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LIVE de 入試説明会
～学校推薦型選抜ってどんな試験～

沖縄国際大学 入試センター

2020年11月1日・8日開催OC ver ZOOM説明会資料

※ 詳しくは、入学者選抜要項をチェック！！ （本学HPにデータ掲載中）
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0.アドミッション・ポリシーとは？

■アドミッション・ポリシーは、志願者へのメッセージ
沖縄国際大学への入学を希望する皆さんに対して
求めている能力や資質に関する考え方のことです。

つまり、「沖縄国際大学へ入学する学生はこんな人
物であって欲しい」という沖縄国際大学の願いが込
められています。

※気になる学科のアドミッションポリシーは、入学者選抜要項や本学ホームページで確認してください。
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1-1-1.どんな選抜試験？ -1-

1.昨年度まで、「推薦入学試験」と呼ばれ
ていた試験です。（専願制）

2.高校生活で『成長できた自分』を
アピール！ 努力の足跡重視の試験

＊調査書等評価の比率が高い
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1-1-2.どんな選抜試験？ -2-

3.書類等評価（調査書、推薦書）、小論
文、学科面接によって合否を判定。
＊ 各選考は、学科ごとの評価基準（HP公開中）に基づき点数化

＊ スポーツ推薦は、競技実績等面接もあります

4.推薦成績基準「学習成績の状況（旧・評
定平均値）」を満たし、学業成績優秀・人
物優良で出身学校長からの推薦がある
こと。 ＊基準は選抜種別毎に異なる
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1-1-3.どんな選抜試験？ -3-

5.学校推薦型選抜種別は、３タイプ。（後述）

① 学校推薦型選抜（タイプⅠ）

② 学校推薦型選抜（タイプⅡ）

③ 学校推薦型選抜（スポーツ推薦）

6. 全ての種別で、小論文試験を課します。
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1-1-4.どんな選抜試験？ -4-

5.全学科で「学修計画書」の提出が必要。

総合型選抜（A日程）と同じ内容でも、
修正してもOK。 ただし、志望学科が総合
型選抜（A日程）と異なる場合は新たな検
討が必要です。
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【参考】総合型選抜（A日程）と学校推薦型選抜の比較

総合型選抜（A日程） 書類等評価および面接等評価で合否を判定

①自分のコトバで「これからを語る」ことにトライすることを積極的に評価
②知識の量だけではなく、自分で行動した結果（主体性）や考え方（思

考力）などを自分のコトバで伝えることができる人物を積極的に評価
＊学習成績の状況（評定平均値）による出願基準はない

↕

学校推薦型選抜 書類等評価、小論文試験および面接等評価で合否を判定

①学習成績の状況（評定平均値）に基づき推薦基準を設定
②調査書等を積極的に活用し評価（タイプⅠ：70％ タイプⅡ：50％）

→高校時代の努力の積み重ねを積極的に評価
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2.（変更後の）選抜日程は？
〔当初の日程から出願期間を約2週間後ろ倒し〕

出願期間：11月16日(月) ～ 19日(木)

選抜試験：12月11日(金) ～ 13日(日)

＊小論文試験は12/11（金）実施、面接試験は、上記3日間のうち指定された日

合格発表：12月28日（月)

入学手続：1月4日（月）～1月14日（木）
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3. 募集人員
学部学科（専攻） 総募集人員 学校推薦型選抜

法学部
法律学科 110 33

地域行政学科 110 33

経済学部
経済学科 115 34

地域環境政策学科 115 34

産業情報学部
企業システム学科 115 46

産業情報学科 115 46

総合文化学部

日本文化学科 110 44

英米言語文化学科 120 36

社会文化学科 80 28

人間福祉学科（社会福祉専攻） 80 24

人間福祉学科（心理ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ専攻） 75 26

合計 1145 384
※募集人員は目安です

総募集人員の約35％を学校推薦型選抜で募集します



10

4-1.学校推薦型選抜試験（タイプⅠ）について
＊旧指定校推薦入試

■本学が指定した対象高等学校のみ出願できます。

■学習成績の状況が「3.7以上」の基準を満たすことが条件です。

■小論文、面接、調査書等評価によって合否を判定します。

■調査書等評価に係る比率をタイプⅡより重視します。

※調査書等評価70％ ： 小論文・面接等評価30％

■学業成績が優秀、人物優良で、出身学校長からの推薦があることが出願条
件です。

■詳細については、対象高校へ2020年7月上旬に文書を発送済

＊詳細は、進路指導部へ確認すること！
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4-2.学校推薦型選抜試験（タイプⅡ）について
（旧 一般推薦入試など）

■学習成績の状況が「3.2以上」の基準を満たすことが条件です。

（英米は3.0以上、ただし英語は3.2以上）

■小論文、面接、調査書等評価によって合否を判定します。

■小論文に係る評価比率をタイプⅠより高く設定します。
※調査書等評価50％ ： 小論文・面接等評価50％

■学業成績が優秀、人物優良で、出身学校長からの推薦があることが出願条
件です。

■詳細については、入学者選抜要項をご確認ください。

https://www.okiu.ac.jp/admissions/shiryo
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4-3.学校推薦型選抜試験（スポーツ推薦）
（旧 体育推薦入試）

■“入学後も学業とスポーツを両立させる強い意志がある者”が出願できます。

■本学が指定したスポーツ推薦種目の技能が優秀な方が対象となります。
※対象種目については入学者選抜要項をご確認ください。

■学習成績の状況が「3.1以上」の基準を満たすことが条件です。
（英米言語文化学科は3.0以上、ただし英語は3.2以上）

■小論文、面接、調査書等評価、競技実績等面接によって合否を判定します。

■競技実績等面接（「実績等記録書」に基づく）30点の配点で、学科での選考

（小論文、面接、調査書等評価）を70点の配点で評価します。
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5. 出願書類について

・志願票（A票） ＊入学者選抜要項に同封

・出身学校調査書 ＊高2修了時点のものでも可

・推薦書
・ 学修計画書（NEW！） ＊後ほど説明します

※書類不備のないようにすること
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6-1-1.これから準備できること
１）小論文のこと ～とにかく書くことに慣れよう～

各学科での学びを理解しよう。

（YouTube動画、OCへの参加、大学案内、過去問など）

２）学修計画書の作成（又は見直し、追加・修正）

３）学科面接のこと

①自己アピール ②志望理由

③高校時代に力を入れてきたこと

【試験本番に向けてのポイント】
①自分の考えを明確に伝えることができるように準備する
②APを理解し、学科で何を学び、何を身につけたいかなど

の目的をしっかり伝える準備をする
③自分の「これから」について、明確に伝えることができよう

に準備する
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6-1-2.小論文問題の内容について

１）タイプⅠ、タイプⅡ、スポーツ推薦の小論文問題内容が同一の学科

法律学科、地域行政学科、経済学科、地域環境政策学科、企業システム学科、日本文化学科、
社会文化学科、人間福祉学科社会福祉専攻（ ※ ）、人間福祉学科心理カウンセリング専攻（ ※ ）

※ 社会福祉専攻と心理カウンセリング専攻において、それぞれの評価基準が異なるため、
小論文試験の問題は異なります。

２）タイプⅠとタイプⅡが同一の小論文問題で、スポーツ推薦が独自の小論文問題の学科

産業情報学科、英米言語文化学科
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6-2.こんなアピールポイントが有効
☑ 学業・部活・ボランティア・資格取得などで、他者

に説明できるものがある

☑ 高校生活で力を入れてきたことを他者にいくらで
も説明できる

☑ コツコツと地道に努力することが得意だ

☑ 学習成績の状況には自信がある
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6-3.先輩からのアドバイス
① 小論文、面接の練習を繰り返すこと！

② 本番前は深呼吸をして、自信を持って臨んで下さい。

③ 志望する学科で何を学びたいのかを明確に！

④ 新聞、ニュースで時事問題を理解しておこう！

⑤ AO型入試では完全な準備不足で自分の考えをう
まく伝えることができずに失敗したので、再チャレン
ジする人は、気持ちを切り替えて、まだチャンスがあ
ると考えて万全の準備をしよう。
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7.面接はどんな感じなのか？

１） 学科面接担当者 ２名 ： 志願者1名 2 ： 1の形式で行います

２）面接時間は、学科によって異なります

※詳しくは、入学者選抜要項でご確認ください。

３）面接という場は、あなたを裁く場ではありません。

自分自身を表現する場です。

理解してもらう場です。

面接とは、「対話」・「会話」です。
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8-1.学修計画書について

学修目標

学修計画

大学卒業後に関わ
りたい社会的課題
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8-2.学修計画書作成のポイント MEMO ( ..)φ

“これから”のこと
・学習ではなく、“学修”に注目
※何を身につけたいのかという意

・作成のヒント（次ページ以降参照）
大学案内、シラバス、Youtube動画

・面接ができない事態の場合、面接評価に代わる

総合型選抜（A日程）と同じ内容でも、
修正してもOK。

ただし、志望学科が総合型選抜（A日
程）と異なる場合は、新たな検討が
必要です。
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8-3-1.学修計画書 作成のヒント① MEMO ( ..)φ

• 大学案内のカリキュラム紹介ページ（事例：地域行政学科のページ）

・各年次で履修できる科目の
情報が分かります。
※共通科目は７～10頁参照

・各科目の詳細は、講義概要
（シラバス）でチェック
※QRコードからアクセス可
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8-3-2.学修計画書 作成のヒント② MEMO

( ..)φ

沖縄国際大学Youtubeチャンネル
「高校と大学って何が違うの？」動画配信中！

※学修計画書 作成のヒント→必ず視聴しよう！
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9.受検料フリーパス制度 ～再チャレンジを可能にする制度～

① 2020年度沖国大入学者の平均受検回数は、
約1.5回です。

② 過去の推薦入試合格者の40～50％は、再チャレン
ジした者

③ 総合型選抜（A日程）で不合格になっても、学校推
薦型選抜に再チャレンジして合格した者は多い。

④詳細は、入学者選抜試験要項44頁をご覧ください。


