
札幌大谷大学 2020 年度入学試験変更点等のお知らせ（予告） 

2020年度入学試験の試験内容について，以下のとおり変更等を予定しております。 

なお，内容は現時点での予定であり，詳細は 2019 年 7 月発行予定の「2020 年度札幌大谷大学学生募集要

項」をご確認ください。 

 

【音楽学科】 

指導者推薦（ＡＯ型）入学試験 

出願に必要な診断回数を 1 回以上に変更します。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

2回以上の受診で出願可能 1回以上の受診で出願可能 

 

二次入学試験 

新たな入学試験として「二次入学試験」を新設します。 

出願期間：2020年 3 月上～中旬（予定） 

実施時期：2020年 3 月中～下旬（予定） 

試験内容：コース別実技課題を演奏後，レッスン形式で面接を実施します。 

合格発表：2020年 3 月下旬（予定） 

 

管弦打楽コース 

芸術特待生編入学・転入学試験及び一般編入学・転入学試験における実技の課題内容は，2019年度入学

試験まで自由曲 1曲の演奏（暗譜，繰返しなし）としておりましたが，2020年度入学試験から以下のと

おり変更となります。 

 ◆管楽器 

  1 音階 

    スラーまたはタンギングで演奏する。調は当日指定。暗譜とする。 

    譜例は，学校推薦入学試験（公募制），一般入学試験，給費生入学試験，特別入学試験のもの

を参照すること。 

なお，以下の楽器は指定された楽譜より演奏する。 

・フルート   ：アルテスフルート教則本第 2巻（日本フルートクラブ刊） 

・クラリネット ：Rolf Eichler：Scales for Clarinet（国立音楽大学出版） 

・サクソフォーン：須川展也：サクソフォーントレーニングブック（音楽之友社） 

    2 課題 

      学校推薦入学試験（公募制），一般入学試験，給費生入学試験，特別入学試験の課題に同じ 

 ◆弦楽器 

  1 音階 

下記の方法を用い演奏する。調は当日指定。暗譜とする。 

譜例は，学校推薦入学試験（公募制），一般入学試験，給費生入学試験，特別入学試験のもの

を参照すること。 

・ヴァイオリン ：下記の①または②のいずれかを演奏する。調は当日指定。暗譜とする。 

①3オクターブの音階と分散和音。 

フリマリー音階教本(全音楽譜出版社)，小野アンナのヴァイオリン音 

階教本(音楽之友社)から選択すること 

 



②カール･フレッシュのスケールシステムから演奏する。 

演奏箇所はすべての調において，5番の最初の 12小節。 

スラーの付け方は C-durに準ずる。 

・ヴィオラ    ：カール･フレッシュのスケールシステムから演奏する。調は当日指定。暗

譜とする。演奏箇所はすべての調において，5番の最初の 12小節。スラ

ーの付け方は C-durに準ずる。 

・チェロ     ：3オクターブ演奏する。調は当日指定。暗譜とする。 

・コントラバス  ：2オクターブ演奏する。調は当日指定。暗譜とする 

・クラシックギター：譜例に従い演奏する。(⑥の弦から①の弦までを使う。開放弦は使用し

ない)。暗譜とする。 

2 課題 

学校推薦入学試験（公募制），一般入学試験，給費生入学試験，特別入学試験の課題に同じ 

 

作曲コース，電子オルガンコース 

必須科目「聴音」を，以下のとおり選択制とします（学校推薦入試（指定校），特別推薦入試（札幌 

大谷高校 音楽科）は実施なし）。 

作曲コース     ①聴音 ②視唱 のいずれかから選択 

電子オルガンコース ①聴音 ②視唱 のいずれかから選択 

 

作曲コース（各編入学・転入学試験は作曲コース（作曲系）） 

指導者推薦（AO型）入学試験における実技診断内容及び学校推薦入学試験，一般入学試験（Ⅰ・Ⅱ期），

給費生入学試験，特別入学試験，一般編入学・転入学試験における実技（作曲）の課題内容が以下のと

おり変更となります。  

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

実技（作曲） 

与えられた2～4小節程度のモチーフを

元に，ピアノ用の小曲を作る。形式は

自由。3時間以内。試験開始 1時間後か

らピアノを使うことができる。 

実技（作曲） 

以下の 1及び 2を課す。 

1 提出作品（譜面または音源） 

※音源のファイル形式は拡張子が「.wav」

「.WAV」「.aiff」「.aif」「.aifc」「.afc」の  

いずれか。録音メディアは CD-Rまたは USB

メモリとし，メディアは返却しない。 

2 8 小節程度の旋律にピアノパートを付け

る。時間は 60分。楽器の使用可。 

   ※実技（ピアノ）については，変更ありません。 

 

芸術特待生入学試験及び芸術特待生編入学・転入学試験における実技（作曲）の課題内容が以下のとお

り変更となります。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

実技（作曲） 

[芸術特待生入学試験] 

与えられた 2～8 小節のテーマにより，

楽曲を作る。形式・楽器編成は自由。 

5時間。試験時間内は楽器使用不可。 

 

実技（作曲） 

以下の 1及び 2を課す。 

1 提出作品（譜面または音源） 

※音源のファイル形式は拡張子が「.wav」

「.WAV」「.aiff」「.aif」「.aifc」「.afc」の  

いずれか。録音メディアは CD-Rまたは USB



[芸術特待生編入学・転入学試験] 

 与えられた 2～4小節のテーマにより，

ソナタ形式による楽曲を作る。楽器編

成は自由。5時間。試験時間内は楽器使

用不可。 

メモリとし，メディアは返却しない。 

 

[芸術特待生入学試験] 

2 与えられた 2～8 小節のテーマにより，楽

曲を作る。形式・楽器編成は自由。 

3時間。試験時間内は楽器使用可。 

[芸術特待生編入学・転入学試験] 

2 与えられた 2～4 小節のテーマにより，ソ

ナタ形式による楽曲を作る。楽器編成は自

由。3時間。試験時間内は楽器使用可。 

  ※実技（ピアノ）及び和声については，変更ありません。 

 

作曲コース（電子オルガン系） 

一般編入学・転入学試験における作曲課題を廃止します。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

面接，聴音，初見視唱 面接，聴音，初見視唱 

実技（電子オルガン演奏，作曲） 実技（電子オルガン演奏） 

 

音楽療法コース 

実技について，歌唱・器楽必須から選択制（歌唱・器楽のいずれか）へ変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校推薦入学試験（公募制），給費生入学試験，一般入学試験（Ⅰ・Ⅱ期），特別入学試験の実技と作

文の配点を実技 30点，作文 70点へ変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

音楽学科入学試験で使用する電子オルガンのうち，KAWAI DT9の使用を廃止します。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

【使用機種】 

・ELS-02C 

・KAWAI DT9 

【使用機種】 

・ELS-02C 

 

  

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

下記①②必須 

 ①歌唱 

 ②器楽 

（ピアノ・管弦打楽器・電子オルガン） 

下記①②のいずれかから選択 

 ①歌唱 

 ②器楽 

（ピアノ・管弦打楽器・電子オルガン） 

※管弦打楽器は管弦打楽コースの楽器から１つ

を選択するものとする。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

学校推薦入学試験（公募制） 

一般入学試験（Ⅰ・Ⅱ期） 

特別入学試験 

実技 100点 

作文 100点 

給費生入学試験 

 

 

実技  50点 

  作文  50点 

学校推薦入学試験（公募制），給費生入学試験，

一般入学試験（Ⅰ・Ⅱ期），特別入学試験 

 

実技  30点 

作文  70点 



 

【美術学科】 

 ＡＯ入学試験 

エントリー，出願の機会がそれぞれ 2 回に増えます。また，エントリーの際には，事前にオープンキ

ャンパスの体験授業（90 分以上）を受講することが必須の条件となります。詳細は 2019 年 5 月発行

予定の「札幌大谷大学エントリ－ガイド 2020」をご確認ください。 

2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

・エントリーの機会 1回 

・診断時期（9 月上旬に一次診断・下旬に二次

診断受診） 

指定された 2回の受診で認定されれば出願可

能 

 

 

・診断方法：面談，エントリーファイル，       

作品 

・出願の機会 1回 

・エントリーの機会 2回 

・診断時期（Ⅰ期 9月（1回）・Ⅱ期 11月

（1回）） 

（オープンキャンパスの体験授業（90

分以上）を受講したうえ，Ⅰ期・Ⅱ期い

ずれかの診断日に面談を受診。認定され

れば出願可能 

・診断方法：面談，エントリーファイル 

 

・出願の機会 2回 

 

 学校推薦入学試験（指定校制） 

 試験科目に「提出作品」を追加します。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

・面接 ・面接 

・提出作品 

 

 芸術特待生入学試験 

試験科目に「面接」を追加します。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

・提出作品 

・作品集 

・提出作品 

・作品集 

・面接 

  

 自己推薦入学試験（Ⅰ・Ⅱ期） 

選択科目「小論文」の試験時間が 60分となります。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

試験時間 90分 試験時間 60分 

 

芸術特待生編入学・転入学試験，一般編入学・転入学試験 

「小論文」の試験時間が 60 分となります。 

 2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

試験時間 90分 試験時間 60分 

 

 

  



【地域社会学科】 

 学校推薦入学試験（一般枠），学校推薦入学試験（地域学習・地域活動枠） 

「評定平均値×10点」の加算が無くなります。 

  ◆一般枠 

2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

小論文 100点 小論文 100点 

面接 50点 面接 50点 

その他（評定平均値×10点） 50点  

  ◆地域学習・地域活動枠 

2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

作文（出願時に提出） 100点 作文（出願時に提出） 100点 

面接 50点 面接 50点 

その他（評定平均値×10点） 50点  

 

 総合型選抜 

 新たな入学試験として「総合型選抜」を実施します。詳細は 2019 年 5月発行予定の「札幌大谷大学エント

リ－ガイド 2020」をご確認ください。 

  エントリー期間：2019 年 9月上旬～中旬（予定） 

診断時期   ：2019年 9月下旬～10月上旬（予定） 

  診断までの流れ： 

①オープンキャンパス（6，7，9月のいずれか 1回）に参加 

オープンキャンパスのフィールド体験後，グループワークに参加していただきます。 

②エントリー 

エントリー申込書，オープンキャンパス受講証，オープンキャンパス振返りシート等を提 

出していただきます。 

   ③診断（面談等） 

    エントリーの動機の確認のほか，オープンキャンパス振返りシートに基づき面談等を行いま

す。 

   ④診断結果通知 

   ⑤出願 

    ④で出願認定された場合，出願することができます。 

⑥合格発表 

    診断時の内容及び出願書類等を総合的に審査のうえ，合否を決定します。 

  出願期間   ：2019 年 10月下旬～11月上旬（予定） 

  合格発表   ：2019 年 11月上旬（予定） 

 

大学入試センター試験利用入学試験（Ⅲ期） 

 大学入試センター試験利用入学試験（Ⅲ期）を導入します。 

  出願期間   ：2020 年 3月中旬（予定） 

  試験科目   ：  

   

 

 

  合格発表   ：2020 年 3月下旬（予定） 

国語（近代以降の文章） 100点  

英語（リスニングを除く） 100点 200点科目を 100点に換算 



 

 給費生入学試験（一般入試型），一般入学試験（Ⅰ期） 

選択科目に新たに総合問題を追加します。また，世界史，地理，倫理を廃止します。 

  2019年度入学試験まで 2020年度入学試験から 

国語 
変更なし 

英語 

選択科目（日本史 B，世界史 B，地理 B，政

治・経済，倫理，数学Ⅰ・数学 A の 6 科目

から出願時に 1科目選択） 

選択科目（日本史 B，政治・経済，数学Ⅰ・

数学 A，総合問題の 4 科目から出願時に 1 科

目選択） 

※配点は変更なし 

 


