2020年度実施

（2021年度以降入学）

2020夏AO

2021年4月入学， 2021年9月入学

2020秋AO

2021年4月入学， 2021年9月入学

2020冬AO(グローバル)

2021年9月入学， 2022年4月入学

2021春AO

2021年9月入学， 2022年4月入学

「 アドミッションズ・オフィスによる自由応募入試」
（AO入試）の概要
2019年3月18日公開
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス

アドミッションズ・オフィス

【募集人員】
総合政策学部

150名

環境情報学部

150名

※募集人員は，複数回実施するAO入試（4月入学／9月入学）の合計数。

【選考日程】
※学事日程により前後することがあります。
詳細は各募集要項で確認してください。

2020年度実施（2021年度以降入学）AO入試募集日程

入学時期
※注２

2020 夏

2021 年 4 月

AO

2021 年 9 月

2020 秋

2021 年 4 月

AO

2021 年 9 月

2020 冬
AO
(グローバル)

2021 春
AO
※注１

※注１

募集要項
公開

2020 年
5 月中旬

2021 年 9 月

2020 年

2022 年 4 月

8月

2021 年 9 月

2021 年

2022 年 4 月

1 月中旬

出願言語

（募集要項
／書類作成
の言語）

日本語

出願時期

2 次選考
（面接試験）

2020 年

2020 年 10 月上旬の

8 月上旬

2 日(土曜日/日曜日)

2 次選考
合格発表

2020 年
「日本語」
・
「英語」
・

10 月上旬

「どちらでも可」の

または
英語

英語のみ

面接試験で使用する
言語

2020 年

2020 年 12 月上旬の

10 月中旬

2 日(土曜日/日曜日)

2020 年 12 月～
2021 年 2 月中旬

日本語
または
英語

ビデオによる審査

2021 年

2021 年 7 月中旬の

6 月上旬

1 日（土曜日）

３つから選択

2020 年
12 月上旬

英語でビデオを作成
「日本語」
・
「英語」
・
「どちらでも可」の
３つから選択

2021 年
3 月下旬頃
2021 年
7 月中旬

2021春AOのみ

入学までに高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を卒業見込みで，2022年4月入学を希望する者は
出願できません。2021夏AO以降を検討してください。
※注２

英語のみ（授業を受けるだけの日本語能力がない）の者は，9月（秋学期）入学を推奨します。
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●2020夏AO，2020秋AO，2021春AO
【出願資格】
出願者共通
以下の1）～4）の条件を全て満たす者
1）次の1つ以上に該当する者
① 高等学校（特別支援学校の高等部を含む）もしくは中等教育学校を卒業した者，および入学までに卒業見込みの者
② 高等専門学校の第3学年を修了した者，および入学までに修了見込みの者
③ 学校教育法施行規則第150条にある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，および入学までにこ
れに該当する見込みの者
(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，および入学までに修了見込みの者，また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または相当する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， および入学までに修了見込みの者
(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後に修了した者，および入学までに修了見込みの者
(4) 文部科学大臣の指定した者 ※昭和23年文部省告示
国際的な評価団体（WASC，ACSI，CIS）の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者（見込み者）
国際バカロレア・アビトゥア・バカロレア（フランス共和国）・GCE Aレベル資格取得者
※認定を受けていない日本国内のアメリカンスクール，インターナショナルスクールについては，各期の出願締切の
1ヶ月前までにアドミッションズ・オフィスにお問い合わせください。
(5) 高等学校卒業程度認定試験に合格した者，および入学までに合格見込みの者で，入学までに18歳に達するもの（大学入
学資格検定に合格した者を含む）
(6) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で，入学までに
18歳に達するもの
なお，入学資格審査の対象者は，高等学校段階を有する外国人学校を卒業した者とします。申請については出願最終日
の1ヶ月前までにアドミッションズ・オフィスまで申し出てください。
2）総合政策学部・環境情報学部への志望理由や入学後の構想が明確であり，第一志望としていずれかの学部での勉学を希望
する者
3）総合政策学部・環境情報学部の学習・研究環境を積極的に活用し，入学後の目標や構想をより高いレベルで実現するに十
分な意欲と能力を有する者
4）大学教育を受けるに足る日本語能力もしくは英語能力を有する者
注意

各期のAO入試において，総合政策学部と環境情報学部へ併願をすることはできません。

必ず希望の学部，入学時期と面接試験で使用する言語（｢日本語｣・｢英語｣・｢どちらでも可｣）を選択してください。選択した
内容を出願後に変更することはできません。
なお，英語のみ（授業を受けるだけの日本語能力がない）の者は，9月（秋学期）入学を推奨します。
1次選考免除申請について
出願資格に加えて，４ページ掲載の表にあるコンテストについて所定の成績をおさめ，そのことを証明する書面を提出するこ
とができる者について，1次選考を免除します。申請希望者は，提出書類に，1次選考免除対象コンテストの所定の成績（4ペ
ージ参照）をおさめたことを証明する書面（厳封されたもの）を添えて，申請してください。
ただし，1次選考免除申請は，総合政策学部・環境情報学部のいずれかの学部で1回限りとします（また，複数のコンテストで
所定の成績をおさめている場合も申請は1回限りとします）。過去にAO入試1次選考免除申請をして出願を受理された者，お
よび2019年度までに実施したAO入試においてC方式で出願した者は申請できません。
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【入学試験の内容】
［1次選考］
入力・提出された書類（資料を含む）により選考します。
［2次選考］
1次選考合格者に対して面接試験を行います。1次選考合格発表時に指示された日時・場所に受験票と筆記用具を持参のうえ，
集合してください。最終合否は1次選考の評価とあわせて総合判定します。
なお，面接試験の実施時間の枠は一人30分程度です。
面接は，日本語または英語で行います。出願時に，面接で使用する言語（｢日本語｣・｢英語｣・｢どちらでも可｣）を選択してく
ださい。

【提出書類】
該当の各募集要項に示された書類等に加えて，任意に作成した諸資料。
入力・提出する書類は2019年度実施AO入試と大きな変更はありません。
2020年度実施AO入試より次の２点が追加になります。
再出願者のみ
前回の出願との変更点を説明する書面（A4サイズの用紙1枚以内の大きさ，表現方法自由）
1次選考免除申請者のみ
1次選考免除対象コンテストの所定の成績をおさめたことを証明する書面（厳封されたもの）

【諸注意】
出願資格，選考方法の内容等につきましては変更となる場合がありますので，必ず該当の募集要項を確認してください。

Ｑ &Ａ
Ｑ1 総合政策学部と環境情報学部の両方に出願できますか？
Ａ1 各期のAO入試において，総合政策学部と環境情報学部へ併願をすることはできません。
Ｑ2 慶應義塾大学の他学部，他大学との併願は可能ですか？
Ａ2 本学の他学部や他大学への出願に関しては，それを禁止するものではありませんが，総合政策学部・環境情報学部AO入
試の出願条件は，あくまで総合政策学部・環境情報学部を第一志望とする者です。
Ｑ3 再出願できますか？
Ａ3 再出願は可能です。出願に必要なものはそのつど新たに用意してください。加えて，再出願者には前回の出願との変更点
の説明を課します。なお，出願ごとに，選考は一次選考（書類選考）から行います。また，一般入試への出願も可能で
す。
Ｑ4 入試期（夏AO，秋AO，春AO）はどのように違うのですか？
Ａ4 選考において違いはありません。出願に必要なものが揃う時期にあわせて出願をしてください。
Ｑ5 出願後に希望の入学時期の変更は可能ですか？
Ａ5 選択した希望の入学時期を出願後に変更することはできません。よく考えた上で，希望の入学時期を選択し，出願してく
ださい。
Ｑ6 出願には，特別な活動実績（コンクールの受賞や海外活動実績，等）が必要ですか？
Ａ6 学習以外の特別な活動実績がなくても，学業優秀でSFCで学びたいことを明確に持っている人の出願を歓迎しています。
Ｑ7 アピールするべき学業ならびに学業以外の諸成果の例を教えてください。
Ａ7 次のいずれかに該当すると自己評価できるものを目安にしてください。
Ａ学術・文化・芸術・スポーツなどさまざまな分野において，研究，創作発表，コンクール，競技などの活動を通し，
社会的に評価を得ている
Ｂ外国語能力やコンピュータ技術等の技能において優れており，高度な資格や技術を有している
Ｃ社会的な奉仕活動やその他の社会活動を通し，その成果や業績が認められている
Ｄ学業が優秀であり，創造的，積極的な学習姿勢を堅持している
Ｅ学業，人物ともに優れ，地域社会や高等学校等において指導的な役割を積極的に果たすなど，評価を得ている
Ｆ関心や興味を持ったテーマに関して自由研究や自主学習などの自発的な取り組みを開始し，成果をあげている
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1次選考免除対象コンテストの所定の成績
対象コンテスト（＊慶應義塾関連）
小泉信三賞全国高校生小論文コンテスト＊
三田文学新人賞＊
日本数学オリンピック
高校生科学技術チャレンジ（JSEC）
化学グランプリ
日本生物学オリンピック

所定の成績
小泉信三賞受賞者（次席・佳作は除く）
最終候補者
予選Aランク者
最終審査進出者
1 次選考通過者
予選通過者
第 2 チャレンジでの金・銀・銅，他各賞（奨励賞は
除く）受賞者
本選Aランク者
地方審査通過者
中央予備審査通過者
最終採択者
未踏ジュニアスーパークリエータ認定者
入賞者
最優秀賞 受賞者

全国物理コンテスト 物理チャレンジ
日本情報オリンピック
日本学生科学賞 物理，化学，生物，地学，広領域
日本学生科学賞 情報技術
情報処理推進機構 未踏IT人材発掘・育成事業
一般社団法人未踏 未踏ジュニア
ファブ 3D コンテスト＊

全国高校生ドイツ語スピーチコンテスト（第 3 部）
コンクルソ・デ・エスパニョール（スペイン語弁論大会）
入賞者
（高円宮杯 全日本スペイン語コンクール）
「 1 級」合格者のうちの「成績優秀者」
実用フランス語技能検定試験
「準 1 級」合格者のうちの「成績優秀者」
福澤諭吉記念全国高等学校弁論大会＊
最優秀賞 受賞者
高校生バイオサミット in 鶴岡＊
入賞者
注意1：上記は全て個人での受賞のみを対象とする（グループやチームで受賞したものは対象外です）。
注意2：中学校卒業以降からＡＯ入試出願に至る期間での受賞のみを対象とする。

 ｢対象コンテスト｣および｢所定の成績｣は毎年見直しを行い，変更することがあります。コンテストの名称変更等，不明な点があれば出
願前にアドミッションズ・オフィスまでお問い合わせください。

＊なお，AO 入試についての詳細はすべて「該当の募集要項」に記載いたします。AO 入試に出願される方は必ず公開予定の
募集要項をご確認ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

●2020冬AO（グローバル）

【出願資格】
AO（グローバル）/ Admission for Overseas Students (GIGA Program)については，現行の入試で課している諸条件は維
持し，日本国外の高校等出身者に対して基本的な条件が変わる予定はありません。
新たに，a) SAT，ACT，IB，GCE-Aレベルのいずれかと，b) TOEFLスコア等の英語スコアの，両方の提出を条件に国内高校
出身者の出願が認められるようになります。詳細は2020年8 月頃に公開予定です。
https://www.sfc.keio.ac.jp/en/admissions/undergraduate/admissions_for_overseas.html

【入学試験の内容】
書類（資料を含む）とビデオにより選考します。

【提出書類】
詳細は，募集要項を確認してください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お問 い合わせ 先
総合政策学部・環境情報学部の詳細や，両学部のAO入試についてのお問い合わせ先は以下のとおりです。
慶應義塾大学 湘南藤沢キャンパス（総合政策学部・環境情報学部）
アドミッションズ・オフィス

電話：0466-49-3407
E-mail：ao-request@sfc.keio.ac.jp

【電話受付時間】 （月）～（金）9：30～16：30（祝祭日除く）
【公式Webサイト】

慶應義塾 https://www.keio.ac.jp/
SFC

https://www.sfc.keio.ac.jp/
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