
 

1 

２０１９年３月２９日 
 
 
 

【第１報】２０２１年度 名桜大学入学者選抜について（予告） 
 
 
 

名桜大学では、２０２１年度入試（２０２０年度実施）以降の大学入学者選抜にお

いて、下記のとおり変更いたします。 

 

記 

 

１．全体 

（１）学力の３要素の評価 

  全ての入試区分において、学力の３要素※を評価します。 

※ 学力の３要素 

  ①「知識・技能」 

  ②「思考力・判断力・表現力」 

  ③「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」 
 

（２）調査書の活用 

  全ての入試区分において、高大接続、学力の３要素評価の観点から調査書を合格者

の判定に活用します。 
 

（３）入試区分名称の変更について 

  各々の入学者選抜としての特性をより明確にする観点から、各入試区分の名称が次

のように変わります。 

●国際学群 

変更前 変更後 

一般選抜入学試験 一般選抜試験 

自己推薦型試験 総合型選抜試験 

推薦入学試験 学校推薦型選抜試験 

種別：   一般推薦 種別：  一般推薦（変更なし） 

 スポーツ推薦  スポーツ推薦（廃止） 

 専門高校及び総合学科推薦  専門高校及び総合学科推薦（変更なし） 

 北部枠推薦  北部枠推薦（変更なし） 

社会人特別選抜試験 社会人特別選抜試験（変更なし） 

帰国子女特別選抜試験 帰国子女特別選抜試験（変更なし） 

外国人留学生特別選抜試験 外国人留学生特別選抜試験（変更なし） 

３年次編入学試験 

３年次編入学試験（統合）  Ⅰ期 

 Ⅱ期 

２年次編入学試験 

２年次編入学試験（廃止）  Ⅰ期 

 Ⅱ期 
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●人間健康学部 スポーツ健康学科 

変更前 変更後 

一般選抜入学試験 一般選抜試験 

－ 総合型選抜試験（新設） 

推薦入学試験 学校推薦型選抜試験 

種別：   一般推薦 種別：  一般推薦（変更なし） 

 スポーツ推薦  
スポーツ推薦（廃止） 

下記（４）参照 

 北部枠推薦  北部枠推薦（変更なし） 

社会人特別選抜試験 社会人特別選抜試験（変更なし） 

帰国子女特別選抜試験 帰国子女特別選抜試験（変更なし） 

外国人留学生特別選抜試験 外国人留学生特別選抜試験（変更なし） 

編入学試験（３年次編入） ３年次編入学試験 

 

●人間健康学部 看護学科 

変更前 変更後 

一般選抜入学試験 一般選抜試験 

推薦入学試験 学校推薦型選抜試験 

種別：   一般推薦 種別：  一般推薦（変更なし） 

 北部枠推薦  北部枠推薦（変更なし） 

社会人特別選抜試験 社会人特別選抜試験（変更なし） 

編入学試験（３年次編入） ３年次編入学試験 

 

（４）募集人員の見直し 

  国際学群、人間健康学部の各入試区分の募集人員を以下のように見直します。 

国際学群の募集について 

学校推薦型選抜試験（旧推薦入学試験）のスポーツ推薦を廃止します。 

また、編入学試験「３年次編入（Ⅰ期・Ⅱ期）」を統合し、「２年次編入（Ⅰ

期・Ⅱ期）」を廃止します。 

人間健康学部スポーツ健康学科の募集について 

総合型選抜試験を新設します。 

また、学校推薦型選抜試験（旧推薦入学試験）の種別スポーツ推薦を廃止し、

学校推薦型選抜試験（旧推薦入学試験）の種別一般推薦と新設する総合型選抜

試験に募集人員を振り分けます。 
 

（５）出願・合格発表の時期について 

  総合型選抜試験（旧ＡＯ入試）の出願時期について、次のとおり変更します。 

●総合型選抜試験（旧ＡＯ入試） 

 現 行 変更後 

出願時期 ８月１日から ９月以降 

合格発表時期 １０月５日 １１月以降 
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２．大学入学共通テストについて 

（１）記述式問題の活用 

  大学入学共通テストを一般選抜試験における合格者の判定に活用し、択一式問題に

加え記述式問題も評価の対象とします。 

教科等 出題科目等 択一 記述 

国語 「国語」 ○ ○ 

地理歴史 
「世界史 A」「世界史 B」「日本史 A」「日本史 B」 

「地理 A」「地理 B」 
○  

公民 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理，政治・経済」 ○  

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

○ 

○ 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 
 

理科 
「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

「物理」「化学」「生物」「地学」 
○  

外国語 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 ○  

 

 

（２）大学共通テスト試験利用の有無 

 ※印は大学共通テスト利用の教科・科目等に変更があることを示す。 

 

 

 国際学群 
人間健康学部 

スポーツ健康学科 看護学科 

一般選抜試験 

（旧：一般選抜入学試験） 
有 有 ※ 有 ※ 

総合型選抜試験 

（旧：自己推薦型試験 

あるいは旧：ＡＯ入試） 

無 無  

学校推薦型選抜試験 

（旧：推薦入学試験） 
無 無 無 

社会人特別選抜試験 無 無 無 

帰国子女特別選抜試験 無 無  

外国人留学生特別選抜試験 無 無  

３年次編入学試験 無 無 無 
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国際学群（前期日程 A方式） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

A 方式 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

１科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 

左記ア又はイに 

記載された科目 

から１科目 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

国語：「国語」 

地理歴史・公民から１科目 

※２科目受験した場合は高得点の１科目を合否判定に利用 

理科から１科目 

※アに記載された科目を２科目受験した場合は、その得点を１科目分として合否判定に利用 

※イに記載された科目を２科目受験した場合は、高得点の１科目を合否判定に利用 

※アに記載された２科目とイに記載された１科目の両方を受験した場合、高得点のいずれかを合否判定に利用 

数学から１科目 

※２科目受験した場合は高得点の１科目を合否判定に利用 

 

（教科・科目の変更なし） 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

A 方式 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

１科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 

左記ア又はイに 

記載された科目 

から１科目 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 

大学入学共通テスト 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

※英語：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 

国語：「国語」 

地理歴史・公民から１科目 

※２科目受験した場合は高得点の１科目を合否判定に利用 

理科から１科目 

※アに記載された科目を２科目受験した場合は、その得点を１科目分として合否判定に利用 

※イに記載された科目を２科目受験した場合は、高得点の１科目を合否判定に利用 

※アに記載された２科目とイに記載された１科目の両方を受験した場合、高得点のいずれかを合否判定に利用 

数学から１科目 

※２科目受験した場合は高得点の１科目を合否判定に利用 
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国際学群（前期日程 B方式） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

B 方式 

国語 「国語」 

２科目 

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」「倫理，政治・経済」 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

「理科」を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに 

記載された科目の中から受験 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 
 
国語 

 地理歴史・公民 

理科            ４教科の中から２科目 

 数学 
  

※ 国語 地理歴史・公民 理科 数学 の教科・科目から３科目以上受験した場合は、高得点の 

２科目を合否判定に利用 

  ※【理科について】 

    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 

（教科・科目の変更なし） 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

B 方式 

国語 「国語」 

２科目 

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」「倫理，政治・経済」 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

「理科」を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに 

記載された科目の中から受験 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 

大学入学共通テスト 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

※英語：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 
 
 国語 

 地理歴史・公民 

理科            ４教科の中から２科目 

 数学 
 

※ 国語 地理歴史・公民 理科 数学 の教科・科目から３科目以上受験した場合は、高得点の 

２科目を合否判定に利用。 

  ※【理科について】 

    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科目分として） 

    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 
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国際学群（後期日程） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

「理科」を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに 

記載された科目の中から受験 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

国語 
 
 地理歴史・公民 

理科           教科・科目の中から１科目 

数学 
  

※ 地理歴史・公民 理科 数学 の教科・科目から、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。 

  ※【理科について】 

    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 

（教科・科目の変更なし） 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

「理科」を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに 

記載された科目の中から受験 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 

大学入学共通テスト 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

※「英語」：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 

国語 
 
地理歴史・公民 

理科             ３教科の中から１科目を合否判定に利用 

数学 
 

※ 地理歴史・公民 理科 数学 の教科・科目から、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。 

  ※【理科について】 

    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科目分として） 

    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 
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人間健康学部 スポーツ健康学科（前期日程） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

 
 
 
 
 
 
 
 

前
期
日
程 

論
文
型
試
験 

 
 
 
 
 
 
 
 

前
期
日
程 

ス
ポ
ー
ツ
型
試
験 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

理科を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに記載 

された科目の中から受験 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

国語 
 
地理歴史・公民 

理科            教科・科目の中から１科目 

数学 
  

※ 地理歴史・公民 理科 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。ただし、理科については次のとおりとする。 

※【理科について】 

    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 

 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

外国語 
「英語」「ドイツ語」「フランス語」 

「中国語」「韓国語」 
１科目 

国語 「国語」 

１科目 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

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」「倫理，政治・経済」 １科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 
大学入学共通テスト 

外国語から１科目 

※「英語」を選択する場合は、筆記とリスニング双方を受験すること 

※「英語」：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 
 
国語 

数学    から１科目 

※ 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。 
  
地理歴史・公民 

理科         から１科目 
 
 ※理科について、基礎を付した科目については、２科目受験していること 

※ 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。 

※【理科について】 

    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 
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人間健康学部 スポーツ健康学科（後期日程） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 
 

理科を合否判定に利用したい場合は、ア又はイに記載 

された科目の中から受験 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

国語 
 
地理歴史・公民 

理科              教科・科目の中から１科目 

 数学 
  

※ 地理歴史・公民 理科 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。ただし、「理科」については次のとおりとする。 

※【理科について】 

    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 

 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

外国語 
「英語」「ドイツ語」「フランス語」 

「中国語」「韓国語」 
１科目 

国語 「国語」 

１科目 

数学 

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 

「簿記・会計」「情報関係基礎」 

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」「倫理，政治・経済」 １科目 

理科 

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いません） 

イ：「物理」「化学」「生物」「地学」 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 
大学入学共通テスト 

外国語から１科目 

  ※「英語」を選択する場合は、筆記とリスニング双方を受験すること 

※「英語」：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 
 
国語 

数学    から１科目 

  ※ 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。 
  
地理歴史・公民 

理科         から１科目 
 
 ※理科について、基礎を付した科目については、２科目受験していること 

※ 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。 

※【理科について】 

    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 
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人間健康学部 看護学科（前期日程） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

①「生物」 必須 

②下記のアの２科目又はイの中から１科目を受験 

ア：「物理基礎」「化学基礎」の２科目 

イ：「物理」又は「化学」 
 

上記アに記載された科目を受験した場合は、その合計得

点を１科目分として合否判定に利用 

１科目 

数学 
「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ・数学 B」 
１科目 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

国語 

地理歴史・公民から１科目 

理科： ①必須科目：「生物」 

②選択科目：「物理基礎」と「化学基礎」の２科目又は「物理」「化学」から１科目 

数学：「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」から１科目 

※ 地理歴史・公民 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 

※ 理科 アに記載された科目を受験した場合は、その得点を１科目分として合否判定に利用 

 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

前期日程 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

下記のア・イ・ウの中から１科目を受験 

ア：「化学基礎」と「生物基礎」で 1 科目 

イ：「化学」 

ウ：「生物」 

１科目 

数学 
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 
１科目 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 

大学入学共通テスト 

外国語：「英語」（リスニングを含む） 

※「英語」：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 

国語 

地理歴史・公民から１科目 

理科：下記のア・イ・ウの中から１科目を受験 

ア：「化学基礎」と「生物基礎」で 1科目 

イ：「化学」 

ウ：「生物」 

数学：「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」から１科目 

※ 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 
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人間健康学部 看護学科（後期日程） 

変更前 変更後 

 

入試区分 

種別 

大学入試センター試験 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

①「生物」 必須 

②下記のアの２科目又はイの中から１科目を受験 

ア：「物理基礎」「化学基礎」の２科目 

イ：「物理」又は「化学」 
 

上 

記アに記載された科目を受験した場合は、その合計得点

を１科目分として合否判定に利用 

１科目 

数学 
「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ・数学 B」 
１科目 

 

大学入試センター試験 

外国語：「英語」 

国語 

地理歴史・公民から１科目 

理科： ①必須科目：生物 

②選択科目：「物理基礎」と「化学基礎」の２科目又は「物理」「化学」から１科目 

数学：「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」から１科目 

※地理歴史・公民 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 

※理科 アに記載された科目を受験した場合は、その得点を１科目分として合否判定に利用 

 

入試区分 

種別 

大学入学共通テスト 

備 考 

教科 科目名 

後期日程 

外国語 「英語」（リスニングを含む） 必須 

国語 「国語」 必須 

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」「倫理，政治・経済」 

１科目 

理科 

下記のア・イ・ウの中から１科目を受験 

ア：「化学基礎」と「生物基礎」で 1 科目 

イ：「化学」 

ウ：「生物」 

１科目 

数学 
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学 B」 
１科目 

●国語・数学について、択一式問題に加え記述式問題も評価の対象とする 

（段階別評価の取扱いについては検討中） 

●「英語」について、大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用する 

 

大学入学共通テスト 

外国語：「英語」 

※「英語」：大学入試センターが認定した外部資格・検定試験を活用（利用方法等についての詳細は検討中） 

国語 

地理歴史・公民から１科目 

理科：下記のア・イ・ウの中から１科目を受験 

ア：「化学基礎」と「生物基礎」で 1科目 

イ：「化学」 

ウ：「生物」 

数学：「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・数学Ｂ」から１科目 

※ 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 
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（３）英語の外部検定試験の活用 

  英語の４技能【「読む」「聞く」「話す」「書く」】を適切に評価するために、一般選

抜において英語の外部検定試験（認定試験）を活用すると共に、大学入学共通テストの

英語試験（リスニングを含む）も併用します。 

 

 

３．個別学力検査 

（１）個別学力検査における記述式問題の出題および面接試験等の活用 

  一般選抜（前期日程・後期日程）における個別学力検査では、学力の３要素を評価す

る試験を実施します。 

  なお、個別学力検査の詳細については、決定され次第，公表いたします。 

 

 

 

 

【本件に関する問合せ先】 

 名桜大学 教務部入試課 

  TEL：０９８０－５１－１０５６ 

  FAX：０９８０－５４－００７７ 


