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平成 29年 5月 

常葉大学 

 

平成 30年度（2018年度）入学試験における主な変更点について 

 

平成 30年度（2018年度）常葉大学入学試験（平成 29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、「2018 入試ガイド」及び「平成 30年度入学試験要項」で必ずご確認ください。 

 
【入学定員増（認可申請中）】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

保育学部 入学定員                 80 名 ⇒ 入学定員                 160名 

 
【AO 入試】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

保育学部 

【募集人員】 
保育学科〔Ⅰ期〕                 10名 

⇒ 

【募集人員】 
保育学科〔Ⅰ期〕               20名 

【選抜方法】 
保育学科〔Ⅰ期〕 

面接（個人面接および集団面接） 

【選抜方法】 
保育学科〔Ⅰ期〕 

面接（個人面接） 

 
【一般推薦入試】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

教育学部 

【出願方法】 

初等教育課程 
専攻別に出願（第２志望まで志願可） 
＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音

楽専攻＞ 

⇒ 

【出願方法】 

初等教育課程 
初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択し
ない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専
攻に進むが、人数制限や１年次の成績による選抜が課
される可能性あり） 

【選抜方法】 
初等教育課程 
基礎学力適性検査 100 点、面接 100 点、調査書

等、音楽実技試験（音楽専攻志願者のみ。段階評
価） 

【選抜方法】 
初等教育課程 
基礎学力適性検査100点、面接100点、調査書等、音

楽実技（選択可） 
※音楽実技（ピアノ、声楽、管弦打楽器から２つ組み合
わせ）を選択した場合 、面接点（100 点）に最大 20 点

加点（但し加点は面接点の満点を限度とする） 

【試験内容】 
生涯学習学科 生涯スポーツ専攻 

体育実技試験 
①マット運動〈倒立前転～開脚前転～前転足交差

1/2ひねり～開脚後転～伸膝後転〉 

②選択種目一球技（バレーボール〈オーバーハン
ドパス、アンダーハンドパス、サーブ、スパイ
ク〉、バスケットボール〈パス、ドリブルシュート、

ジャンプシュート〉から選択） 

【試験内容】 
生涯学習学科 生涯スポーツ専攻 

体育実技試験 
①マット運動〈倒立前転～開脚前転～前転足交差 1/2
ひねり～開脚後転～伸膝後転〉 

②ラジオ体操第一 

保育学部 
【募集人員】 
保育学科                       12名 

⇒ 
【募集人員】 
保育学科                      24 名 

 
【自己推薦入試】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

保育学部 
【募集人員】 
保育学科〔Ⅰ期〕                 2 名 

⇒ 
【募集人員】 
保育学科〔Ⅰ期〕                  4 名 

 
【スポーツ推薦入試】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

健康プロデュース学部 

【選抜方法】 
こども健康学科 

心身マネジメント学科 
健康鍼灸学科 
健康柔道整復学科 

 
スポーツ能力試験（実技試験）、 
小論文（100 点・90 分・800～1000 字）、 

面接、調査書等 

⇒ 

【選抜方法】 
こども健康学科 

心身マネジメント学科 
健康鍼灸学科 
健康柔道整復学科 

 
スポーツ能力試験（書類審査等）、 
小論文（100 点・90 分・800～1000 字）、 

面接 100点、調査書等 
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【奨学生入試・一般入試〔前期日程・後期日程〕】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

教育学部 

【出願方法】 
初等教育課程 
専攻別に出願（第２志望まで志願可） 

＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音
楽専攻＞ 

⇒ 

【出願方法】 
初等教育課程 
初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択し

ない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専

攻に進むが、人数制限や１年次の成績による選抜が課

される可能性あり） 

 

【選抜方法】 
初等教育課程 
●国語専攻・社会専攻・理科専攻 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 
外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

 
〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政

治・経済」 

理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」
から２科目選択） 
数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数

学Ⅱ・数学Ｂ』 
から１教科１科目（高得点利用） 

 

計３教科で判定（各 100 点×3＝300点）              
 
●音楽専攻 

〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 
外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価） 
 
〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政

治・経済」 
理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」
から２科目選択） 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数
学Ⅱ・数学Ｂ』 
から１教科１科目（高得点利用） 

 
計３教科＋音楽実技（ＤＶＤ審査）で判定                           
（各 100 点×3＝300 点。＋音楽実技段階評価） 

 
●数学専攻 
〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 

外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹ
ｰｼｮﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政
治・経済」 
理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」

から２科目選択） 
数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』 
から１教科１科目（高得点利用） 

※数学受験必須 
 
計３教科で判定（各 100 点×3＝300点）              

【選抜方法】 
初等教育課程 
新たな試験方式を導入（試験方式により判定科目が異

なる、①～③の試験方式は全て併願可。受験時にどの
試験方式を選択しても、２年次に進む専攻は自由に希
望できる。） 

 
①文系型 
〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ｂ」「日本史Ｂ」「政治・

経済」から１科目（高得点利用） 
計３教科で判定（各 100 点×3＝300点） 
 

②理系型 
〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 
〔選択〕理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から

２科目選択）、 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』 
から１教科１科目（高得点利用） 

計３教科で判定（各 100 点×3＝300点）              

 
③実技型（音楽） 
〔必須〕国語「国語総合（古文・漢文は除く）」、 

外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ
ﾝ英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 
音楽実技（ピアノ 50 点＋声楽 50 点＝100 点） 

ＤＶＤ審査 
 計３教科で判定（各 100 点×3＝300 点） 

保育学部 

【募集人員】 
＜奨学生入試＞ 
保育学科            A 5 名  B 11 名 

 
＜一般入試〔前期日程〕＞ 
保育学科                 28 名 

 
＜一般入試〔後期日程〕＞ 
保育学科                若干名 

 

⇒ 

【募集人員】 
＜奨学生入試＞ 
保育学科              A 6 名  B 18 名 

 
＜一般入試〔前期日程〕＞ 
保育学科                 52 名 

 
＜一般入試〔後期日程〕＞ 
保育学科                  8 名 
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【センタープラス入試】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

教育学部 

【出願方法】 

初等教育課程 
専攻別に出願（第２志望まで志願可） 
＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音

楽専攻＞ ⇒ 

【出願方法】 

初等教育課程 
初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択し
ない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専

攻に進むが、人数制限や１年次の成績による選抜が課

される可能性あり） 

 

 

【選抜方法】 

初等教育課程 
●国語専攻・社会専攻・音楽専攻 
＜一般入試＞ 

国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 
外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

から 1教科 1科目 (高得点利用) 
音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価）※音楽専攻志
願者のみ必須 

 
 
＜大学入試センター試験＞ 

国語『国語』 
外国語『英語（リスニング含まず）』 
地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」

「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」
「政治・経済」「政治・経済・倫理」  
数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学

Ⅱ・数学Ｂ』 
理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化
学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとす
る。 
から２教科２科目（高得点利用） 

 
一般 100点＋センター200 点 計 300 点で判定 
（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

 
●数学専攻・理科専攻 
＜一般入試＞ 

理科（「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」から２科
目選択） 
数学『数学Ⅰ・数学Ａ』『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・

数学Ｂ』        
から１教科１科目（高得点利用） 
※数学専攻志願者は、数学は『数学Ⅰ・数学Ａ・数

学Ⅱ・数学Ｂ』受験必須 
 
＜大学入試センター試験＞ 

国語『国語』 
外国語『英語（リスニング含まず）』 
地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」

「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」          
「政治・経済」「政治・経済・倫理」 
数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学

Ⅱ・数学Ｂ』 
理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化
学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとす
る。 
から２教科２科目（高得点利用） 

 
一般 100点＋センター200 点 計 300 点で判定 
（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

 

【選抜方法】 

初等教育課程 
 
＜一般入試＞ 

国語「国語総合（古文・漢文は除く）」 
外国語（英語）『ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語
Ⅱ・英語表現Ⅰ』 

数学『数学Ⅰ・数学Ａ・数学Ⅱ・数学Ｂ』 
音楽実技（ピアノ 50 点＋声楽 50 点＝100 点）ＤＶＤ審
査 

 
から１教科１科目（高得点利用） 
 

＜大学入試センター試験＞ 
国語『国語』 
外国語『英語（リスニング含まず）』 

地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」 
「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」 
「政治・経済」「政治・経済・倫理」 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数学Ⅱ・数
学Ｂ』  
理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」「化学基

礎」「生物基礎」「地学基礎」 
※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとする。 
 

から２教科２科目（高得点利用） 
 
一般 100点＋センター200 点 計 300 点で判定 

（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

保育学部 
【募集人員】 
保育学科                 5 名 

⇒ 
【募集人員】 
保育学科                 8 名 
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【センター試験利用入試（前期日程・後期日程）】 

学部等 平成 29 年度入試  平成 30 年度入試 

教育学部 

【出願方法】 
初等教育課程 

専攻別に出願（第２志望まで志願可） 
＜国語専攻・社会専攻・数学専攻・理科専攻・音
楽専攻＞ 

⇒ 

【出願方法】 
初等教育課程 

初等教育課程に出願（希望専攻は出願時には選択し
ない） 

※２年次より専攻に分かれて履修（希望に基づき各専

攻に進むが、人数制限や１年次の成績による選抜が課

される可能性あり） 

 

【選抜方法】 
初等教育課程 

●５教科型 
＜大学入試センター試験＞ 
〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 
〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日

本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現

代社会」「倫理」「政治・経済」「政治・経済・
倫理」 
数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」

『数学Ⅱ・数学Ｂ』 
理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基
礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱い
とする。 
から３教科３科目（高得点利用） 

＜個別試験＞ 
〔必須〕音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価） 

※音楽専攻志願者のみ必須 

 
計５教科で判定（各 100 点×5＝500 点＋音楽実
技段階評価） 

（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 
 
●３教科型 

＜大学入試センター試験＞ 
〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日
本史Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現
代社会」「倫理」「政治・経済」「政治・経済・

倫理」  
数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」
『数学Ⅱ・数学Ｂ』  

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基
礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 
から１教科１科目（高得点利用） 

※基礎のついた科目は２科目で１科目扱い
とする。 

＜個別試験＞ 

〔必須〕音楽実技（ＤＶＤ審査。 段階評価）※音楽
専攻志願者のみ必須   

 

計３教科で判定（各 100 点×3＝300 点＋音楽実
技段階評価） 
（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

【選抜方法】 
初等教育課程 

●５教科型 
＜大学入試センター試験＞ 
〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 
〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史

Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」

「倫理」「政治・経済」「政治・経済・倫理」 
数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数
学Ⅱ・数学Ｂ』 

理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」
「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 
※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとす

る。 
から３教科３科目（高得点利用） 

 

＜個別試験＞ 
〔選択〕音楽実技（ピアノ 50 点＋声楽 50 点＝100 点）

ＤＶＤ審査 

 
計５教科で判定（各 100 点×5＝500点） 
（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

 
 
●３教科型 

＜大学入試センター試験＞ 
〔必須〕国語『国語』 

外国語『英語（リスニング含まず）』 

〔選択〕地理歴史・公民「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史
Ａ」「日本史Ｂ」「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」
「倫理」「政治・経済」「政治・経済・倫理」 

数学「数学Ⅰ」『数学Ⅰ・数学Ａ』「数学Ⅱ」『数
学Ⅱ・数学Ｂ』 
理科「物理」「化学」「生物」「地学」「物理基礎」

「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 
※基礎のついた科目は２科目で１科目扱いとす
る。 

から１教科１科目（高得点利用） 
 

＜個別試験＞ 

〔選択〕音楽実技（ピアノ 50 点＋声楽 50 点＝100 点）
ＤＶＤ審査   

 

計３教科で判定（各 100 点×3＝300点） 
（センター外国語 200 点×0.5＝100点換算） 

保育学部 

【募集人員】 
＜センター試験利用入試〔前期日程〕＞ 
保育学科                 7 名 

 
＜センター試験利用入試〔後期日程〕＞ 
保育学科                若干名 

 

⇒ 

【募集人員】 
＜センター試験利用入試〔前期日程〕＞ 
保育学科                 14 名 

 
＜センター試験利用入試〔後期日程〕＞ 
保育学科                  6 名 

 

 


