
入学試験の科目

入試種別
募集
人員

面接
総合
問題

書類
審査

グループ
ワーク

評定
平均

試験日

総合型選抜 10 ※ 〇 〇 － －
2020年

10月10日（土）

学
校
推
薦
型
選
抜

一般 20 ※ 〇 〇 － 3.8

2020年
12月5日（土）

北部枠 15 ※ 〇 〇 － 3.8

一
般
選
抜

前期 40 〇 － 〇 〇 なし
2021年

2月25日（木）

後期 10 〇 〇 〇 － なし
2021年

3月12日（金）

※は、プレゼンテーション・面接

新型コロナウイルス感染症の状況によって試験
日程・試験科目等が変更になる場合があります。
その際は、大学HP等にて告知いたします。



総合型選抜

○出願資格

本学での学習及び学習以外の活動に高い意欲を持つ者

○募集人数：10名

○学習成績の状況：問わない

○試験内容（合計400点）

プレゼンテーション・面接（2００点）

総合問題（１００点）

エントリーシート・調査書・実績報告書（10０点）

○試験期日：2020年10月10日（土）：本学試験場



 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。

 創造性、リーダシップ、国際性、地域性、スポーツ

実績などの点を重視する。

総合型選抜 求める人材



＜一般推薦＞

〇出願資格

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）の分野を希望する者

○募集人数：20名

○学習成績の状況：3.8以上

○試験内容（合計300点）

プレゼンテーション・面接（100点）

総合問題（100点）

エントリーシート・調査書・実績報告書（100点）

○試験期日：2020年 12月5日（土）：本学試験場

学校推薦型選抜



＜北部枠推薦＞

〇出願資格

・沖縄本島北部に所在する高校の出身者

・1年以上継続して北部12市町村に居住している者（保護者のみ
居住している場合でもよい）

・一般推薦の推薦基準に該当する者

○募集人数：15名

○学習成績の状況：3.8以上

○試験内容（合計300点）

プレゼンテーション・面接（100点）

総合問題（100点）

エントリーシート・調査書・実績報告書（100点）

○試験期日：2020年 12月5日（土）：本学試験場

学校推薦型選抜



 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。

学校推薦型選抜 求める人材



＜前期日程＞

〇出願資格

・令和3年度大学入学共通テストを受験している者

〇大学入学共通テストの利用科目（合計500点）

外国語（200点）、国語・数学から1科目選択（200点）、地理歴史・
公民・理科から1科目選択（100点）

○募集人数：40名

○個別学力検査（合計300点）

グループワーク（100点）

面接（100点）

エントリーシート・調査書・実績報告書（100点）

○試験期日：2021年 2月25日（木）：本学試験場

一般選抜



＜後期日程＞

〇出願資格

・2021年度大学入学共通テスト（1/16・1/17）を受験している者

〇大学入学共通テストの利用科目（合計500点）

外国語（200点）、国語・数学から1科目選択（200点）、地理歴史・
公民・理科から1科目選択（100点）

○募集人数：10名

○個別学力検査（合計300点）

総合問題（100点）

面接（100点）

エントリーシート・調査書・実績報告書（100点）

○試験期日：2021年 3月12日（金）：本学試験場・福岡試験場

一般選抜



 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。

一般選抜 求める人材



2020年度入学試験合格者
センター点数（550点満点）

＜一般選抜前期＞
○最低点

スポーツ型：313点 （昨年度306点）
論 文 型 ：307点 （昨年度318点）

○平均点
スポーツ型：345.0点 （昨年度349点）
論 文 型 :357.4点 （昨年度358点）

＜一般選抜後期＞
○最低点 ：369点 （昨年度360点）
○平均点 ：386.1点 （昨年度389点）



2020年度 入学試験結果

入学試験名 試験区分
募集
人員

志願
者数

受験
者数

合格
者数

入学
者数

志願
倍率

実質
倍率

推薦入学試験

北部枠推薦 15 11 11 10 10 0.7 1.1

スポーツ推薦 15 49 49 16 16 3.3 3.1

一般推薦 15 60 60 20 20 4.0 3.0

一般選抜
入学試験

前期日程 40 178 165 56 46 4.5 2.9

論文型 20 78 72 27 21 3.9 2.7

スポーツ型 20 100 93 29 25 5.0 3.2

後期日程 10 157 52 10 8 15.7 5.2

小 計 95 455 337 112 100 4.8 3.0

志願倍率＝志願者数÷募集人員（小数点第2位以下は四捨五入）
実質倍率＝受験者数÷合格者数（小数点第2位以下は四捨五入）



学費

名桜大学
県内
公立大

県内私大
県外私大
（九州）

県外私大
（関東）

入学金
地域内：125,000

地域外：250,000 282,000 120,000 356,000 300,000

授業料 535,800 535,800 610,000 687,000 700,000

その他
（施設拡充や
後援会費など）

44,660 17,000 259,120 675,710 481,000

合計
地域内：705,460

地域外：830,460 834，800 989,120 1,718,710 1,481,000

地域内：北部12市町村の高等学校に在学しいてる者、保護者が北部12市町村に居

住していて北部12市町村以外の高等学校に在学しているもの。

地域外：北部12市町村以外の者、留学生。



奨学金

名桜大学奨学金

奨学金 種別 支給額 支給対象年次

学業奨励奨学金
第一種 200,000

2年～4年次
第二種 100,000

スポーツ奨励金
第一種 200,000

第二種 100,000

名桜大学学長特別奨学金

検定等名称 認定された等級 奨学金 備考

実用英語技能検定
1級合格 100,000

※その他の言語（ド
イツ語、スペイン語、
中国語など）もあり
ます。

準1級合格者 50,000

TOEFL iBT
100点以上 100,000

80点以上 50,000

TOEIC
908点以上 100,000

751点以上 50,000

IELTS
7.0点以上 100,000

6.0点以上 50,000



キャンパスライフ

無料送迎バスを運行！



キャンパスライフ

学科ジャージ
体育施設



・陸上競技部：九州インカレ入賞者（男子4種目5名、女子2種目2名）

西日本インカレ入賞者（男子1種目1名）

九州選手権陸上（男子4×100mリレー優勝）

九州学生陸上入賞者（男子2種目4名、女子1種目1名）

九州学生女子駅伝4位

・水泳部：全国国公立選手権大会男女共に団体出場

全国国公立選手権大会 男子200m自由形 6位

女子フリーリレー8位 入賞など

全国学生選手権（インカレ）8年連続出場

・バスケットボール部：男子 九州リーグ2部4位、県選手権ベスト4

女子 九州ローグ2部2位、県選手権優勝

・サッカー部：九州リーグ1部昇格、県大学選手権優勝

・バレーボール部：九州リーグ男子2部（2部優勝）、女子2部（2位）

県内リーグ男子準優勝、女子優勝

・ハンドボール部：インカレ男子出場

2019年度課外活動実績



体育会



オープンキャンパス

第1回オープンキャンパス：8月9日（日）

詳しくはHpで！！


