2021 年 7 月 2 日

令和 4（2022）年度

人間健康学部スポーツ健康学科入学者選抜概要

※令和 4（2022）年度学生募集要項は、7 月上旬に発表予定です。詳細は当要項で明示します。
※令和 2（2020）年 6 月 30 日に「【最終報第３報】令和 4（2022）年度名桜大学入学者選抜について（予告）」で公表し
ている内容において、現時点で決定している令和 4（2022）年度の入学者選抜における選抜方法等の変更についてお
知らせします。
※新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、下記の概要に記載されている選抜方法とは異なる方法で選抜を
実施することがあり得ます。その際は、速やかに大学ホームページで発表します。

選抜区分：一般選抜［募集人員合計 50 人（前期日程 40 人・後期日程 10 人）］
（１）前期日程
募集人員

種別・人員

大学入学共通テスト

内訳

利用の有無

個別学力調査
■グループワーク

40

―

有

■プレゼンテーション・面接
■書類審査（調査書等）

大学入学共通テストの利用科目
■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、リーディング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・公民、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わない）
イ：
「物理」
「化学」「生物」
「地学」
＊数学、地理歴史・公民、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
出願資格
令和４(2022)年度大学入学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(中等教育学校を含む)を卒業した者又は令和４(2022)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又は令和４(2022)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を卒業した者と同等以上の学力があると認められる
者又は令和４(2022)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
又は令和 4(2022)年 3 月 31 日までにこれに該当する者
試験会場

願書受付期間／試験日／合格発表

備考
■大学入学共通テストの成績，グループワ

願書受付
本学

2022 年 1 月下旬～2 月上旬

個別学力検査
合格発表

2022 年 2 月 25 日(金)

2022 年 3 月上旬

ーク，プレゼンテーション・面接及び書類
審査をもとに総合的に合否判定する。
■「地理歴史・公民」
「理科」について，第
1 解答科目，第 2 解答科目は問わない。
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配点
書類審査
エントリー

調査書・

シート

実績報告書

個別学力検査

大学入学共通テスト

グループ プレゼン
テーション
ワーク
・面接

外国語

国語/数学

地理歴史・
公民/理科

小計

200
100

100

100

(英語を選択した場合
はリーディング 100、
リスニング 100)

200

100

500

合計

700
800

出題方針・評価方針
大学入学共通テスト：

高等学校における学習の達成度を評価します。教科は、外国語、国語・数学（内

１科目選択）、地理歴史・公民・理科（内１科目選択）の３科目より、「知識・技能」、
「思考力・判断
力・表現力」の評価を行います。
書類審査：

「調査書」や「実績報告書」は高校学校等における活動や取り組みの状況を示す貴重な資料

となります。高等学校等における学びの成果や姿勢を評価するために実施します。学力の３要素のう
ち、主に「知識・技能」、
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について評価します。
グループワーク： 集団内での受験生間相互の様子の観察により、
「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」について評価します。
※グループワークでは、
「作業型」または「ゲーム形式型」の課題を行なってもらい、課題解決の過程を観察によ
り評価します。

プレゼンテーション・面接：プレゼンテーションと、面接を通じて「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」
、およびスポーツ健康学科に対する適性などを評価します。
※プレゼンテーションでは、事前に提示された問い(2022/1/18、HP にて発表予定)について、暗記した
内容を機械的に述べるのではなく、的確でわかりやすく表現ができるかについて重視します。
※個人面接では、プレゼンテーションの内容、志望動機、将来の目標などについて、受け答えや、他者
と理解し合おうとする態度・試みを重視し評価します。面接では、エントリーシートや実績報告書等
も活用します。
※個人面接を行います。面接官との対話を通じて「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」
、およびスポーツ健康学科に対する適性などを評価します。
※面接では、アドミッションポリシーの理解、志望動機、将来の目標などについて、受け答えや、他者と理解し
合おうとする態度・試みを重視し評価します。調査書や実績報告書等も活用します。
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（２）後期日程
試験区分

種別・人員

大学入学共通テスト

内訳

利用の有無

個別学力調査
■総合問題

10

―

有

■オンライン面接
■書類審査（調査書等）

大学入学共通テストの利用科目
■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、リーディング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・公民、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わない）
イ：「物理」
「化学」
「生物」
「地学」
＊数学、地理歴史・公民、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
出願資格
令和４(2022)年度大学入学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(中等教育学校を含む)を卒業した者又は令和４(2022)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又は令和４(2022)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を卒業した者と同等以上の学力があると認められる
者又は令和４(2022)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
又は令和 4(2022)年 3 月 31 日までにこれに該当する者
試験会場

願書受付期間／試験日／合格発表

備考
■大学入学共通テストの成績，総合問題，オ
ンライン面接及び書類審査をもとに総合的に

願書受付

オンライン

2022 年 1 月下旬～2 月上旬

個別学力検査

本学、福岡

合格発表

2022 年 3 月 12 日(土)

2022 年 3 月下旬

合否判定する。
■「地理歴史・公民」
「理科」について，第 1
解答科目，第 2 解答科目は問わない。
■オンライン等で行いますので、試験会場を
設定することはありません。

配点
書類審査
エントリー

調査書・

シート

実績報告書

個別学力検査
オンライン 総合
面接

問題

大学入学共通テスト
外国語

国語/数学

地理歴史
・公民/理科

小計

200
100

100

100

(英語を選択した場合は
リーディング 100、リス
ニング 100)
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出題方針・評価方針
大学入学共通テスト：

高等学校における学習の達成度を評価します。教科は、外国語、国語・数学（内

１科目選択）、地理歴史・公民、理科（内１科目選択）の３科目より、「知識・技能」、
「思考力・判断
力・表現力」の評価を行います。
書類審査：

「調査書」や「実績報告書」は高校学校等における活動や取り組みの状況を示す貴重な資料

となります。高等学校等における学びの成果や姿勢を評価するために実施します。学力の３要素のう
ち、主に「知識・技能」、
「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」について評価します。
総合問題：

「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」を評価するために、小論文による日本語力を問

う問題を中心に、一部英語力を問う問題、基礎的な数学・理科の能力を問う問題、図形・データに関
する基礎的な問題などを含む形式にて、総合的に出題します。
オンライン面接：

個人面接を行います。面接官との対話を通じて「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」
、およびスポーツ健康学科に対する適性などを評価します。
※面接では、アドミッションポリシーの理解、志望動機、将来の目標などについて、受け答えや、他者と理解し合
おうとする態度・試みを重視し評価します。エントリーシート調査書や実績報告書等も活用します。
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