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神戸医療未来大学 

 



  

１．入試区分と募集人員 

募集人員（昼間） 

【人間社会学部】 

 姫路キャンパス 大阪天王寺キャンパス 

学科 

入試区分 
未来社会学科 

健康ｽﾎﾟｰﾂ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

経営データ 

 ビジネス学科※1 

渡日前入学 若干名 若干名 若干名 

※１  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、変更する場合があります。） 

 

２．入学時期 

4月学年始め 
 

３．入試日程等 

◇受験資格 

外国の国籍を有し、2023 年 4 月 1 日までに満 18 歳に達する者で下記に該当し、本学での

授業を受けるに足る日本語能力を有している者。 

① 外国において学校教育法における 12 年の課程を修了した者及び 2023 年 3 月修了見込

みの者、または本学が同等の資格を有すると認めた者。 

② 日本語能力を証明できる試験（5.出願手続参考）を、日本国外にて受験した者。 

※JLPT・N2合格以上の日本語能力を有する者（日本語能力レベル対応表参照）。 

③ 入学時に、出入国管理及び難民認定法において「留学」の在留資格を有する見込みの

ある者。 

 

◇入試日程、選考方法 

入試区分 出願期間[消印有効] 選考方法 合格発表日 手続締切日 

1期 
2022年8月15日(月) 
～2022年9月16日(金) 

書類審査及び 
オンライン面接 

9月 30日(金) 10月 19日(水) 

2期 
2022年10月10日(月) 

 ～2022年11月18日(金) 
書類審査及び 
オンライン面接 

12月 2日(金) 12月 21日(水) 

3期 
2022年12月12日(月) 

 ～2023年1月27日(金) 
書類審査及び 
オンライン面接 

1月 31日(火)  2月 10日(金) 

 

◇日本語能力レベル対応表 

試験 JLPT・N2合格 

EJU 210点以上 

JPT 525点以上 

J.TEST新試験 
A-Cレベル試験 
600点以上 



  

◇入学検定料 

日本円（JPY）３３，０００円 

 

必ず下記の金融機関に振り込んでください。 

海外の金融機関から送金される場合は、必ず円建てで電信送金にて下記の金融機

関に振り込んでください。（日本円以外の通貨での送金は一切受け付けません。） 

｢円為替取扱手数料 (Yen exchange handling fee) ｣、｢被仕向送金手数料

(Remittance fee)｣等の「送金手数料（REMITTANCE CHG）」は、すべてご依頼人（出

願者）負担（FOR APPLICANT‘S A／C）となります。 

※ 送金口座名と出願者名が異なる場合、メッセージ欄に出願者名の記入をお願

いします。 

 

出願書類とともに、必ず外国送金証明書のコピーを提出してください。 

  

 

送金先金融機関 

   

銀行名 三井住友銀行 

銀行コード 0009 

支店名 玉造支店 

支店コード 110 

支店住所 〒540-0004 

大阪府大阪市中央区玉造 1丁目 5-12 

口座番号 6587440 

受取人 学校法人 都築学園 ※(Tsuzuki Educational)必要 

〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 22番 1号 

スイフトコード SMBCJPJT 

  

BANK Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

BANK CODE 0009 

NAME OF BRANCH Tamatsukuri Branch 

BRANCH CODE 110 

BRANCH ADDRESS 1-5-12, Tamatsukuri, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 540-0004, Japan 

ACCOUNT NUMBER 6587440 

ACCOUNT NAME Tsuzuki Educational 

22-1, Tamagawamachi, Minami-ku, 

Fukuoka-shi, Fukuoka, 815-0037, Japan 

SWIFT CODE SMBCJPJT 



  

４．合格発表 
 

合格発表日に、大学 web サイトページに合格者を掲載します。また、受験者全員に入試結果

通知書をメール送付します。 

電話での問い合わせには応じられません。 

 

５．出願手続 
 
◇提出書類 

下記をとりそろえ、メール送付してください。 

入学願書提出先：osaka＠sw.kinwu.ac.jp 

 

出願書類 詳細 
ファイル 
送付形式 

志願票 
本学所定の用紙（本学 HP よりダウンロード）に、本人自筆の
もの。（日本語）3ヶ月以内に撮影した写真を貼付。 PDF 

最終学歴（母国の高等学校、 
または大学）の成績証明書 
卒業（修了）証明書 
卒業（修了）見込証明書 

最終学歴（母国の高等学校、または大学）の成績証明書および
卒業（修了）証明書または卒業（修了）見込証明書 
 
※提出する証明書は日本語以外の言語で記載されたもの 

には日本語訳を必ず添付すること。 

PDF 

日本語能力を 

証明できる書類 

以下のいずれかの書類を提出すること。 

・JLPT（日本語能力試験）の合否結果通知書（N2 合格以上） 
・EJU（日本留学試験）の成績通知書（210 点以上） 
・JPT（日本語能力試験）の成績証明書（525点以上） 
・J.TEST 新試験（実用日本語検定）の成績表 

（A-C レベル試験 600 点以上） 

PDF 

あるいは 

JPEG 

履 歴 書 
本学所定の用紙（本学 HP よりダウンロード）に、本人自筆の
もの。（日本語） PDF 

志望理由書 
本学所定の用紙（本学 HP よりダウンロード）に、本人自筆の
もの。（日本語） PDF 

留学費用の支弁方法 
本学所定の用紙（本学 HP よりダウンロード）に、本人自筆の
もの。（日本語） PDF 

外国送金証明書  

PDF 

あるいは 

JPEG 

 

≪出願にあたっての注意点≫ 

提出された書類の偽造、提出した情報における虚偽記載や剽窃行為があった場合、オンライン面

接で不正行為があった場合は、不合格になります。また、合格決定後や入学後に判明した場合は、

合格取消ならびに入学許可取消となります。 

合格後（入学手続時）に証明書の原本、もしくは原本証明がなされた複写の提出が必要になりま

す。合格後（入学手続時）に提出された書類が出願時に添付した書類と異なる場合、または提出で

きない場合は、入学許可を取り消します。原本は必ず保管しておいてください。 



  

６．入学手続きについて 

入試結果通知とともに、合格者には入学手続き案内等をメール送付します。 

入学手続きは入学手続時納付金の振込手続と入学手続き書類の提出で完了します。 

  

◇留学ビザ（査証） 

 本学への入学にあたっては、留学ビザ（査証）の取得が必要になります。合格発表から留学ビザ

（査証）申請までの流れは、下図のとおりです。 

合格者は、入学手続時納付金を納付（銀行振込）し、入学手続き書類及び在留資格認定証明書申

請関係書類一式を提出してください。 

本学では、入学手続時納付金の振込を確認後、入学許可書を発行します。また、入学許可書と在

留資格認定証明書申請関係書類一式によって、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付の取次ぎ申

請を行います。その後、本学が在留資格認定証明書の交付を受け、「在留資格認定証明書」と「入学

許可書」を合格者本人に郵送します。 

その後、合格者本人が自国の日本大使館、領事館で「留学ビザ（査証）」の申請を行うことになり

ます。 

速やかに留学ビザ（査証）の交付を受けるために、在留資格認定証明書申請関係書類一式を不備

のないように作成し、提出してください。 

 

「合格発表」から「留学ビザ(査証)申請」までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入国管理局 神戸医療未来大学 合 格 者 日本大使館・領事館 

日本 自国 

○「入試結果通知書」(受験者全員)

と「入学手続き案内等」(合格者)

のメール送付(Web 合否発表) 

○入学手続時納付金の振込確認 

○「入学許可書」の発行 

○入学手続時納付金の納付 

 1期（2022年 10月 19日まで） 

 2期（2022年 12月 21日まで） 

 3期（2023年 02月 10日まで） 

○入学手続き書類の提出 

○在留資格認定証明書申請関係  

 書類一式の提出 

○在留資格認定証明書申請関係  

 書類の内容確認、修正指示 

○在留資格認定証明書の交付の  

 取次ぎ申請 

○「在留資格認定証明書」と 

 「入学許可書」の郵送 

 （2023年 3月中旬ごろ） 

○在留資格認定証明書の交付 

 （2023年 3月上旬ごろ） 

○在留資格認定証明書申請関係  

 書類の修正、再提出 

○「留学ビザ(査証)」の申請 

コ
ピ
ー
を
提
出 

   



  

◇学納金等 

 

初

年

度 

内 訳 入学手続時 
後期 

（3回に分けて納付可） 
初年度合計 

入 学 金   150,000 ― 150,000 

授 業 料   250,000    250,000 500,000 

教育充実費     50,000     50,000 100,000 

施設充実費     50,000     50,000 100,000 

 委託徴収金※    30,000 ―  30,000 

合    計  530,000 350,000 880,000 

 

 

２

年

次

以

降 

内 訳 
前期 

（3回に分けて納付可） 

後期 

（3回に分けて納付可） 
合計 

授 業 料 250,000 250,000 500,000 

教育充実費  75,000 75,000 150,000 

施設充実費     75,000  75,000 150,000 

 委託徴収金 ※ 30,000 ―  30,000 

合    計 430,000 400,000 830,000 

※委託徴収金として、年額 30,000 円が必要です。また、4 年次には同窓会費 10,000 円が必要

です。 

 

 

 

◇入学辞退 

入学手続後に入学を辞退する場合は、下記期日までに本学所定の「入学辞退届」を提出すれば、

納付金を返還します（入学金を除く）。 

ただし、本学の入学を目的とした来日後に入学を辞退する場合、納付金を返還いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辞退届提出締切日 

2023年 3月 31日(金)  



  

大阪天王寺キャンパスへの交通案内 

 

ＪＲ大阪環状線「桃谷駅」下車 徒歩 2分 
 

 姫路キャンパスへの交通案内 

 

ＪＲ姫路駅で播但線に乗り換え「福崎駅」下車 「福崎駅」からスクールバスで約５分 

スクールバス乗場は、「福崎駅」出口南（右手側）すぐのロータリーです。 

   

問い合わせ先 
 

〒543-0042 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻 2-1-4 

神戸医療未来大学 大阪天王寺キャンパス 入試広報係 

TEL 06-6776-8171  FAX 06-6776-8172 

   0120-934-371 

Eメール  osaka@sw.kinwu.ac.jp 


