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作業療法学科（仮称）／言語聴覚学科（仮称）／理学療法学科リハビリテーション学部

臨床工学科／放射線学科／検査技術学科／看護学科保 健 科 学 部

総合型選抜 Ⅰ 学校推薦型選抜Ⅰ（指定校制）
学校推薦型選抜Ⅱ（公募制）

総合型選抜 Ⅱ 社会人対象選抜
帰国子女対象選抜

一般選抜（前期）
一般選抜（後期）

大学入学共通テスト利用選抜（前期）
大学入学共通テスト利用選抜（後期）

本紙の内容は2020年3月時点の情報です。
2021年度入学試験に関する正式な内容は、2020年7月発行予定の『2021年度 学生募集要項』でご確認ください。

※学部・学科の概要等は現時点での計画であり、変更することがあります。
※理学療法学科は、2021年4月より保健科学部からリハビリテーション学部（仮称）に変更予定です。

2021年4月開設予定［設置構想中］

（
仮
称
）

群馬パース大学



総合型選抜 Ⅰ 試験日▶2020年10月17日（土）

学習成績の状況（評定平均値）の基準はありません。
現役生の他、高等学校卒業後1年未満の方も受験可能です。
本学で学ぶ意欲と目的意識が、志望学科への適性及び
求める学生像とマッチしているかを確認します。

〈 2021年度 入 試 概 要 〉

専願

POINT

「指定校制」と「公募制」の選抜方式があります。
学習成績の状況（評定平均値）の基準があります。
出身学校長の推薦を受けられる方が対象です。
　　　　　本学より指定された高等学校で推薦を受けた方だけに出願を認めます。
　　　　　現役生の他、高等学校卒業後1年未満の方も受験可能です。

POINT

総合型選抜 Ⅱ 試験日▶2020年12月12日（土）

他大学との併願が可能です。
学習成績の状況（評定平均値）の基準はありません。
現役生の他、高等学校卒業後1年未満の方も受験可能です。
本学で学ぶ意欲と目的意識が、志望学科への適性及び
求める学生像とマッチしているかを確認します。

併願

POINT

学校推薦型選抜 Ⅰ （指定校制） 試験日▶2020年11月14日（土） 専願

学校推薦型選抜 Ⅱ （公募制） 試験日▶2020年11月21日（土） 専願

高等学校等を卒業し、入学時に満21歳以上に達する方が対象です。
学力の他、社会人としての経験、志望学科で学ぶ意欲などを総合的に評価します。

POINT

社会人対象選抜 試験日▶2020年12月12日（土） 併願

帰国子女対象選抜 試験日▶2020年12月12日（土） 併願

<社会人対象選抜>

日本国籍を有する方で、海外において定められた期間の教育を修了した方が対象です。
学力の他、海外での経験、志望学科で学ぶ意欲などを総合的に評価します。

<帰国子女対象選抜>

〈保健科学部〉
試験科目

基礎学力試験
グループディスカッション

書類審査

〈リハビリテーション学部（仮称）〉
試験科目

基礎学力試験
面接

書類審査

〈保健科学部〉
試験科目

基礎学力試験
プレゼンテーション+面接

書類審査

〈リハビリテーション学部（仮称）〉
試験科目

基礎学力試験
面接

書類審査

〈全学部共通〉

〈全学部共通〉

試験科目
基礎学力試験

面接

試験科目
基礎学力試験

面接

指定校制のみ

公募制のみ

●学部及び学科のアドミッション・ポリシーは、本学ホームページでご確認ください。
●各試験の配点、調査書や出願書類の活用など、正式な内容は、
　2020年7月発行予定の『2021年度 学生募集要項』でご確認ください。

裏表紙Q1

裏表紙Q1

裏表紙Q1

裏表紙Q1

裏表紙Q1

裏表紙Q1

裏表紙Q2

裏表紙Q3

裏表紙Q3

裏表紙Q2

裏表紙Q3

裏表紙Q3
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特待生選抜について

本学での個別学力試験は課しません。
大学入学共通テストの
自己採点以降でも出願可能です。

POINT

大学入学共通テスト利用選抜（前期） 個別試験なし 併願

大学入学共通テスト利用選抜（後期） 個別試験なし 併願

２科目型の個別学力試験を実施します。
            特待生選抜にチャレンジ可能です。
            7会場で受験可能です。
            （東京、新潟、長野、郡山、仙台、札幌、高崎）

POINT

一般選抜（前期） 試験日▶2021年2月6日（土） 併願

一般選抜（後期） 試験日▶2021年3月6日（土） 併願

一般選抜（前期）成績上位合格者のうち、
成績優秀で経済的理由により修学困難な方に対して、学費の一部を給付（免除）します。

※特待生S及びAについては進級時に継続可否の審査があります。

募集人数（S・A・B合計）

（380名予定）
入学定員の10％前後

特待生奨学金には下記の通り収入基準があります。〈収入基準〉

主たる家計
支持者一人の
年間収入

源泉徴収票の支払金額が841万円以下

確定申告書等の所得金額が355万円以下

特待生奨学金 最大で4年間の授業料等を100%免除

4年間の
授業料等全額免除

4年間の
授業料等後期分全額免除

※学部・学科の概要等は現時点での計画であり、変更することがあります。
※理学療法学科は、2021年4月より保健科学部からリハビリテーション学部（仮称）に変更予定です。

〈全学部共通〉

4年間の
後期分全額免除

初年次の
授業料等後期分全額免除

初年次の
後期分全額免除

※国語は「国語総合（古文・漢文を除く）」、英語は「コミュニケーション英語Ⅰ、Ⅱ」
　「英語表現Ⅰ」より出題します。

+

選択科目❶

国語
数学Ⅰ・A
英語

いずれか1科目
物理基礎
化学基礎
生物基礎

いずれか2科目合計
物理
化学
生物

いずれか1科目

選択科目❷

前期のみ

前期のみ または

〈全学部共通〉

+国語（近代以降の文章）
数学Ⅰ・A 数学Ⅱ・B
英語（リスニングは除く）

下記のうち高得点2科目
物理基礎
化学基礎
生物基礎

いずれか2科目合計
物理
化学
生物

いずれか1科目

理科①または、理科②いずれか得点の高い方

または

または

特待生A 特待生B特待生S

理
科
①

理
科
②

給与所得者の場合

給与所得者以外の場合
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入試 Q&A

受験生に役立つ情報はこちら！
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-7-1

群馬パース大学 入試広報課入試に関するお問い合わせ

℡027-365-3370
受験生サイト

2021年度 入学試験のポイント
入試制度が変わります。
従来の≪AO入試・推薦入試・一般入試・センター試験利用
入試≫は、それぞれ≪総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選
抜・大学入学共通テスト利用選抜≫と名称が変わります。本
学のアドミッション・ポリシーに基づき、それぞれの選抜区
分で選考方法を定めています。

原則すべての入試区分で「JAPAN e-Portfolioの学びの
データ」の提出を求めます。ただし、得点化するなど合否
判定に用いることはせず、大学教育の質の確保・向上に向
けた取組みに活用します。

本学の2021年度入学試験では、すべての入試区分
で英語民間試験の活用を見送ります。なお、一般選
抜では「英語」の個別学力試験を実施します。

選択科目①≪国語、数学Ⅰ・Ａ、英語≫において、一部
記述式の問題を出題し、「思考力・判断力・表現力」を
評価します。

英語民間試験の
活用を見送ります。

出願時に
「JAPAN e-Portfolio学びのデータ」の
提出を求めます。

一般選抜で記述式問題を
出題します。

基礎学力試験とはどのような試験ですか？

Q1 知識・技能を活用した思考力・判断力・表現力のベースとなる基礎学力
を測る試験を予定しています。
【参考：2020年度出題内容】
・日本語と英語の基礎的な語彙力（読み、書き、表現、読解、要約など）
・基礎的な計算技能（高校１年程度までに習得する内容を中心に出題）

A.

総合型選抜のグループディスカッションや
プレゼンテーションは、どのような試験ですか？

Q2 学生募集要項に掲載されるテーマを基にグループディスカッショ
ン、プレゼンテーションの試験を行います。テーマは志望学科に関
連し、志願者の意欲や思考力・判断力・表現力などを測ることができ
るものを予定しています。

A.

総合型選抜の書類審査とは
どのような試験ですか？

Q3
志願者本人が記載する書類を基に、保健医療専門職を目指す意
欲、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性などを評価します。

A.

調査書や出願書類は
どのように活用されますか？

Q4
調査書や出願書類の具体的な活用方法については検討中です。アド
ミッション・ポリシーに基づく「学力の３要素」の評価に活用する予定
です。

A.

「JAPAN e-Portfolio」を通っている高校が
利用していないのですが、
出願時にどのようにすればよいですか？

Q5
「JAPAN e-Portfolioの学びのデータ」の提出が不可能な志願者に
は、指定項目についてWeb出願時に入力することや紙媒体での提
出を求める予定です。

A.

一般選抜の記述式問題は
どのような問題が出題されますか？

Q6
2020年度一般入試においても記述式の問題が出題されています。
過去問題を本学ホームページにて公表（2020年5月頃予定）します
ので、参考にしてください。

A.

正式な内容は2020年7月発行予定の『2021年度 学生募集要項』でご確認ください。


