
〒426-8668 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番1号
〒438-0043 静岡県磐田市大原1572番地1号

スポーツ
プレゼンテーション入試

前 期

出願期間 試験日 合格発表日

後  期

■入試日程
【経営学部】 【スポーツ科学部】

郵便受付：9/15(木)～10/5(水)消印有効
窓口受付：10/5(水)16時まで 10/15(土) 11/1(火)

郵便受付：10/17(月)～11/9(水)消印有効
窓口受付：11/9(水)16時まで 11/20(日) 12/1(木)

出願期間 試験日 合格発表日

郵便受付：9/15(木)～10/5(水)消印有効
窓口受付：10/5(水)16時まで 10/15(土) 11/1(火)

入試要項

NEW探究
プレゼンテーション入試

経営学部

スポーツ科学部

入試・オープンキャンパスに関するお問い合わせ

入試課 受付時間／平日8：30～17：00 E-mail：koho@ssu.ac.jp
TEL  054-647-0362
TEL  0538-31-3530

POINT
合格者全員に

特待生資格付与！

入試概要 探究プレゼンテーション入試 スポーツプレゼンテーション入試

■出願資格
本学を第一志望とし、合格した場合は必ず入学する者

■提出書類
調査書、志望理由書、活動実績報告書

検定料
30,000円

■特待生制度について
合格者全員に特待生資格を付与します。また、試験の結果に応じて新入生学業特待生S・A・B・Cを選考します。
日商簿記（２級）または基本情報技術者試験の合格者には、「新入生学業特待生A」の資格を付与します。

■選考方法

<特待生の種類と減免額>
新入生学業特待生S

授業料全額

新入生学業特待生A

授業料40万円(年額)

新入生学業特待生B

授業料20万円(年額)

新入生学業特待生C

授業料10万円（年額）

プレゼンテーション入試Q＆A

プレゼン入試対策講座を受講しないと、プレゼン入試を受験することはできませんか？
プレゼン入試対策講座を受講しなくても、プレゼン入試の受験は可能ですが、講座を通じて、プレゼンテーション方法をしっかりと身に
つけることで、合格につながります。　参考：昨年度（2021年度）、プレゼン入試合格者の94%が受講者　※スポーツ科学部実績

プレゼン入試対策講座は、4日間参加しないといけませんか？
プレゼン入試対策講座は、プレゼンテーションの基礎、課題発見・解決方法、資料作成方法、プレゼン方法等のプログラムで構成されてい
るため、全日程への参加をオススメします。全て参加しないとプレゼン入試に出願できない訳ではありませんが、出席・履修状況が基準に
達しないと、入学後に単位が認定されません。

原稿を見ながらプレゼンしてもいいですか？

プレゼンを行う時の視線、声量、立ち居振る舞いなども評価ポイントです。原稿を見なくても自信を持ってプレゼンできるように練習を
重ねてください。

日商簿記２級の資格を持っているので、合格すれば特待生になれますか？

日商簿記２級または基本情報技術者試験の資格を取得していれば、プレゼン入試で「特待生C」の成績でも、「特待生A」として認定します。
プレゼン入試の成績が「特待生Ｓ」だった場合は、上位の「特待生Ｓ」での合格となります。

資料だけでなく、実演をしないといけませんか？

発表内容への理解を深めてもらうためにも、技術・やり方の実演を必ず含めてください。

Q & A

Q & A

Q & A

Q & A

Q & A

※上記配点により総合的に判定します。詳細は入試要項をご覧ください。

プレゼンテーション

140点
評定平均換算点

25点
諸活動実績

10点
志望理由書

25点
計200点
満点＋ ＋ ＋ ＝

プレゼンテーション入試
受験生の潜在能力を開花させる新入試

磐田キャンパス

藤枝キャンパス

スポーツ科学部経営学部

スポーツ科学部

経営学部



11月 12月 4月

入試のPOINT

５

スポーツ科学部

合格 入学入学前サポート （高大連携プロジェクトB） 入学後に各2単位認定
高大連携プロジェクトA・B履修で

スポーツ科学部　1年

石川 鈴さん（静岡県立静岡商業高等学校）

将来にも役立つので、この入試はおすすめです。
ぜひ挑戦してみてください。

入学前サポート（高大連携プロジェクトB）

プレゼンテーション入試の流れ

プレゼンテーション入試方法

●

●

●

●プレゼン入試を受験しない方も受講可能

9:00 ～ 17:00
10:00 ～ 16:30

磐田キャンパス

磐田キャンパス

藤枝キャンパス

※20日は、スポーツ科学部のみ
※経営学部は別途オンライン講座あり

※

経営学部

スポーツ科学部

経営学部

経営学部

前期

後期

入学後も積極的に

プロジェクトに
参加しよう

「総合的な探究の時間」などで取り組んだ地域課題や、高校までのスポーツの知識・経験を生かして、従来型の面接・学力試験では測ることのできないコミュニケーション力、論理的思考力、学びに向かう意欲などを「プレゼンテーション」により評価する入試です。

将来は、スポーツ関係の仕事に就きたいと思っていました。最先端の機器を使った測定やそ
こから得られたデータの活用方法を学べる静岡産業大学に魅力を感じ、志望しました。英検
資格を生かして特待生入試で受験することも考えましたが、得意な “話す力” を生かせること
と、合格者全員が特待生になれることを知りプレゼンテーション入試を選択。大学のプレゼ
ン入試対策講座を受講したことでプレゼンのイメージが湧き、評価のポイントも理解できま
した。合格後の「入学前サポート」では、体力測定から分析、発表までを体験し、大学での学
びを具体的に知る機会になりました。プレゼンテーションは、練習すれば必ずできるように
なりますし、将来にも役立つ力が身につくのでおすすめです。ぜひ挑戦してみてください。

スポーツ科学部 スポーツプレゼンテーション入試

● 部活動やクラブチーム等で競技スポーツを頑張ってきた人
● 競技の技能向上、トレーニング方法、　ケガ予防等に興味のある人

● プレゼンテーション能力を高めたい人

こんな受験生におすすめ

プレゼンテーションの方法

専 願

● 模造紙などでの発表は不可
● 発表中のインターネット接続は不可
● 動画を使用する場合はMP4形式を原則とする
● 動画は、オリジナルに限る （YouTube等の動画は使用不可）

テーマ 試験時間

発表方法

注意点

スポーツ競技や運動の技術、やり方等を受験者本人が設定
テーマに沿った技術・方法の実演（見本）+
資料（動画やスライド等）を活用した発表● 

● 
● 

正しいボールレシーブのやり方
高齢者へのスクワット指導の注意点
効果的にふくらはぎをストレッチする方法等

（例）

合格者の声   スポーツプレゼンテーション入試

高校の先生方の声

が付与されます。
合格者全員に特待生資格

１ ２

入試概要に沿って、
プレゼンのテーマを自分で設定 できます。

３

テスト勉強が苦手でも、
プレゼン力で学業特待生 を目指せます。

プレゼン講座(高大連携プロジェクトA)や
入学前サポート(高大連携プロジェクトB)に参加し、

講座での取り組みが基準に達すると
入学後に大学卒業に必要な単位が認定されます。

４

受験準備を通じて、プレゼン能力を高める
ことができます。

講座に参加し、講座での取り組みが、基準以上に達すると、
入学後に卒業要件単位（２単位）として認定

昨年度（2021年度）、プレゼン入試合格者の94%が受講
※スポーツ科学部実績

受験準備を通じて、将来にも役立つプレゼンテーション
能力を向上

プレゼンテーションとは何かを理解し、課題発見・課題解決方法、資料作成方法、発表
演習等を高校生にもわかりやすく解説。

申込締切日
7月29日（金）

お申し込みはこちら

参加方法 : 受験生サイトからお申し込みください。

● 合格者のための講座
● 地域の特色や課題に目を向け、各学部での
　 学びをどう活用できるか理解を深める

● 講座に参加し、講座での取り組みが基準以上
　 に達すると、入学後に卒業要件単位（2単位）
　 として認定

合格した仲間と一緒に学び、入学後の大学生活を
スムーズにスタート！

8月 ９・10月
プレゼン準備 :プレゼン講座（高大連携プロジェクトA）を受講 　出願・受験

● 朝のHRを利用して、当該入試受験者のプレゼンを多くのクラスで発表させた。
　 学校全体にも「良い刺激」になった。（静岡県H高校）

● 生徒が受験準備を通じて成長した。指導した教員も勉強になった。（静岡県N高校）

出願

試験日

出願

試験日

合格発表日

9/15（木）～10/5（水）消印有効

10/15（土）午後

11/1（火）

合格発表日
12/1（木）

10/17（月）～ 11/9（水）消印有効 

11/20（日）午後

受験前から合格後までを手厚くサポート！！入学試験を通じて、将来にも役立つ力を身につける。

経営学部 探究プレゼンテーション入試 

● ● 大学で色々なプロジェクトに挑戦してみたい人
● 日商簿記2級または基本情報技術者試験に合格した人

当該資格取得者が
合格すると自動的に
学業特待生Aを付与

プレゼンテーションの方法

専 願

自身で設定したテーマ（地域や経済・社会的課題など）に基づき、高校等での探究活動（課題研究）で学び得た力を生かして
資料を作成し、プレゼンテーションを行います。

テーマ 試験時間
発表方法

注意点

地域や経済・社会的課題などなど、受験者本人が設定 8～ 10分の発表+質疑応答（合計20分程度）

（例） 資料（power pointあるいはPDF）を活用した発表

● 模造紙などでの発表は不可
● 発表中のインターネット接続は不可
● 動画を使用する場合はMP4方式を原則とする
● 動画は、オリジナルに限る （YouTube等の動画は使用不可）

●人口減少　●少子高齢化　●地域産業活性化　 
●インフラ整備環境対策　　●教育・文化　
●地域コミュニティの再生防災・危機管理　
●取得資格の活用等

こんな受験生におすすめ

高校の「総合的な探究の時間」等で探究活動（課題研究）に
頑張って取り組んだ人

特待生資格を得られる
県内で最も早い合格発表日!!

静岡産業大学のプレゼンテーション入試とは？

プレゼン講座　(高大連携プロジェクトA)

スポーツ競技や運動の技術・やり方等のテーマを自身で設定し、テーマに沿った技術・方法の実演（見本）に加え、
資料（動画やスライド等）を用いて、プレゼンテーションを行います。

プレゼン対策動画

経営学部

8 ～ 10分の発表+質疑応答（合計20分程度）



〒426-8668 静岡県藤枝市駿河台4丁目1番1号
〒438-0043 静岡県磐田市大原1572番地1号

スポーツ
プレゼンテーション入試

前 期

出願期間 試験日 合格発表日

後  期

■入試日程
【経営学部】 【スポーツ科学部】

郵便受付：9/15(木)～10/5(水)消印有効
窓口受付：10/5(水)16時まで 10/15(土) 11/1(火)

郵便受付：10/17(月)～11/9(水)消印有効
窓口受付：11/9(水)16時まで 11/20(日) 12/1(木)

出願期間 試験日 合格発表日

郵便受付：9/15(木)～10/5(水)消印有効
窓口受付：10/5(水)16時まで 10/15(土) 11/1(火)

入試要項

NEW探究
プレゼンテーション入試

経営学部

スポーツ科学部

入試・オープンキャンパスに関するお問い合わせ

入試課 受付時間／平日8：30～17：00 E-mail：koho@ssu.ac.jp
TEL  054-647-0362
TEL  0538-31-3530

POINT
合格者全員に

特待生資格付与！

入試概要 探究プレゼンテーション入試 スポーツプレゼンテーション入試

■出願資格
本学を第一志望とし、合格した場合は必ず入学する者

■提出書類
調査書、志望理由書、活動実績報告書

検定料
30,000円

■特待生制度について
合格者全員に特待生資格を付与します。また、試験の結果に応じて新入生学業特待生S・A・B・Cを選考します。
日商簿記（２級）または基本情報技術者試験の合格者には、「新入生学業特待生A」の資格を付与します。

■選考方法

<特待生の種類と減免額>
新入生学業特待生S

授業料全額

新入生学業特待生A

授業料40万円(年額)

新入生学業特待生B

授業料20万円(年額)

新入生学業特待生C

授業料10万円（年額）

プレゼンテーション入試Q＆A

プレゼン入試対策講座を受講しないと、プレゼン入試を受験することはできませんか？
プレゼン入試対策講座を受講しなくても、プレゼン入試の受験は可能ですが、講座を通じて、プレゼンテーション方法をしっかりと身に
つけることで、合格につながります。　参考：昨年度（2021年度）、プレゼン入試合格者の94%が受講者　※スポーツ科学部実績

プレゼン入試対策講座は、4日間参加しないといけませんか？
プレゼン入試対策講座は、プレゼンテーションの基礎、課題発見・解決方法、資料作成方法、プレゼン方法等のプログラムで構成されてい
るため、全日程への参加をオススメします。全て参加しないとプレゼン入試に出願できない訳ではありませんが、出席・履修状況が基準に
達しないと、入学後に単位が認定されません。

原稿を見ながらプレゼンしてもいいですか？

プレゼンを行う時の視線、声量、立ち居振る舞いなども評価ポイントです。原稿を見なくても自信を持ってプレゼンできるように練習を
重ねてください。

日商簿記２級の資格を持っているので、合格すれば特待生になれますか？

日商簿記２級または基本情報技術者試験の資格を取得していれば、プレゼン入試で「特待生C」の成績でも、「特待生A」として認定します。
プレゼン入試の成績が「特待生Ｓ」だった場合は、上位の「特待生Ｓ」での合格となります。

資料だけでなく、実演をしないといけませんか？

発表内容への理解を深めてもらうためにも、技術・やり方の実演を必ず含めてください。

Q & A

Q & A

Q & A

Q & A

Q & A

※上記配点により総合的に判定します。詳細は入試要項をご覧ください。

プレゼンテーション

140点
評定平均換算点

25点
諸活動実績

10点
志望理由書

25点
計200点
満点＋ ＋ ＋ ＝

プレゼンテーション入試
受験生の潜在能力を開花させる新入試

磐田キャンパス

藤枝キャンパス

スポーツ科学部経営学部

スポーツ科学部

経営学部


