
国士舘大学（体育学部） 
所在地：多摩・町田キャンパス 

「心・技・体」のバランスがとれた人材を育成する体育学科、豊かな武道精神や高い倫理性を習得する武道学科、救急救命
士になるための諸知識・諸技術を学ぶスポーツ医科学科、心の教育・人間性の育成にも貢献できる指導者を育てるこどもス
ポーツ教育学科の 4 学科からなる。 

募集定員 体育学部 540 名 

体育学科 武道学科 スポーツ医科学科科 こどもスポーツ教育学 

220名 90名 150名 80名 
 

入試方法 ①ＡＯ入学試験 

②推薦選考     

(一般公募制) 
③スポーツ・武道選考 

④一般入学試験   

（前中後期・デリ含） 
⑤Ｃ方式入学試験 

 

募集方法 詳細 

ＡＯ入学試験 75名 

体育学科 15 名 

武道学科 20 名 

スポーツ医科学科 20 名 

こどもスポーツ教育学科 20 名 

推薦選考   

（一般公募制） 
45名 

体育学科 - 

武道学科 - 

スポーツ医科学科 45 名 

こどもスポーツ教育学科 - 

スポーツ・武道  

選考 
164名 

体育学科 105 名 

武道学科 33 名 

スポーツ医科学科 10 名 

こどもスポーツ教育学科 16 名 

一般入学試験 

（デリバリー入試含） 
240名 

体育学科 95 名 

武道学科 35 名 

スポーツ医科学科 70 名 

こどもスポーツ教育学科 40 名 

Ｃ方式入学試験

（センター試験利用） 
16名 

体育学科 5 名 

武道学科 2 名 

スポーツ医科学科 5 名 

こどもスポーツ教育学科 4 名 



 
入試スケジュール 

 出願受付 試験日 合格発表 

ＡＯ入学試験 Ⅰ期 9/1-9/8 9/25 10/1 
推薦選考      

(一般公募制) 
※スポーツ医科学科のみ 10/17-10/25 11/7 11/16 

スポーツ・武道選考 

Ⅰ期 10/15-10/19 11/8 11/16 

Ⅱ期 1/7-1/14 2/2 2/15 

Ⅲ期 2/16-2/22 3/2 3/12 

一般入学試験    

(デリバリー入試含) 

前期入試・デリバリー入試 1/7-1/25 2/2～5※ 2/15 

中期入試 2/6-2/15 2/20 2/28 

後期入試 2/16-2/23 3/2.3※ 3/12 
Ｃ方式入学試験    

(センター試験利用) 
Ⅰ期 1/7-1/18 - 2/15 

※前期 2/3.5スポーツ医科学科は実技を除く 
※後期 3/2.3体育学科、武道学科、こどもスポーツ教育学科は実技を含む 
 

① ＡＯ入学試験 
 
種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

ＡＯ入学試験 

高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）を平成 30 年 3 月以

前に卒業した者および平成 31 年 3 月に卒業見込みの者、高等学校

卒業程度認定試験合格者（見込み者）であって平成31 年3 月31

日までに 18 歳に達する者で、本学を第一志望とし、所定の出願基準

に該当する者。※高等学校長推薦不要 

志願票Ａ票 

調査書 

出願基準証明書 

学習計画書 

面接票 

小論文 100 点／60 分 

面接 100 点 

書類審査 150 点 

 

② 推薦選考（一般公募制） 
 
種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

推薦選考 
（一般公募制） 

平成 31 年 3 月に高等学校（中等教育学校の後期課程を含む）等

を卒業見込みの者で、本学を第一志望とし、高等学校長等が責任を

もって推薦する者。 

志願票Ａ票 

調査書 

推薦書 

面接票 

小論文 100 点／60 分 

面接 100 点 

書類審査 50 点 

 

③ スポーツ・武道選考 
 
種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

スポーツ・武道選考 

高等学校（中等教育学校の後期課程を合む）を平成 30 年 3 月以

前に卒業した者および平成 31 年 3 月に卒業見込みの者で、本学を

第一志望とし、本学が定める大学入学資格を有し、高等学校 3 年間

スポーツを継続し、各競技団体による都道府県大会、またはこれ以上

の大会に出場し活躍した者で、高等学校長が推薦する者。 

志願票Ａ票 

調査書 

面接票 

スポーツ活動調書 

小論文 100 点／60 分 

面接 A・B・C 

書類審査 150 点 



④ 一般入学試験（デリバリー入試含） 
 

必要書類 志願票Ａ票、調査書、運動能力証明書 ※武道活動調書(武道学科出願者のみ) 

＜一般入学試験：前期入試＞ 
体育学科・武道学科・こどもスポーツ教育学科共通 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 国語 国語総合（古文・漢文を除く） 100点 

350点 

② 選択 
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ」、「日本史 B」、「世界史 B」、「地理 B」、
「政治・経済」、「数学Ⅰ・数学 A」から 1 科目を選択 

100点 

③ 実技 

《体育学科・こどもスポーツ教育学科》 体育実技：運動適性※1（必須） 
《武道学科》 体育実技：運動適性※1 または武道基礎能力※2（いずれか選択） 
※1 実技試験の運動適性は、 
 男子：50m 走、垂直跳び、バスケットボール投げ。 
 女子：50m 走、垂直跳び、ハンドボール投げの 3 種目。 
ただし、天候状況によっては 50m 走をシャトルランに変更する。 
※2 実技試験の武道基礎能力は、柔道・剣道・空手道のいずれかを出願時に選択 
※柔道・剣道・空手道の受験者以外の諸武道の受験者は、運動適性 

150点 

⑤  書類審査    武道活動調書を出願時提出 ※武道学科のみ 50 点 
 
スポーツ医科学科 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ 100点 

200点 ② 選択 
「国語総合（古文・漢文を除く）」、「日本史 B」、「世界史 B」、「地理 B」、「政治・経
済」、「数学Ⅰ・数学 A」から 1 科目を選択 

100点 

③ 書類審査    運動能力証明書を出願時提出 ※書類審査は点数化しない 
 
＜一般入学試験：デリバリー＞ 
全学科共通 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ 100点 

200点 
② 選択 「国語総合（古文・漢文を除く）」、「数学Ⅰ・数学 A」のうちから 1 科目を選択 100点 
③ 書類審査（1）    運動能力証明書を出願時提出 ※全学科共通  
④ 書類審査（2）    武道活動調書を出願時提出 ※武道学科のみ 50 点 
 
＜一般入学試験：中期入試＞ 
全学科共通 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ 100点 

200点 ② 選択 「国語総合（古文・漢文を除く）」、「数学Ⅰ・数学 A」のうちから 1 科目を選択 100点 

③ 書類審査 武道活動調書を出願時提出 ※武道学科のみ 50 点 
 
 
 
 
 



＜一般入学試験：後期入試＞ 
体育学科・武道学科・こどもスポーツ教育学科共通 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 国語 国語総合（古文・漢文を除く） 100点 

350点 

② 選択 
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学 A」、「小論文」から 1 科
目を選択 

100点 

③ 実技 

《体育学科・こどもスポーツ教育学科》 体育実技：運動適性※1（必須） 
《武道学科》 体育実技：運動適性※1 または武道基礎能力※2（いずれか選択） 
※1 実技試験の運動適性は、 
 男子：50m 走、垂直跳び、バスケットボール投げ。 
 女子：50m 走、垂直跳び、ハンドボール投げの 3 種目。 
ただし、天候状況によっては 50m 走をシャトルランに変更する。 
※2 実技試験の武道基礎能力は、柔道・剣道・空手道のいずれかを出願時に選択 
※柔道・剣道・空手道の受験者以外の諸武道の受験者は運動適性 

150点 

④ 書類審査 武道活動調書を出願時提出 ※武道学科のみ 50 点 
 
スポーツ医科学科 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 英語 「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ」 100点 

200点 ② 選択 「国語総合（古文・漢文を除く）」、「数学Ⅰ・数学 A」、「小論文」から 1 科目を選択 100点 
③ 書類審査 運動能力証明書を出願時提出 ※書類審査は点数化しない 
 

⑥ Ｃ方式入学試験（センター試験利用） 
 
＜Ｃ方式入学試験：センター試験利用＞ 
全学科共通 

試験教科・科目・審査 配点 合計点 
① 外国語 「英語」 200点 

400点 
② 選択 

「国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「理科」の各教科から本学指定科目の中より
1 科目 

200点 

 


