
　 スポーツ総合型選抜 ［ Ⅰ期・ Ⅱ期］

趣旨 

スポーツ 総合型選抜は， 総合型選抜の趣旨に準拠し ま すがそのなかでも 特に本学正課外の諸活動のう

ち ， 本学が指定する スポーツサーク ル団体にも 所属し ながら 自身を 成長さ せたいと いう 強い意欲を 持っ て

取り 組も う と する 者を 対象と し ます。

※指定スポーツ サーク ル団体と は， 陸上競技， 剣道， ラ グビ ー， バレ ーボール， 卓球， ソ フ ト テニスの各

サーク ルを いいます。

出願資格 

本学を 専願（ 合格し た場合必ず本学に入学する 者）し ， 次の各号のすべてに該当する 者

１  本学が指定する スポーツ において， 全国大会， 都道府県大会， 地区大会等で活躍し ， かつ， 優秀な

成績を おさ めた実績のある 者又は本学がそれと 同等の技能を 有すると 認めた者

２  本学スポーツ サーク ル指導者と 事前に面談を 行い， 入学後も 当該スポーツ サーク ル団体に所属し ，

本学に貢献し う る者と し て出願を 認めら れた者

３  高等学校を 令和３ 年３ 月に卒業見込みの者

出願要件 

出身高等学校における 調査書の「 全体の学習成績の状況」が3.0以上であるこ と 。

入学検定料 

30 ,000円を W eb 出願の手順に従い，ク レ ジッ ト カ ード ，コ ンビ ニエン ススト ア，Pay-easy から 選択し ，

支払っ てく ださ い。

※納入し た検定料は， 原則と し て返還し ません。

22 令和3年度　 学生募集要項［ 人間関係学部・ 法学部］ 2021



出願書類 

以下の１ ～７ ま ですべての書類を， 出願期間内に本学へ持参又はレ タ ーパッ ク ラ イ ト に入れて郵送（ 必

着）し てく ださ い。

提出書類 摘　 　 要

1

入学志願票
志願票を 発行後， 写真（ 縦４ cm  ×横３ cm ， ３ ヵ 月以内に写し たも の）を 貼付

欄（ ２ か所）に貼っ てく ださ い。
受験票

写真票

2 調査書 出身学校長が作成し ，厳封し たも の。　 ※令和２ 年４ 月以降に発行さ れたも の。

3
自己推薦書

（ スポーツ総合型選抜用）
本学ホームページより ダウンロード し て利用し てく ださ い。

4 競技成績書
本学指定の様式

※本学スポーツサーク ル指導者が志願者に直接お渡し し ます。5
競技成績を

証明する資料

6

レ タ ーパッ ク ラ イ ト

２ 枚

（
・ 受験票返信用　  

） ・ 入試結果通知用

⒈　 郵便窓口， コ ンビニエンススト アなどの郵便切手類販売所 （ 一部を除き ま

す）で購入し てく ださ い。

⒉　「 お届け先」欄には志願者の郵便番号， 住所， 氏名， 電話番号を記入し てく だ

さ い。「 ご依頼主」欄には【 宛名ラ ベル】（ 返信用）を本学ホームページより ダウン

ロード し ， 貼付し てく ださ い。

※「 ご依頼主様保管用シール」は剥がし たり 記入し たり し ないでく ださ い。

⒊　 真ん中から ２ つに折り 曲げて封入し てく ださ い。

7

大学等奨学生採用

候補者決定通知の

コ ピー（ 対象者のみ）

修学支援新制度に申請し 区分が決定し た方は，「 令和３ 年度大学等奨学生採用

候補者決定通知」【 進学先提出用】のコ ピ ーを １ 通必ず同封し てく ださ い（ 通知

書が未着の場合， 到着後速やかに郵送又は持参し てく ださ い）。 　 ※12頁参照

選抜方法及び配点（ 学力の３ 要素について測ります）

選抜方法 内容 重視する3要素※ 配点

小論文 課題について60分800字程度 Ⅰ・ Ⅱ 100点

面接 個人面接（ 20分程度）， 面接員２ 名 Ⅱ・ Ⅲ 150点

提出書類

（ 調査書・ 自己推薦書）

全体の学習成績の状況

取得資格・ 学内外での活動等

出席状況等

Ⅰ・ Ⅲ 150点

※学力の３ 要素と は， 以下の能力， 態度などを 指し ます。

　 Ⅰ…知識・ 技能　 Ⅱ…思考力・ 判断力・ 表現力　 Ⅲ…主体性を 持ち， 多様な人々と 協働し つつ学習

する 態度

日程等 

Ⅰ期 Ⅱ期

出願期間
令和２ 年９ 月15日（ 火） ～

10月16日（ 金）　 17： 00必着

令和２ 年11月19日（ 木） ～

12月４ 日（ 金）　 17： 00必着

試験日程

令和２ 年10月24日（ 土） 令和２ 年12月12日（ 土）

小論文9： 00～10： 00　 　 面接10： 20～

※8： 30までに受付を済ませてく ださ い。

試験会場
「 本学」

※所在地等については， 34頁を参照し てく ださ い。

合格発表

令和２ 年11月２ 日（ 月） 令和２ 年12月22日（ 火）

※本人宛に合否結果を郵送すると と も に， 大学ホームページ［ http://www.sh igakukan .ac.jp/］に

合格者の受験番号を掲載し ます。（ 合格通知書の到着は，お住まいの地域によっ て異なり ます。）

入学手続期間
令和２ 年11月４ 日（ 水） ～

11月18日（ 水）　 17： 00必着

令和２ 年12月23日（ 水） ～

令和３ 年１ 月14日（ 木）　 17： 00必着

※入学手続き の詳細は， 合格通知書に同封する ｢入学手続き のし おり ｣ に記載し てあり ます。
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