
日本女子体育大学（運動科学科・スポーツ健康学科） 
所在地：東京都世田谷区 

「つよく 優しく 美しく」をスクールモットーに掲げ、有能な女子体育指導者および教養高き社会人の養成に尽力している。 
女性の特質を生かしたスポーツが盛んであり、舞踊学専攻の卒業公演は特に有名である。 

募集定員 運動科学科・スポーツ健康学科 540名 

スポーツ科学専攻 舞踊学専攻 健康スポーツ学専攻 幼児発達学専攻 

220名 100名 180名 40名 
 

入試方法 ① ＡＯ入試 ② 推薦入試 
③ センター試験

利用入試 
④ 一般入試 

 

募集方法 詳細 

ＡＯ入試 148名程度 

Ⅰ期（※スポーツ科学専攻のトップアスリート選抜含む） 120 名程度 

Ⅱ期 23 名程度 

アスリート AO（スポーツ科学専攻のみ） 5 名程度 

推薦入試 
253名程度 

（※指定校推薦含む） 

スポーツ推薦 60 名程度 

一般推薦 132 名程度 

特別推薦 若干名 

センター利用入試 21名程度 C 方式 21 名程度 

一般入試 118名程度 
A 方式 104 名程度 

B 方式 14 名程度 

 
入試スケジュール 

  出願受付 試験日 合格発表 

AO入学
試験 

AO入試Ⅰ期（第 1次選考） 2018.8.22～8.28 書類審査 2018.9.5 

AO入試Ⅰ期（第 2次選考） 2018.9.6～9.10 2018.9.15 2018.9.28 
AO入試Ⅱ期 2018.12.4～12.10 

2018.12.16 2018.12.19 
アスリート AO（スポーツ科学専攻のみ） 2018.12.4～12.12 

推薦入学
試験 

スポーツ推薦 

2018.11.1～11.8 2018.11.17 2018.11.26 一般推薦 
特別推薦 

センター
利用入学
試験 

C方式 2019.1.8～1.22 - 2019.2.14 

一般入学
試験 

A方式 
2019.1.8～1.22 

2019.2.6（※1） 
2019.2.7（※2） 2019.2.14 

B方式 2019.2.7 

（※1）スポーツ科学専攻・舞踊学専攻試験日  （※2）健康スポーツ学専攻・幼児発達学専攻試験日 



① ＡＯ入試 
 

出願要件（AO入試 共通事項） 
■次の①～③のいずれかに該当する女子。 

①高等学校もしくは中等教育学校卒業または 2019年 3月卒業見込の女子。 
②通常課程による 12年の学校教育修了または 2019年 3月修了見込の女子。 

③学校教育法施行規則の規定により高等学校卒業者と同等の学力があると認められ 2019年 3月末までにこれに該当する見込の女子。 

■各専攻の教育目標、カリキュラムに興味を持ち、本学を志望した動機と入学後の学習構想が明確で、その実現能力がある者。 

■各専攻の求める学生像に合致した者 

種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

AO入試 
Ⅰ期 

（スポーツ科学専攻

のトップアスリート 

選抜含む） 

◆AO入試Ⅰ期（トップアスリート選抜含む）受験希望者は、

オープンキャンパスのＡＯ入試面談コーナー、大学主催行事

(ダンス・ワーク・セミナー)、学外進学相談会のいずれかに

必ず参加し、大学教員との面談を受け、出願書類を受け取る。 

※受験希望の場合、必ず本人が参加してください。 

 

◆オープンキャンパス等で大学教員との面談を終了した者。 

 

※トップアスリート選抜（スポーツ科学専攻のみ） 

共通要件すべてに該当し、かつ下記条件にも該当する者。 

 大学が指定するスポーツ種目で、国際競技大会への出場、 

全国高等学校総合体育大会・国民体育大会・全国高等学校 

選手権大会等の選手として参加し、8位以内またはそれと 

同等の競技レベルの者。 

入学願書 

受験票・写真票 

エントリーシート 

宛名ラベル用紙 

調査書 

 

※スポーツ歴 

（トップアスリート選抜のみ） 

第 1 次選考：書類審査 

第 2 次選考 

◆スポーツ科学専攻 

 個人面接・小論文 

※トップアスリート選抜は個人面接

のみ。 

◆舞踊学専攻 

 ダンス創作力テスト・口頭プレ

ゼンテーション・個人面接 

◆健康スポーツ学専攻 

 小論文（講義に基づく） 

 個人面接 

◆幼児発達学専攻 

 絵本の読み聞かせ 

 個人面接・小論文 

AO入試 
Ⅱ期 ※事前の面談を受ける必要はありません。 

◆スポーツ科学専攻 

 書類審査・個人面接・小論文 

◆舞踊学専攻 

 書類審査・個人面接・小論文 

 ダンス創作力テスト 

◆健康スポーツ学専攻 

 書類審査・個人面接・小論文 

◆幼児発達学専攻 

書類審査・個人面接・小論文 

絵本の読み聞かせ 

アスリート 
AO入試 

（スポーツ科学専攻のみ） 

※大学が指定するスポーツ種目で、全国高等学校総合体育 

大会・国民体育大会・全国高等学校選手権大会に選手として 

参加し、16位以内またはそれと同等の競技レベルの者。 

書類審査・個人面接 

    

 
 
 
 
 

 

  



② 推薦入試 
 

出願要件（推薦入試 共通事項） 
■本学を第一志望校とする者。 

■学力・人物に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。  

■学業成績全体の評定平均値が原則として 3.0 以上の者。（幼児発達学専攻のみ、3.2 以上） 

種類 出願要件（抜粋） 必要書類 選考方法 

スポーツ推薦 

競技力に優れ、下記①・②・③のいずれかに該当する者。                                                                

①国民体育大会出場またはそのブロック大会出場。                

②全国高等学校総合体育大会の各都道府県予選 8 位以内。         

③上記条件以上の競技成績を持っていると高等学校長が認める者。

※原則として、オリンピック・①・②に該当する種目とする。 

入学願書 

受験票・写真票 

宛名ラベル用紙 

調査書 

推薦書 

書類審査・面接 

一般推薦 

◆スポーツ科学専攻 

運動技能に優れ、「保健体育」の評定平均値が 3.5 以上の者。

（体育科、体育コースの場合は 3.0 以上） 

◆舞踊学専攻 

ダンス技能に優れている者。ダンス経験のある者。 

◆健康スポーツ学専攻 

健康とスポーツの関係に関心があり、「保健体育」の評定平均値が 

3.0 以上の者。 

◆幼児発達学専攻 

幼児教育・スポーツに関心があり、学業成績全体の評定平均値が 

3.2 以上で、「保健体育」・「芸術」いずれかの評定平均値が 3.5 

以上の者。 

◆スポーツ科学専攻 

書類審査・面接・実技 

（※28 種目から 1 種目を選択。） 

◆舞踊学専攻 

 書類審査・実技 

（※ソロによる自由演技） 

◆健康スポーツ学専攻 

 書類審査・小論文・面接 

◆幼児発達学専攻 

 書類審査・小論文・面接 

 

特別推薦 

ダンス技能に優れ、高校 3 年間において、下記のいずれかの舞踊コンク

ールまたはダンス系の競技大会で受賞。（個人・群舞） 

・日本女子体育大学主催全国中学校・高等学校ダンスコンクールの高等学校の

部で 3 位以内。 

・全日本高等学校・大学ダンスフェスティバル（神戸）で文部科学大臣賞受賞。 

・その他の全国舞踊コンクール。 

  東京新聞主催全国舞踊コンクール、埼玉全国舞踊コンクール 

  こうべ全国舞踊コンクール、北九州＆アジア全国洋舞コンクール 

  あきた全国舞踊コンクール、全日本バレエコンクール 

・上記に準じるもの。 

書類審査・面接 

 
 
 
 
 
 

③ センター利用入試 
 
＜C方式＞:全学科共通 
大学入試センター試験の結果のうち、本学が指定する教科・科目の成績により判定し、個別試験は実施しない。 



セ
ン
タ
ー
試
験 

教科 グループ 科目 配点 合計点 

必
修 

国 語 
 

『国語』※古典（古文・漢文）を除く 200点 

400点 
選
択 

外国語  「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」 
200点 

左記科目より最高得

点の 1 科目を採用。 

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」 

数学  「数学 I」「数学 I・A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「簿記・会計」「情報関係基礎」 

理科 
①  「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」 
②  「物理」「化学」「生物」「地学」 

※「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」科目は、いずれか 2 科目を 1 科目として扱う。 
※「英語」のリスニング試験結果の成績は使用しない。 
※100 点満点の科目は 200 点満点に換算。 
 

④ 一般入試 
 
必要書類 入学願書、受験票・写真票、調査書、宛名ラベル用紙 

＜一般入試：A方式＞ 
学科 1 教科＋実技で受験。学科試験は全学科共通。 
試験教科・科目・審査 配点 合計点 

① 学科試験 

下記 3 教科から 1 教科を選択 
①国語（国語総合）※古文・漢文を除く 
②英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ） 
③数学（数学Ⅰ・数学 A） 

100点 

250点 

② 実技試験 
 

【スポーツ科学専攻】 下記 24 種目から 1 種目を選択 
器械運動 新体操 100ｍ走 300ｍ走 1500ｍ走 走り幅跳び 走り高跳び 
砲丸投げ やり投げ 50ｍクロール 50ｍ平泳ぎ 50ｍ背泳ぎ 50ｍバタフライ 
200ｍ自由形 200ｍ個人メドレー バスケットボール バレーボール ハンドボール 
サッカー ソフトボール テニス ソフトテニス バドミントン 一般技能 
 
【舞踊学専攻】 ソロによる自由演技 

150点 

【健康スポーツ学専攻・幼児発達学専攻】 下記 13 課題から 1 課題を選択 
リズム運動 ※リズム体操・リズムダンスのいずれかを出願時に選択 
器械運動（マット運動） 
陸上競技 ※60ｍ走・1000ｍ走のいずれかを出願時に選択 
水泳   ※25ｍ：4 泳法のいずれかを出願時に選択 
バスケットボールの基礎技能 バレーボールの基礎技能 ハンドボールの基礎技能 
サッカーの基礎技能 ソフトボールの基礎技能 テニスの基礎技能 
ソフトテニスの基礎技能 バドミントンの基礎技能 総合的基礎技能 

100点 200点 

 
＜一般入試：B方式＞ 
学科 2 教科で受験。学科試験は全学科共通。 
試験教科・科目・審査 配点 合計点 

① 学科試験 

下記 3 教科から 2 教科を選択 
①国語（国語総合）※古文・漢文を除く 
②英語（コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ・英語表現Ⅰ） 
③数学（数学Ⅰ・数学 A） 

各 100点 200点 

※健康スポーツ学専攻に関しては、教科「保健体育」の評定値を考慮する。 


