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日本の大学入試の全体像
入試 特徴 時期 併願

総合型選抜

やり方に様々なバリエーションがあるが、
基本的に“自己推薦型”の入試。
国公立大学では共通テストを課すものもある。

９月
以降

×が
多い

特別選抜

帰国生、留学生、社会人などの特別な属性の者
を対象にした入試。筆記試験＋面接が多い。
※横浜市大の科学オリンピック特別選抜！

様々 ○が
多い

学校推薦型
選抜

【指定校制】志願→合格→入学が前提
【公募制】小論文＋面接での競争試験が多いが、
国公立大学では共通テストを課すものもある。

１１月
以降

×が
多い

一般選抜
基本的に学力試験のみが主で、
一部に面接や実技試験なども課される。
国公立大学は必ず共通テストを利用する。

２月
以降

○



国際教養学部・国際商学部・理学部・ＤＳ学部の
出願期間～選考日程の概要

９月～１０月 ＜教養・商学・理学＞総合型選抜（書類＋面接）

９月～１０月 帰国生・国際バカロレア・科学オリンピック
・留学生・社会人（筆記＋面接）

１１月 指定校制推薦

１０月～２月 ＜ＤＳ＞総合型選抜（書類＋面接＋共通テスト）

１月 ＜教養・商学・理学＞公募制推薦（共通テストのみ）

１月 ～ ３月 一般選抜（共通テスト＋ ２次）＊ＤＳは後期も

※出願要件に該当すれば、複数の日程（選抜区分）に
出願しても構わない。

※但し、 総合型選抜に出願中（結果前）の者が、学校推薦型選抜
（他の国公立大学を含む）へ出願する場合には、制限がある。



特別選抜のポイント

1. 特別な要件に合致した人の為の、特別な受験の機会

• 科学オリンピック特別選抜は、早くから準備をすれば、

比較的誰でも応募可能。

2. 本学の他の入試区分や他大学の様々な入試を併願しても構わない

• 入学手続までに納入が必要なのは、入学金＋施設設備費＋諸会費。

• 手続後は入学金の返還はしないものの、

授業料の納入は、入学後の５月と１０月。

★ただし本学の総合型選抜または学校推薦型選抜で合格した場合は、

その区分の合格者として必ず入学すること。

★医学部医学科の国際バカロレア特別選抜の最終合格者も、必ず入学すること。



（参考） 医学部の国際バカロレア特別選抜

医学部看護学科

国際
バカロレア

【出願要件】 ＩＢＤＰの取得 （国籍条件無し）

【選考方法】 面接 ＜１１月＞

医学部医学科

国際
バカロレア

【出願要件】 （国籍条件無し）

• 言語Ａを日本語（ＨＬ・ＳＬのいずれでも可）により履修し成績評価４以上、
または言語Ｂを日本語（ＨＬ）により履修し成績評価６以上

• 物理、化学、生物から２科目および数学の３科目を履修し、

うち１科目はＨＬ成績評価４以上、他の２科目はＳＬ成績評価５以上
又はＨＬ成績評価３以上

【１次選考１１月】 書類審査 （IBDP総合スコア＋英語資格スコア）

【２次選考１２月】 面接 （10分×5回のMMI方式）

【３次選考 １月】 書類審査 （面接点＋IBDP総合スコア）



特別選抜の出願要件の概要

国際教養学部・国際商学部・理学部・ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ学部

海外帰国生
• 外国の高校で２年以上学んで卒業、又は外国の中学高校
で３年以上で学び、日本の高校に編入後２年未満で卒業
（日本人・永住外国人等）

国際バカロレア
• ＩＢＤＰの取得 （日本人・永住外国人等）

＜海外帰国生と両方該当する場合も、国際バカロレアで出願＞

科学オリンピック • 所定のコンテストの成績を有する者 （国籍条件無し）

外国人留学生
• 外国の高校を卒業した外国人 （永住者不可）

• 日本留学試験で平均点以上

社会人 • 入学時に２５歳以上の者 （日本人・永住外国人）



科学オリンピック特別選抜の出願要件

国際商学部・データサイエンス学部
以下の英語資格【B+】を有し、「日本数学オリンピック予選」（2019年以降）でBラ
ンク以上の成績を修めた者

理学部

以下の (A) または (B) のいずれかに該当する者

(A) 以下の英語資格【Ａ】を有し、「全国物理コンテスト第1チャレンジ」「化学グラ
ンプリ一次選考」「日本生物学オリンピック予選」または「日本数学オリンピック
予選」のいずれか１つのコンテスト（2019年以降）で、平均点（物理チャレンジの課
題実験はBC評価、数学オリンピックはBランク）以上の成績を修めた者

(B) 以下の英語資格【B+】を有し、「全国物理コンテスト第1チャレンジ」「化学グ
ランプリ一次選考」「日本生物学オリンピック予選」または「日本数学オリンピック
予選」のいずれか２つのコンテスト（2019年以降）で、平均点（物理チャレンジの課
題実験はBC評価、数学オリンピックはBランク）以上の成績を修めた者



対象となる
科学オリンピックコンテスト

例年の
申込時期

例年の
実施時期

対象学部
理学 商学 ＤＳ

全国物理コンテスト
第１チャレンジ
http://www.jpho.jp

４～５月 ６～７月 ●

化学グランプリ
一次選考
http://gp.csj.jp

４～５月 ７月 ●

日本生物学オリンピック
予選
http://www.jbo-info.jp

４～５月 ７月 ●

日本数学オリンピック
予選
https://www.imojp.org/

６～１０月 １月 ● ● ●



出願に必要な資格英語等
教養 商学 理学 ＤＳ 医学 看護

海外帰国生 【S】 【A】 【A】 【A】 －－－ －－－

国際バカロレア 【A】 【A】 【A】 【A】 【SS】 【A】

科学オリンピック －－－ 【B+】 ※ 【B+】 －－－ －－－

外国人留学生 【A】 【A】 【A】 【B+】 －－－ －－－

社会人 【A】但し GTEC除く －－－ －－－

2019年4月以降に受けた資格に限ります。 ＜2022年度変更点下線太字＞

【SS】 TOEFL-iBT80、またはIELTS（Academic Module）6.0

【Ｓ】 TOEFL-iBT76、またはIELTS（Academic Module）5.5

【Ａ】
TOEFL-PBT500（iBT61）、TOEIC（L&R）600、GTEC（４技能版）1140、
英検準1級、またはIELTS（Academic Module）5.0

【B+】
TOEFL-PBT480（iBT54）、TOEIC（L&R）550、GTEC（４技能版）1070、
英検2級CSE2200、またはIELTS（Academic Module）5.0

※ ２種類のコンテスト有資格者は【B+】、１つのコンテスト有資格者は【Ａ】



国際教養学部・国際商学部・理学部・
データサイエンス学部 特別選抜の選考方法

判定基準は、筆記試験(100)＋面接(100)
＋英語資格の加点（10）
•受験者数や倍率よりも、横浜市大で勉強できる
能力があるかどうかが、合否のポイント。

• 75％くらいの得点がボーダーの目安。
→「 YCU 過去の入試問題 」で検索

2020年度より国際商学部の筆記試験は、
「小論文」から「総合問題」に変更してます。



総合型選抜の概要

４つの出願要件： 英語資格と評定値の条件に注意

•国際商学部では数学履修の有無や簿記資格も考慮

第1次選考： 書類審査
•中心となるのは、２つの「プレゼンテーション概要」
•概要２は、手書必須

第2次選考： 面接審査
•１０分のプレゼンテーションと20分の質疑
•質疑は、結構厳しく感じるはず

大学入学共通テスト！

•データサイエンス学部は第3次選考として受験必須
•教養・商学・理学は原則として“自宅”受験＆報告



総合型選抜の概要 （英語資格要件）

国際教養学部
• 評定平均（全体）4.3以上の現役・１浪生は【B】、
• それ以外は【A】

国際商学部
• 数学（商業）４科目を履修し評定平均（全体）4.0以上の現役・１浪生は【B】、
• 日商簿記検定試験（第152回以降）の２級以上取得者は【B】、
• それら以外は【A】

理学部
• 評定平均（全体）4.0以上の現役・１浪生は【B】、
• それ以外は【A】

データサイエンス学部 【B】

【A】 TOEFL-PBT500（iBT61）、TOEIC（L&R）600、英検準１級、
GTEC（４技能版）1140、またはIELTS5.0

【B】 TOEFL-PBT460（iBT48）、TOEIC（L&R）500、英検２級、
GTEC（４技能版）1000、またはIELTS4.5



Ｑ．提出する英語資格の証明書は、
コピーでも良いですか？

Ａ．いいえ、原本を提出してください。英検の「合格証明書」、TOEIC の
「Official Score Certificate」は、実施機関に請求すれば随時追加発行され
ますので、各自で用意して提出してください。

TOEFL と IELTS については、実施機関より TOEFL の「Official Score 
Report」（DI-CODE：0416、Department Code：00）、
IELTS の「Test Report Form」を、本学へ直送するように手配してください。

GTEC （４技能版 or CBT）については、「OFFICIAL SCORE
CERTIFICATE」の原本を提出してください。

なお、出願期間内にスコアのWeb 表示等を印刷して提出すれ
ば、原本の到着はある程度遅れても構いません。



総合型選抜の概要（第１次書類選考）

★中心となる２つの「プレゼンテーション概要」

概要１：本文２ページ 手書きでもＰＣ出力でも可

「これまでの活動や取り組みで自己評価できるもの」

•その内容、動機や目的、方法、結果、意義などを、
できるだけ具体的に記す。

概要２：本文２ページ 手書き必須

「志望理由・入学後の目標」

• 『大学案内』だけでなく様々な参考図書等を参照して、内容を
深めることが求められます。

高校の評定と英語資格30点＋プレゼンテーション概要70点
計100点満点での審査 → 募集人員の２倍程度を通過



総合型選抜の概要（第２次面接選考）

•最初の１０分で、提出した「プレゼンテーション（発表）
概要１、概要２」を基に発表。

•その後、面接者からプレゼンテーションに対する質疑。
各学部に関連した基礎知識やその他総合的な事柄
についても、質問します。

•プレゼンテーション（発表）では、ホワイトボードを使用
し、ポスター（模造紙）等の掲示物を使用することも可
能。ただし、新たな資料を配布・提出することは不可。

•海外在住により遠隔（オンライン）での面接が認めら
れた者は、Zoomを用いて実施。

書類審査100点＋面接審査100点 の合計点で

合否を決定。



総合型選抜の概要（大学入学共通テスト）

•データサイエンス学部は、第3次選考として受験。
• 筆記100＋面接100＋共通テスト600
• 共通テストの教科科目は
一般選抜と同じ ４(5)教科６(7)科目

•国際教養学部・国際商学部・理学部は、
合格決定後の学習課題として受験。

• 共通テストの教科科目は
一般選抜と同じ ５(6)教科７(8)科目



大切なポイント

入学者を選ぶ側の想い。

•基礎学力も気にはなります
•行動力、積極性、知的好奇心
•問題発見・問題解決への指向性
“●●●という問題があることに気がついた”

総合型選抜に向く人、向かない人

•これに出願する事そのものに、
意義を感じて自分の糧に出来るかどうか？



具体的なアドバイス

積極的に、ものごとに取り組むこと

•今ある環境にとどまらず、新しい事にチャレンジ。
出来ない事の言い訳はしない。

取り組んで来たことへの、振りかえり

•何度も書いて、話して、見直すことで、
その意義を（再）発見する。 なぜ？ どうして？

入学後の目標・志望理由を深める

•将来の目標を徹底的に考える。
• 『大学案内』の内容だけでなく、様々な図書などを
読んで、主体的な学びを“始める”。


