域社会などを総合的に捉
える力を養います。この目的にそった人材を育成するために、これまでの学習および経験を通じて下記のよう
な意欲・態度・知識を有する学生を求めます。

１．人と社会に貢献する意欲
人を理解し支援するための知識や技術を学びたいと願い、自分の人生を人と社会のために役立てたいという
意欲を持っている学生を求めます。
２．基礎的なコミュニケーション能力
自分の考えをまとめ、他者の思いを理解するためのコミュニケーションの基礎的な能力を身につけている学
生を求めます。
３．主体的に調べ、考え、学ぶ積極的な姿勢
社会や人間に対し多面的な興味をもち、主体的に調べ、考え、学ぶ積極的な姿勢がある学生を求めます。
４．他者と協働して学ぶ態度
他者と協力しておこなう学習・活動に参加でき、必要に応じて、自分の考えを主張したり、他者の考えを取
り入れたりすることができる学生を求めます。
５．基礎的な学力
対人援助の専門職に必要な知識を修得するための基礎的な学力をもっている学生を求めます。
６．本学の教育の特色の理解
本学が一学科のもとで提供する福祉相談援助、地域福祉開発、子ども支援、臨床心理、キリスト教人間学の
5 つのコースの特色を理解している学生を求めます。

上記のような学生の力を正しく判断するために、多様な選抜方法を実施し、面接を重視して選抜します。
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募集概要
１．試験日程
総合型選抜（P11 参照）
「大学で○○を学びたい」
「将来は○○になりたい」など、自身の想いや熱意を評価します。
入試種別

区分
Ⅰ期
Ⅱ期

授業体験型
活動アピール型
キリスト教会推薦型

Ⅲ期
Ⅳ期
Ⅴ期

出願期間

試験日

合格発表

入学手続期間

2021 年

2021 年

2021 年

2021 年

10 月１日（金）～10 月 14 日（木）

10 月 23 日（土）

11 月１日（月）

11 月２日（火）～11 月 18 日（木）

2021 年

2021 年

2021 年

2021 年

11 月１日（月）～11 月 11 日（木）

11 月 20 日（土）

12 月１日（水）

12 月２日（木）～12 年 16 日（木）

2021 年

2021 年

2021 年

2021 年

11 月 29 日（月）～12 月 10 日（金）

12 月 18 日（土）

12 月 24 日（金）

12 月 27 日（月）～2022 年 1 月 14 日（金）

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

２月７日（月）～２月 18 日（金）

２月 24 日（木）

２月 28 日（月）

３月１日（火）～３月 14 日（月）

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

２月 21 日（月）～２月 28 日（月）

３月５日（土）

３月 11 日（金）

３月 14 日（月）～３月 18 日（金）

学校推薦型選抜（P12 参照）
推薦者を通して、勉学、生徒会、部活動など、高校で力を入れて頑張ってきた活動を評価します。
入試種別

出願期間

試験日

合格発表

入学手続期間

ミッションスクール推薦型
指導者推薦型

2021 年

2021 年

2021 年

2021 年

11 月１日（月）～11 月 11 日（木）

11 月 20 日（土）

12 月１日（水）

12 月２日（木）～12 月 16 日（木）

指定校推薦型

一般選抜（P13、14 参照）
教科試験を重視し、面接や調査書をもとに総合的に評価します。
入試種別

出願期間

スカラシップ型
一般試験型
Ⅰ期
大学入学共通テスト
Ⅱ期
利用型
Ⅲ期

試験日

合格発表

入学手続期間

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

1 月 7 日（金）～１月 25 日（火）

２月３日（木）

２月 10 日（木）

２月 14 日（月）～２月 25 日（金）

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

1 月 7 日（金）～１月 25 日（火）

２月８日（火）

２月 10 日（木）

２月 14 日（月）～２月 25 日（金）

2022 年

2022 年

２月 10 日（木）

２月 14 日（月）～２月 25 日（金）

2022 年

2022 年

２月 28 日（月）

３月１日（火）～3 月 14 日（月）

2022 年

2022 年

３月 11 日（金）

３月 14 日（月）～３月 18 日（金）

2022 年

━

1 月 7 日（金）～１月 25 日（火）
2022 年

━

２月７日（月）～２月 18 日（金）
2022 年

━

２月 21 日（月）～２月 28 日（月）

社会人・編入学・留学生入試（P15、16 参照）
入試種別

出願期間
Ⅰ期

社会人（１年次・編入学）
編入学

Ⅱ期

留学生
Ⅲ期※

試験日

合格発表

入学手続期間

2021 年

2021 年

2021 年

2021 年

11 月１日（月）～11 月 11 日（木）

11 月 20 日（土）

12 月１日（水）

12 月２日（木）～12 月 16 日（木）

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

１月７日（金）～１月 25 日（火）

２月８日（火）

２月 10 日（木）

２月 14 日（月）～２月 25 日（金）

2022 年

2022 年

2022 年

2022 年

２月 21 日（月）～２月 28 日（月）

３月５日（土）

３月 11 日（金）

３月 14 日（月）～３月 18 日（金）
※社会人・編入学試験のみ実施
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２．募集人員
1 年次

90 名

選抜方式

総合型選抜

学校推薦型選抜

一般選抜

社会人入学試験

留学生入学試験

募集人数

50 名

20 名

20 名

若干名

若干名

編入学試験

社会人入学試験

留学生入学試験

編入学

20 名

選抜方式
募集人数

20 名

３．試験会場
ルーテル学院大学

東京都三鷹市大沢３－１０－２０
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出願について
１．出願方法
【郵送受付】

郵便局窓口から簡易書留（速達）で郵送してください。締切日必着とします。
送付用封筒用紙（書類７）を市販の封筒（角型 2 号サイズ）に貼付けてください。

【窓口受付】

出願最終日のみ、窓口での受付が可能です。
受付場所

本学トリニティホール 1 階 総合オフィス

受付時間

9：00～16：00

２．入学検定料の納入
(１)

(２)

入学検定料
選抜方式

総合型選抜
学校推薦型選抜
一般選抜 一般試験型

一般選抜
スカラシップ型

一般選抜
大学入学共通テスト利用型

社会人
編入学
留学生

入学検定料

35,000 円

25,000 円

15,000 円

35,000 円

振込口座
三菱 UFJ 銀行 三鷹支店

普通）4126089

口座名）学校法人ルーテル学院

ATM もしくはインターネットバンキングにて振り込んでください。ご利用明細書のコピーを出願書類に同封して
ください。送金手数料及び支払銀行手数料はご負担願います。
※出願する選抜方式の出願期間中に振り込んでください。
※納入した入学検定料は、理由に関わらず一切返還いたしません。
(３)

併願割引
下記の組み合わせで同時に出願する場合に、併願割引が適用されます。併願割引を適用した検定料を振り込んでく
ださい。

単願の出願

併願の組み

一般選抜
スカラシップ型

一般選抜
一般試験型

一般選抜
大学入学共通テスト
利用型Ⅰ期

割引後の入学検定料

25,000 円

35,000 円

15,000 円

（75,000 円）

●

●

●

50,000 円

●

●

合わせ

43,000 円

●
●

選抜方式（併願の組み合わせ）

●

40,000 円

●

30,000 円

割引後の入学検定料

総合型選抜Ⅳ期 + 大学入学共通テスト利用型Ⅱ期
40,000 円
総合型選抜Ⅴ期 + 大学入学共通テスト利用型Ⅲ期

(４) 本学は高等教育の修学支援制度の対象機関です。手続等の詳細は在籍高校でご確認ください。
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３．出願資格
１年次入学
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び 2022 年 3 月卒業見込みの者
(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及び 2022 年 3 月修了見込みの者
(3) 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 150 条の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学
力があると認められる者及び 2022 年 3 月 31 日までの間にこれに該当見込みの者
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 2022 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者
② 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
及び 2022 年 3 月 31 日までの修了見込みの者
③ 専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）
で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者
④ 文部科学大臣の指定した者
⑤ 高等学校卒業程度認定試験規程（平成 17 年文部科学省令第 1 号）により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度
認定試験に合格した者（同規則附則第 2 条の規定による廃止前の大学入学資格検定規定（昭和 26 年文部省令第
13 号）による大学入学資格検定に合格した者を含む）
⑥ 本学において、相当の年齢に達し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者

編入学
(4) 短期大学または大学の卒業者（2022 年３月卒業見込者も含む）
(5) 短期大学又は大学に１年以上在学し、30 単位以上を修得した者（2022 年３月修了・卒業見込者も含む）
(6) 高等専門学校の５年の課程修了者（2022 年３月卒業見込者も含む）
(7) ２年制以上で総授業時数が 1,700 時間以上の専門学校の修了者（2022 年３月修了見込者も含む）で、かつ大学入学
有資格者
(8) 相当の年齢に達し、本学において上記(４)～(８)と同等以上の学力があると認められた者。
※編入年次（２年次又は３年次）は、在籍校又は卒業校での履修状況により決定します。
※在籍期間が２年に満たない場合又は修得単位数が 62 単位に満たない場合は、2 年次編入となります。

４．出願上の注意
(1) 試験種別及び試験日により、必要な書類が異なりますので注意してください。
(2) 受験票は出願締切日に発送します。試験日当日に持参してください。試験日の２日前までに受験票が届かない場合
は、入試事務局に連絡してください。
(3) 出願書類に不備があった場合は受け付けません。その場合でも入学検定料の返還はしませんのでご注意ください。
提出の際には必ず「出願書類チェックシート」で確認してください。
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試験当日の注意
(1) 試験当日に必ず持参するものは、受験票、筆記用具です。受験票を忘れた場合は係員に申し出てください。
(2) 試験時間中に机の上に置けるものは、受験票、鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム、時計、ハンカチ、ティッシュ、
マスク、目薬です。
(3) 試験開始 15 分前までに試験室に入室してください。試験会場へは試験開始 1 時間前から入場できます。
(4) 試験開始時刻に遅刻した場合は、試験開始後 20 分までに受付を済ませた場合のみ受験を認めます。それ以後の受験は
認めません。
(5) 試験開始後は、体調不良、トイレ等以外は、試験終了までは試験教室からの退室はできません。
(6) 試験会場では携帯電話やスマートフォン、多機能付き（計算機能等）の時計等は使用できません。アラーム等は予め
解除し、電源を切っておいてください。
(7) 食堂の営業はありません。必要により昼食を準備してください。
(8) 保護者の方のキャンパス内への入場は、ご遠慮いただいております。
(9) 自然災害・事故等の不測の事態により、時間変更等の措置をとる場合があります。入学試験をはじめ大学の情報は、
本学ホームページ（http://www.luther.ac.jp/）でお知らせしますので、必ずご確認ください。
(10) 試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、COVID-19 等）に罹患し治癒し
ていない方は、他の受験生や監督者等への感染のおそれがありますので、受験をご遠慮願います。

受験上・修学上の配慮が必要な方の受験について
障がいや疾病等の事由により入学試験の配慮を希望される方、または、受験上の配慮が不要でも入学後に学習・学生生
活上の配慮を希望する方について、安心して学習・学生生活がおくれるように、出願に先立ち各入学試験の約１ヶ月前ま
でに、障がい学生アドバイザーの受験前面談を受けていただいております。
なお、オープンキャンパス、施設見学等での来校時において、個別に相談することも可能です（本学が行っている障が
い学生支援についてのリーフレットをお渡しします）
。個別相談については、随時受け付けていますが、オープンキャンパ
スにおいては広報担当者が対応しますので、予めご了承ください。※個別相談は、入学試験前に行う受験前面談とは異な
りますので、ご注意ください。
【ご相談の流れ】
以下に、受験前面談から入学試験、合否判定後の確認まで、相談の流れを①～⑦までのチャートで示します。
①受験前面談日の調整

② 受験前面談

③配慮希望申出書の提出

受験の意思が固まった

受験上の配慮と合わせて、入学後に

段階で、入試事務局にご連

学習・学生生活上の配慮を必要とされ

がい者手帳のコピー、診断書等」

絡ください。受験前面談の

る場合もご相談ください。面談の際に

を、入学試験の約１カ月前を目

日程を調整します。

「配慮希望申出書」をお渡しします。

安に提出してください。

「配慮希望申出書」および「障

④ 通知

⑦ 入学前面談

入試委員会および障がい学生
支援委員会で諸確認を経た後、

入学試験合格後、

⑤出願書類の提出

⑥入学試験

修学上の配慮内容

配慮の内容についてお知らせし

について具体的に

ます。

確認します。

※ 目安の期日を過ぎてのご相談およびお問い合わせをいただいた場合、希望する受験及び修学上の配慮に添えない場
合がございます。
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合格発表・入学手続き
１．合格発表
(1) 合否については、本人宛に選考結果を通知します（速達郵便にて合格発表日当日に発送）。また、本学ホームページ
（http://www.luther.ac.jp/）に合格者受験番号一覧を同日の 14：00 に掲載します。
(2) 合否結果についての問い合わせは一切受け付けていません。

２．入学手続き上の注意
(1) 入学手続書類は郵送のみの受付（締切日消印有効）です。入学手続き期間内に簡易書留（速達）にて提出してくだ
さい。
(2) 卒業見込み又は修了見込みで受験した場合は、卒業が確定次第、卒業証明書、成績証明書（大学、短大、専門学校
卒のみ）を郵送してください。ただし、卒業・修了ができなかった場合は合格取消となり、入学資格を失います。
(3) 高等教育の修学支援制度の申込者で期日までに納入できない方は、入学手続時にご連絡をいただいた上で、学生納
付金の納入は猶予されます。入学後、決定された給付金より学生納付金に充当します。

３．学生納付金 等
前期分

後期分

合計

入学金

200,000 円

━

200,000 円

授業料

440,000 円

440,000 円

880,000 円

施設費

125,000 円

125,000 円

250,000 円

設備費

50,000 円

50,000 円

100,000 円

合計

815,000 円

615,000 円

1,430,000 円

(1) 試験種別毎に設定された入学手続締切日までに、前期分（815,000 円）を電信扱いにて納入してください。 また、
後期分（615,000 円）については口座振替による納入となります。
(2) 消費税は課税されません。
(3) 上記の学生納付金等の他に、以下の費用が必要となります。
①希望する履修科目により、別途費用を要するものがあります。
・音楽実技指導費（ピアノ・リードオルガン 80,000 円、パイプオルガン 100,000 円）
・社会福祉実習費（30,000 円～ 40,000 円）
、心理実習費（40,000 円）等
②学生教育研究災害傷害保険制度（任意加入、昨年度の場合は 4 年間分で 1,900 円）
・編入学の場合、編入年次に応じて入学後に返金します。
③学生会費（学生会の依頼により本学が代理徴収、昨年度の場合は 4 年間分で 10,000 円）

４．入学辞退について
(1) 入学手続き完了後（学生納付金等の納入含む）に入学辞退をする場合は、返還請求期限までに願い出てください。
(2) 返還請求期限後の願い出については、その理由に関わらず一切返還いたしません。
(3) 返還請求期限 :

2022 年３月 31 日（木）12：00 まで

①連絡先

入試事務局

②手続き方法

本学所定の様式による申請（意思表示を確認後、本学より送付）

TEL：0422-32-2949

③返還内容

入学金を除く学生納付金及び入学手続書類一式（願出用紙を受理後、1 週間前後で振込返還）
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入学前に決定する奨学金・制度等
①一般選抜 スカラシップ型の合格者の中から、成績優秀者３名を特待生として採用します。
②特待生は初年度の学生納付金から 50 万円を免除し、２年目以降も一定の成績を修めれば 30 万円の免除が継
特待生制度

続されます。
③出願前の申込手続きは必要ありません。採用された場合は、合格通知時に個別にお知らせします。
①児童養護施設及び里親家庭出身者の場合は、卒業最短修業期間において、年間の授業料から 10 万円、施設費

児童福祉給付奨学金

から 10 万円の合計 20 万円を減免します。
②出願前に学生支援センターまで連絡の上、申請書類を出願時に提出してください。採用された場合は、合格通
知時に個別にお知らせします。
①ルーテル学院大学・大学院、日本ルーテル神学校の卒業生・在学生の二親等以内の親族の方が、本学総合人間
学部に入学した場合、入学金 20 万円を免除します。

家族入学金免除奨学金

②入学試験合格後、奨学金を申請される方は、本学ホームページより申請書をダウンロードして、入学予定者と
該当する卒業生・在学生との関係がわかる書類（戸籍謄本等）を添付して、入学手続き書類に同封してくださ
い。
①編入学または 25 歳以上の入学者は、入学金 20 万円が免除されます。総合型選抜、一般選抜で合格した場合

キャリアアップ
入学金免除奨学金

も、入学年度の４月１日現在で満 25 歳以上であれば、本奨学金が適用されます。
②出願前の申込は不要です。対象の方が合格された場合、合格通知に同封する申請書を入学手続時に提出してく
ださい。
③家族入学金免除制度、私費外国人留学生学生納付金減免奨学制度との併給はできません。
①出入国管理及び難民認定法の定める「留学」の在留資格を有する方及び有する見込みのある方に対し、入学金

私費外国人留学生
学生納付金減免奨学制度
（特待留学生制度）

と授業料の 50％を減免します。
②申請を希望する方は、申請書類を出願時に提出してください。採用された場合、合格通知時に個別にお知らせ
します。
③入試当日に、試験の面接とは別に奨学金に関する面接を実施します。
①一般選抜 スカラシップ型の合格者から特進生を決定します。公認心理師・臨床心理士といった臨床心理学の
専門家を目指す方たちへの制度という特徴から、受験時に「臨床心理コース」 及び「子ども支援コース」を
希望する方が特進生の対象となります。
②特進生に選ばれた場合、学部の 4 年間で、基準以上の履修状況および学業成績を修めていること、学部の 4

6 年一貫心理職養成特別
進学課程（特進生）制度

年生の 7 月から 9 月に実施される「特進生大学院特別入試」に合格することが、ルーテル学院大学大学院臨
床心理学専攻に入学するための条件となります。
「特進生大学院特別入試」は大学院の一般入試（小論文、専
門科目、英語、面接）とは異なり、書類選考と面接を予定しています。
③基準は、1 年修了時 33 単位以上、2 年修了時 66 単位以上、3 年修了時 100 単位以上（ただし、教養・専門科
目を問わないが英語科目を８単位以上含むこと）科目履修していること、３年修了時の GPA が原則として 3.2
以上となっています。GPA とは、各科目の成績から計算された成績評価値のことです。さらに、４年次に心
理系のテーマおよび様式で卒業論文の執筆をすることが必要です。
①社会人、もしくは特別な理由がある方が大学在学期間を最長６年間（編入学は４～６年間）まで延長すること
ができます。具体的には、１・２年生の２年間、３・４年生の２年間をそれぞれ３年間に延長することが可能
です。２年次編入学する場合は、２年生を２年間、３・４年生の２年間を３年間に延長して修学することがで
長期履修制度

きます。
②年間の履修登録単位は 32 単位が上限となります。
③何らかの時間的制約のある方が、ゆっくりと学ぶことを目的とした制度で、長期に在籍しても通常より多くの
科目を履修できるわけではありません。
④本制度を希望される方は、出願前に入試事務局までお問い合わせください。
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寄附金
本学では学生の教育環境の改善のために、寄附金を募集しております。
いただいたご寄附は、学生の奨学資金をはじめ教育施設の維持改善、教育研究用機器設備等の整備に充てられます。
この寄附金の募集はあくまでも任意であり、入学前の募集は一切行っておりません。
寄附金額

一口

30,000 円

2022 年４月以降に新入生又はその保護者の方へ寄附金募集書類をお送りいたします。

個人情報保護について
出願書類等によりお預かりしました個人情報は、本学入学試験及び入学手続に関わる発送・連絡、統計データの作成に
のみ利用します。個人情報の保護に関する法律、文部科学省の定める指針等を遵守し、本学個人情報保護方針及び個人情
報保護規程に基づき厳正に管理運用いたします。

【ルーテル学院プライバシーポリシー

http://www.luther.ac.jp/privacy/incex.html 】

キャンパス全面禁煙化について
本学では、在学生及び教職員をはじめ、来校者も含めた全ての方々の健康増進と、快適な教育・研究環境の維持を目的
とした「キャンパス全面禁煙化」
、さらに近隣住民の方々への影響を考慮して、隣接する市道の禁煙化の取り組みをしてい
ます。
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総合型選抜
授業体験型

概要

活動アピール型

キリスト教会推薦型

・オープンキャンパスの模擬講義（WEB

部活動やボランティアなどの課外活動、

教会での生活や活動をもとに自身をア

オープンキャンパスのYouTube動画）に

特技や資格取得など頑張ってきたことを

ピール。教会生活での経験を活かせる方

参加して、課題を提出。

プレゼンテーションでアピールする方

式。

・どんなことに興味があり、どのように

式。

学んでいくかの計画を示し、意欲をア
ピールする方式。
P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす

P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす

P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす

者で単願者

者で単願者

者で単願者

出願資格

かつ現住陪餐会員もしくは求道者で牧
師・司祭の推薦がある者
①志願票（Ⓐ票）

①志願票（Ⓐ票）

①志願票（Ⓐ票）

②宛名カード（Ⓑ票）

②宛名カード（Ⓑ票）

②宛名カード（Ⓑ票）

③調査書 等

③調査書 等

③調査書 等

④学びの計画書（書類１）

④学びの計画書（書類１）

⑤プレゼンテーション概要書（書類３）

⑤小エッセイ用紙（書類２）

⑥パソコンでのプレゼンテーションをす

⑥推薦書・教会用（書類４）

出願書類 ④学びの計画書（書類１）
⑤課題用紙（書類２）

る場合は、そのプリント※1

課題等

■課題のテーマ

■プレゼンテーション概要書

■小エッセイのテーマ

オープンキャンパス（WEBオープンキャ

これまで頑張ってきたこと、長く続けて

以下の①もしくは②のテーマを選択し、

ンパス含む）の模擬講義に関して、以下

きたことについて、どのような目標を

1000字以内でまとめる。

の①～③について、1000字以内でまとめ

もって続けてきたかをまとめる。

①「教会と私」

る。

持参する物、大学で使用を希望する物に

②「私が好きな聖書の言葉」

①参加した動機

ついて記入。

②講義等で分かったこと
③感想
①書類審査

①書類審査

選考方法 ②面接

①書類審査

②面接（プレゼンテーションを含む）

※1

②面接

区分

出願期間

試験日

試験時間割

合格発表

入学手続期間

Ⅰ期

2021年10月１日（金）～10月14日（木）

2021年10月23日（土）

面接 14：00～

2021年11月１日（月）

2021年11月２日（火）～11月18日（木）

Ⅱ期

2021年11月１日（月）～11月11日（木）

2021年11月20日（土）

面接 14：00～

2021年12月１日（水）

2021年12月２日（木）～12月16日（木）

Ⅲ期

2021年11月29日（月）～12月10日（金）

2021年12月18日（土）

面接 14：00～

2021年12月24日（金）

2021年12月27日（月）～2022年１月14日（金）

Ⅳ期

2022年２月７日（月）～２月18日（金）

2022年２月24日（木）

面接 10：30～

2022年２月28日（月）

2022年３月１日（火）～３月14日（月）

Ⅴ期

2022年２月21日（月）～２月28日（月）

2022年３月５日（土）

面接 9：30～

2022年３月11日（金）

2022年３月14日（月）～３月18日（金）

※1

プレゼンテーションの注意事項

①インターネットに接続してのプレゼンテーションはできません。
②動画を利用したい場合は、そのデータを持参するかタブレットを持ち込みプレゼンテーションをしてください。
③パワーポイントでプレゼンテーションを行う場合、試験当日にUSBメモリ等でデータを持参していただきますが、データの
破損等も考えられるため、出願書類と一緒にプリントしたものを送付してください。
④プレゼンテーションの時間は5～10分です。その後面接を行います。
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学校推薦型選抜
ミッションスクール推薦型

概要

出願資格

指導者推薦型

高校で聖歌隊、ハンドベル、その他の宗

高校で部活動、生徒会等の活動を積極的

本学が指定する学校から推薦を得て出願

教活動に積極的に参加してきた経験を活

に参加してきた経験を活かせる方式。

する方式。

下記の(１)～(３)の条件を満たす者で

下記の(１)～(３)の条件を満たす者で

在籍している高校が本学の指定校になっ

単願者

単願者

ているかについては、進路指導をご担当

(１)高等学校又は中等教育学校を

(１)高等学校又は中等教育学校を

いただいている高校の先生にお問い合わ

2022年3月卒業見込みの者

2022年３月卒業見込みの者

かせる方式。

(２)学修成績の状況（評定平均）が
3.0以上の者

(２)学修成績の状況（評定平均）が
3.0以上の者

(３)チャプレン、宗教主任、聖書科教員
等からの推薦が得られる者

(３)生徒会顧問、部活顧問、担任教員等
からの推薦が得られる者

①志願票（Ⓐ票）
②宛名カード（Ⓑ票）

出願書類 ③調査書 等
④学びの計画書（書類１）
⑤推薦書・学校用（書類５）

選考方法

出願期間

試験日
試

験

時間割
合格発表

指定校推薦型

①書類審査
②面接

2021年
11月１日（月）～11月11日（木）
2021年 11月20日（土）

面接

10：00～

2021年 12月１日（水）

入学

2021年

手続期間

12月２日（木）～12月16日（木）
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せください。

一般選抜
一般試験型

スカラシップ型
出願資格 P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす者

出願書類

P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす者

①志願票（Ⓐ票）

①志願票（Ⓐ票）

②宛名カード（Ⓑ票）

②宛名カード（Ⓑ票）

③写真票（Ⓒ票）

③写真票（Ⓒ票）

④調査書 等

④調査書 等
⑤英語資格・検定試験の級・スコアを証明する書類※１
（必要な方のみ、在籍高校で原本証明する場合はコピー可）

①書類審査

①書類審査

②英語「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現」

②英語「ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ」「英語表現」
英語資格・検定試験の級又はスコアを利用した評価の選択可※１

③国語「国語総合（古文・漢文を除く）」

選考方法

③国語「国語総合（古文・漢文を除く）」

④面接

④面接
②、③は100点満点で評価

②、③は100点満点で評価

出願期間

2022年１月７日（金）～１月25日（火）

試験日

試

験

時間割

2022年

2022年

２月３日（木）

英語

9：30～10：30

英語

9：30～10：30

国語

11：00～12：00

国語

11：00～12：00

面接

12：40～

面接

12：40～

２月８日（火）

※英語資格・検定試験のスコア等の評価を選択した場合は、国語の試験からの受験
となります。試験開始の20分前までに試験会場に入室してください。

合格発表

2022年２月10日（木）

入学

2022年２月14日（月）～２月25日（金）

手続期間
※1

英語資格・検定試験の級またはスコアを持っている場合は、換算表に基づき英語科目の得点に換算します。

一般試験型の英語については、本学の独自問題もしくは英語資格・検定試験のどちらかを選択することができます。両方
を選択した場合は、英語資格・検定試験を換算した得点と、一般試験型で受験した英語の得点を比較して、高得点のものを
合否判定に使用します。試験実施から2年以内のスコア等が有効です。

英語資格・検定試験 得点スコア換算表
得点換算

CEFR

100点

B２

90点

B１

70点

A２

実用英語技能検定（英検）

GTEC

ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ

／CSEスコア※

ｵﾌｨｼｬﾙｽｺｱ

英語検定

1190以上
960～1189

準1級以上
または2304点以上
2級
または1980点以上
準2級
または1728点以上

TEAP

TOEFL®

TOEIC®

TOEIC®

CBT

iBT

LR及びSW

L＆R

309以上

600以上

72以上

1095以上

785以上

225～308

420～595

42～71

790～1090

550～780

135～224

235～415

IELTS™

TEAP

160以上

5.5以上

140～159

4.0～5.0

120～139

470～545

※実用英語技能検定（英検）は、各級の合格・不合格、もしくはCSE2.0のスコアが基準となります。
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一般選抜
大学入学共通テスト利用型
出願資格 令和４年度大学入学共通テストを受験する者
①志願票（Ⓐ票）

出願書類

②宛名カード（Ⓑ票）
③調査書 等
④大学入学共通テスト成績請求票（Ⓐ票に貼付）
①書類審査

選考方法

②大学入学共通テストの6教科のうち、志願者が選択する3教科3科目を合否判定に使用する（各科目100点満点）
※本学独自の試験は課さない

区分

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2022年１月７日（金）

2022年２月７日（月）

2022年２月21日（月）

～１月25日（火）

～２月18日（金）

～２月28日（月）

合格発表

2022年２月10日（木）

2022年２月28日（月）

2022年３月11日（金）

入学

2022年２月14日（月）

2022年３月１日（火）

2022年３月14日（月）

手続期間

～２月25日（金）

～３月14日（月）

～３月18日（金）

教科

科目

出願期間

備考
リーディング（100点）とリスニング（100点）の200点を100点に換算、

外国語

英語

もしくは、リーディングのみの得点を合否評価に利用することを、出願時
に選択することができます。

国語

地理歴史

国語

近代以降の文章（※配点200点のうち、古文・漢文部分の100点を除外し
て、100点として使用します）。

世界史A、世界史B、日本史A、
日本史B、地理A、地理B
同一教科を２科目以上受験した場合は、第１解答科目を使用します。

公民

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

数学Ⅱ・数学Ｂ、簿記・会計、情報 ２科目以上受験した場合は、高得点の科目を使用します。
関係基礎
・基礎を付した科目は、２科目を１科目として使用します。

理科

物理基礎、化学基礎、生物基礎、

・基礎を付さない科目を２科目選択受験した場合は、第１解答科目を使用

地学基礎

します。

物理、化学、生物、地学

・基礎を付した科目を2 科目、および、基礎を付さない科目を１科目を受
験した場合、高得点の科目を使用します。
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社会人入学試験・編入学試験
社会人入学試験（1年次）

社会人入学試験（編入学）

編入学試験

P６の出願資格(１)～(３)の条件を満たす P６の出願資格(４)～(８)の条件を満たす P６の出願資格(４)～(８)の条件を満たす

出願資格

者。かつ2022年4月1日現在で満25歳以

者。かつ2022年4月1日現在で満25歳以

者

上の者で、実務ないし社会上の経験のあ 上の者で、実務ないし社会上の経験のあ
る者

る者

①志願票（Ⓐ票）
②宛名カード（Ⓑ票）
③写真票（Ⓒ票）
④最終学歴の卒業（見込み）証明書
※大学を中退して編入学試験を受験する者は、「在籍期間（見込み）証明書」または、在籍期間が証明できる書類を提出してください。
発行できない場合は、入試事務局までお問い合わせください。

出願書類 ⑤最終学歴（在学校）の成績証明書
※大学を中退して編入学試験を受験する者は、30単位以上の修得（見込み）の分かる成績証明書を提出してください。

⑥学びの計画書（書類１）
⑦経歴書（書類６）

①書類審査

選考方法 ②小論文
③面接

区分
出願期間

試験日
試

験

時間割

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

2021年11月１日（月）

2022年１月７日（金）

2022年２月21日（月）

～11月11日（木）

～１月25日（火）

～２月28日（月）

2021年11月20日（土）

2022年２月８日（火）

2022年３月５日（土）

小論文

10：00～11：00

小論文

9：30～10：30

小論文

9：30～10：30

面

11：20～

面

10：50～

面

10：50～

接

接

接

合格発表

2021年12月１日（水）

2022年２月10日（木）

2022年３月11日（金）

入学

2021年12月２日（木）

2022年２月14日（月）

2022年３月14日（月）

手続期間

～12月16日（木）

～２月25日（金）

～３月18日（金）

編入学年・コース選択について
出願時にコースを選択していただきますが、合格後、入学前までに面接を行い、各自の学歴、既修科目の単位認定、資格
取得希望等をお聞きして編入年次と所属コースを決定します。希望される方には、出願前に編入年次の目安をお知らせしま
す。本学ホームページから「編入学年問合せフォーム」をダウンロードして、必要事項をご記入の上、成績通知書あるいは
成績証明書のコピーとともに入試事務局までお送りください。
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留学生入学試験
１年次入学

編入学

下記の（1）～（5）の条件をすべて満たす者

下記の（1）～（5）の条件をすべて満たす者

(1)日本国以外の国籍を有する者で、私費での就学が可能な者 (1) 日本国以外の国籍を有する者で、私費での就学が可能な者
(2)入学時（2022年4月1 日現在）満18歳以上の者

(2)入学時（2022年4月1日現在）満20歳以上の者

(3)次の①～③のいずれかに該当する者

(3)次の①～③のいずれかに該当する者

①外国において、学校教育制度による12年の課程を 修了し

①外国において、学校教育制度による14年以上の課程を

た者

修了した者

②上記①と同等以上の学力を有すると本学が認める者

②大学・短期大学を卒業した者、および2022年3月卒業
見込みの者

出願資格
③国際バカロレア資格を有する者

③上記①②と同等以上の学力を有すると本学が認める者

(4) 公益財団法人日本国際教育支援協会または独立行政法人国際交流基金が行う「日本語能力試験」N１合格者、あるいは、
独立行政法人日本学生支援機構が実施する 「日本留学試験」科目「日本語」（「読解」「聴解・聴読解」）の合計得点が220
点以上の者

※2020年度または2021年度に実施した試験のスコアが有効です。

※出願時点で結果の出ていない場合は、結果が出次第すみやかにその結果を知らせてください。尚、試験結果が上記
出願資格(4)の基準に達していない場合は不合格となります。
(5)「 出入国管理及び難民認定法」による「留学」の在留資格を有する者、または入学時までに取得見込みの者
①留学生入試用志願票（Ⓐ票）

「留学生入試志願票等」をダウンロードしてください。

②宛名カード（Ⓑ票）
③写真票（Ⓒ票）
④最終学歴の卒業（見込み）証明書原本（和文又は英文のもの）

出願書類

⑤成績証明書原本（和文又は英文のもの）
⑥在留カード（両面）とパスポート（全ページ）の写し

※すでに日本国に在留している者

⑦日本語能力認定書類（日本語能力試験の成績証明書の写し 又は 日本留学試験成績証明通知書の写し）
⑧身元保証書

※日本在住者のもの（書類８）

⑨財政保証書

※未婚者（書類９-A）家族同伴者（書類９-B）

【提出が可能な方のみ】留学生志願者推薦書（書類10）
①書類審査

選考方法 ②小論文
③面接

区分

Ⅰ期

Ⅱ期

出願期間

2021年11月１日（月）～11月11日（木）

2022年１月７日（金）～１月25日（火）

試験日

2021年11月20日（土）

2022年２月８日（火）

試

験

時間割
合格発表
入学
手続期間

小論文

10：00～11：00

小論文

9：30～10：30

面

11：20～

面

10：50～

接

接

2021年12月１日（水）

2022年２月10日（木）

2021年12月２日（木）～12月16日（木）

2022年２月14日（月）～２月25日（金）
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出願書類等の記入上の注意
１．志願票 等
(1) 志願票等は必ず黒のボールペンか万年筆で自書により記入してください。鉛筆、シャープペンシル、消せるボール
ペン及び時間の経過により字が消える筆記具等は使用しないでください。間違えた場合は、間違えた箇所に二重線
を引き、その上に書き直してください。他の書類も同様です。
(2) 志願票（Ⓐ票）に希望コースの○を塗りつぶしてください。希望コースが２つの場合は第一希望に①、第二希望に
②と書いてください。希望コースが 3 つ以上か未定の場合は、
「入学後に選択」の○を塗りつぶしてください。
(3) 志願票（Ⓐ票）は、出願する試験種別、区分の〇を塗りつぶしてください。併願をする場合は、1 枚の志願票に志
願する試験種別の〇を塗りつぶしてください。併願が可能な試験種別の組み合わせは P５を参照してください。
(4) 一般選抜 スカラシップ型の志願者で、6 年一貫心理職養成特別進学課程（特進生）制度を希望する方は、該当欄の
○を塗りつぶしてください。
(5) 一般選抜

一般試験型の英語は、本学の独自問題もしくは英語資格・検定試験のどちらかを選択することができま

す。両方を選択した場合は、英語資格・検定試験を換算した得点と、本学独自問題の得点を比較して、高得点のも
のを合否判定に使用します。本学の独自問題、英語資格・検定試験のどちらか一方を選択する場合は、選択する方
法の〇を塗りつぶし、両方選択する場合は、両方の〇を塗りつぶしてください。
(6) 一般選抜 大学入学共通テスト利用型の志願者で、外国語（英語）を選択する場合は、リーディングのみ、リーディ
ング・リスニングの合計のどちらかを選択し、〇を塗りつぶしてください。
(7) 写真貼付欄（Ⓐ票、Ⓒ票）には、上半身脱帽正面、最近 3 ヶ月以内に撮影、裏面に氏名を記入した同じ写真を貼り
付けてください。
(8) 宛名カード・送付用封筒用紙はカラーで印刷してください。宛名カードには必ず受け取れる宛先を記入し、切取り
線で切り離して提出してください（受験票および合否通知送付のために使用します）
。
(9) すべての書類で受験番号欄への記入は不要です。

２．調査書 等
(1) 最近３カ月以内のもので出身校にて厳封したもの（開封無効）を提出してください。
(2) 高等学校卒業程度認定試験合格者は「合格成績証明書」を提出してください。
(3) 出身校に調査書を請求したが、年数経過等により発行できない場合は、
「卒業証明書」と「成績証明書」もしくは「単
位修得証明書」を提出してください。
(4) 上記の証明書が発行できない場合は「調査書が発行できない旨の証明書」を出身校より入手し提出してください。
(5) 調査書は１回の出願につき１通必要です。併願の場合は、調査書は１通で構いません。

３．学びの計画書
(1) 必ず自書で記入してください（鉛筆可）
。
(2) 学びの計画書とは、今まで取組んできたこと、そこで得たこと、大学で何を学びたいか等をまとめるものです。
(3) 学びの計画書及び調査書等を用い、段階評価にて書類審査を行います。

４．課題・小エッセイ用紙
(1) 必ず自書で記入してください（鉛筆可）
。
(2) 総合型選抜 授業体験型では、オープンキャンパス等で受講した模擬講義を一つ選択し課題を作成してください。課
題・小エッセイ用紙（書類２）のタイトル欄には選択した模擬講義の講義タイトルを記入してください。
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(3) 総合型選抜 キリスト教会推薦型では、課題・小エッセイ用紙（書類２）のタイトル欄に、
「教会と私」、
「私が好き
な聖書の言葉」のいずれかを選択し記入してください。

５．プレゼンテーション概要書
(1) 必ず黒のボールペンか万年筆で自書により記入してください。鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペン及び時
間の経過により字が消える筆記具等は使用しないでください。
(2) プレゼンテーションのテーマについて、どのような目標をもって取り組んできたか等を書いてください。
(3) 持参する物、大学で使用を希望する物について、該当する〇を塗りつぶしてください。
(4) パワーポイントでプレゼンテーションを行う場合、試験当日に USB メモリ等でデータを持参していただきますが、
データの破損等も考えられるため、出願書類と一緒にプリントしたものを送付してください。

６．経歴書
大学・短期大学・専門学校等の学歴のある者、あるいは職歴のある方のみ提出してください。

出願の流れ
１．出願書類の準備
・本学ホームページから、入試要項および出願書類の様式をダウンロードしてください。
・出願書類の様式を A4 片面で印刷してください。
・ご自身で印刷ができない場合は、入試事務局（0422-32-2949）までご連絡ください。

２．出願書類の作成
・必要事項を記入してください。

３．入学検定料の支払
・入学検定料（P５参照）を ATM もしくはインターネットバンキングで出願期間中に振り込んでください。
・振込口座

三菱 UFJ 銀行 三鷹支店

普通）4126089

口座名）学校法人ルーテル学院

・ご利用明細書のコピー、インターネットバンキングの場合は明細書を印刷し、出願書類に同封してください。
・送金手数料及び支払銀行手数料はご負担願います。
・併願割引が適用される入試種別があります（P５参照）
。該当する入学検定料を振り込んでください。併願する
場合は、必ず同時に出願してください。

４．出願書類の郵送
・チェックシートで出願書類の不備がないかを確認してください（チェックシートの送付は不要です）
。
・送付用封筒用紙（書類７）をカラー印刷し、市販の封筒（角型 2 号サイズ）に貼付けてください。
・出願書類を封入し、出願期間に届くよう簡易書留（速達）で郵送してください。

５．受験票の受け取り
・出願書類が本学に到着後、確認の上、受験票を郵送します。
・受験票は試験当日必ず持参してください。
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