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建学の精神

個性の伸展による人生練磨

ＡＤＭＩＳＳＩＯＮ　ＰＯＬＩＣＹ

健康スポーツコミュニケーション学科

未来社会学科

経営データビジネス学科

　神戸医療未来大学人間社会学部が求める学生は、本学の建学の精神で
ある「個性の伸展による人生練磨」を理解し、人間社会の発展に関心を
もち、個々の特性を活かし、主体的な学習意欲をもって高度な専門性を
身につけ、自己の成長を目指す人物です。そして各学科の入学者の受入
れ方針は次の通りです。

　未来社会学科は、建学の精神である「個性の伸展による人生練磨」を
理解し、社会に存在する諸問題に関心を高め、それらを社会学・社会福
祉学・心理学等を中心とした視点から理解・分析することにより、人と
社会の多様性を理解するとともに、広く人と社会の未来を構想する能力
を身につけることを目的とした人材を求めます。

　経営データビジネス学科は、建学の精神である「個性の伸展による人
生練磨」を理解し、組織や社会の課題解決・目標実現のために、経営
学、データサイエンス、ビジネス学等を主体的・自律的に学ぶことので
きる人を求めます。

　健康スポーツコミュニケーション学科は、建学の精神である「個性の
伸展による人生練磨」を理解し、人間と社会にかかわる課題に関心が強
く、健康とスポーツ分野を主体的・自律的に学び、人との関わりやコミ
ュニケーションを尊重し実践していくための学修に取り組むことのでき
る人を求めます。
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総合型

指定校

高大連携校

公募制専願型

公募制併願型

一般入試型

共通テスト利用入試型

編入学入試

社会人入試

※出願期間の重なる一般入試型と共通テスト利用入試型を同時に出願する場合は、

共通テスト利用入試型の入学検定料は不要です。

※本学に合格し入学を希望される方で、新型コロナウイルス感染症、自然災害などの影響により

家計が急変した方は、アドミッションオフィスまでお問い合わせください。

学

校

推

薦

型

選

抜

  9月  1日㊍ ～   9月13日㊋ (必着)

  9月14日㊌ ～   9月27日㊋ (必着)

10月  3日㊊ ～ 10月15日㊏ (必着)

入試区分 出願期間 合格発表 手続締切日試験日

  3月  1日㊌ ～   3月18日㊏ (消印有効)

１期

２期

３期 -

2月10日㊎

3月  2日㊍

3月25日㊏

  1月  5日㊍ ～   2月  4日㊏ (消印有効)

  2月  6日㊊ ～   2月20日㊊ (消印有効)

２期  1月23日㊊ ～  2月  4日㊏  (必着)   2月11日㊏

-

10月24日㊊ ～ 11月  9日㊌ (必着)

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (必着)

４期   1月10日㊋ ～   3月25日㊏ (必着)

２期

  2月20日㊊ ～   3月11日㊏ (消印有効)

２期

３期

１期

２期

３期

10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効)

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効)

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

12月21日㊌ ～   1月23日㊊ (消印有効)

  2月  1日㊌ ～   2月15日㊌ (消印有効)

１期

２期

１期

２期 11月 21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

11月  2日㊌

１期 10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月  5日㊏

１期

２期 11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効) 12月17日㊏

12月17日㊏

11月21日㊊ 

12月24日㊏    1月16日㊊ 

12月24日㊏    1月16日㊊ 

12月  1日㊍ 12月12日㊊

12月  1日㊍ 12月12日㊊

   1月23日㊊ 

個別 ~3月31㊎ 

総

合

型

選

抜

一

般

選

抜 -  2月28日㊋

  9月24日㊏

10月  8日㊏

12月17日㊏

12月12日㊊

   1月16日㊊ 

 3月17日㊎

  3月31日㊎ 

10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月  5日㊏

12月12日㊊

   1月16日㊊ 

12月  1日㊍11月  5日㊏

 2月28日㊋

 3月17日㊎

2月10日㊎

3月  2日㊍

3月25日㊏

12月24日㊏

12月  1日㊍

12月24日㊏

11月  5日㊏

12月17日㊏

  2月  1日㊌

  2月22日㊌

  3月17日㊎

  2月18日㊏  3月  6日㊊

  2月18日㊏  3月  6日㊊

A日程

B日程

C日程

１期

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

11月26日㊏

12月24日㊏

10月22日㊏

11月19日㊏

12月17日㊏

個別に実施 個別に発表

12月19日㊊

  3月31日㊎ 

特

別

選

抜

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

２期  1月23日㊊ ～  2月  4日㊏  (必着)   2月11日㊏

入試日程
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健康スポーツコミュニケーション学科（姫路キャンパス）

未来社会学科（姫路キャンパス）

経営データビジネス学科（大阪天王寺キャンパス）

※P22「出願手続」をご参照ください。

共通テスト利用入試型 〇 〇

志願票

・写真票

受験資格

証明書※

一般選抜
一般入試型 〇 〇

〇 〇 〇 〇
学校推薦型選抜

指定校 〇 〇 〇 〇

〇 〇

公募制 専願型

公募制 併願型 〇 〇 〇 〇

履歴書

特別選抜
〇編入学入試 〇 〇 〇 〇 〇

社会人入試 〇 〇 〇

入試区分
エントリー

シート

卒業

証明書※

成績

証明書※

出願書類について

入試区分

若干名

姫路キャンパス

健康スポーツ
コミュニケーション学科

未来社会学科
経営データ
ビジネス学科

70名 40名

80名

30名

エントリー

シート

総合型選抜（AO） 総合型 〇 〇 〇

志願票

・写真票
調査書 推薦書 小論文

高大連携校 〇

総合型選抜（ＡＯ）

人間社会学部

学部 学科 入学定員

180名

入学定員

各入試区分の募集人員

120名

12名

定員

学校推薦型選抜

一般選抜

留学生入試

100名

6名

70名

大阪天王寺キャンパス

若干名

60名

20名

若干名

12名

若干名

　　　　　　　　　　　　学科

　入試区分

特別選抜 若干名

1

2

令和５年度 入学試験全般共通事項
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〒679-2217　兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5

神戸医療未来大学　アドミッションオフィス

TEL 0120-155-123

◎オンライン入試の通信環境確認について

出願受付後、試験日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。詳細は、受験票送付時の

案内に記載していますので、確認後、速やかに 通信環境確認の予約 を行ってください。

◎出願について

出願書類の送付に際しては、角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」、裏に「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。ただし、各出願期間の締切日に近い

場合は、必ず速達を利用してください。

◎受験について

➀試験会場および試験中は、試験監督者の指示に従ってください。

②受験票は試験日当日に必要です。

➂来学入試の場合、携帯電話・スマートフォンなどの機器類は試験室に入る前にアラームの

設定を解除し、電源を切ってかばん等に入れておいてください。

◎その他

➀受験票は、出願書類を受理次第、郵送します。

ただし、一般入試型（来学入試）においては、締切間際の出願で受験票返送の日時に余裕

が無いと判断した場合は、電話連絡の上、本学で預かり、試験当日に入試会場で交付する

ことがあります。

②共通テスト利用入試型については、各出願締切後４日以内に受験票が届かない場合は、必

ずアドミッションオフィスまで問い合わせてください。

③入学試験結果の郵送先は、受験票送付先と同じになりますので、出願後、住所・電話番号

　などに変更が生じた場合は、速やかにアドミッションオフィスまでご連絡ください。

➃身体に支障があり、受験および就学上配慮を必要とされる方は、出願に先立ち、なるべく

早くアドミッションオフィスへご相談ください。

◎高等学校コードについて

・高等学校卒業程度認定試験、大学入学資格検定、外国の学校等、文部科学大臣の指定した

者、及び在外教育施設のコード

 高等学校卒業程度認定

 試験大学入学資格検定

　　　　　　51000K

　高等学校卒業程度認定試験・大学入学資格検定に

　合格した者及び2023年3月31日までに合格見込み

　の者

　文部科学大臣の指定

　した者　 　53000A

　海技教育機構（旧海員学校）の本科の卒業（見

　込）者、国際バカロレア資格取得者、アビトゥア

　資格取得者、バカロレア資格（フランス共和国）

　取得者等

出願先

　外国の学校等

　　　　　　52000E

　外国において、学校教育における12年の課程を

　修了した者及び2023年3月31日までに終了見込

　みの者、又はこれらに準ずる者で文部科学大臣

　が指定した者

　在外教育施設

　　 　　　　55000A

  「在外教育施設」とは、文部科学大臣が高等学校

　の課程と同等の課程又は相当する課程を有する者

　として認定又は指定した在外教育施設の当該課程

　を修了した者及び2023年3月31日までに終了見込

　みの者

注意事項（各入試区分共通）

4
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◎総合型選抜（ＡＯ）、学校推薦型選抜（指定校・高大連携校・公募制専願型・公募制併願型）

一般選抜（一般入試型）、特別選抜（編入学入試・社会人入試）

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

◎一般選抜（共通テスト利用入試型）

15,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※出願期間の重なる一般入試型と共通テスト利用入試型を同時に出願する場合は、

共通テスト利用入試型の検定料は不要です。

※納入された入学検定料は返還いたしません。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

所定の合格発表日午前９時より７日間、閲覧が可能です。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

◎総合型選抜・学校推薦型選抜（指定校・高大連携校・公募制専願型・公募制併願型）

受験者及び高等学校長宛に結果を郵送します。

◎一般入試型・共通テスト利用入試型・編入学入試・社会人入試

受験者に結果を郵送します。

(1)合格者には、入学手続に必要な書類を合格発表時に郵送します。

(2)入学手続に必要な書類の送付および入学手続時の学納金等の納入は、それぞれの入試区分

ごとに定められている手続締切日までに完了してください。

(3)定められた期日までに入学手続（必着）を完了しない場合は、入学辞退とみなしますので、

予めご了承ください。やむを得ず手続き完了までに学納金等を納めることが出来ない場合

は、アドミッションオフィスまでお問い合わせください。

学校推薦型選抜（公募制併願型）・一般選抜（一般入試型・共通テスト利用入試型）・

特別選抜（編入学入試・社会人入試）の入学試験合格者が、入学手続後に入学を辞退する

場合は、2023年3月31日（金）17時 [必着] までに本学所定の入学辞退届をご提出ください。

納付金（入学金を除く）を返還いたします。

期日を経過した後は、納付金の返還はいたしません。

合格発表

入学手続

入学検定料

入学辞退の取り扱い

6
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総合型選抜（総合型）

■本学で学びたいという意欲のある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た入試です。

担当教員と受験者との対等かつ、双方向的な面談に重点が置かれます。

➀原則として面談はオンラインにて行います。

②志望理由・自己PRなどを記入した「エントリーシート」を出願時に提出いただきます。

その後、総合型選抜面談日に本学担当教員と面談を実施し、総合評価により合否を決定

します。

次の①～➄のいずれかに該当する者

➀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

見込みの者

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

本学を専願とし、次の①・②のいずれかに該当する者

➀入学後も、学科の専門分野のみならず、様々な学修活動に、主体性および協働性を持って

取り組む意欲のある者

②原則として高等学校の課外活動に継続して積極的に参加し、入学後、その活動もしくは

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

面談開始時刻は、受験票送付時に連絡します。

入試区分 出願期間

概要

２期

３期

出願要件

試験日程等

  9月  1日㊍ ～   9月13日㊋ (必着)

試験日 合格発表 手続締切日

11月26日㊏ 12月19日㊊

   1月23日㊊ 12月24日㊏

個別に発表

  9月24日㊏

  9月14日㊌ ～   9月27日㊋ (必着) 10月  8日㊏

10月  3日㊊ ～ 10月15日㊏ (必着) 10月22日㊏

１期

A日程

B日程

４期   1月10日㊋ ～   3月25日㊏ (必着) 個別に実施

11月19日㊏10月24日㊊ ～ 11月  9日㊌ (必着)

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (必着) 12月17日㊏

C日程

個別 ～3月31日㊎

11月21日㊊ 11月  2日㊌

出願資格

入学試験要項

2

3

1

✾
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エントリーシート・面談・調査書による総合評価

面談はオンラインで実施します。

・面談はミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて実施します。

・インターネット回線に接続されたデジタルデバイス（パソコン・タブレットまたはスマー

トフォン）が必要です。※カメラ機能およびマイク機能が必要です。

・出願受付後、面談日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。（詳細は、受験票送付

時の案内をご確認ください。）

■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

出身高等学校長が作成し、厳封したもの。

※高等学校卒業程度認定試験・大学入学資格検定合格者（合格

見込者）は、合格（見込）証明書と成績証明書を提出。

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

オンライン面談場所は、原則として、自宅、高校または寮とします。

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

・通信機器や環境設定において、高校での受験を希望される場合は、必ず出願前に高校へ相談

し、高校の方針に従ってください。

受験者及び高等学校長宛に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

総合型選抜(ＡＯ)１期〔Ａ日程・Ｂ日程・Ｃ日程〕の合格者は、入学金が全額免除となります。

出願手続

入試会場

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、本人が自筆で記入してくださ

い。

出願内容を登録し、印刷してください。 ➀ 志願票・写真票

学納金減免制度

選考方法

合格発表

 ② 調　    査　    書

 ③ エントリーシート

4

5

6

7

8
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学校推薦型選抜（指定校）

本学の指定する高等学校に評定平均値の基準と推薦人数をお知らせしておりますので、

推薦依頼の有無については高等学校の進路指導室にお問い合わせください。

次の①～➂すべての項目に該当する者

➀指定高等学校を2023年3月に卒業見込みの者で高等学校長が推薦する者

➁「学校推薦型選抜　指定校のお願い」に記載された評定平均値以上の者

➂合格した場合は入学することを確約できる者

面接開始時刻は、受験票送付時に連絡します。

小論文・面接・調査書

※小論文は出願時に提出。面接はオンラインで実施します。

・面接はミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて実施します。

・インターネット回線に接続されたデジタルデバイス（パソコン・タブレットまたはスマー

トフォン）が必要です。※カメラ機能およびマイク機能が必要です。

・出願受付後、面接日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。（詳細は、受験票送付

時の案内をご確認ください。）

■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

高等学校長が作成し、厳封したもの。

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

入試区分

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)   1月16日㊊

出願内容を登録し、印刷してください。

１期

合格発表 手続締切日

出願手続

試験日程等

 ➀ 志願票・写真票 

② 調 　 査　  書

➂ 推　  薦　  書

➃ 小　  論　  文

12月  1日㊍ 12月12日㊊

出願期間 試験日

10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効) 11月  5日㊏

12月17日㊏ 12月24日㊏

出願資格

２期

選考方法

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、高校へ作成を依頼してください。

1

2

3

4
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オンライン面接場所は、原則として、自宅、高校または寮とします。

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

・通信機器や環境設定において、高校での受験を希望される場合は、出願前に必ず高校へ相談

し、高校の方針に従ってください。

受験者及び高等学校長宛にに結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

学校推薦型選抜（指定校）の合格者は、入学金が全額免除となります。

合格発表

入試会場

学納金減免制度7

6

5
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学校推薦型選抜（高大連携校）

本学と高大連携締結校との特別な推薦入試です。

■対象校

滋賀県 北大津、彦根総合

大阪府 箕面自由学園

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

岡山県 岡山商科大学附属

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

香川県 香川中央

愛媛県 済美、松山聖陵

高知県 伊野商業、明徳義塾

次の①②いずれの項目にも該当する者

➀高大連携校の高等学校を2023年3月に卒業見込みの者で高等学校長が推薦する者

➁合格した場合は入学することを確約できる者

面接開始時刻は、受験票送付時に連絡します。

面接・調査書

面接はオンラインで実施します。

・面接はミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて実施します。

・インターネット回線に接続されたデジタルデバイス（パソコン・タブレットまたはスマー

トフォン）が必要です。※カメラ機能およびマイク機能が必要です。

・出願受付後、面接日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。（詳細は、受験票送付

時の案内をご確認ください。）

■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

合格発表

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

選考方法

12月17日㊏ 12月24日㊏

入試区分 出願期間 試験日

試験日程等

出願手続

手続締切日

12月12日㊊

  1月16日㊊２期 11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

出願資格1

2

3

4
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高等学校長が作成し、厳封したもの。

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

オンライン面接場所は、原則として、自宅、高校または寮とします。

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

・通信機器や環境設定において、高校での受験を希望される場合は、出願前に必ず高校へ相談

し、高校の方針に従ってください。

受験者及び高等学校長宛に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

学校推薦型選抜（高大連携校）の合格者は、入学金が全額免除となります。

 ➀ 志願票・写真票 

② 調　  査 　 書

➂ 推 　 薦　  書

入試会場

合格発表

学納金減免制度

出願内容を登録し、印刷してください。

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、高校へ作成を依頼してください。

7

6

5
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学校推薦型選抜（公募制専願型・公募制併願型）

2021年3月以降に高等学校（中等教育学校を含む）を卒業した者または2023年3月卒業見込み

の者

本学を専願とし、高等学校長が推薦する者

高等学校長が推薦する者

面接開始時刻は、受験票送付時に連絡します。

小論文・面接・調査書

※小論文は出願時に提出

面接はオンラインで実施します。

・面接はミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて実施します。

・インターネット回線に接続されたデジタルデバイス（パソコン・タブレットまたはスマー

トフォン）が必要です。※カメラ機能およびマイク機能が必要です。

・出願受付後、面接日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。（詳細は、受験票送付

時の案内をご確認ください。）

12月  1日㊍

  1月16日㊊２期

11月  5日㊏

試験日 合格発表

出願資格

手続締切日

12月24日㊏

10月  3日㊊ ～ 10月26日㊌ (消印有効)１期 12月12日㊊

12月17日㊏

入試区分 出願期間

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

１期

11月21日㊊ ～ 12月10日㊏ (消印有効)

選考方法

２期

出願要件

試験日程等

12月12日㊊

  1月16日㊊

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

12月17日㊏ 12月24日㊏

公募制専願型

公募制併願型

公募制
専願型

公募制
併願型

2

3

1

4
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■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

高等学校長が作成し、厳封したもの。

本学所定の用紙を印刷し、高校へ作成を依頼してください。

本学所定の用紙を印刷し、自筆で記入してください。

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

オンライン面接場所は、原則として、自宅・高校または寮とする。

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

・通信機器や環境設定において、学校での受験を希望される場合は、出願前に必ず学校へ相談

し、学校の方針に従ってください。

受験者及び高等学校長宛に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

 ➀ 志願票・写真票 

② 調　  査 　 書

入試会場

出願手続

➂ 推 　 薦 　 書

➃ 小　  論　  文

合格発表

出願内容を登録し、印刷してください。

5

6

7

第２志望学科まで選択可能です。
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一般入試型（来学入試・オンライン入試）

次の①～➄のいずれかに該当する者

➀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

見込みの者

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

➄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

学科試験 または 小論文　※出願時に選択してください

〇学科試験：来学 ２教科２科目(200点満点)　マーク方式

必須：国語（近代以降の文章）

選択：英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）
※リスニングはありません

数学（数学Ⅰ）

〇小論文：来学またはオンライン 記述式

■試験時間割

10：00　 　 ･････････････････　集合

10：00～10：10　･････････　注意伝達

10：10～11：40　･････････　試験

試験科目

〇小論文：来学またはオンライン　　記述式

1期

2期

3期

入試区分

 3月  2日㊍ ２期   2月  1日㊌ ～ 2月15日㊌ (消印有効)   2月22日㊌

手続締切日

１期 12月21日㊌ ～ 1月23日㊊ (消印有効)

3月17日㊎

試験日 合格発表

  2月  1日㊌

３期  2月20日㊊ ～ 3月11日㊏ (消印有効)

入試区分 出願期間

  3月17日㊎ 3月25日㊏ 3月31日㊎

2月28日㊋2月10日㊎

試験日程等

出願資格

選考方法

1

2

3
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〔オンライン入試に関する準備機器について〕

●試験中は、不正行為が行われていないか監視します。そのため、インターネット回線に接続

されたパソコンおよびスマートフォンを準備してください。パソコンはカメラ機能およ
びマイク機能が必要です。

●ミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて試験を行います。

〔オンライン入試に関する実施方法について〕

●出願受付後、試験日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。

●試験日当日は、パソコンおよびスマートフォンを「Zoom」に接続していただき、受験者

およびパソコンの動作を監視します。

●小論文は事前に本学から送付した解答用紙に記述していただきます。

パソコンによるタイピング試験ではありません。

試験終了後、解答用紙をスマートフォンにて撮影していただき、本学の指定するメール

アドレスにメール送信していただきます。本学にてデータの受信を確認出来ましたら、

試験終了となります。

■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

出願内容を登録し、印刷してください。

※共通テスト利用入試型と併願受験する場合は、それぞれの志願票を

提出してください。

出身高等学校長が作成し、厳封したもの。

※高等学校卒業程度認定試験・大学入学資格検定合格者（合格見込者)

は、合格（見込）証明書と成績証明書を提出。

※共通テスト利用入試と併願受験し、同時に出願する場合は、調査書

は１通のみで差し支えありません。

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

※出願期間の重なる一般入試型と共通テスト利用入試型を同時に出願する場合は、

共通テスト利用入試型の検定料は不要です。

出願手続

➀ 志願票・写真票

  ② 調      査      書 　

4

第２志望学科まで選択可能です。

受験票送付時の資料を確認し、必ず 通信環境確認の予約 を行ってください。
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受験者に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

下記の試験会場から、出願時に選択してください。

◎来学入試

〇本学会場

神戸医療未来大学 姫路キャンパス

〒679-2217　兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5

〇大阪会場

神戸医療未来大学 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

◎オンライン入試

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

※通信機器や環境設定において、学校での受験を希望される場合は、必ず出願前に高校へ

相談し、高校の方針に従ってください。

入試会場

１期

２期

３期

期

入試会場

オンライン受験場所

１期

２期

３期

〇自宅　　〇高校　　〇寮

合格発表

期

5

6
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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

※本学での個別試験はありません。

指定する教科／科目（２教科２科目）

「国語」（近代以降の文章の分野のみ）

「世界史Ａ」「世界史Ｂ」「日本史Ａ」「日本史Ｂ」

「地理Ａ」「地理Ｂ」「現代社会」「倫理」「政治・経済」

「倫理政治・経済」

「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学Ａ」「数学Ⅱ」

「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」

「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」から

　２科目選択または

「物理」「化学」「生物」「地学」から１科目選択

「英語（リスニングを除く）」「ドイツ語」「フランス語」

「中国語」「韓国語」

（注意事項）

・配点は、国語100点、選択科目100点（外国語は100点満点に換算）（200点満点）

・選択教科の科目について２科目以上受験した場合は、高得点の科目を合否判定に使用します。

・英語はリスニングを課しません。

 3月31日㊎

選考方法

教科 科目

必須教科 国語

地理歴史

・公民

選択教科
数学

（１科目選択）

３期   3月  1日㊌～ 3月18日㊏ (消印有効) - 3月25日㊏

手続締切日

2月28日㊋

-  3月  2日㊍ 3月17日㊎

試験日 合格発表

２期

理科

外国語

出願資格

専攻日程等

入試区分

  2月  6日㊊～ 2月20日㊊ (消印有効)

出願期間

１期   1月  5日㊍ ～ 2月  4日㊏ (消印有効) - 2月10日㊎

1

2

3
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■提出書類

本学ホームページの[WEB出願]にアクセスし、画面の指示に従って出願内容を登録してくだ

さい。入学検定料入金後に印刷可能です。

下記書類をとりそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

出願内容を登録し、印刷してください。

※一般入試型と併願受験する場合は、それぞれの志願票を提出して

ください。

出身高等学校長が作成し、厳封したもの。

※高等学校卒業程度認定試験・大学入学資格検定合格者（合格

見込者）は、合格（見込）証明書と成績証明書を提出。

※一般入試型と併願受験し、同時に出願する場合は、調査書は

1通のみで差し支えありません。

「志願票」の成績請求票貼付欄に貼付してください。

■入学検定料

15,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

※出願期間の重なる一般入試型と共通テスト利用入試型を併願で受験し、同時に出願する

場合は、共通テスト利用入試型の検定料は不要です。

受験者に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

出願手続

➀志願票・写真票

  ② 調     査     書　　　　　　

➂ 成 績 請 求 票

合格発表

4

5

第２志望学科まで選択可能です。
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編入学入試・社会人入試 WEB出願対象外

次のいずれかの項目に該当する者

・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

・短期大学、高等専門学校を卒業（見込み）した者

・専修学校の専門課程を修了（見込み）した者

2023年4月1日現在で満22歳に達し、かつ次のいずれかに該当する者

・高等学校または中等教育学校を卒業した者

・通常の課程による12年の学校教育を修了した者

・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

エントリーシート・面談・書類審査

原則として、オンラインで面談を実施します。

・面談はミーティングアプリ「Zoom」を使用し、オンラインにて実施します。

・インターネット回線に接続されたデジタルデバイス（パソコン・タブレットまたはスマー

トフォン）が必要です。※カメラ機能およびマイク機能が必要です。

・出願受付後、面談日当日と同じ環境で通信環境確認を実施します。（詳細は、受験票送付

時の案内をご確認ください。）

出願資格

１期

入試日程等

選考方法

 11月21日㊊～ 12月10日㊏ (必着) 12月17日㊏

入試区分 出願期間 試験日 合格発表 手続締切日

12月24日㊏  1月23日㊊ 

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

1

2

3

編入学
入試

社会人
入試
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■提出書類

下記の書類を取りそろえ、本学〔姫路キャンパス〕宛に簡易書留にて郵送してください。

角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」を、裏に「出願書類チェックリスト」を貼付して

ください。

◎編入学入試

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

◎社会人入試

■入学検定料

33,000円　（別途、手数料1,000円が必要です。）

※納入された入学検定料は返還いたしません。

■学科番号

 ➃ 成績証明書または

  　単位取得（見込）

 　 証明書

 ➁ エントリーシート

 ➄ 受験資格証明書

　（専修学校専門課程

　　のみ）

 ⑥ 履　　歴　　書

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

出身大学（短期大学、高等専門学校、専門学校）長が出願前３ケ月

以内に発行したもの。
 ➂ 卒業（見込）証明書

 ➂ 卒 業 証 明 書 
高等学校卒業証明書または高等学校卒業程度認定試験合格証明書

（旧大学入学資格検定合格証明書）

出願資格である62単位取得（見込）が確認でき、出身大学（短期大

学、高等専門学校、専門学校）長が証明したもので、出願前３ケ月

以内に発行し大学等で厳封されたもの。（２年次編入に関しては31

単位以上）

 ➀ 志願票・写真票

 ➁ エントリーシート

出願手続

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

写真は「写真票」に貼付してください。

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

本学所定の用紙をダウンロード・印刷し、自筆で記入してください。

写真は「写真票」に貼付してください。

健康スポーツ

コミュニケーション学科
816 846 826 856 836 866

　　　  入試区分

 志望学科

特別選抜

編入学入試
社会人入試

３年次 ２年次

1期 2期 1期 2期 1期 2期

 ➀ 志願票・写真票

経営データビジネス学科 817 847 827 857 837 867

未来社会学科 811 841 821 851 831 861

4
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オンライン面談場所は、原則、自宅とする。

・受験者以外が入室しない環境を確保してください。

受験者に結果を郵送します。

本学ホームページのWEB合格発表で確認ができます。

合格者の学内掲示は行いません。また、電話での合否の問い合わせには応じられません。

（1）志願者本人の氏名、フリガナ、住所、電話番号と学科番号を黒ボールペンで記入してくだ

　　  さい。

（2）入学検定料収納証明書Ｃ票の点線内を切り取り、写真票の所定の場所に貼付してください。

（3）ＡＴＭをご利用の場合は、お振込人名に志願者氏名と学科番号を入力し、電信扱 のうえ、

　　  お振込みください。ご利用の控え（ご利用明細書等）をＣ票に貼付し同封してください。

　　 （ただし、この場合はご本人様の控えがございませんのでご了承ください。）

入試会場

合格発表

入学検定料振込時の注意

5

6

7
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1．大学ホームページからWEB出願トップへアクセス

2．マイページ利用メールアドレスの登録

3．登録メールアドレスにメールが届きます

4．マイページ情報の登録

5．マイページ登録完了メールが届きます

1．マイページへログイン

2．画面の絵順に従って、必要事項を登録

3．志願者情報・申込み情報の確認

4．入学検定料のお支払い方法の選択

5．入学検定料のお支払い方法を確認

6．出願申込完了。今後の流れと申込内容が表示されます

7.  必要に応じて、本学所定の用紙（エントリーシート・推薦書・小論文）を

 印刷してください

３種類のお支払い方法から選択できます。

・コンビニエンスストア

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、
デイリーヤマザキ、セイコーマート）

・クレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners

・Pay-easy

※入学検定料の他に手数料1,000円が必要です。

1．完了ページまたはマイページへアクセス

2．「志願票・写真票」「封筒貼付用宛名ラベル」を印刷してください
      ※写真はアップロードが必要です

3．一般入試型と共通テスト利用入試型を併願する場合は、それぞれの志願票

 を印刷してください

1．角２封筒の表に「封筒貼付用宛名ラベル」、裏に「出願書類チェック

  リストを貼付してください

2．出願に必要な書類一式を本学［姫路キャンパス］宛に簡易書留にて郵送

  してください

大学から受験票を郵送します。

入試当日まで大切に保管してください。

ＷＥＢ出願の流れ

●ユーザー登録

●出願登録・所定用紙の印刷

●入学検定料のお支払い

●出願書類の印刷

●書類の郵送

●受験票の到着

STEP １

STEP ６

STEP ５

STEP ４

STEP ３

STEP ２
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【健康スポーツコミュニケーション学科】

（単位：円）

　

【未来社会学科・経営データビジネス学科】

（単位：円）

※委託徴収金：年額30,000円（内訳：保護者後援会費15,000円、学友会費15,000円）

４年次には同窓会費10,000円が必要です。

〇学納金減免制度について

総合型選抜（ＡＯ）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。

内訳 入学手続時 ９月

725,000 525,000合計

初年度合計

委託徴収金

入学金 200,000 - 200,000

87,500 87,500 175,000

施設充実費 87,500 87,500 175,000

1,250,000

30,000 - 30,000

施設充実費

初

年

度

授業料 350,000 350,000 700,000

教育充実費

授業料 350,000

内訳 ４月

合計 520,000

教育充実費 75,000 75,000 150,000

施設充実費 75,000 75,000 150,000

合計 700,000

委託徴収金 30,000

1,200,000

委託徴収金 30,000 30,000

185,000

合計

30,000

170,000

合計

授業料 350,000 350,000 700,000

教育充実費 85,000 85,000 170,000

初

年

度

-

500,000

-

520,000

初年度合計

２

年

次

以

降

２

年

次

以

降

内訳 ４月 ９月 合計

授業料 350,000 350,000 700,000

教育充実費 92,500 92,500 185,000

施設充実費 92,500

1,070,000

委託徴収金 30,000 30,000

535,000

-

92,500

535,000

85,000 85,000

1,040,000

９月

350,000 700,000

入学金 200,000 - 200,000

内訳 入学手続時 ９月

学納金および学納金減免制度

日本学生支援機構の給付奨学金に申請または採用されている方は、学納金納入の猶予ができます。
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合格者には合格通知とともに、入学手続案内などを送付します。

合格発表後、手続締切日までに下記のものをそろえ、入学手続きを行ってください。

➀ 誓約書　･･･　所定の用紙（合格発表時に送付）

➁ 所定の入学手続時納付金

※共通テスト利用入試型の合格者は、入学手続時、大学入学共通テスト受験票（原本）を提出

してください。（写真照合後、返却します。）

 手続締切日までに入学手続きをしない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。

（単位：円）

（未来社会学科）

（未来社会学科保育士養成課程）

（未来社会学科精神保健福祉士養成課程）

・ソーシャルワーク実習履修者のみ

（未来社会学科精神保健福祉士養成課程）

（健康スポーツコミュニケーション学科）

（健康スポーツコミュニケーション学科）

（未来社会学科）

・学外実習教育費は、実習前の指定日までに納入していただきます。

・学外実習費の交通費・宿泊費等は、各自の負担となります。

・学外実習教育費は、年度ごとに変更することがあります。

・金額は2022年度入学生用です。2023年度入学生については、一部変更になる場合があります。

2023年  3月17日(金)2022年12月19日(月)

保育実習

総合型選抜(2期)

総合型選抜(4期)

2022年11月21日(月)

共通テスト利用入試型(3期)

特別選抜（1期）

入試区分

選択制

対象学科・コース

手続締切日

指定校(2期)

公募制(1期)

公募制(2期)

一般入試型(1期)

一般入試型(2期)

共通テスト利用入試型(1期)

高大連携校(2期）

指定校(1期)

総合型選抜(3期)

2023年  1月16日(月)

2023年  2月28日(火)

2023年  3月31日(金)

2023年  1月23日(月)

総合型選抜(1期)

2023年  1月23日(月)

90,000

40,000

90,000

50,000

70,000

80,000

60,000

2023年  2月28日(火)

（未来社会学科介護実習履修者）
選択制

ソーシャルワーク

　　　　　実習

一般入試型(3期) 2023年  3月31日(金)

2023年  3月17日(金)

2023年  3月  6日(月)特別選抜（2期）

介護実習Ⅰ

介護実習Ⅱ

介護実習Ⅲ

資格取得に必要な経費（学外実習教育費）

個別　2023年  3月31日(金)

2022年12月12日(月)

2023年  1月16日(月)

2022年12月12日(月)

2023年  1月16日(月)

2022年12月12日(月)

費用

70,000

共通テスト利用入試型(2期)高大連携校(1期）

70,000

選択制

（未来社会学科介護福祉士養成課程）

教育実習

15,000

60,000

介護等体験

心理実習

精神保健福祉

援助実習

介護実習

学

外

実

習

教

育

費

項目

選択制

選択制

選択制

選択制

選択制

手続締切日入試区分

入学手続き

入学手続き等について

1

注意

2
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■日本学生支援機構による奨学金制度

・給付型奨学金〔新制度〕

・第一種奨学金（無利子）

・第二種奨学金（有利子）

1.募集時期：４月（入学後、説明会を実施します）

2.貸与金額：

第一種　　　自宅通学者　　月額20,000円・30,000円・40,000円または54,000円

自宅外通学者　月額20,000円・30,000円・40,000円・50,000円または64,000円

第二種 月額20,000円～120,000円（10,000円刻み） ※申込時に金額を選択

入学時特別増額 100,000円・200,000円・300,000円・400,000円または500,000円

入学月の奨学金に選択した額を増額。（1回の貸与）※有利子

3.返還方法：奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7ケ月目に返還が始まります。

   返還は、金融機関の口座から自動引落しによって行われます。

■保育士修学資金貸付制度（貸与〔無利子〕）

各都道府県により募集条件が異なります。将来、保育等の業務に従事しようとする人に対し、

実施される制度です。

1.貸与月額：50,000円以内

2.入学準備金：200,000円以内（初回のみ）

3.就職準備金：200,000円以内（最終回のみ）

※修学資金を受けた都道府県で保育等の業務に５年間従事した場合は返還が免除されます。

■介護福祉士等修学資金貸付制度（貸与〔無利子〕）

各都道府県により募集条件が異なります。将来、介護等の業務に従事しようとする人に対し、

実施される制度です。

1.貸与月額：50,000円以内

2.入学準備金：200,000円以内（初回のみ）

3.就職準備金：200,000円以内（最終回のみ）

※修学資金を受けた都道府県で介護等の業務に５年間従事した場合は返還が免除されます。

■オリエントコーポレーション学費サポートプラン

・対象費用：神戸医療未来大学の入学金・授業料・教育充実費・施設充実費・委託徴収金等

・申込者：保護者　※保証人は原則不要

・申込期間：納入期間に合わせ都度申込（審査最短1日）

・申込方法：Web・郵送での申込

・学費の振込：学校指定口座へ入金

・必要書類：学生証（合格証）など証明書／納付額の記載書類など

詳しくは

 http://orico.jp/gakusapo/

問い合わせ先／申し込み先　オリコ学費サポートデスク　TEL 0120-517-325

日本学生支援機構奨学金

提携教育ローン

奨学金制度および教育ローンについて

1

2

オリコ 学費 検索
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■神戸医療未来大学　【姫路キャンパス】

兵庫県神崎郡福崎町高岡1966-5

■交通のご案内

〇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

〇自家用車利用の場合、中国縦貫自動車道福崎ＩＣより、約10分

※本学には駐車場があります。

■スクールバス案内（無料）

・スクールバス乗降場は、福崎駅前交通広場➂番です。

・時刻表については、必ずホームページをご覧ください。

■神戸医療未来大学　【大阪天王寺キャンパス】

大阪市天王寺区烏ヶ辻2-1-4

■交通のご案内
〇ＪＲ大阪環状線「桃谷駅」から西へ徒歩２分

試験会場について〔一般入試型（来学入試）〕

本学

大阪

未来

神戸医療未来大学

神戸医療未来大学
【大阪天王寺キャンパス】
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