
本学が求めるのは、本学の教育理念を理解するとともに、一定の基礎学力を有し、本学の教育目的をともに追求しようとする以下のような女性です。

これまでのスポーツ経験が非常に豊かで、スポーツ科学に高い興味・関心があり、それを

活かしアスリートとして競技力向上を目指す意思をもつ女性

スポーツ指導者に必要な専門的知識・技術および指導の実践能力を身につけるために、最

新の理論を学び、スポーツ指導者としての能力を高めたいと考えている女性

①

②

アドミッションポリシー

スポーツ科学科

入学定員 220 名

スポーツ科学科

健康スポーツ学科

入学定員 180 名

健康スポーツ学科

・

・

・

・

・

・

本学では、主体性を備え学習に取り組む習慣や多様な人々とのコミュニケーションを積極的に図る態度に加えて、多角的に物事を思考・判断し、

表現する能力のほか、下記の知識や技能を入学までに身に付けておくことを望みます。

以上を踏まえ、本学では、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜という入試方式を通じて「学力の３要素」の各要素について多面的・総合的視

点から評価し、それぞれの能力を生かしうる学生の受け入れを行います。

学生募集要項
2023 年度

※入試日程や方法等につきましては、今後の情勢により変更する場合がございます。最新の情報はホームページでご確認ください。※入試日程や方法等につきましては、今後の情勢により変更する場合がございます。最新の情報はホームページでご確認ください。

子ども運動学科

入学定員 40 名

子ども運動学科

本学科における学修に必要な基礎学力と教養を身につけた女性

子どもの表現・遊びに関心があり、運動に理解の深い保育者を目指す女性

幼児期における運動の重要性を理解し、子どもの健全な心身の発達に寄与したいと考える女性

①

②

③

①

②

スポーツの効果や楽しさに関心があり、基礎運動能力を有している女性

幅広い年齢層を対象としたスポーツ・健康運動の理論と技能を学びたいと考えている女性

高等学校までの教科（保健体育、国語、英語、数学、地理歴史・公民、理科など）について、

大学で学ぶための基礎的知識

体育・スポーツに関する基礎的知識、および修学に必要なスポーツ実技能力

高等学校までの教科（保健体育、国語、英語、数学、地理歴史・公民、理科など）について、

大学で学ぶための基礎的知識、教養

体育・スポーツ及び健康分野に関する基礎的知識、および修学に必要な運動能力

高等学校までの教科（国語、英語、数学、地理歴史・公民、理科など）について、大学で

学ぶための基礎的な知識や教養

体育・スポーツ及び芸術分野に関する基礎的知識や実技技能と保育への関心

体育学部

体育学部

募集人員（総合型選抜）

健康スポーツ学科

子ども運動学科

若干名

若干名

若干名

学科 募集人数 試験内容

スポーツ科学科

総合型選抜（Ⅲ期）

書類審査

小論文

面接など

募集人数 試験内容
総合型選抜（Ⅰ期）

スポーツ科学科

健康スポーツ学科

子ども運動学科

７０名

アスリート選抜 ３０名

６５名

１４名

学科

スポーツ科学科

健康スポーツ学科

子ども運動学科

10 名

3 名

書類審査、個人面接・
エントリーシートに
基づく口頭プレゼン
テーション

学科 募集人数 試験内容

学科 募集人数 試験内容

総合型選抜（Ⅱ期）

アスリート選抜

10名

入試・広報課 〒157-8565 東京都世田谷区北烏山 8-19-1 TEL03-3300-2250　 

入学時までに身に付けてほしい学力・能力

総合型選抜（Ⅱ期）
アスリート選抜

スポーツ科学科 10 名

書類審査

小論文

面接など
書類審査

小論文

面接など

＜　　　　　 　    ＞
＜スポーツ科学科＞

スポーツ科学科、健康スポーツ学科、
子ども運動学科

1

終了しました
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出願から入学手続までの流れ

『大学出願ネット』への登録は 9/1（水）から、出願は 12/2（金）からです

新規登録（『大学出願ネット』から登録）
（大学出願ネットは『高校生新聞』を発行する株式会社スクールパートナーズが運営する Web 出願サービスです）

個人情報の入力・確認

12 /18（日）

12/21（水）10時

2023/1/12（木）

郵送必着

試験区分の選択

出願資格の確認

出願内容の選択・確認

（受験学科・個人情報など）

入学検定料の決済方法の選択・決済

志願確認票の印刷（２枚）

宛名ラベルの印刷

出願書類の送付

出願書類

①志願確認票 ②調査書（厳封） ③エントリーシート ④スポーツ歴（アスリート選抜のみ）

出願完了メール受信

受験票の印刷（必須）

試験当日（印刷した受験票を持参）

合格発表（『大学出願ネット』上で確認）

入学手続

（入学手続時納付金の納入・入学手続書類の送付）

（『大学出願ネット』は下記の手順でアクセスできます）『大学出願ネット』にアクセス

2022 年 2022 年

初日は１０時から、

最終日は入力１５時、

入学検定料の支払いは

２４時まで。

郵送は必着。

総合型選抜 (Ⅱ期）<スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 >

アスリート選抜 <スポーツ科学科 >

本学ホームページトップの 入試情報 Web 出願

Web 出願

2022 年

 12/2（金）

 12/12（月）

～
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出願の流れ

[1] 次の①～③のいずれかに該当する者

　　①高等学校もしくは中等教育学校卒業または 2023 年３月卒業見込の女子

　　②通常の課程による 12 年の学校教育修了または 2023 年３月修了見込の女子

　　③学校教育法施行規則の規定により高等学校卒業者と同等の学力があると認められる女子

　　　および 2023 年３月末までにこれに該当する見込の女子

[2] 各学科の教育目標、カリキュラムに興味を持ち、本学を志望した動機と入学後の学習構想

　　が明確であり、その実現能力がある者

[3] 本学を第１志望とする者

＜注１＞出願資格③によって出願する場合は、事前に資格審査を受ける必要があります。

　　　　資格審査を希望する場合は、入試・広報課に連絡のうえ、出願開始日の 1 ヶ月前までに必要書類を提出してください。

＜注 2＞外国人留学生については、原則として下記のいずれかに該当する者

　　　　　（1）「日本留学試験（日本語）※記述も含む」で 250 点以上の者

　　　　　（2）「日本能力試験」の旧試験（1 級）または新試験（N1) に合格した者

スポーツ競技において、高等学校等以降の実績が全国大会出場、またはそれに準じる能力を

有する者（種目の指定はありません）

出願資格

[1][2][３] のいずれにも該当する者

総合型選抜（Ⅱ期）の [1][2][3] のいずれにも該当し、かつ下記にも該当する者

❶ 出願資格

総合型選抜 (Ⅱ期） <スポーツ科学科・健康スポーツ学科・子ども運動学科 >

出願資格

アスリート選抜 <スポーツ科学科 >

※競技成績または競技能力（選抜合宿参加、選抜・代表候補選手等）、開催されなかった大会等については事前に

お問い合わせください
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33,000 円

入学検定料

❷ 出願

2022 年

出願期間　　12/2（金）～ 12/12（月）郵送必着

支払期限は入学検定料の決済方法の選択・登録をした日の「翌々日の 24 時」です。

ただし、出願期間最終日前日および最終日に登録した場合の支払期限は「出願期間最終日の 24 時」となります。

注 意 事 項
・お支払いについては「大学出願ネット出願の手引き」（本学ホームページに掲出しています）を参照

　してください。

・必要書類送付用封筒に現金・小切手・郵便小為替などを同封したものは受付できません。

・入学検定料のほかに別途事務手数料がかかります。事務手数料は受験生負担となります。

・支払期限内に入学検定料の支払いがなかった場合は登録情報が無効になります（氏名、連絡先などの

　個人情報は除きます）。

・入学検定料の入金後は、登録内容の変更はできません。

事務手数料が別途かかります。

「大学出願ネット」利用上の注意

出願上の注意

登録された出願データは入学検定料の支払いがないまま支払期限を過ぎると無効となります。（氏名、連絡先などの個人情報は

除きます）

住所、連絡先などの情報を入力する際、JIS 第 1 水準、第 2 水準以外の漢字（髙、﨑など）は登録エラーになります。その際は、

髙→高、﨑→崎というように、代わりの文字で入力してください。

住所、連絡先などの個人情報を変更する場合は、ログイン後「登録情報」から変更したい情報の右横にある「変更する」から

正しい情報を入力の上、変更依頼を送信してください。

志望学科を間違えて登録した場合、入学検定料を支払う前であれば、ログイン後「支払状況」からキャンセル（削除）できます

のでキャンセルし、再度正しい内容で出願登録を行ってください。

1.

2.

3.

4.

出願書類は原則として郵送のみ受け付けます。

出願後に志望学科の変更は、いかなる理由があってもできません。

一度提出した出願書類・納入した入学検定料および事務手数料は、いかなる理由があっても一切返還できません。

出願書類に不備があるもの、および出願締切後に本学に到着したものは受理しませんので、提出に際しては十分注意してください。

調査書以外の書類は、本学所定様式を使用し、黒ボールペン（消せるペンは不可）で記入してください。

外国人留学生については、「日本留学試験（日本語）※ 記述も含む」の成績通知書、または「日本語能力試験」の新試験（N1）

または旧試験（1 級）の合格証明書のコピーを提出してください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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・『大学出願ネット』の入学検定料の決済方法の選択が完了すると、「出願状況一覧」

　より「志願確認票」がダウンロードできるようになります。「志願確認票」は A4

　用紙で 2 枚印刷し、1 枚を本人控えに、１枚を送付してください。

・「志願確認票」のその他の情報欄（入寮希望の有無、所属部コード（P7 参照）、　

　部活名称、　受験または修学にあたり大学に伝えておきたい健康上の事由の有無）

　は、　必ず記入してください。

　　

・疾病・障がいがあり、入学後に特別な配慮を必要とする場合は、出願開始日の

　2 週間前までに必ず学校を通じて入試・広報課へご連絡ご相談ください。

下記の書類を『大学出願ネット』からダウンロードし、印刷した宛名ラベルを貼付した市販の封筒（A4 サイズが入るもの）に

同封し、簡易書類速達郵便で送付してください

①志願確認票
※1つの学科のみ出願可

②エントリーシート

③調査書

④スポーツ歴
アスリート選抜のみ

出願書類

受験票（各自印刷）

健康状況で合否が決まることはありません。本学が体育大学である特性上、入学試験及び入学

後のために健康状況を把握する必要があります。受験または修学にあたり大学へ伝えておきた

い健康上の事由がある場合は、現在の症状や治療状況、注意すべき点等を記入してください

・本学ホームページに掲出しているエントリーシートの様式をダウンロード、A4　

　用紙で片面印刷し、黒ボールペン（消せるペンは不可）で記入。

＊エントリーシートは学科ごとに様式が異なるので注意。

・誤って記入した場合は、訂正印で修正

出願書類の受理・入学検定料の入金が確認されると、登録されたメールアドレスに「出願完了メール」が送信されます。

受信したメールの内容に従って、受験票を A4 用紙に印刷し、試験当日に必ず持参してください（受験票の記載内容を

必ず確認してください）。記載内容の訂正をしたい場合は、大学出願ネットサポートセンター（電話 042-732-3951）

までお問い合わせください。なお、受験票を志願者本人以外が使用した場合または受験票に何らかの書き込みがされている

場合は不正行為となります。

・出身高等学校長が作成し、厳封したもの（3 学期制の場合は 3 年次 1 学期までの

　ものを、2 学期制の場合は 3 年次前期までのものを提出）

・高等学校卒業程度認定試験の合格者は、合格成績証明書を提出。また、高等学校卒

  業程度認定試験の合格見込者は、合格見込成績証明書を提出

・本学ホームページに掲載している様式をダウンロード、A4 用紙で片面印刷し、

　競技成績を記入し、証明資料を 2 ページ目に貼付

「出願状況一覧」から出願内容を確認

出願書類に不備がある場合

「大学出願ネット」の入学検定料の決済方法の選択が完了すると、「出願状況一覧」が作成されます。「出願状況一覧」では

出願内容、入学検定料の入金状況および必要書類の提出の有無などを確認することができます。

出願書類到着後、「写真」に不備があったり、書類が不足している場合は、「大学出願ネット」の「お知らせ」に不備内容がメール

で送信されます。出願後は「受験票」が発行されるまで、「大学出願ネット」の「お知らせ」を確認するようにしてください。
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試験日　　12/18（日）

2022年

入試

持ち物

・書類審査 ( エントリーシート、調査書 )：５0 点

・個人面接 ・エントリーシートに基づく

　口頭プレゼンテーション：５0 点

・書類審査 ( エントリーシート、調査書 )：20 点

・小論文　：40 点

・個人面接：40 点

・書類審査 ( エントリーシート、調査書 )：２0 点

・小論文：４0 点

・絵本の読み聞かせ：20 点　

・個人面接：20 点

学科 内容 ・配点

総合型選抜 (Ⅱ期）

・期日までに「入学手続時納

　付金」の納入と「入学手続

　　き書類」の提出を完了して

　ください。

　完了した方には、「入学手

    続完了のお知らせ」をお送 

  りします。

・2022 年度納付金

郵送必着

12/21（水）合格発表日 1/12（木）手続期限
2022年 2023年

合格発表 入学手続き

・12 月21 日( 水 )10 時

　よりスマートフォンまた

　はパソコンで『大学出願

　ネット』にログインし、

　確認できます。

・集合場所：本館 1 階入口（開場 9 時）

・集合時刻：9 時 40 分（試験開始 10 時）

・合格通知書と入学手続書類

  は、発表当日に発送します。

・受験票

・筆記用具

・健康チェックシート（本学ホームページに掲出している様式

　をダウンロード、A４用紙で印刷し、12/11（日）～ 12/18

　（日）まで起床時に健康チェックを行い、記録・記入をして

　試験日にご持参ください。

・読み聞かせ用の絵本（子ども運動学科のみ）

ス
ポ
ー
ツ
科
学
科

健
康
ス
ポ
ー
ツ
学
科

子
ど
も
運
動
学
科

・書類審査 ( エントリーシート、スポーツ歴、調査書 )：５0 点

・個人面接・エントリーシートに基づく口頭プレゼンテーション：５0点

学科 内容 ・配点

アスリート選抜

ス
ポ
ー
ツ
科
学
科

❸ 選抜試験 ❹ 合格発表 ❺ 入学手続き

* 試験終了時刻は受験番号によって異なります。

* 学内には駐車場がありませんので、車での来校はご遠慮ください。

* 試験当日、学内に付添者控室はありません。

　やむを得ない事情により付添が必要な方は、事前にご相談ください。

※入試日程や方法等につきましては、今後の情勢により

変更する場合がございます。最新の情報はホームページ

で必ずご確認ください。

\892,500　　　　　　　　　
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コード 部活名称 コード 部活名称

０１ 体操部 １７ ハンドボール部

０２ 新体操部 １８ 卓球部

０３ 陸上競技部 １９ バトントワリング部

０４ 水泳部 ２０ 弓道部

３６ 水球部 ２１ フェンシング部

０５ バスケットボール部 ２２ ボート（漕艇）部

０６ バレーボール部 ２３ アーチェリー部

０７ テニス部 ２４ 空手部

０８ ソフトテニス部 １１ ダンス部（舞踊部含む）

０９ バドミントン部 ２５ チアリーディング部

１０ ソフトボール部 ３３ チアダンス部

３１ 野球部 ３７ エアロビック部

１２ 剣道部 ２６ なぎなた部

１３ 柔道部 ２７ 少林寺拳法部

１４ スキー部 ２８ ゴルフ部

１５ スケート部 ２９ トライアスロン部

３４ ホッケー部 ３０ ラクロス部

３５ アイスホッケー部 ８０
その他運動部
＊志願確認票には具体的な
　 部活名称を記入してください

１６ サッカー部 ９０ 文化部

３２ フットサル部 ９９ 所属部なし

所属部コード表

以下のコード番号と部活名称を、志願確認票の所属部コード欄へ記入してください。


