
武庫川女子大学（健康スポーツ科学部） 
所在地：兵庫県西宮市 

科学的知識に裏付けされた体育・スポーツの研究とその実践を通して、心身の健康ならびに体力の保持増進について、指導
的役割を担う、幅広い分野の健康・スポーツに関わる指導者、保健体育に関わる教育者を養成する。 
 

募集定員 健康スポーツ科学部 180名 
 

入試方法 ① 推薦入試 ② 一般入試 
③ センター試験 

利用方式 

 

募集方法 詳細 

推薦入試 

（前期） 
68名 

スタンダード型 30名 

高得点科目重視型 20名 

推薦入試 

（後期） 

スタンダード型 10名 

高得点科目重視型 8名 

一般入試 84名 

Ａ（前期）3科目型 34名 

Ａ（前期）2科目型 25名 

Ｂ（中期）３科目型 10名 

Ｂ（中期）2科目型 12名 

Ｃ（後期）2科目型 3名 

センター利用入試 7名 D センター試験利用型（3教科型） 7名 

※このほかに、スポーツ推薦（専願、若干名）および併設付属高等学校からの推薦入試があります。 
 
入試スケジュール 
 
入試方式 入試区分 出願受付 試験日 合格発表 

推薦入学試験 
前期 10/9-10/22 11/3・4 11/18 
後期 10/24-11/8 11/23 12/3 

一般入学試験 

Ａ（前期）3科目型・2科目型 12/25-1/11 1/24・25 2/6 

Ｂ（中期）３科目型・2科目型 1/13-1/27 2/10・11 2/22 

Ｃ（後期）2科目型 2/14-2/25 3/6 3/14 

センター試験 D センター試験利用型（3教科型） 12/25-1/27 1/19・20 2/14 

 
 
 
 
 



① 推薦入試 
 
種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

推薦入試 
スタンダード
型 

1.高等学校もしくは中等教育学校を 2018年 3月卒業または 2019年 3月

卒業見込みの女子で、学校長からの推薦を受けた者。 

2.評定平均値の指定はありません。  調査書 

推薦書 

出願確認票 

志願票 

実技受験競技申告書 

競技成績証明書 

競技成績証明書添付 

実技 200点 

（前期：得意競技 

  後期：基礎運動能力 

      テスト） 

国語・英語・数学から 

1科目選択 100点 

推薦入試 
高得点科目
重視型 

1.高等学校もしくは中等教育学校を 2018年 3月卒業または 2019年 3月

卒業見込みの女子で、学校長からの推薦を受けた者。 

2.評定平均値の指定はありません。  

実技 100点 

（前期：得意競技 

 後期：基礎運動能力 

     テスト） 

国語・英語・数学の 

高得点 1科目 200点 

 
実技：前期（得意競技） 

種目 実技試験内容 

ダンス 

●基本技術（柔軟、ターン系、ジャンプ系テクニック） 
●即興表現（当日課題） 
●得意なダンスの作品実演（2分以内、種類不問） 
●作品実演用音源は各自用意（ＣＤに限る） 
●道具の使用は不可。 
 ※モダン・バレエ・ジャズ・チア・バトン・ストリート系・各国の舞踊などダンスの種類を問いません。 

体操競技 
●基本技（倒立前転、後転、側方倒立回転、柔軟運動） 
●跳馬（とび箱も可）、段違い平行棒（鉄棒および単バーも可）、平均台、ゆか（マット運動も可、曲の使用は自由（音源はＣＤ、ipodなど各
自用意））のうち、得意種目（1種目を当日自己申告）を実施 

新体操 ●ロープ、フープ、リボン、クラブ、ボールのうち、出願時に競技成績証明書に書かれた戦績を証明できる種目を実施。 

陸上競技 

●インターハイで実施されている樹木、および三段跳び、棒高跳び、ハンマー投げのうち、1種目の記録測定 
●競技証明書に書かれた種目を受験すること。 
●4×100ｍRは 100ｍ、4×400ｍR は 400ｍ、駅伝は 3000ｍ、競歩は 3000ｍ競歩、七種競技は含まれる 7種目のうち 1 つを選択する。 
●投てき種目は、大学が準備する投てき物で実施 

水泳競技 ●インターハイで実施されている種目のうち、出願時に競技成績証明書に書かれた種目を記録測定 

バレーボール 

ビーチバレー 

●基本技術（パス、トス、スパイク、レシーブ、サーブ） 
●体力テスト（反復横とび、ランニングジャンプ） 
 ※ビーチバレーボールの実技試験は、バレーボールと同一の試験内容で体育館で行います。 

バスケット 

ボール 

●基本技術（パス、ドリブル、シュート） 
●1対 1 の攻防 
●ミニゲーム 

ソフトボール 
●基本技術（キャッチボール、バッティング、走塁、ノックによる守備） 
●シートバッティング、ピッチャーはピッチング 
●使用するボールはゴム製（当日申し出により革製に変更可） 

ハンドボール 
●基本技術（パス、フェイント、ステップシュート、ジャンプシュート） 
●1対 1 の攻防 
●キーパーは①シュートを受ける（ステップシュート、ジャンプシュート）②キーパースロー（止まっている者に投げる、動いている者に投げる） 

卓球 
●基本技術Ⅰ（フォアハンド、バックハンド、つっつき） 
●基本技術Ⅱ（ドライブまたはカット） 
●ミニゲーム 

バドミントン 
●基本技術（ドライブ、カットネット、クリア、スマッシュ、レシーブ） 
●ミニゲーム 

ソフトテニス 
●基本技術（前衛：ボレー、ローボレー、スマッシュ）（後衛：ストローク、トップ打ち） 
●サーブ、ミニゲーム 

テニス 
●基本技術（サーブ、ストローク、ボレー、スマッシュ） 
●ミニゲーム（実施しない場合もある） 



サッカー 
●基本技術（キック、トラップ、シュート） 
●1対 1 の攻防、ミニゲーム、キーパーはキャッチング 

剣道 
●基本技術（切り返し、面、小手、小手・面、胴） 
●応じ技、地稽古 

柔道 
●基本技術（受身、打込、移動打込、投込） 
●乱取稽古（自由練習） 

カヌー ●カヌーエルゴメーターによる連続漕行（そうこう）（室内） 2分間および 5分間の記録測定 

野球 
●基本技術（キャッチボール、バッティング、走塁、ノックによる守備） 
●シートバテキング、ピッチャーはピッチング 
●使用するボールは軟式Ｍ号球 

スキー 

●クロスカントリー競技：自転車エルゴメーター（ローパワーテスト） 
●アルペン競技：ボックスジャンプ（６０秒）、自転車エルゴメーター（ミドルパワーテスト） 
●フリースタイル競技：ボックスジャンプ（４０秒） 
 ※ウインゲートテストを実施し、負荷の設定を行います。 

※服装については、各競技に応じた服装（ユニフォーム、サブユニフォーム、練習着、競技の動きに合った運動着など）を各自で準
備してください。 
 
実技：後期（基礎運動能力テスト） 

種目 実技試験内容 

20 シャトルラン テスト終了時の折り返し走回数の記録をとる。 

反復横跳び センターラインから両端 100ｃｍ、20秒間を 2回実施し、よい方の記録をとる。 

長座体前屈 2回実施し、よい方の記録をとる。 

握力 左右 2回ずつ実施し、それぞれのよい方の記録をとる。 

ハンドボール投げ 2回実施し、よい方の記録をとる。 

 

② センター利用入試 
 
必要書類 入学志願票、調査書 

 
＜3科目（教科）型 ＞ 
 

3
教
科
型 

教科 科目 配点 合計点 

5 
教 
科 
3 
科 
目 
選 
択 

外国語 「英語」 ※リスニング含む。２５０点を１００点へ換算。 

各100点 300点 

国語 「国語」（近代以降の文章のみ ※古文・漢文を除く） 

数学① 「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」 

数学② 「数Ⅱ」「数Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」 

地歴 
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① 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 

理科② 「物理」「化学」「生物」「地学」 
※「理科」の教科について①、②とも受験した場合または②から 2 科目受験した場合、高得点の「①基礎を付した 2 科目の合計」あるいは「②基
礎を付していない 1科目」をその教科の得点とする。 
 
 
 
 
 



③ 一般入試 
 
必要書類 入学志願票、調査書 

 
＜Ａ日程（3教科型 同一配点/傾斜配点・2教科型）・Ｂ日程（3教科型・2教科型）・Ｃ日程＞ 
 

Ａ 
・
Ｂ
日
程 
3
教
科
型 

教科 科目 配点 合計点 

必須 英語 コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現Ⅰ、Ⅱ 100点 

300点 

 
 

2 
科 
目 
選 
択 

国語（1） 国語総合（現代文のみ）、現代文Ｂ 

100点 

国語（2） 国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ（いずれも漢文を除く） 

数学（1） 数学Ⅰ、数学Ａの全範囲 

数学（2） 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの全範囲、数学Ａの全範囲、Ｂ（数列、ベクトル） 

地歴 世界史Ｂ、日本史Ｂ 

理科 

化学：化学基礎の全範囲および化学（高分子化合物の性質よ利用
を除く）全範囲 

生物：生物基礎の全範囲および生物（「生態と環境」、「生物の進化
と系統」を除く）の全範囲 

※Ａ日程のみ、英語 200点＋高得点科目 200 点＋低得点科目 100点＝500点満点 の 

「傾斜配点方式」の受験も可（ただし、傾斜配点方式のみの受験は不可） 

 

Ａ 
・
Ｂ
日
程 
2
教
科
型 

教科 科目 配点 合計点 

 
2 
科 
目 
選 
択 

英語 コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現Ⅰ、Ⅱ 

100点 200点 

国語（1） 国語総合（現代文のみ）、現代文Ｂ 

国語（2） 国語総合、現代文Ｂ、古典Ｂ（いずれも漢文を除く） 

数学（1） 数学Ⅰ、数学Ａの全範囲 

数学（2） 数学Ⅰ・Ⅱの全範囲、数学Ａの全範囲、Ｂ（数列、ベクトル） 

地歴 世界史Ｂ、日本史Ｂ 

理科 

化学：化学基礎の全範囲および化学（「高分子化合物の性質と利
用」を除く）全範囲 

生物：生物基礎の全範囲および生物（「生態と環境」、「生物の進化
と系統」を除く）の全範囲 

 

C 
日
程 
 

教科 科目 配点 合計点 
2 
科 
目 
選 
択 

英語 コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、英語表現Ⅰ、Ⅱ 

100点 200点 
国語（1） 国語総合（現代文のみ）、現代文Ｂ 

 
 


