平成 26 年 5 月
平成 27 年度（2015 年度）入学試験における主な変更点について
常葉大学

平成 27 年度（2015 年度）常葉大学入学試験（平成 26 年度実施の入学試験）について、主な変更点は以下の
通りです。
詳細については、
「平成 27 年度入学試験要項」で必ずご確認ください。

【一般推薦入試】
学部等
健康科学部

造形学部

現行
【選抜方法】
小論文（100 点・90 分・800～1000 字）、面接、
調査書等
【選抜方法】
鉛筆デッサン・作品提出・小論文から１つ選択、
面接、調査書等

⇒

⇒

平成 27 年度入試
【選抜方法】
国語基礎力調査（50 点・30 分）、小論文（50 点・60 分・600
～800 字）、面接、調査書等
【選抜方法】
鉛筆デッサンまたは小論文のいずれか１つ選択、面接、
調査書等

【自己推薦入試】
学部等

現行
【出願資格】
以下のすべてに該当する者
(1)高等学校を平成 25 年 3 月に卒業した者及び平成
26 年 3 月卒業見込みの者
(2)本学で学びたいという強い意欲を持ち、自己推薦
書を提出できる者

教育学部
外国語学部
造形学部
法学部
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
経営学部
社会環境学部
保育学部

⇒

造形学部

【選抜方法】
鉛筆デッサン・作品提出・小論文から１つ選択、
面接、自己推薦書、調査書等

⇒

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部

自己推薦入試Ⅱ期を実施

⇒
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【出願資格】
以下(1)及び(2)に該当する者
(1)以下のいずれかに該当する者
①高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成
27 年 3 月卒業見込みの者
②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及
び修了見込みの者
③特別支援学校の高等部又は高等専門学校の 3 年次
を修了した者及び平成 27 年 3 月修了見込みの者
④外国において、学校教育における 12 年の課程を修
了した者及び平成 27 年 3 月までに修了見込みの者
（12 年未満の課程の場合は、さらに指定された準備
教育課程又は研修施設の課程等を修了する必要が
ある）
⑤外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試
験に合格した者（12 年未満の課程の場合は、さらに
指定された準備教育課程又は研修施設の課程等を
修了する必要がある）
⑥日本において、外国の高等学校相当として指定した
外国人学校を修了した者及び平成 27 年 3 月までに
修了見込みの者（12 年未満の課程の場合は、さらに
指定された準備教育課程又は研修施設の課程等を
修了する必要がある）
⑦高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を
修了した者及び平成 27 年 3 月修了見込みの者
⑧指定された専修学校の高等課程を修了した者及び平
成 27 年 3 月修了見込みの者
⑨旧制学校等を修了した者
⑩国際バカロレア、アビトゥア、バカロレアなど、外国の
大学入学資格の保持者
⑪国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受
けた外国人学校の 12 年の課程を修了した者（CIS の
旧名称である ECIS の認定を受けた外国人学校の 12
年の課程を修了したものについても入学資格が認め
られます）
⑫高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者
⑬本学において個別の入学資格審査により認めた者
(2)本学で学びたいという強い意欲を持ち、自己推薦書を提
出できる者
【選抜方法】
鉛筆デッサンまたは小論文のいずれか１つ選択、面接、
自己推薦書、調査書等
自己推薦入試Ⅱ期は実施しない

【スポーツ推薦入試】
学部等
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（こども健康学科、
心身ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科、
健康鍼灸学科、
健康柔道整復学科）

現行
【募集種目】
硬式野球（男）、剣道（男女）、バスケットボール（男
女）、サッカー（男）、陸上（男女）、ラグビー（男）、合
気道（男女）、バドミントン（男女）、バレーボール（男
女）、全国高等学校体育連盟に加盟している種目

⇒

【選抜方法】
小論文、面接、スポーツ能力試験（セレクション）、調査書等

【選抜方法】
小論文、面接、スポーツ実技、調査書等
【募集種目】
＜浜松キャンパス＞
硬式野球（男）、剣道（男女）、バスケットボール（男
女）、サッカー（男）、陸上（男女）、ラグビー（男）、合
気道（男女）、バドミントン（男女）、バレーボール（男
女）、全国高等学校体育連盟に加盟している種目

経営学部

＜富士キャンパス＞
野球（男）、バスケットボール（男）、サッカー（男）、水
泳（男女）、全国高等学校体育連盟に加盟している
種目

平成 27 年度入試
【募集種目】
硬式野球（男）、剣道（男女）、バスケットボール（男女）、サ
ッカー（男）、陸上（男女）、全国高等学校体育連盟に加盟
している種目

【募集種目】
＜浜松キャンパス＞
硬式野球（男）、剣道（男女）、バスケットボール（男女）、サ
ッカー（男）、陸上（男女）、全国高等学校体育連盟に加盟
している種目
⇒

＜富士キャンパス＞
野球（男）、サッカー（男）、水泳（男女）、全国高等学校体
育連盟に加盟している種目
【選抜方法】
小論文、面接、スポーツ能力試験（セレクション）、調査書等

【選抜方法】
小論文、面接、調査書等

社会環境学部

【募集種目】
野球（男）、バスケットボール（男）、サッカー（男）、水
泳（男女）、全国高等学校体育連盟に加盟している
種目

【募集種目】
野球（男）、サッカー（男）、水泳（男女）、全国高等学校体
育連盟に加盟している種目
⇒

【選抜方法】
小論文、面接、調査書等

【選抜方法】
小論文、面接、スポーツ能力試験（セレクション）、調査書等

【特別入試（社会人・帰国生）】
学部等
造形学部

現行
【選抜方法】
鉛筆デッサン・作品提出・小論文から１つ選択、
面接、調査書等
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⇒

平成 27 年度入試
【選抜方法】
鉛筆デッサンまたは小論文のいずれか１つ選択、面接、
調査書等

【ＡＯ入試】
学部等

現行
【出願資格】
以下のすべてに該当する者
(1)高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平
成 26 年 3 月卒業見込みの者で、出願学科を専願
とし、入学を希望する者
(2)エントリーシートを提出し、学部（学科）ごと実施さ
れる体験授業を定められた回数受講していること

外国語学部
造形学部
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
経営学部
社会環境学部
保育学部

保育学部

⇒

ＡＯ入試Ⅱ期を実施

⇒
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【出願資格】
以下(1)から(3)のすべてに該当する者
(1)以下のいずれかに該当する者
①高等学校又は中等教育学校を卒業した者及び平成
27 年 3 月卒業見込みの者
②通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者及
び修了見込みの者
③特別支援学校の高等部又は高等専門学校の 3 年次
を修了した者及び平成 27 年 3 月修了見込みの者
④外国において、学校教育における 12 年の課程を修
了した者及び平成 27 年 3 月までに修了見込みの者
（12 年未満の課程の場合は、さらに指定された準備
教育課程又は研修施設の課程等を修了する必要が
ある）
⑤外国における、12 年の課程修了相当の学力認定試
験に合格した者（12 年未満の課程の場合は、さらに
指定された準備教育課程又は研修施設の課程等を
修了する必要がある）
⑥日本において、外国の高等学校相当として指定した
外国人学校を修了した者及び平成 27 年 3 月までに
修了見込みの者（12 年未満の課程の場合は、さらに
指定された準備教育課程又は研修施設の課程等を
修了する必要がある）
⑦高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を
修了した者及び平成 27 年 3 月修了見込みの者
⑧指定された専修学校の高等課程を修了した者及び
平成 27 年 3 月修了見込みの者
⑨旧制学校等を修了した者
⑩国際バカロレア、アビトゥア、バカロレアなど、外国の
大学入学資格の保持者
⑪国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受
けた外国人学校の 12 年の課程を修了した者（CIS の
旧名称である ECIS の認定を受けた外国人学校の 12
年の課程を修了したものについても入学資格が認め
られます）
⑫高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者
⑬本学において個別の入学資格審査により認めた者
(2)出願学科を専願とし、入学を希望する者
(3)エントリーシートを提出し、学部（学科）ごと実施される体
験授業を定められた回数受講しているもの
ＡＯ入試Ⅱ期は実施しない

【奨学生入試／特待生入試／一般入試（前期日程・後期日程）】
学部等
教育学部（初等教育
課程の数学専攻は該
当せず）
外国語学部
法学部
健康科学部
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
保健医療学部
経営学部
社会環境学部
保育学部

現行
【試験科目】
必須科目および選択科目の一部として

平成 27 年度入試
【試験科目】
必須科目および選択科目の一部として

理科は「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」のいずれか１科目

理科は「化学基礎」と「生物基礎」の２科目で１科目分の扱
いとする
⇒

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（健康栄養学科）

３教科型と２教科型を実施

⇒

３教科型のみ実施（２教科型は実施しない）

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（こども健康学科）

【試験科目】
英語必須、国語・地歴公民・理科・数学（『数学Ⅰ・数
学Ａ』）のうち２教科２科目選択

⇒

【試験科目】
国語・英語必須、地歴公民・理科・数学（『数学Ⅰ・数学
Ａ』）のうち１教科１科目選択

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（健康鍼灸学科/
健康柔道整復学科）

【試験科目】
＜３教科型＞
英語必須、国語・理科・数学（『数学Ⅰ・数学Ａ』）から
２教科２科目選択

⇒

＜２教科型＞
英語・国語・理科・数学（『数学Ⅰ・数学Ａ』）から２教
科２科目選択

【試験科目】
＜３教科型＞
英語必須、国語・地歴公民・理科・数学（『数学Ⅰ・数学
Ａ』）から２教科２科目選択
＜２教科型＞
英語・国語・地歴公民・理科・数学（『数学Ⅰ・数学Ａ』）から
２教科２科目選択

【センター試験利用入試（前期日程・後期日程）】
学部等
教育学部
健康科学部
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
保健医療学部
社会環境学部
保育学部
健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（健康栄養学科）

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（こども健康学科）

現行

平成 27 年度入試
【採用科目】
選択科目の一部として

【採用科目】
選択科目の一部として
理科は「理科総合Ａ」「理科総合Ｂ」「物理Ⅰ」
「化学Ⅰ」「生物Ⅰ」「地学Ⅰ」のいずれか１科目
※学部学科により採用科目は異なる

⇒

３教科型と２教科型を実施

⇒

３教科型のみ実施（２教科型は実施しない）

⇒

【試験科目】
＜３教科型＞
国語・英語必須、地歴公民・理科・数学のうち１教科１科目
選択（ただし、理科の基礎を付した科目は２科目で１科目分
として扱う）

【試験科目】
＜３教科型＞
英語必須、国語・地歴公民・理科・数学のうち２教科
２科目選択
【試験科目】
＜３教科型＞
英語必須、国語・理科・数学のうち２教科２科目選択

健康ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ学部
（健康鍼灸学科 ・
健康柔道整復学科）

＜２教科型＞
英語・国語・理科・数学のうち英語または国語を含む
２教科２科目選択
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⇒

理科は「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目
または「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から
２科目
（基礎を付した科目は２科目で１科目分として扱う）
※学部学科により採用科目は異なる

【試験科目】
＜３教科型＞
英語必須、国語・地歴公民・理科・数学のうち２教科２科目
選択（ただし、理科の基礎を付した科目は２科目で１科目分
として扱う）
＜２教科型＞
英語・国語・地歴公民・理科・数学のうち２教科２科目選択
（ただし、理科の基礎を付した科目は２科目で１科目分とし
て扱う）

