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入試ガイド

人間社会学部

未来社会学科

健康スポーツコミュニケーション学科

経営データビジネス学科

（姫路キャンパス）

（姫路キャンパス）

（大阪天王寺キャンパス）

【姫路キャンパス】
〒679-2217 兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5

TEL 0120-155-123 FAX 0790-22-6452

【大阪天王寺キャンパス】
〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻2-1-4

TEL 0120-934-371 FAX 06-6776-8172

URL https://www.kinwu.ac.jp/ Eメール info@kinwu.ac.jp

お問い合わせ先 0120-155-123 （アドミッションオフィス)

※2023年4月 経営福祉ビジネス学科より学科名称変更予定（本計画は予定であり、内容は変更になる場合があります。）

■2023年度 学納金等

※２年次以降の学納金には、委託徴収金30,000円（保護者後援会費15,000円、学友会費15,000円）を含みます。

４年次には同窓会費10,000円が必要です。

（単位：円）

◎健康スポーツコミュニケーション学科

◎総合型選抜〔１期〕および学校推薦型選抜〔指定校・高大連携校〕の合格者は、
入学金200,000円が全額免除となります。

◎未来社会学科／経営データビジネス学科
（単位：円）

総合型選抜 学校推薦型選抜
一般入試型

大学入学共通テスト利用入試型

将来の夢や目標があり、本学で学び

たいという強い意志を持った方のた

めの入試です。受験者と本学との

マッチングを重視します。エント

リーシートの書き方については、事

前相談を受け付けています。

専願

[学科試験]一般１期の来学入試のみ

受験可。[小論文]一般１～３期の来

学入試またはオンライン入試のどち

らでも受験可。

オンライン入試は、自宅、高校また

は寮での受験が可能です。

指定校および高大連携校合格者は

入学金を全額免除します。

公募制は2021年3月以降に高等学校

を卒業された方も出願可能です。

小論文は、出願時に提出していただ

きます。※高大連携校は、小論文を課しません。

●評定平均値の指定はありません

併願専願

●１期合格者は、入学金全額免除

■2023年度 入試のポイント

●選考方法：小論文※・面接・調査書 ●最終出願締切：3月11日（消印有効）

●一般・共通テスト利用の同時出願は受験料免除

■Web出願の流れ

STEP１ STEP２ STEP４ STEP６STEP３

ユーザー登録

・

本学ホームページの

「Web出願」へアク

セスし、メールアド

レスと基本情報の登

録を行ってください。

出願登録
所定用紙の印刷

・
マイページへログイ

ンし、画面の手順に

従って、必要事項を

登録してください。

エントリーシート、

推薦書と小論文の用

紙は、ダウンロー

ド・印刷が必要です。

入学検定料の

お支払い

・

お支払い方法を選択

できます。

・コンビニエンスストア

・クレジットカード

・Pay-easy
※手数料1,000円が

必要です。

出願書類の印刷

・

マイページにアクセ

スし、「志願票・写

真票」「封筒貼付用

宛名ラベル」等を印

刷してください。

受験票の到着

・

大学から受験票を郵

送します。

記載内容に間違いが

ないか確認し、入試

当日まで大切に保管

してください。

受

験

２年次以降の学納金合計 1,100,000円 ２年次以降の学納金合計 1,070,000円

2022年4月 神戸医療福祉大学より名称変更

STEP５

書類の郵送

・

角２封筒に「封筒添

付用宛名ラベル」

「出願書類チェック

リスト」を貼付し、

簡易書留で郵送して

ください。

出

願

完

了

●公募制・高大連携校：評定平均値の指定はありません



出願期間 試験日 合格発表 手続締切 出願資格・その他

Ａ日程 2022年9月  1日㊍ ～ 9月13日㊋  (必着) 9月24日㊏

Ｂ日程 2022年9月14日㊌ ～ 9月27日㊋ (必着) 10月8日㊏

Ｃ日程 2022年10月3日㊊ ～ 10月15日㊏ (必着) 10月22日㊏

2022年10月24日㊊ ～ 11月9日㊌ (必着) 11月19日㊏ 11月26日㊏ 12月19日㊊

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (必着) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月23日㊊ 

2023年1月10日㊋ ～ 3月25日㊏ (必着) 個別に実施 個別に発表
個別

～3月31日㊎

2022年10月3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月5日㊏ 12月1日㊍ 12月12日㊊

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月16日㊊

2022年10月3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月5日㊏ 12月1日㊍ 12月12日㊊

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月16日㊊

2022年10月3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月5日㊏ 12月1日㊍ 12月12日㊊

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月16日㊊

選考方法

　2022年12月21日㊌

　　　  　　～ 2023年1月23日㊊ (消印有効)
2月1日㊌ 2月10日㊎ 2月28日㊋

2023年2月1日㊌ ～ 2月15日㊌ (消印有効) 2月22日㊌ 3月2日㊍ 3月17日㊎

2023年2月20日㊊ ～ 3月11日㊏ (消印有効) 3月17日㊎ 3月25日㊏ 3月31日㊎ 

2023年1月5日㊍ ～ 2月4日㊏ (消印有効) - 2月10日㊎ 2月28日㊋

2023年2月6日㊊ ～ 2月20日㊊ (消印有効) - 3月2日㊍ 3月17日㊎

2023年3月1日㊌ ～ 3月18日㊏ (消印有効) - 3月25日㊏ 3月31日㊎ 

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (必着) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月23日㊊ 

2023年1月23日㊊ ～ 2月4日㊏（必着） 2月11日㊏ 2月18日㊏ 3月6日㊊

2022年11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (必着) 12月17日㊏ 12月24日㊏ 1月23日㊊ 

2023年1月23日㊊ ～ 2月4日㊏（必着） 2月11日㊏ 2月18日㊏ 3月6日㊊

学
校
推
薦
型
選
抜

■出願資格（次の①～③のすべての項目に該当する者）
①指定する高等学校長が推薦する者
②学校推薦型選抜指定校についてのお願いに記載されている評定平均値
以上の者
③本学を専願とし、2023年3月卒業見込みの者

■出願資格（次の①②のいずれの項目にも該当する者）
➀高等学校長が推薦する者
②2023年3月卒業見込みの者、または2021年3月以降に高等学校（中等
教育学校を含む）を卒業した者

２期

指定校

１期

公募制
専願型・併願型

１期

２期

高大連携校

選考方法　　小論文（出願時に提出）・面接・調査書
面接方法　　原則として、オンラインで面接を行う
試験会場　　自宅、高校または寮

１期 ■出願資格（次の①②のいずれの項目にも該当する者）
①高大連携校の学校長が推薦する者
②本学を専願とし、2023年3月卒業見込みの者

２期

選考方法　　小論文（出願時に提出）・面接・調査書
面接方法　　原則として、オンラインで面接を行う
試験会場　　自宅、高校または寮

選考方法　　面接・調査書
面接方法　　原則として、オンラインで面接を行う
試験会場　　自宅、高校または寮

■出願資格（次の①～③のいずれかに該当する者）
①大学を卒業または2年以上在籍し、かつ62単位以上（2年次編入は1年以
上在籍し、かつ31単位以上）を取得（見込み）した者
②短期大学、高等専門学校を卒業（見込み）した者
③専修学校の専門課程を修了（見込み）した者

１期

２期

■出願資格
2023年4月1日現在で満22歳に達し、次の①～③のいずれかに該当する者
①高等学校または中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③学校教育法施行規則第150条の規定により、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た者

１期

２期

特
別
選
抜

選考方法　　エントリーシート・面談・書類審査

面談方法　　原則として、オンラインで面談を行う

試験会場　　自宅

一
般
選
抜

一般入試型

１期

選考方法

試験会場

編入学入試
（2年次・3年次）

社会人入試

共通テスト
利用入試型

１期
選考方法
　　２教科２科目〔国語必須〕
　　国語（近代以降の文章）
　　（選択科目を２科目以上受験の場合、最高得点科目を採用）
　　（英語はリスニングを除く）

２期

３期

11月2日㊌ 11月21日㊊ 

■出願資格（次の①～⑤のいずれかに該当する者）
①高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者、または2023年3月卒業見込み
の者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年3月修了見込の
者
③高等学校卒業程度認定試験、大学入学資格検定に合格した者または2023年3
月までに合格見込の者
④高等学校教育施行規則第150条の規定により、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または2023年3月までにこれに該当する見込みの者
⑤その他本学において、相当の年齢に達し、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た者

■出願要件（本学を専願とし、次の①②のいずれかを満たす者）
①大学入学後も、学科の専門分野等のみならず、様々な学修活動に主体性及び
協働性を持って取り組む意欲のある者
②原則として、大学入学後、高等学校在校中に続けてきた課外活動、もしくはその
他の部活動（クラブ・サークル等）を継続する意志のある者４期

■出願資格
【一般入試型】（次の①～⑤のいずれかに該当する者）
①高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者、または2023年3月卒業見込み
の者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者または2023年3月修了見込み
の者
③高等学校卒業程度認定試験、大学入学資格検定に合格した者または2023年3
月までに合格見込の者
④学校教育法施行規則第150条の規定により、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または2023年3月までにこれに該当する見込みの者
⑤その他本学において相当の年齢に達し、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た者

 【共通テスト利用入試型】
2023年度大学入学共通テストで、本学が指定する教科・科目を受験した者および
受験予定の者
※2023年度大学入学共通テスト利用入試型における指定する教科・科目につきま
しては、2023年度募集要項に掲載

■一般入試型と共通テスト利用入試型を併願する者は、同時に出願する場合に限
り、共通テスト利用入試型の入学検定料は不要

２期

３期

入試区分 選考方法／試験会場

総
合
型
選
抜

（
Ａ
Ｏ

）

総合型

選考方法　　エントリーシート・面談・調査書

面談方法　　原則として、オンラインで面談を行う

試験会場　　自宅、高校または寮

１期

２期

３期

相談受付開始：７月１日（金）～

免

神戸医療未来大学
2023年度入試概要

入学金全額免除

本学で学びたいという強い意志を持った学生に対して、学生生活

をより充実できるよう経済的支援を行うことを目的とし、入学金

を全額免除いたします。

エントリーシートの書き方やオンライン面談の

機器操作方法など、受験者からの相談に

対応いたします。

■詳細は、大学ホームページに掲載しております2023募集要項を必ずご確認ください。

免

免

評定平均値の指定はありません

〇来学入試 小論文または学科試験

[学科試験] ２教科２科目〔国語必須〕

国語・英語・数学

〇オンライン入試 小論文

試験会場
〇来学入試 姫路キャンパス・大阪天王寺キャンパス

〇オンライン入試 小論文
〇来学入試 小論文

〇オンライン入試 自宅、高校または寮
〇来学入試 姫路キャンパス・大阪天王寺キャンパス

■高大連携校 兵庫県 市川、おおぞら高等学院（神戸キャンパス）、クラーク記念国際（芦屋キャンパス）、東洋大学附属姫路、日ノ本学園、福崎 大阪府 箕面自由学園
滋賀県 北大津、彦根総合 岡山県 岡山商科大学附属 香川県 香川中央 高知県 伊野商業、明徳義塾 愛媛県 済美、松山聖陵
徳島県 阿南光、阿波、池田、海部、川島、生光学園、つるぎ、徳島中央、鳴門渦潮、脇町

免 評定平均値の指定はありません

〇オンライン入試 自宅、高校または寮


