
 

 

 

2019年 6月 21日 

【第 2報】2021年度 名桜大学入学者選抜について(予告) 

  

名桜大学では、2019年 3月に「【第 1報】2021年度 名桜大学入学者選抜について(予告)」

を公表しました。その内容を踏まえ、このたび、同【第 2報】を公表します。 

この第 2報では、主に「各入学試験の募集人員等」「大学入学共通テストの枠組みで実施

する民間の英語資格・検定試験の活用の見直し」「個別学力検査の科目」の 3項目について

発表します。 

なお、各試験科目の配点、試験会場等の詳細については、大学入学共通テスト実施要項

の発表後、【第 3報】での発表を予定しています。 

 

 

１．入学試験区分及び募集人員並びに出願資格について 

（１）国際学群 

［入学試験区分及び募集人員］ 

国際学群においては、「学校推薦型選抜試験」の「種別：スポーツ推薦」廃止に伴い、

総合型選抜試験の募集人員を 15 人から 20 人に変更します。この変更は国際学群アド

ミッション・ポリシーに沿った選抜試験を行うための措置となります。また、3年次編

入学試験のⅠ期・Ⅱ期を統合し、募集人員を 15 人とするとともに、2 年次編入学試験

（Ⅰ期・Ⅱ期）は廃止します。 

詳細は、後掲の「2021 年度 国際学群入学者選抜試験概要（第 2 報用）」を確認し

てください。 

入学試験名・種別 
募集人員 

変更前 変更後 

一般選抜試験 

前期日程 120人 

（A方式 80人/B方式 40人） 

後期日程 20人 

変更なし 

総合型選抜試験 15人 20人 

学校推薦型選抜試験   

種別：  一般推薦 70人 変更なし 

 スポーツ推薦 5人 廃止 

 
専門高校及び総合

学科推薦 
15人 変更なし 

 北部枠推薦 20人 変更なし 

社会人特別選抜試験 若干人 変更なし 

帰国子女特別選抜試験 若干人 変更なし 

外国人留学生特別選抜試験 15人 変更なし 

３年次編入学試験 Ⅰ期 10人  Ⅱ期 5人 15人 

２年次編入学試験 Ⅰ期 若干人  Ⅱ期 若干人 廃止 
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［出願資格］ 

国際学群の各入学試験の出願資格の変更はありません。 

詳細は、後掲の「2021年度 国際学群入学者選抜試験概要（第 2報用）」を確認し

てください。 

 

 

（２）人間健康学部スポーツ健康学科 

［入学試験区分及び募集人員］ 

 スポーツ健康学科は、アドミッション・ポリシーに沿った選抜試験を実施するため

に、「学校推薦型選抜試験」の種別：スポーツ推薦を廃止します。また、「総合型選抜

試験」を新設します。一般選抜試験前期日程は論文型とスポーツ型の区別を廃止しま

す。その他の入試区分に変更はありません。 

「学校推薦型選抜試験」の種別：スポーツ推薦の廃止に伴い、「学校推薦型選抜試験」

の種別：一般推薦の募集人員を 15 人から 20 人に変更します。また、新設した「総合

型選抜試験」の募集人員を 10 人とします。一般選抜試験前期日程は募集人員 40 人と

します。その他の入試の募集人員に変更はありません。 

詳細は、後掲の「2021年度 人間健康学部スポーツ健康学科入学者選抜試験概要（第

2報用）」を確認してください。 

入学試験名・種別 
募集人員 

変更前 変更後 

一般選抜試験 

前期日程 40人 

（論文型 20人/スポーツ型 20人） 

後期日程 10人 

前期日程 40人 

後期日程 10人 

総合型選抜試験 ― 10人 

学校推薦型選抜試験   

種別：  一般推薦 15人 20人 

 スポーツ推薦 15人 廃止 

 北部枠推薦 15人 変更なし 

社会人特別選抜試験 若干人 変更なし 

帰国子女特別選抜試験 若干人 変更なし 

外国人留学生特別選抜試験 若干人 変更なし 

３年次編入学試験 5人 変更なし 

 

［出願資格］ 

出願資格の変更は「学校推薦型選抜試験」の種別：北部枠推薦のみ変更があります。

種別：北部枠推薦における調査書の「学習成績の状況（旧評定平均値）」を「3.6以上」

から「3.8以上」に変更します。これは、これまでの「学校推薦型選抜試験」の種別：

北部枠推薦における入試状況や北部枠推薦入試入学者の入学後の学習状況などを鑑み
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た上での変更になります。 

詳細は、後掲の「2021年度 人間健康学部スポーツ健康学科入学者選抜試験概要（第

2報用）」を確認してください。 

 

 

（３）人間健康学部看護学科 

 ［入学試験区分及び募集人員］ 

人間健康学部看護学科においては、2020年度入学試験から変更はありません。 

詳細は、後掲の「2021年度 人間健康学部看護学科入学者選別試験概要（第 2報

用）」を確認してください。 

入学試験名・種別 
募集人員 

変更前 変更後 

一般選抜試験 
前期日程 45人 

後期日程 5人 
変更なし 

学校推薦型選抜試験   

種別：  一般推薦 15人 変更なし 

 北部枠推薦 15人 変更なし 

社会人特別選抜試験 若干人 変更なし 

３年次編入学試験 5人 変更なし 

 

［出願資格］ 

人間健康学部看護学科の各入学試験の出願資格の変更はありません。 

詳細は、後掲の「2021年度 人間健康学部看護学科入学者選抜試験概要（第 2報

用）」を確認してください。 

 

 

 

２．大学入学共通テストの枠組みで実施する民間の英語資格・検定試験の活用について 

 本学が 2019年 3月 29日付けで公表した「【第 1報】2021年度 名桜大学入学者選抜

について(予告)」では、受験者には、『一定レベル以上の英語運用能力を備えていること』

が望ましいと考え、「英語について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験

を活用する」としていました。 

しかしながら、大学入学共通テストの枠組みで実施する民間の英語資格・検定試験の

活用において、英語資格・検定試験の実施体制の方針や受験者の地理的、経済的な事情

に対する方策が現時点で定まっていないことなど、様々な課題に対して解決の見通しが

立っていない状況です。 

これらの状況を踏まえ、本学では入学者選抜試験の出願要件として英語資格・検定試

験の受検を一律に課すこと、英語資格・検定試験の成績結果を合否判定に用いることは、

受験者に対する公平公正な扱いを損ねる恐れがあると判断しました。 
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そのようなことから、英語 4技能を評価する上で、英語資格・検定試験の成績を CEFR

との対照表に基づいての評価は、2021年度の入学者選抜における活用を見送ります。 

ただし、英語資格・検定試験の成績をもっている受験者に対しては、各種資格・検定

試験と同様に、調査書等において評価します。 

なお、今後の入学者選抜に向けては、大学入試センターが認定した外部資格・検定試

験の活用状況等を踏まえ検討していきます。 

 

 

 

３．個別学力検査の科目について 

本学は、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の

方針（カリキュラム・ポリシー）を踏まえた入学者受入れの方針（アドミッション・ポ

リシー）に基づき、「学力の 3要素」（「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体

性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」）を多面的・総合的に評価する入学者選抜を

実施します。 

 

（１）国際学群 

国際学群では、「学力の 3要素」を踏まえたアドミッション・ポリシーに従って入学生

を募集します。全ての入学生に対して「国際学群の特徴を正しく理解していること」を

求めますが、入学生が自らの強みを発揮できるように、多様な入学者選抜試験を準備し

ています。具体的には、①「豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿勢を

持っていること」を重視した「総合型選抜試験」、②「基本的な学習スキルを活用し、他

者との対話や議論を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを多

様な方法で表現できること」を重視した「学校推薦型選抜試験」、③「高等学校教育にお

ける教科（英語、数学、国語、理科、社会等）の内容をバランスよく修得していること」

を重視した「一般選抜試験」を準備しています。さらに入学者の多様性を高めるために

「特別選抜試験」や「編入学試験」を行います。 

 各入学者選抜試験の詳細については、後掲の「2021年度 国際学群入学者選抜試験概

要（第 2報用）」を確認してください。 

 

 

①総合型選抜試験 

総合型選抜試験では、志願者が「豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組

む姿勢を持っていること」を特に重視します。まずは「エントリーシート」「調査書」

などの書類審査に加えて、志願者による口頭でのプレゼンテーションと面接の得点を

合わせて多面的・総合的に評価し、「課題レポート」提出の可否を判定します。その後、

期限内に提出された「課題レポート」を審査し、最終的な合否判定を行います。なお、

アドミッション・ポリシーと総合型選抜入試における試験科目等との対応は表 1 の通

りです。 
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表１ 国際学群のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（総合型選抜試験） 

入試の種類  

国際学群アドミッション・ポリシー 

総合型 

選抜 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
◎ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

・プレゼンテーションと面接 

・課題レポート 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論

を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、

自らの考えを多様な方法で表現できること 

○ 
・プレゼンテーションと面接 

・課題レポート 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理

科、社会等）の内容をバランスよく修得しているこ

と 

○ ・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

国際学群の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・プレゼンテーションと面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

 

 

②学校推薦型選抜試験 

学校推薦型選抜試験では、志願者が「基本的な学習スキルを活用し、他者との対話

や議論を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを多様な方法

で表現できること」を特に重視します。「調査書」などの書類審査に加えて、小論文試

験と面接試験の得点を合わせて多面的・総合的に評価し、合否を判定します。なお、

アドミッション・ポリシーと学校推薦型選抜入試における試験科目等との対応は表 2

の通りです。 

表２ 国際学群のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（学校推薦型選抜試験） 

入試の種類  

国際学群アドミッション・ポリシー 

学校推薦 

型選抜 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

◎ 
・小論文 

・面接 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
○ ・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

国際学群の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 
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③一般選抜試験 

一般選抜試験では、志願者が「高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理

科、社会等）の内容をバランスよく修得していること」を特に重視します。「調査書」

などの書類審査に加えて、大学入学共通テストと個別学力検査の得点を合わせて多面

的・総合的に評価し、合否を判定します。なお、アドミッション・ポリシーと一般選

抜試験における試験科目等との対応は表 3-1（前期Ａ方式）、表 3-2（前期Ｂ方式）、表

3-3（後期）の通りです。 

表 3-1 国際学群のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（一般選抜・前期Ａ方式） 

入試の種類  

国際学群アドミッション・ポリシー 

一般選抜 

前期Ａ 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿

勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

○ 
・小論文 

・英語 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
◎ ・大学入学共通テスト 

国際学群の特徴を正しく理解していること ◎ ・「エントリーシート」による書類審査 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

表 3-2 国際学群のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（一般選抜・前期Ｂ方式） 

入試の種類  

国際学群アドミッション・ポリシー 

一般選抜 

前期Ｂ 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

○ 
・小論文 

・英語 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
◎ ・大学入学共通テスト 

国際学群の特徴を正しく理解していること ◎ ・「エントリーシート」による書類審査 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

表３-3 国際学群のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（一般選抜・後期） 

入試の種類  

国際学群アドミッション・ポリシー 

一般選抜 

後期 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

○ ・小論文 
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高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
◎ ・大学入学共通テスト 

国際学群の特徴を正しく理解していること ◎ ・「エントリーシート」による書類審査 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

 

 

（２）人間健康学部 スポーツ健康学科 

人間健康学部スポーツ健康学科では、入学志願者に「名桜大学人間健康学部スポーツ

健康学科の特徴を正しく理解していること」を求めます。人間健康学部スポーツ健康学

科のアドミッション・ポリシーに基づき、入学志願者の能力・意欲・適性等を学力の三

要素の視点から評価・判定できるように個別学力検査の科目を設定します。入学志願者

個々の能力・意欲・適性等の強みを生かせるように多様な入学者選抜試験を準備してい

ます。具体的には、①「豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿勢を持っ

ていること」を重視した「総合型選抜試験」、②「基本的な学習スキルを活用し、他者と

の対話や議論を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを多様な

方法で表現できること」を重視した「学校推薦型選抜試験」、③「高等学校教育における

教科（英語、数学、国語、理科、社会等）の内容をバランスよく修得していること」を

重視した「一般選抜試験」を準備しています。さらに入学者の多様性を高めるために「特

別選抜試験」や「編入学試験」を行います。 

各入学者選抜試験の詳細については、後掲の「2021 年度 人間健康学部スポーツ健康

学科入学者選抜試験概要（第 2報用）」を確認してください。 

 

①総合型選抜試験 

 総合型選抜試験は、「書類審査（エントリーシート、調査書、実績報告書等）」、「総

合問題」、「プレゼンテーション・面接」の試験で構成されます。総合型選抜試験では、

スポーツ健康科学分野を学ぶにあたり必要となる「学力の３要素」のうち「思考力・

判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」を特に重視して

多面的・総合的に評価します。 

選抜の基準としては、本学ならびにスポーツ健康学科のアドミッション・ポリシー

に適合し、高等学校等々での日常的な学習や活動において顕著な実績があり、これを

活かしてスポーツ健康科学の分野における優れた知識・技能を有した健康支援人材と

して活躍できる十分な資質を持つ者を選抜します。創造性、リーダーシップ、国際性、

地域性、スポーツ実績などの点を重視します。なお、アドミッション・ポリシーと総

合型選抜入試における試験科目等との対応は表４の通りです。 

表 4 スポーツ健康学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（総合型選抜試験） 

入試の種類  

スポーツ健康学科アドミッション・ポリシー 

総合型 

選抜 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
◎ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 
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基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

○ 
・プレゼンテーション・面接 

・総合問題 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
○ 

・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

・総合問題 

スポーツ健康学科の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 

地域社会や国際社会において健康づくりを支援する

意思があること 
◎ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 

大学においても習慣的な運動や健康づくりの意欲が

あること 
◎ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

 

②学校推薦型選抜試験 

学校推薦型選抜試験は、「書類審査（エントリーシート、調査書、実績報告書等）」、

「総合問題」、「プレゼンテーション・面接」の試験で構成されます。学校推薦型選抜

試験では、スポーツ健康科学分野を学ぶにあたり必要となる「学力の３要素」である

「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度」 をバランス良く備えた入学志願者を多面的・総合的に評価・選抜します。 

選抜の基準としては、本学ならびにスポーツ健康学科のアドミッション・ポリシー

に適合し、特別活動や人間力に優れた者で、将来スポーツ健康科学の分野における優

れた知識・技能を有した健康支援人材として活躍できる十分な資質を持つ者を選抜し

ます。なお、アドミッション・ポリシーと学校推薦型選抜入試における試験科目等と

の対応は表 5の通りです。 

表 5 スポーツ健康学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（学校推薦型選抜試験） 

入試の種類  

スポーツ健康学科アドミッション・ポリシー 

学校推薦

型選抜 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿

勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告

書」による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を通

して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの

考えを多様な方法で表現できること 

◎ 
・プレゼンテーション・面接 

・総合問題 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
○ 

・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

・総合問題 

スポーツ健康学科の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・プレゼンテーション・面接 

地域社会や国際社会において健康づくりを支援する意

思があること 
◎ 

・「エントリーシート」による書類審査 

プレゼンテーション・面接 

大学においても習慣的な運動や健康づくりの意欲があ

ること 
◎ 

・「エントリーシート」による書類審査 

プレゼンテーション・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 
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③一般選抜試験 

一般選抜入学試験前期日程では、「書類審査（エントリーシート、調査書、実績報告

書等）」、「大学入学共通テスト」、「グループワーク」、「面接」の試験で構成されます。  

一般選抜入学試験前期日程では、スポーツ健康科学分野を学ぶにあたり必要となる

「学力の３要素」のうち「知識・技能」 を書類審査と大学入学共通テストから評価し、

「思考力・判断力・表現力」 、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」 を

グループワーク、面接から評価します。 

一般選抜試験後期日程では、「書類審査（エントリーシート、調査書、実績報告書等）」、

「大学入学共通テスト」、「総合問題」、「面接」の試験で構成されます。一般選抜入学

試験後期日程では、スポーツ健康科学分野を学ぶにあたり必要となる「学力の３要素」

のうち「知識・技能」 を書類審査と大学入学共通テストから、「思考力・判断力・表

現力」を総合問題から、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」 を面接か

ら評価します。 

選抜の基準としては、本学ならびにスポーツ健康学科のアドミッション・ポリシー

に適合し、高い学力と人間力を兼ね備え、将来スポーツ健康科学の分野における優れ

た知識・技能を有した健康支援人材として活躍できる十分な資質を持つ者を選抜しま

す。 

なお、アドミッション・ポリシーと一般選抜試験における試験科目等との対応は表

6-1（前期日程）、表 6-2（後期日程）の通りです。 

表 6-1 スポーツ健康学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（前期日程） 

入試の種類  

スポーツ健康学科アドミッション・ポリシー 

一般選抜

前期 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

・グループワーク 

・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

◎ 
・グループワーク 

・面接 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
◎ 

・大学入学共通テスト 

・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

スポーツ健康学科の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

地域社会や国際社会において健康づくりを支援する

意思があること 
○ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

大学においても習慣的な運動や健康づくりの意欲が

あること 
○ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 
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表 6-2 スポーツ健康学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（後期日程） 

入試の種類  

スポーツ健康学科アドミッション・ポリシー 

一般選抜

後期 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む

姿勢を持っていること 
○ 

・「エントリーシート」「調査書」「実績報告書」

による書類審査 

・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを多様な方法で表現できること 

○ 
・総合問題 

・面接 

高等学校教育における教科（英語、数学、国語、理科、

社会等）の内容をバランスよく修得していること 
◎ 

・大学入学共通テスト 

・「調査書」「実績報告書」による書類審査 

スポーツ健康学科の特徴を正しく理解していること ◎ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

地域社会や国際社会において健康づくりを支援する

意思があること 
○ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

大学においても習慣的な運動や健康づくりの意欲が

あること 
○ 

・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

 

 

 

（３）人間健康学部 看護学科 

人間健康学部看護学科では、「学力の 3要素」を踏まえたアドミッション・ポリシーに

従って入学生を募集します。全ての入学生に対して「看護学科の特徴を正しく理解して

いること」を求めますが、入学生が自らの強みを発揮できるように、多様な入学者選抜

試験を準備しています。具体的には、①「豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取

り組む姿勢を持っていること」および「基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や

議論を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを様々な方法で創

造的に表現できること」を重視した「学校推薦型選抜試験」、②「文系・理系に偏ること

なく高等学校教育における基礎的な学力を身につけていること。なお、生命科学の基礎

となる生物、化学については、基礎的な知識を身につけておくこと」を重視した「一般

選抜試験」を準備しています。さらに入学者の多様性を高めるために「特別選抜試験」

や「編入学試験」を行います。 

各入学者選抜試験の詳細については、後掲の「2021 年度 人間健康学部看護学科入学

者選抜試験概要（第 2報用）」を確認してください。 

 

 

① 学校推薦型選抜試験 

学校推薦型選抜試験は、「総合問題」、「書類審査」、「面接」の試験で構成されます。

学校推薦型選抜試験では、志願者が「豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り

組む姿勢を持っていること」および「基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や
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議論を通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを様々な方法で

創造的に表現できること」を特に重視します。調査書などの「書類審査」に加えて、「総

合問題」試験と「面接」試験の得点を合わせて多面的・総合的に評価し、合否を判定

します。なお、アドミッション・ポリシーと学校推薦型選抜入試における試験科目等

との対応は表 7の通りです。 

表 7 看護学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（学校推薦型選抜試験） 

入試の種類  

看護学科アドミッション・ポリシー 

学校推薦

型選抜 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿

勢を持っていること 
◎ 

・「エントリーシート」「課題レポート」「実績

報告書」「調査書」による書類審査 

・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を

通して、現代社会の課題を理解・分析したうえで、自

らの考えを様々な方法で創造的に表現できること 

◎ 
・「実績報告書」による書類審査 

・総合問題 

・面接 

文系・理系に偏ることなく高等学校教育における基礎

的な学力を身につけていること。なお、生命科学の基

礎となる生物、化学については、基礎的な知識を身に

つけておくこと 

○ 
・「調査書」による書類審査 

・総合問題 

看護学科の特徴を正しく理解していること ○ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

 

 

② 一般選抜試験 

一般選抜試験は、志願者が「文系・理系に偏ることなく高等学校教育における基礎

的な学力を身につけていること。なお、生命科学の基礎となる生物、化学については、

基礎的な知識を身につけておくこと」を特に重視します。前期日程では、「大学入学共

通テスト」および個別学力検査として「総合問題」、「書類審査」、「面接」の試験で構

成されます。後期日程では、「大学入学共通テスト」の得点に加えて、「書類審査」、「課

題レポート」の得点を合わせて多面的・総合的に評価し、合否を判定します。なお、

アドミッション・ポリシーと一般選抜試験における試験科目等との対応は表 8-1（前期

日程）、表 8-2（後期日程）の通りです。 

表 8-1 看護学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（前期日程） 

入試の種類  

看護学科アドミッション・ポリシー 

一般選抜 

前期 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿勢を持

っていること 
○ 

・「エントリーシート」「実績報告書」「調

査書」による書類審査 

・面接 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を通して、

現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを様々

な方法で創造的に表現できること 

○ 
・「実績報告書」による書類審査 

・総合問題 

・面接 

11



 

 

 

文系・理系に偏ることなく高等学校教育における基礎的な学

力を身につけていること。なお、生命科学の基礎となる生物、

化学については、基礎的な知識を身につけておくこと 

◎ 
・大学入学共通テスト 

・「調査書」による書類審査 

・総合問題 

看護学科の特徴を正しく理解していること ○ 
・「エントリーシート」による書類審査 

・面接 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 

表 8-2 看護学科のアドミッション・ポリシーと試験科目等との対応（後期日程） 

入試の種類  

看護学科アドミッション・ポリシー 

一般選抜

後期 
試験科目等 

豊かな個性と強い学習意欲を有し主体的に取り組む姿勢を持

っていること 
○ 

・「エントリーシート」「実績報告書」「調

査書」による書類審査 

基本的な学習スキルを活用し、他者との対話や議論を通して、

現代社会の課題を理解・分析したうえで、自らの考えを様々

な方法で創造的に表現できること 

○ 
・「エントリーシート」「課題レポート」

「実績報告書」による書類審査 

文系・理系に偏ることなく高等学校教育における基礎的な学

力を身につけていること。なお、生命科学の基礎となる生物、

化学については、基礎的な知識を身につけておくこと 

◎ 
・大学入学共通テスト 

・「調査書」による書類審査 

看護学科の特徴を正しく理解していること ○ 
・「エントリーシート」「課題レポート」

「実績報告書」による書類審査 

注）◎：特に重視するアドミッション・ポリシー 
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2021年度　国際学群⼊学者選抜試験概要（第2報⽤）

出願資格や推薦基準
調査書の

学習成績の
状況

総合型選抜
試験 20 無

■ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
■⾯接
■書類審査（調査書等）

　次の①から④のいずれかに該当し，かつ⑤を満たす者
①⽇本の⾼等学校を卒業⼜は2021（令和3）年3⽉卒
業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び
2021（令和3）年3⽉修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の規定により⾼等学校
卒業と同等以上の学⼒があると認められる者及び2021
（令和3）3⽉31⽇までにこれに該当する者
④その他相当の年齢に達し，本学において⾼等学校を卒
業した者と同等以上の学⼒があると認められた者
⑤本学での学習及び学習以外の活動に⾼い意欲を持つ者

問わない

⼀般推薦 70 無
■⼩論⽂
■⾯接
■書類審査（調査書等）

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，⾼
等学校を2020（令和2）年に卒業した者⼜は2021（令
和3）年3⽉卒業⾒込の者

3.8以上

専⾨⾼校
及び

総合学科
推薦

15 無
■⼩論⽂
■⾯接
■書類審査（調査書等）

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，次
の①②のいずれかに該当する者
　①⾼等学校の職業教育を主とする学科の⾼等学校を
2020（令和2）年に卒業した者⼜は2021（令和3）年
3⽉卒業⾒込の者
　②⾼等学校の総合学科を2020（令和2）年に卒業した
者⼜は　　2021（令和3）年3⽉卒業⾒込の者

3.8以上

試験科⽬等
(第2報︓科⽬のみ）⼊学試験名 募集

⼈員 種別・⼈員内訳
⼤学⼊学
共通テスト
利⽤の有無

総合型選抜
試験

出願資格

学校推薦型
選抜試験

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，次
の①から③のいずれかに該当する者。
　①沖縄本島北部12市町村に所在する⾼等学校を
　　2020（令和2）年に卒業した者⼜は
　　2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者。
　②2020（令和2）年3⽉31⽇以前から1年以上継続
　　して沖縄本島北部12市町村に住所を有し居住して
　　いる者で，⾼等学校を2020（令和2）年に卒業
　　した者⼜は2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者。
　③⾼等学校を2020（令和2）年に卒業した者⼜は
   2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者の保護者、
   配偶者⼜は⼀親等の親族が2020（令和2）年
   3⽉31⽇以前から1年以上継続して沖縄本島北部
   12市町村に住所を有し居住している者。

≪沖縄本島北部及び北部12市町村とは･･･≫
　「名護市」，「国頭村」，「⼤宜味村」，「東村」，「今帰
仁村」，「本部町」，「恩納村」，「宜野座村」，「⾦武
町」，「伊江村」，「伊平屋村」，「伊是名村」のことを指し
ます。
※上記②については，志願者本⼈で住⺠票抄本により確
認してください。
※上記③については，志願者本⼈で住⺠票謄本（保護
者、配偶者⼜は⼀親等の親族と同⼀世帯を成している場
合）⼜は保護者、配偶者⼜は⼀親等の親族の住⺠票抄
本と⼾籍謄本（異なる世帯を成している場合）により確認
してください。
※不明な点がある場合は，名桜⼤学⼊試・広報課まで問
い合わせてください。

3.8以上
■⼩論⽂
■⾯接
■書類審査（調査書等）

無20北部枠
推薦

105
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 2021年度　国際学群⼊学者選抜試験概要（第2報⽤）

⼊学試験名 試験区分 募集
⼈員

⼤学⼊学
共通テスト
利⽤の有無

⼤学⼊学共通テストの利⽤科⽬
(第2報︓科⽬のみ）

個別学⼒検査
(第2報︓科⽬のみ） 出願資格

Ａ⽅式 80 有

■⼩論⽂
■英語
■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試共通テ
ストを受験した者で次の①から④のいずれ
かに該当する者

①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和3）
年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育を
修了した者及び2021（令和3）年3⽉
修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の規定
により⾼等学校卒業と同等以上の学⼒が
あると認められる者及び2021（令和3）
年3⽉31⽇までにこれに該当する者
④その他相当の年齢に達し，本学におい
て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た者

Ｂ⽅式 40 有

■⼩論⽂
■英語
■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試共通テ
ストを受験した者で次の①から④のいずれ
かに該当する者

①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和3）
年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育を
修了した者及び2021（令和3）年3⽉
修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の規定
により⾼等学校卒業と同等以上の学⼒が
あると認められる者及び2021（令和3）
年3⽉31⽇までにこれに該当する者
④その他相当の年齢に達し，本学におい
て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た者

■国語
■英語（リスニングを含む）
■地理歴史・公⺠，数学，理科から1科⽬を
　選択
＊地理歴史・公⺠，数学の教科・科⽬から、２
科⽬以上受験した場合は、⾼得点の１科⽬を合
否判定に利⽤する。
※「理科」を合否判定に利⽤したい場合は、ア⼜
はイに記載された科⽬の中から受験する。
　　　ア︓「物理基礎」「化学基礎」
　　　　　「⽣物基礎」「地学基礎」から
           ２科⽬を選択（受験科⽬の
           組み合わせは問いません）
　　　イ︓「物理」「化学」「⽣物」「地学」
※アに記載された２科⽬の得点が⾼得点の場合
は、それを合否判定に利⽤（得点を１科⽬分とし
て）
※イに記載された１科⽬が⾼得点の場合は、その
科⽬を合否判定に利⽤

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試共通テ
ストを受験した者で次の①から④のいずれ
かに該当する者
　①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和
3）年3⽉卒業⾒込の者
　②通常の課程による12年の学校教育を
修了した者及び2021（令和3）年3⽉
修了⾒込の者
　③学校教育法施⾏規則第150条の規
定により⾼等学校卒業と同等以上の学⼒
があると認められる者及び2021（令和
3）年3⽉31⽇までにこれに該当する者
　④その他相当の年齢に達し，本学にお
いて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た者

2021年度⼊試・・・要検討

⼀般選抜
⼊学試験

■⼩論⽂
■書類審査（調査書
等）

有20後期
⽇程

⼀般選抜
⼊学試験

種別・⼈員内訳

前期
⽇程 120

■国語
■英語（リスニングを含む）
■地理歴史・公⺠から1科⽬を選択
　＊2科⽬以上受験した場合は⾼得点の
　　1科⽬を合否判定に利⽤する。
■数学から1科⽬を選択
　＊2科⽬受験した場合は⾼得点の1科⽬を
　　合否判定に利⽤する。
■理科から1科⽬を選択
　 ＊理科については次のア⼜はイに記載された科
⽬から１科⽬。
　　ア︓「物理基礎」「化学基礎」
　　　　「⽣物基礎」「地学基礎」
        から2科⽬を選択（受験科⽬の
        組み合わせは問いません）
　　イ︓「物理」「化学」「⽣物」「地学」
※アに記載された科⽬を２科⽬受験した場合は、その
得点を１科⽬分として合否判定に利⽤
※イに記載された科⽬を２科⽬受験した場合は、⾼得
点の１科⽬を合否判定に利⽤
※アに記載された２科⽬とイに記載された１科⽬の両
⽅を受験した場合、⾼得点のいずれかを合否判定に利
⽤

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）
■英語（リスニングを含む）
■国語，地理歴史・公⺠，数学，理科
　　から2科⽬を選択
　　＊3科⽬以上受験した場合は⾼得点の
　　2科⽬を合否判定に利⽤する
　*「理科」を合否判定に利⽤したい場合は、ア⼜
はイに記載された科⽬の中から受験する。
　　　ア︓「物理基礎」「化学基礎」
　　　　　「⽣物基礎」「地学基礎」から
            ２科⽬を選択（受験科⽬の
            組み合わせは問いません）
　　　イ︓「物理」「化学」「⽣物」「地学」
※アに記載された２科⽬の得点が⾼得点の場合
は、それを合否判定に利⽤（得点を１科⽬分とし
て）
※イに記載された１科⽬が⾼得点の場合は、その
科⽬を合否判定に利⽤

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）
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2021年度　⼈間健康学部⼊学者選抜試験概要（第2報⽤）

出願資格や推薦基準
調査書の

学習成績の状
況

総合型選抜
試験

ｽﾎﾟｰﾂ
健康学科 10 無

■プレゼンテーション・⾯
接
■総合問題
■書類審査（調査書
等）

　次の①から④のいずれかに該当し，かつ⑤を満たす者
①⽇本の⾼等学校を卒業⼜は2021（令和3）年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者及び2021（令和
3）年3⽉修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の規定により⾼等学校卒業と同等以
上の学⼒があると認められる者及び2021（令和3）3⽉31⽇までにこ
れに該当する者
④その他相当の年齢に達し，本学において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た者
⑤本学での学習及び学習以外の活動に⾼い意欲を持つ者

問わない

⼀般推薦 20 無

■プレゼンテーション・⾯
接
■総合問題
■書類審査（調査書
等）

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，特別活動や
⼈間⼒に優れた者及び将来の進路として健康⽀援（健康・養護等）
の分野を考えている者で，⾼等学校を2020（令和2）年に卒業した
者⼜は2021（令和3）年3⽉卒業⾒込の者

3.8以上

北部枠
推薦 15 無

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，次の①から③
のいずれかに該当する者で，かつ④に該当する者
　①沖縄本島北部12市町村に所在する⾼等学校を2020（令和2）
　　年に卒業した者⼜は2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者。
　②2020（令和2）年3⽉31⽇以前から1年以上継続して沖縄
　　本島北部12市町村に住所を有し居住している者で，⾼等学校
　　を2020（令和2）年に卒業した者⼜は2021（令和3）年3⽉
　　に卒業⾒込の者。
　③⾼等学校を2020（令和2）年に卒業した者⼜は2021（令和
    3）年3⽉に卒業⾒込の者の保護者、配偶者⼜は⼀親等の
    親族が2020（令和2）年3⽉31⽇以前から1年以上継続
    して沖縄本島北部12市町村に住所を有し居住している者。

≪沖縄本島北部及び北部12市町村とは･･･≫
　「名護市」，「国頭村」，「⼤宜味村」，「東村」，「今帰仁村」，「本
部町」，「恩納村」，「宜野座村」，「⾦武町」，「伊江村」，「伊平屋
村」，「伊是名村」のことを指します。
※上記②については，志願者本⼈で住⺠票抄本により確認してくださ
い。
※上記③については，志願者本⼈で住⺠票謄本（保護者、配偶者⼜
は⼀親等の親族と同⼀世帯を成している場合）⼜は保護者、配偶者
⼜は⼀親等の親族の住⺠票抄本と⼾籍謄本（異なる世帯を成してい
る場合）により確認してください。
※不明な点がある場合は，名桜⼤学⼊試・広報課まで問い合わせてく
ださい。

3.8以上

■プレゼンテーション・⾯
接
■総合問題
■書類審査（調査書
等）

種別・⼈員内訳
⼤学⼊学
共通テスト
利⽤の有無

総合型選抜
試験

試験科⽬等
(第2報︓科⽬のみ）

学校推薦型
選抜試験

ｽﾎﾟｰﾂ
健康学科 35

出願資格

⼊学試験名 学科名 募集
⼈員
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出願資格や推薦基準
調査書の

学習成績の状
況

⼀般推薦 15 無

■総合問題
■⾯接
■書類審査（調査書
等）

⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，沖縄県内所在
及び⿅児島県奄美地域所在【注】の⾼等学校出⾝者で次の①②のい
ずれかに該当し，かつ，③の基準を満たしている者
①⾼等学校を2021（令和3）年3⽉卒業⾒込の者
②⾼等学校を2020（令和2）年4⽉1⽇から10⽉31⽇までの間に卒
業した者
③⼈物が優秀で出⾝⾼等学校⻑が責任を持って推薦し，かつ，学科
　の定めた推薦基準を満たしている者
【注】
　⿅児島県奄美地域所在⾼等学校の定義
　　⇒ ⿅児島県⼤島教育事務所管内に
　　　　所在する⾼等学校
　　　　（中等教育学校を含む）

4.2以上

出願資格

無

■総合問題
■⾯接
■書類審査（調査書
等）

　⾼等学校において⼈物が優秀であると認められた者で，次の①から③
のいずれかに該当する者。
①沖縄本島北部12市町村に所在する⾼等学校を2021（令和3）
  年3⽉に卒業⾒込の者⼜は2020（令和2）年4⽉1⽇から
　2020（令和2）年10⽉31⽇までに卒業した者。
②2020（令和2）年3⽉31⽇以前から1年以上継続して沖縄
　本島北部12市町村に住所を有し居住している者で，⾼等学校
　を2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者⼜は2020（令和2）
　年4⽉1⽇から2020（令和2）年10⽉31⽇までに卒業した者。
③⾼等学校を2021（令和3）年3⽉に卒業⾒込の者⼜は2020
 （令和2）年4⽉1⽇から2020（令和2）年10⽉31⽇までに
  卒業した者の保護者、配偶者⼜は⼀親等の親族が2020（令和
  2）年3⽉31⽇以前から1年以上継続して沖縄本島北部12市
  町村に住所を有し居住している者。

≪沖縄本島北部及び北部12市町村とは･･･≫
　「名護市」，「国頭村」，「⼤宜味村」，「東村」，「今帰仁村」，「本
部町」，「恩納村」，「宜野座村」，「⾦武町」，「伊江村」，「伊平屋
村」，「伊是名村」のことを指します。
※上記②については，志願者本⼈で住⺠票抄本により確認してくださ
い。
※上記③については，志願者本⼈で住⺠票謄本（保護者、配偶者⼜
は⼀親等の親族と同⼀世帯を成している場合）⼜は保護者、配偶者
⼜は⼀親等の親族の住⺠票抄本と⼾籍謄本（異なる世帯を成してい
る場合）により確認してください。
※不明な点がある場合は，名桜⼤学⼊試・広報課まで問い合わせてく
ださい。

4.0以上

⼊学試験名 学科名 募集
⼈員 種別・⼈員内訳

⼤学⼊試
ｾﾝﾀｰ試験

利⽤の有無

学校推薦型
選抜試験 看護学科 30

北部枠
推薦 15

試験科⽬等
(第2報︓科⽬のみ）
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 2021年度　⼈間健康学部⼊学者選抜試験概要（第2報⽤）

⼊学試験名 学科名 試験
区分

募集
⼈員

⼤学⼊学
共通テスト
利⽤の有無

⼤学⼊学共通テストの利⽤科⽬
(第2報︓科⽬のみ）

個別学⼒検査
(第2報︓科⽬のみ） 出願資格

■総合問題
■⾯接
■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試ｾﾝ
ﾀｰ試験を受験した者で次の①から④の
いずれかに該当する者
　①⾼等学校を卒業⼜は2021（令
和3）年3⽉卒業⾒込の者
　②通常の課程による12年の学校教
育を修了した者及び2021（令和3）
年3⽉修了⾒込の者
　③学校教育法施⾏規則第150条の
規定により⾼等学校卒業と同等以上
の学⼒があると認められる者及び2021
（令和3）年3⽉31⽇までにこれに該
当する者
　④その他相当の年齢に達し，本学に
おいて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た者

■外国語の科⽬（英語、ドイツ語、フランス語、
中国語、韓国語）から1科⽬を選択
※「英語」を選択する場合は、筆記とリスニング
双⽅を受験すること
■国語、数学の科⽬から1科⽬を選択
※　国語、数学の教科のうち２科⽬以上受験
した場合は、⾼得点の１科⽬を合否判定に利
⽤する。
■地理歴史・公⺠、理科の科⽬から1科⽬を選
択
＊理科については、次のア⼜はイのとおりとする。
　ア︓「物理基礎」「化学基礎」
　　　　「⽣物基礎」「地学基礎」
　　　　から２科⽬（受験科⽬の
　　　　組み合わせは問いません）
イ︓「物理」「化学」「⽣物」「地学」

※　数学、地理歴史・公⺠、理科の教科のうち
２科⽬以上受験した場合は、⾼得点の１科⽬
を合否判定に利⽤。ただし、理科については次
のとおりとする。
　アに記載された２科⽬の得点が⾼得点の場
合は、それを合否判定に利⽤（得点を１科⽬
分とする）
　イに記載された１科⽬が⾼得点の場合は、そ
の科⽬を合否判定に利⽤

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）

■グループワーク
■⾯接
■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試ｾﾝ
ﾀｰ試験を受験した者で次の①から④の
いずれかに該当する者

①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和
3）年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育
を修了した者及び2021（令和3）年
3⽉修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の
規定により⾼等学校卒業と同等以上
の学⼒があると認められる者及び2021
（令和3）年3⽉31⽇までにこれに該
当する者
④その他相当の年齢に達し，本学にお
いて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た者

種別・⼈員内訳

前期
⽇程 40

■外国語の科⽬（英語、ドイツ語、フランス語、
中国語、韓国語）から1科⽬を選択
※「英語」を選択する場合は、筆記とリスニング
双⽅を受験すること
■国語、数学の科⽬から1科⽬を選択
※　国語、数学の教科のうち２科⽬以上受験
した場合は、⾼得点の１科⽬を合否判定に利
⽤する。
■地理歴史・公⺠、理科の科⽬から1科⽬を選
択
＊理科については、次のア⼜はイのとおりとする。
　　　ア︓「物理基礎」「化学基礎」
　　　　　　「⽣物基礎」「地学基礎」
　　　　　　から２科⽬（受験科⽬の
　　　　　　組み合わせは問いません）
イ︓「物理」「化学」「⽣物」「地学」

※　数学、地理歴史・公⺠、理科の教科のうち
２科⽬以上受験した場合は、⾼得点の１科⽬
を合否判定に利⽤。ただし、理科については次
のとおりとする。
　アに記載された２科⽬の得点が⾼得点の場
合は、それを合否判定に利⽤（得点を１科⽬
分とする）
　イに記載された１科⽬が⾼得点の場合は、そ
の科⽬を合否判定に利⽤

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）

⼀般選抜
⼊学試験

ｽﾎﾟｰﾂ健康
学科

後期
⽇程 10 有

有
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 2021年度　⼈間健康学部⼊学者選抜試験概要（第2報⽤）

⼊学試験名 学科名 試験
区分

募集
⼈員

⼤学⼊試
共通テスト
利⽤の有無

⼤学⼊試共通テストの利⽤科⽬
(第2報︓科⽬のみ）

個別学⼒検査
(第2報︓科⽬のみ） 出願資格

前期
⽇程 45 有

■国語
■英語（リスニングを含む）
■地理歴史・公⺠から1科⽬を選択
■数学（「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学A」，「数
学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学B」から1科⽬を選択）
■理科
次のア・イ・ウの中から１科⽬を受験
ア︓「化学基礎」と「⽣物基礎」で1科⽬
イ︓「化学」
ウ︓「⽣物」
※　地理歴史・公⺠、理科の教科のうち２科⽬
以上受験した場合は、⾼得点の１科⽬を合否
判定に利⽤する。

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）

■総合問題
■⾯接
■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試ｾﾝ
ﾀｰ試験を受験した者で次の①から④の
いずれかに該当する者

①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和
3）年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育
を修了した者及び2021（令和3）年
3⽉修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の
規定により⾼等学校卒業と同等以上
の学⼒があると認められる者及び2021
（令和3）年3⽉31⽇までにこれに該
当する者
④その他相当の年齢に達し，本学にお
いて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た者

後期
⽇程 5 有

■国語
■英語（リスニングを含む）
■地理歴史・公⺠から1科⽬を選択
■数学（「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学A」，「数
学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学B」から1科⽬を選択）
■理科
次のア・イ・ウの中から１科⽬を受験
　ア︓「化学基礎」と「⽣物基礎」で1科⽬
　イ︓「化学」
　ウ︓「⽣物」
※　地理歴史・公⺠、理科の教科のうち２科⽬
以上受験した場合は、⾼得点の１科⽬を合否
判定に利⽤する。

●国語・数学について、択⼀式問題に加え記述
式問題も評価の対象とする
（段階別評価の取扱いについては検討中）

■書類審査（調査書
等）

　2021（令和3）年度⼤学⼊試ｾﾝ
ﾀｰ試験を受験した者で次の①から④の
いずれかに該当する者

①⾼等学校を卒業⼜は2021（令和
3）年3⽉卒業⾒込の者
②通常の課程による12年の学校教育
を修了した者及び2021（令和3）年
3⽉修了⾒込の者
③学校教育法施⾏規則第150条の
規定により⾼等学校卒業と同等以上
の学⼒があると認められる者及び2021
年（令和3）3⽉31⽇までにこれに該
当する者
④その他相当の年齢に達し，本学にお
いて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た者

種別・⼈員内訳

⼀般選抜
⼊学試験 看護学科
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