2021年度スポーツ健康科学部

スポーツ能力に優れた者を対敦とする特別入学試験要項
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現代社会は、子供たちの身体運動能力の低下、生
活習病や心の病の増大等、様々な問題を抱えてい
ます。モんな中、これらの周題を解消する手段とし
て、スボーツが重要視されています。しかし、わが
国は欧米諸国と比較レ、スボーツを取り巻く環境が
十分に整備されているとは言えません。このような
わが国のスポーツ環境を改善するためには、スポー
ツ健康科学の専門的な理論を学修し、これらの周題
の解決に貢献できる人材の育成が必要です。
スボーツ健康科学部は、「健康科学」「トレーニン

グ科学」「スポーツ,マネジメント」の3つの分野か
ら編成される充実したカリキュラムによって、杜会
的二ーズに応えることを目的とした学部です。
我々は、競技の指樽者やトレーナーなどを自指す

皆さんのほかに、教員としてスポーツ・健康教育に
携わる希望をもっている皆さん、社会の様々な領域
で職業としてへルス,プロモーション活動に従事し
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たいと思っている皆さん、各種のスボーツ事撲の運
営や経営を担おうとする皆さん、また研究者を目指
して大学院への進学を希望する皆さんなど、多様な
入学者を受け人れます。そうした幅広い人学者を確

保する一貫として「スポーツ能力にれた者を対琢
とする萄別入試」を実施します。
栽々が実施する「スポーツ能力に優れた者を対念
とする特別入試」は、学業とスポーツ活動を両立さ
せ、充実した学生生活を送ることを目的とした皆さ
んのための入字制度です。ぞのため、この学部を受
験するにあたり、自分自身の鏡技力を向上させるこ
とだけを目標にするのではなく、スポーツ健康科学
の専門的な理論と、スポーツを取り巻く総ての社会
的現敦を科学的に学修したいと考えている皆さんに
応募していただくことを願っています。

スポーツ健康科学部長柳田

昌彦:

■明骨■■■■■■■■■■■●●■■
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1.募集人数
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 36名
本学部では様々な競技種目からの入学者を受け入れることで、アドミッション・ポリシーの実
現を目指しています。そのため、競技ごとの合格者は、男女を問わず原則3名以内とします
同志社大学体育会加盟競技種目および全国高等学校体育連盟加盟競技専門部種目のどちら
にも含まれない競技種目は、特別競技として括りにし、競技として扱います

2.出願資格
以下の山 ⑤の要件をすべて満たす者。
山 2020年に高等学校(中等教育学校の後期課程を含む以下同じ)を卒業した者、および
2021年3月r卒業見込みの者

b釘下記の者も1に準ずるものとします
a.通常の課程による12年の学校教育を2020年に修了した者、および2021年3月31日までに
修了見込みの者

b.外国において、学校教育における12年の,果程を2020年に修了した者、および2021年3月
31日までに修了見込みの者、またはこれらに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
C.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設
の当該課程を2020年に修了した者、および2021年3月31日までに修了見込みの者。
d.文部科学大臣の指定した者。

スTツ餓愁翫

e.高等学校卒業程度認、定試験規則による高等学校卒業程度認、定試験を2019年度・2020年
度中に合格した者、および2021年3月31日までに合格見込みの者で、 2021年3月31日まで
に満18歳に達するもの

t.その他本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の
学力があると認められる者、および2021年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、

②

2021年3月31日までに満18歳に達するもの。
同志社大学スポーツ健康科学部で学ぶことを強く希望し、入学後は学業と課外体育活動を
両立させる強い意志をもつ者。

(3)

同志社大学体育会に加盟する部の競技種目等 Q15ページ参照)を高等学校在学中に積極
的に行い、かつ、入学後も体育会加盟各部等において、当該競技種目のスポーツ活動を継
続する意志をもつ者。
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各種競技スポーツにおいて高等学校入学以降に以下のいずれかの全国大会または国際大会
に正選手として出場し、優秀な競技成績を有する者。
@全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国
民体育大会およびこれらに準ずる全国大会(※1)。
@オリンピック、世界選手権大会およびこれらに準ずる国際大会
※1:これらに準ずる全国大会について

、国公立高等学校または私立高等学校だけで
開催する大会、武道関係の流派による大会、下部リーグによる大会など、出場者が限
定される大会は出願資格の対象となりません。
5 入学り出願時(卒業者については高等学校第3学年末)までの全体の評定平均値(学習
成績の状t が3.2以上である者。
、

b釘出願資格 1の. fに該当する者で、全体の評定平均値(学習成績の状況)が出ない場合、
出願前に同志社大ポーツ健科丹。務室へご連絡ください

選考方法

3中止・延期となった全国大会または国際大会は、出願時点
において、それらの大会に出場が正式に決定していた場合、
出場したものとして評価します

a)第1次選考(書類審査)
出願書類にもとづき書類審査を行います。競技人口を考慮して競技成績を評価します
②第2次選考(小論文、面接)
小論文、面接を実施し、総合的に判定して合格者を決定します

出願

害

類

①入学志願票(本学所定の用紙に本人が記入したもの)
入学志願票記入上の注意偶蜂助にしたがって記入してください
入学検定料納入後の入学志願票は次のように処理してください
1)金融機関から納入する場合(ゆうちょ銀行は不可)
志願票①
写真票②本学に提出してください

受験票⑤(写真票②に取扱金融機関収納印のないものは出願を受理し
振込依頼書③・・・・・・・・・入学検定料を納入した金融機関が保管します
領収 i正④一・・・・・・・取扱金融機関収納印を確かめ、大切に保管してください
2)コンビニエンスストアから納入する場合
志願票①
写真票②本学に提出してください

②

※コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書3および領収,正4 を使用しません。
調査"(出身学校長が証明し、厳封したもの)
入学時より出願時(卒業者については高等学校第3学年末までの学習成績等につぃて記載
したもの。

系,ツ餓梨蔀

、、ナ、^

b釘出願資格1のa 「に該当する者で、調査書」が出ない場合は、出願前に同志社大学
スポーツ健康科学部事務室までご連絡ください

③志望理由 800字程度本学所定の書式1・本人自筆〔ペン書き〕)
④競技成・証明(本学所定の書式2)
⑤競技成績を証明する客観性のある資料(本学所定の書式3を表紙に上綴じするこど
⑥競技成績説明本学所定の書式4
⑦写真1枚

出願前3か月以内に撮影した正面半身脱帽、背景無地のカラー写真(タテ3師Xヨコ
2,4Cm:自動車運転免許証用と同サイズ)を写真票②の貼付欄に貼付してください
なお、合格した場合には、学生証用写真や教務情報等に使用します
侶)宛名シール(2連) 2枚(本学所定の用#勵
志願票,三載の書類送付先住所を2連とも記入し、 2枚提出してください
b釘 3 6の書類作成上の注意事項は、それぞれの本学所定用紙に記載してぃます

5.入学検定料および納入方法
1 第1次選考
1 入学検定料 10,000円
2 納入方法

1)金融機関から納入する場合(ゆうちょ銀行およびATMは不可)
本学所定の入学志願票(①票 ⑤票)に必要事項を記入のうえ、切り籬さずに、金融機関
の窓口から「電信扱」で納入してください。
納入後、 2票、④票に取扱金融機関収納印が押してあることを確認してください
取扱金融機関収納印のないものは、出願を受理しません。

なお、 3票に,己載している本学指定金融機関の本・支店から納入される場合の手数料は不
要です。
2)ニンビニエンスストアから納入する場合

Ⅱ2ページ「コンビニエンスストアでの入学検定料納入方法」を参照のうえ、手続をしてください
入学検定料納入後に発行されるコンビニエンスストア入学検定料収納証明害を、写真票2
の所定欄に貼付してください収納証明書がないものは、出願を受理しません
※コンビニエンスストアを利用する場合は、振込依頼書3および領収。正4 を使用しません
3 納入期日 2020年9月8日(火)(期限後の納入は出願を受理しません。)
2 第2次選考
1 入学検定料 25,000円
2 納入方法

1)金融機関から納入する場合(ゆうちょ銀行およびATMは不可)
第1次選考合格者に本学所定の振込依頼害を送付しますので>必要事項を記入のうえ、切
り離さずに、金融機関の窓口から「電信扱」で納入してください。

系ーツ祭梨蔀

「払込金証明書團」は第2次選考日当日に持参し、提出してください
取扱金融機関収納印のないものは、第2次選考の受験を認、めません
2)コンビニエンスストアから納入する場合

第1次選考合格者は、Ⅱ2ページの「コンビニエンスストアての入学検定料納入方法」を参
照のうえ、手続をしてください

入学検定料納入後に発行されるコンビニエンスストア入学検定料収納証明書を、払込金

証明書回」に貼付のうぇ、第2次選考日当日に持参し、提出してください。収納証明書が
ないものは、第2次選考の受験を認めません。

※コンビニエンスストアを利用する場合は、「振込依頼書囚」および「領収証回」は使用しま
せん

3 納入期日 2020年10月24日(土)(期限後の納入は出願を受理しません。)
※1 いったん納入された入学検定料は返還いたしませんので、注意してください。
※2 やむなく海外から納入する場合は、出願締切日の1週間前までに京田辺キャンバス教務
センター(スポーツ健康科学部)(話0774・65・7056)までお問合わせください。なお、
海外送金にかかる手数料等を過剰で入金した場合の過剰額の返還はいたしませんので注
してください。

※3 金融機関を利用する場合、10月23日(金)までに入学検定料を納入してください。

出願受付
出願は郵送に限ります(窓口では切受け付けません)

1 受付期間:2020年9月1日(火) 9月8日(火)(締切日必着)
2 郵送方法:簡易書留速達郵便に限ります本学所定の出願用封筒」を使用してください
3 郵送宛先:〒610・0394 京田辺市多々羅都谷1.3
同志社大学京田辺キャンパス教務センター(スポーツ健康科学部)

選考日程
1 第1次選考(書類審査
選考結果を、2020年10月伯日(土)、本人宛に郵送します合格者には、第2次選考の通知を
あわせて送付します

②第2次選考(小論文、面接〔第1次選考合格者のみ〕)
小論文 2020年10月24日(土)〔10:30 11:30 京田辺校地京田辺キャンパス〕
〔13:00 京田辺校地京田辺キャンパス〕
時間・場所などの。羊細については、第1次選考合格者に通知します。

面接
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8.合格者発表
2020年11月7日(土)、合否通知を本人現住所宛に郵送します
合格者発表に関する電話等による問い合わせには切応じません

9.入学手続
合格者は、第1次手続として登録料(入学金相当額)を納入し、第2次手続として学生納付金力
ら登録料を差し引いた金額を納入してください。

※1 いったん納入された登、・半または入川金は、いかなる・があっても返還いたしません。

※2 期限後の納入は、事情のいかんに関わらず受け付けませんので、'注意してください

条,ツ綴費赤

期日までに第1次手続および第2次手続を完了しない場合は、入学を許可しません
第 1次手続締切:2020年12月2日(オ0
第2次手続締切:2021年3月11日(木)

※3
※4

登録料は、第2次手続が完了した時点で、入学金として取り扱います
入学手続を完了した後、2021年3月31日までに所定の方法により入学手続取消を申し
出た場合に限り、学生納付金から入学金を差し引いた金額を返還します詳細は合格
者に通知します

10.その他注意事項
①スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入学試験合格者が2021年3月末時点で、出願資
格(1)の要件を満たさなかった場合は、理由のいかんに関わらず入学を許可しません
②いったん提出した書類は、いかなる事情があっても返還いたしませんので、ご注意ください

③ 2021年3月卒業見込みのスポーツ能力に優れた者を対象とする特別入学試験合格者は、第
3学年第3学期終了後に、第3学年の成穎を含む調査書を提出してください。
④スポーツ能力に優れた者を対象とする特別入学試験合格者には、必ず入学前教育を受講し
ていただきます。

⑤試験の実施が困難と判断される場合は、試験日の延期措置を取る場合があります。延期す

る場合は、スポーツ健康科学部ホームページ(https: spotts.doshisha.ac.jp/index.htmD
で告知しますので適宜確認してくださいなお、延期日に受験しなかった場合は欠席とみな
します(入学検定料は返還しません)
第2次選考の延期日:2020年10月31日(土)

QA

【Q & A】
スポーツ能力に優れたものを対急とする特別入試の趣旨を教えて下さい。

どんな程目でもな戦歴を有するアスリートたちは、客観的に状況を分析する能力や自分やチームの
鴛技力向上について課題を精確に認識する能力、さらに課題の解決弐たは改善に対して果敢にチャレン
ジする行動力などを兼ね備えています。こうした基本的能力は、スボーツ以外の分野でも不可欠な能力
です。優秀な競技実績に裏打ちされたそうした能力を重視し、競技力のさらなる向上を目指し、学修に

おいても課題の発見能力や解決能力を高めようという意欲のある人たちに対する、特別枠の入試制度で

Q

す。

出願類に「熊技成を証明する客観性のある資料」といてありますが、もう少し具体的に説明して

A

ください。

この「資料」とは、新聞や雑誌の記事や記録、賞状、各続技団体や協会の証明誓や認定誓、 web上の公式

QA

記録などを指します。出場した試合の大会規模(出場者数など)や出願者本人の記録や出場の有無が確
認できる資料を必ず添付してください。特に、団体スボーツ種自では、どの試合に、実際にどれくらい
の時周にわたって出場し、どのような活躍をしたのかを示す資料が求められます。

学校の部活に加盟していない競技をやっているのですが、受験資格はありますか?

QA
AQA

系,ツ祭型蔀

QAQ

出願に必要な競技成績は、所属する学校の部活に限定してい弐せん。学校の部活以外の活動でも、全国
大会に出場し、秀な競技成績をあげるなど、出願資格を満たしていれば受験できます。
中学校時代の競技でも良いでしょうか。
高等学校入学以降の競技成績に限ります。
今後に全国大会の試合にする予定ですが、出願できますか。

出願詩点において国際大会あるいは全国大会での試合に実際に出場している必要があり弐す
クラブにおいてエントリーはされましたが、実際に試合に出場していません。
出願可能でしょうか?
2.出願資格④に記磁の通り、「実際に出場すること」が求められますので、出願できません
同志社大学体音会加盟競技目以外は出願できないのでしょうか。
出願てきます

ただし、中止・延期となった全国大会または
国際大会にケラブとしての出場が正式に決定
していた場合、出場したものとして評価しま
す

ただし、本来は出願時点で開催されていたは
ずの全岡大会または凶際大会が中止・延1切と
なり、その大会への出場が正式に決定してい
た場合、出願することが可能です

