2023年度入試ガイド
一人ひとりの“想い”をカタチにする

３つの選抜方式
総合型
選抜

学校
推薦型
選抜

一般
選抜

学力だけでなく、過去の経験から将来まで、一人ひとりの"想い"をアピールしてもら
い評価します。みなさんがやってきたこと、みなさん自身の良さを活かせる選抜方式
です。コミュニケーション能力や、主体性を重視し、筆記試験・面接試験と併せて、

調査書や本学独自の「学びの計画書」により、総合的に評価します。

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）
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。

◼ 人と社会に貢献する意欲

◼ 他者と協働して学ぶ態度

◼ 基礎的なコミュニケーション能力

◼ 基礎的な学力

◼ 主体的に調べ、考え、学ぶ積極的な姿勢

◼ 本学の教育の特色の理解

総合型選抜

「大学で〇〇を学びたい」「将来は○○になりたい」など、
自身の想いや熱意を評価。主体性、思考力、表現力を重視します。

◼ オープンキャンパスに参加して、課題を提出。どんなことに興味があり、どのように学んでいく

授業体験型

かの計画を示し、意欲をアピールするタイプ。
［提出書類］課題、学びの計画書、調査書

［試験科目］ 面接、記述式小課題

◼ オープンキャンパスに参加

◼ 課題の作成

◼ 面接

オープンキャンパスの模擬

1. 参加した動機（なぜ、このテーマに興味を持ったか 等）

面接では課題でまとめ

講義（WEBオープンキャンパ

2. 講義で分かったこと（具体的に分かったこと 等）

たことも含め、想いや

スのYouTube動画）に参加。

3. 感想（新しい視点、さらに学んで将来に役立てたい 等）

意欲をアピール

WEBオープン
キャンパス
QRコード

１～３のポイントをおさえて、1000字以内でまとめてください。
複数の模擬講義を受講した場合、１つの模擬講義を選択して課
題を作成してください。課題は出願時に提出します。

◼ 部活動やボランティアなどの課外活動、特技や資格試験など頑張ってきたことをプレゼン

活動アピール型

テーションでアピール。様々な活動の経験を活かせるタイプ。
［提出書類］プレゼン概要書、学びの計画書、調査書

［試験科目］ 面接、記述式小課題

◼ プレゼンで持ち込み可能なもの

◼ プレゼンテーションの方法
プレゼンテーションの時間は５分以上～10分以内。

［大学で準備できるもの］

その後、面接約10分行います。説明資料、ポスター、模造紙、パ

・パソコン（インターネットの接続不可）

ワーポイント、タブレット等を使った説明、持ち込めるものであ

・モニター（パソコンとＨＤＭＩケーブルで接続）

れば楽器の演奏などでプレゼンテーションを行うことができます。

・プロジェクター
・黒板、ホワイトボード（マグネット）等

◼ 評価のポイント
［持参できるもの］
これまでに頑張ってきたこと、長く続けてきたこと、どんな目

・制作したポスター、模造紙、説明資料等

標をもって続けてきたのか 、頑張ってきた理由は何か、その

・パワーポイントのデータなどのＵＳＢメモリ

「想い」や「プロセス」を重点的に評価します。

・タブレット（インターネットの接続不可）等

◼ 教会での生活や活動をもとに自分をアピール。教会生活での経験を活かせるタイプ。

キリスト教会

［提出書類］小エッセイ、学びの計画書、調査書、牧師（司祭）の推薦書

推薦型

［試験科目］面接、記述式小課題

◼ 小エッセイのテーマ 「教会と私」「私の好きな聖書の言葉」いずれか１つのテーマを選択し、1000字以内でまとめてください。

総合型選抜

区分

出願期間

試験日

合格発表

試験日程

Ⅰ期

10/３（月）～10/13（木）

10/22（土）

11/１（火）

Ⅱ期

11/１（火）～11/17（木）

11/26（土）

12/１（木）

が、Ⅳ期とⅤ期は、大学

Ⅲ期

11/28（月）～12/12（月）

12/17（土）

12/23（金）

入学共通テスト利用型と

Ⅳ期

２/６（月）～２/17（金）

２/22（水）

２/27（月）

Ⅴ期

２/20（月）～３/６（月）

３/11（土）

３/13（月）

※総合型選抜は単願です

併願が可能です。

学校推薦型選抜

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。主体的・協同して学ぶ態度を重視します。

◼ 高校で聖歌隊、ハンドベル、その他宗教活動に積極的に参加してきた経験を活かせるタイプです。

ミッションスクール
推薦型

［出願条件］ チャプレン・宗教主任・聖書科教員の推薦、学修成績の状況が３.０以上
［提出書類］ 学びの計画書、調査書、推薦書
［試験科目］ 面接、記述式小課題

◼ 高校で部活動、生徒会等の活動を積極的に参加してきた経験を活かせるタイプです。

指導者推薦型

［出願条件］ 部活動顧問・生徒会顧問・担任等の推薦、学修成績の状況が３.０以上
［提出書類］ 学びの計画書、調査書、推薦書
［試験科目］ 面接、記述式小課題

◼ 本学が指定する高校から推薦を得て出願するタイプです。
［出願条件］ 在籍している高校が本学の指定校になっているか、条件等については、進路指導を
ご担当いただいている高校の先生にお問い合わせください

指定校推薦型

［提出書類］ 学びの計画書、調査書、推薦書

［試験科目］ 面接、記述式小課題

【指定校推薦者優秀者奨学金】
学習成績の状況3.8以上の合格者のうち５名 初年度授業料50万円を減免

学校推薦型選抜
試験日程

出願期間

試験日

合格発表

11/1（火）～11/17（木）

11/26（土）

12/１（木）

学びの計画書

今まで取り組んできたこと、そこで得たこと、大学で何を学び
たいか等をまとめる、本学独自のものです。この「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。

✓ 本学の志望理由
✓ 高校での経験（力を入れて取り組んできたこと、そ
こで得たこと）
✓ 大学で何をどのように学びたいか（アドミッショ
ン・ポリシーを踏まえて）
✓ 卒業後、どのような自分になっていたいか

記述式小課題（総合型選抜・学校推薦型選抜のみ）

入試要項（願書）

文章による自己表現力を問うものです。150字程度の記述、課題

入試要項（願書）および学びの計画書・課題などの所定の様式は

は当日提示されます。

、本学ホームページからダウンロードしてください。

教科試験を重視し、面接や調査書をもとに総合的に評価。

一般選抜

知識・技能を重視します。

◼ 学力試験の成績と面接をもとに、総合的に評価します。試験の成績が優秀であり、特待生制度や

スカラシップ型

心理６年一貫特進生制度の採用を目指します。

特待生制度

心理６年一貫特進生制度

成績優秀者３名に初年度授業料50万円、翌年

採用されると在学中に基準以上の成績を修める

度以降も30万円／年を減免します。

ことを条件に、特別入試にて本学の大学院臨床

※継続審査有

心理学専攻へ優先的に入学できる制度です。

［試験科目］
英語「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」
「英語表現」
国語「国語総合（古文・漢文を除く）」
面接

一般試験型

◼ 学力試験の成績と面接をもとに、総合的に評価します。

◼ 英語について

［試験科目］
英語「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」

本学独自問題もしくは外部英語検定・資格試験の利用が可能です。また、
級やスコアを利用した得点と、受験した英語の得点の、どちらか高得点の

「英語表現」
国語「国語総合（古文・漢文を除く）」

方を使用することも可能です。

面接

主な英語資格・検定試験 得点スコア換算表
得点換算

CEFR

英検（実用英語技能検定）
／CSEスコア2.0

※過去問題をホームページで公開していま

100点

B２

準1級以上 または 2304点以上

す（著作権法に関わらない部分のみ）。

90点

B１

2級 または 1980点以上

70点

A２

準2級 または 1728点以上

※2021年1月～2022年12月までに試験を実施したスコア等が有効です。
※上記以外の資格・検定についてはホームページ又は入試要項をご覧ください。

大学共通テスト利用型

◼ 大学入学共通テストの成績を利用した方式です。本学での試験はありません。

◼ 英語、国語について

［出願科目］
大学入学共通テストの内、英語、国語、地理歴史、公民、

英語はリーディングとリスニングの合計200点を100点に換算します。

数学、理科のうち、本人が出願時に申請した３科目３教科

または、リーディングのみの得点を合否評価に利用することを選択で

の得点で合否判定をします。

きます。国語は近代以降の文章のみ（100点）を使用します。

一般選抜

入試区分

試験日程

スカラシップ型

出願期間

合格発表

２/３（金）

一般試験型

１/６（金）～１/26（木）
Ⅰ期

大学入学共通
テスト利用型

試験日

２/７（火）

２/10（金）

━

Ⅱ期

２/６（月）～２/17（金）

━

２/27（月）

Ⅲ期

２/20（月）～３/６（月）

━

３/13（月）

※出願期間が重なる入試種別は、検定料の併願割引制度があります。詳しくは入試要項をご覧ください。

〒181-0015 東京都三鷹市大沢3-10-20

ルーテル学院大学 企画広報センター

TEL：0422-32-2949 E-mail：koho@luther.ac.jp

