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甲南女子大学 国際学部の入学試験AⅠ・AⅡは、「国語」「英語」「数学・理科」からの2教科2科目型で、
「英語」が必須科目に指定されている。

的を絞った学習が◎
学部併願や奨学金のチャンスも！
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外国語は、英検やGTEC（4技能）の成績を受験に利用できる！

2020年4月 ―学園創立100周年を迎える記念の年の春― に
は、国際英語学科と多文化コミュニケーション学科の２学科か
らなる国際学部が開設され、ますます豊かな学びの場となる
甲南女子大学。伝統と新風が交差するキャンパスでの学生生
活第一歩を踏み出せるように、まずは入試についてきちんと知
るところから受験準備を始めよう。甲南女子大学の受験生応
援サイト「CLOVER」では、日程や科目など入試の詳細はもと
より、学部・学科の特徴や授業・カリキュラムを調べたり、「先

輩の声」も聴いたりすることもできる。また、リンクからは学生
募集要項のダウンロードも可能。志望する学部・学科の入試の
試験科目や解答方式、試験時間と問題数の配分などについ
て、しっかりと把握しておこう。「国語」と「英語」の出題傾向や
対策法については、次のページに2019年度の入試問題を対象
とした分析結果を掲載しているので、学習計画を立てる際に
参考にしてほしい。出願方法（インターネット出願）や、奨学金
制度などの情報も見落とさないように、アンテナを張ろう！

しかし、2教科2科目型においても、出願時に受験科目を3 教
科3 科目と申請すれば、３教科を受験することができ、その場
合、高得点の2教科2科目が判定に利用される。また、入学試験
AⅠ・AⅡは、一度の入学検定料の納付で両日とも受験すること
ができるほか、国際学部・文学部・人間科学部では学部間で4

一般入試では、英検やGTECの外部英語検定試験を活用し受験できる。出願時に証明書類を提出することで外国語（英語）をスコアに
対応した得点に換算される。　※換算得点などの詳細は、「甲南女子大学 受験生応援サイト」を確認しよう。

学科まで、それぞれ併願が可能。検定料を心配することなく複
数学部・学科にチャレンジできる。さらに、すべての学部・学科
で、入試の成績により入学後2年間の学費の100％・50％・
25％が免除となるスカラシップチャレンジ判定も行われる。成
績上位合格をめざそう！

まずは情報収集から始めよう。

【選考方法（国際学部）】

教科・科目数

2教科2科目選択

＊1
（1）物質の状態と平衡
（2）物質の変化と平衡
（3）無機物質の性質と利用
（4）有機化合物の性質と利用
＊2
（1）生命現象と物質 
（2）生殖と発生
（3）生物の環境応答
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国語

外国語

数学・理科

国語（漢文を除く）

英語（必須）

数学（「数学Ⅰ・A・Ⅱ」全範囲）
化学（「化学基礎」全範囲、「化学」＊1）
生物（「生物基礎」全範囲、「生物」＊2）

教科 科目

アカデミックチャレンジ奨学金

入学試験AⅠ・AⅡは、スカラシップチャレンジ判定付き入試

甲南女子学園が2020年に創立100周年を迎える記念事業のひとつとして、奨学金
制度を伴う入試制度を改編・拡大。入学試験成績優秀者を対象としたスカラシップ
チャレンジ判定に合格すると、入学後2年間の学費(入学金を除く)が、それぞれ
100%・50%・25%の割合で免除されます。さらに、入学後も、優れた成績をおさめる
学生には、3年次以降も継続して学費を免除、最大4年間奨学金を支給します。

100
スカラシップ 入学後2年間の学費 判定基準

100%免除
（入学金除く） 成績順位 1位

各学科･該当入試

4年間の学費を最大100%サポート

50
スカラシップ 入学後2年間の学費 判定基準

50%免除
（入学金除く） 成績順位 5位以内

各学科･該当入試

25
スカラシップ 入学後2年間の学費 判定基準

25%免除
（入学金除く） 成績順位15位以内

各学科･該当入試

Topics
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国語
出題傾向

甲南女子大学の一般入試AⅠ・AⅡ日程の試験は２題構成で、大
問1は現代文の読解問題、大問2は古文の読解問題が課される。
配点は現代文65点、古文35点の100点満点。
現代文の出題に特徴があるものの、全体としては文章を読み取
る力と高校で学習する知識事項がバランスよく問われるため、日

頃の学習を丁寧に積み重ねて、基本的な知識・読解力を身につ
けておくことが大切だ。
以下の出題分野・出題形式は、2019年度AⅠ・AⅡ日程、2018年
度AⅡ日程、2017年度A日程の試験について分析したものであ
る。全体の傾向や特徴をとらえ、対策に役立てよう。

出題分野（AⅠ・AⅡ日程）

現代文評論読解と古文読解の２大問が課される。
大問1の現代文では、超長文の評論が出題されるのが特徴。
2019年度のAⅠ日程では7500字、AⅡ日程では10000字以上の
問題文が出題されている。また、設問では本文全体を踏まえた
正誤判断が求められており、傍線部前後や空所前後だけの部分
的な読み取りでは対応できない。そのため、超長文の問題文全
体を通読して、全体内容を把握する力が求められる。
大問2の古文では、800～1000字程度の標準的な長さの問題文

が課される傾向。ジャンルは、日記や説話、軍記物語など幅広く
出題されるが、難度はそれほど高くない。現代文と同じく本文全
体を踏まえた出題があるため、古語や文法知識をもとにしつつ、
誰が・どうしたのかを押さえながら、全体のあらすじや人物関係
をつかむ力が求められる。
なお、他の私立大学でも頻出の知識問題について、単独の大問
としては出題されないものの、評論・古文読解問題の中で本文に
関連する知識事項がバランスよく問われる。

すべてマーク式。設問の中心となる読解
問題では、傍線部の内容について正しい
説明を選ぶ問題や、本文全体の内容を
踏まえて一致するもの/一致しないもの
を選ぶ問題に加え、本文中の空所に当
てはまる語や表現を選ぶ空所補充問題
が頻出。また、特に古文では、古語や文
法、文学史を問う知識問題が頻出だ。 

出題形式（AⅠ・AⅡ日程）

甲南女子大学　国語　の攻略法

漢字・語句、文法などの
知識問題で

確実に得点しよう！
頻出の漢字・語句、文法問題などは、基
本的な知識があれば解答できるので、得
点源にできるように対策をしておこう。と
はいえ、知識はすぐに身につくものでは
ないため、授業の復習や問題集への取り
組みを継続的に進めること。また、特に
漢字の出題形式はセンター試験の漢字
問題と同様のため、直前期には過去のセ
ンター試験の問題で慣れておくとよい。

意味段落を意識して、
長い評論を

読み取れるようになろう！

紛らわしい選択肢の中から、
正答を選ぶ力を
身につけよう！

大問1で現代文評論、大問2で古文が出題。超長文の評論読解と、知識問題の攻略がカギ！

1 2 3

大問１で出題される超長文の評論につ
いて、全体を通読して内容を把握する力
を身につける必要がある。超長文の評
論を攻略するには、漫然と全体を読むの
ではなく、意味段落を意識しながら、全
体の構造をとらえることを心がけるよう
にするとよい。後で問題文の内容を振り
返れるように、意味段落ごとに趣旨をメ
モしながら読み進めるのも効果的だ。

甲南女子大学や他の私立大学の入試過
去問題も活用しながら、選択肢の正誤を
正しく判断する力を身につけよう。紛らわ
しい選択肢に惑わされないためには、選
択肢を見る前に、まずは自分なりの解答
の方向性を考えてみること。また、長めの
選択肢については要素ごとに分解したう
えで、問題文と照らし合わせながら各要
素の内容が妥当かを検討するとよい。

D A T A

D A T A

現代文

62%
古文

38% ※比率は解答数で算出。

漢字
16%

読解
82%

語句
1%

文学史
1%

現代文

古語
30%

読解
41%

古文文法
18%

文学史
11%

古文

攻略法 攻略法 攻略法

入 試 の 傾 向 を 知 れ ば  合格 は グ ンと 近 くな る



英語
出題傾向

甲南女子大学の一般入試では、試験時間は60分、全問が
マークシート方式で、大問4題・解答数60という出題形式が
定着している。

基礎学力重視の方針が徹底されており、極端な難問が出題さ
れることは今後もないのではないか。一つの表現を別の表現で
言い換える力を試す問いが多めである。基本的な文法・構文・
語い等をきっちりマスターしていれば、高得点を狙えるだろう。 

出題分野

大問〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕は長文読解問題、〔Ⅲ〕は文法・語いに関する空
所補充、〔Ⅳ〕は整序英作文となっている。
〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕の読解には、600～700語程度及び400語前後の論説
文や随筆が取り上げられ、空所補充などの形式で類義語の知
識、各パラグラフにおける文脈の把握力、文章全体の論旨の理
解力等が試される。2019年は、nomadsというやや難しい語いの
意味も問われた。正解はpeople who move from place to 
placeで、これは「遊牧民、放浪者」のことを指す。

〔Ⅲ〕は小問すべてが空所補充形式で、基本的な文法や語いを
正確に覚えていることが求められる。例えばsay、speak、talk、
tellの正しい使い分けができるだろうか？　辞書を用いるなどし
て、対策をしておこう。
〔Ⅳ〕の整序英作文も基礎学力重視である。日頃から問題演習を
積み重ねておく必要がある。例えば「昨日はよい日になりました」
という日本語を英訳する場合、turn out「（結果が）…となる」と
いう表現を思い浮かべられる力をつけておこう。 

論説文や随筆において、主に文脈・論
旨の把握力が重視される。空所補充
形式に対する慣れ、それから類義語
の知識があれば、かなりの時間節約
ができ、迅速に正解を見つけ出すこと
ができる。 

出題形式

甲南女子大学　英語　の攻略法

まずは丁寧な読解、 
その後にスピードを
意識した読解を！

甲南女子大学の長文読解問題では、文
脈・論旨の把握に関わる空所補充と類義
表現の知識重視が一つの特徴になって
いる。
日頃から700語または400語前後の長文
に慣れ親しんでおこう。まずは文法・構
文・語い等を完璧にマスターするつもり
で丁寧な読解を心がけること。その後で
スピードを身につけていこう。

文法書や辞書で知識を！
問題演習で定着を！

整序英作文で大きく差がつく！
日本語と英語の文構造の
違いを意識しよう！

基礎学力重視！問題演習を繰り返すことで高得点を狙おう！

1 2 3

基礎的な文法・構文・語い等をマスター
するには、数多くの英文に触れながら文
法書でルール、辞書で意味を確認する
とよいだろう。
2 0 1 9 年出題の r e s p e c t a b l e 、
respectful、respectiveの違いは？　
becauseとbecause ofは？　知識を身
につけ、問題演習を繰り返すことでその
知識を定着させよう。

英作文では、英語の実力がはっきり出
る。生半可な知識や理解では、正答を得
ることは難しい。日本語と英語の文構造
の違いを意識しながら、問題演習を繰り
返そう。
英文は、発音にも留意しつつ、何度も音
読する癖をつけよう。

D A T A

D A T A

読解

60%
文法・語彙

20%
英作文

20%

読解問題の
出題形式

空所補充
26%

内容・事項質問
17%

文脈把握
31%

不明
12%

論旨把握・要約
14%

攻略法 攻略法 攻略法

入 試 の 傾 向 を 知 れ ば  合格 は グ ンと 近 くな る



先輩たちは「こう対策した」。

Q 一般入試の対策や
勉強法を教えて

A
夏休みまでに基礎固めをすませて、秋以降は
問題演習を中心に勉強しました。問題演習で
は正答率よりも、自分が間違えた問題を完全
に理解するまで何度も繰り返し、二度と間違
えないようになるまでやり直しました。

Q 受験直前、日常生活で
注意したことは？

A
試験は午前中に行われることが多いので規則
正しい生活を心がけ、入試問題を解く時も実
際の入試時間を意識しました。

先輩からの
応援メッセージ

and.
.受験直前

に効く

甲南女子大学 多文化コ
ミュニケーション学科1

年生

S.Mさん  大阪府 帝塚山
学院泉ヶ丘高校出身

目標を一つひとつ乗り越えようという気持ちで気負わず、後悔のないように1日を大切に。

Q
受験直前、日常生活で
注意したことは？

A
心身にストレスを与えないことに気をつけ、
趣味や睡眠の時間もきちんと取りました。

Q
受験日、当日に
心がけたことは？

A
直前になって焦らないよう、普段から自分に
自信を持つように心がけました。

Q
一般入試に
どんな対策をした？

A
徹底的に過去問題に取り組み、満点を取る
まで解き続け問題の傾向を分析しました。

甲南女子大学 英語文
化学科2年生

S.Kさん  岡山県立岡
山芳泉高校出身

受験生へエール！

立地が良く、学ぶ環境が整った甲南女子大学で、一緒に充実した大学生活を送りましょう！受験生へエール！



ウェブサイトで情報を確認しよう。CHECK web site

資料請求はコチラ
全学情報がわかる大学案内や、
入試ガイドを取り寄せよう。

受験生応援サイト
入試のポイントや合格チャンスが
広がる併願パターンも確認しよう。

国際学部特設サイト
2020年4月、いよいよ始動する
国際学部の魅力が満載。

〒658-0001 神戸市東灘区森北町6-2-23
http://www.konan-wu.ac.jp　 お問い合わせ先  mail：nyushi@konan-wu.ac.jp

じぶん色のつばさで羽ばたく。

2 0 2 0年春  始動 国際学部
国際英語学科 多文化コミュニケーション学科

外国語のコミュニケーション能力、多文化理解力、自分で考え行動する積極性…など、
多様化するグローバル社会で活躍するため、自分らしい“つばさ”を身につける新しい学び。
留学や海外インターンシップなどの体験をはじめとし、
学生一人ひとりが選択して知識とスキルを身につけていくプロセスを支援します。

学びと体験を通して、世界へと羽ばたく“つばさ”を育む

国内にいながら
世界とつながる

志望するキャリアに応じた
グローバルな仕事力を身につける

留学を後押しする
充実の奨学金制度

※単位修得や授業への出席など、最低限の条件を満たしていることが前提となります。
※留学先によっては、語学基準などの条件を満たす必要があります。

学内でネイティブスピー
カーと会話したり、神戸
にある外国人コミュニ
ティとの交流など、身近
に国際体験ができる機
会が豊富にあります。

国際人に必要な素養やビ
ジネススキルを養う各学
科独自のキャリアプログ
ラムによって、卒業後の
進路に応じたグローバル
な仕事力を育成します。

成績に応じ最大150万円、
留学者全員に20万円など
の学部独自の奨学金制度
を導入し留学を支援。奨
学金はすべて返済の必要
がない給付型です。

希望者全員留学 多様な交流を育むコモンルーム
1年までの長期留学や海外研修、インターンシップ、海外プロジェクトへの参
加など、多彩な留学プログラムを整え海外体験を応援。希望すれば全員が留
学でき、その経験や気づ
きを糧に専門学習や研
究に生かし、将来の目標
に近づくための能力を
高めることができます。

学生が気軽に集い交流できる「コモンルーム」を学科ごとに設置。自主学習
やグループワークに活用できるほか、ネイティブスピーカーを招いてのイベン
トなども催します。学科
を問わず自由に英語の
学習ができる「e-space
（イー スペース）」も設
け、学習のアドバイスも
行います。

最大
150万円
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