○別表①

１ アドミッション・ポリシー

本学が定める種目別の高等学校在籍中の戦績基準

クラブ名

本学のスポーツ実績の向上につながる学生を高等学校在籍時における指定種目の戦績を中心に選抜します。以下に記す、
スポーツ教育の重要性と学
科のアドミッション・ポリシーの両面を正しく理解し、
入学後は、
文武両道を実践できる者を求めます。
学科別のアドミッション・ポリシーは以下のとおりです。

総合文化学科
スポーツ活動で身につけたコミュニケーション能力やリーダーシップを勉学や課外活動に生かせる者で、
日本や外国の文化、
言語、
文学に強い
関心を持つ者を求めます。特に国語や英語に関する資格（漢字等に関する検定・実用英語技能検定・TOEICなど）
を取得した者や留学経
験のある者、
高等学校で課題研究やプレゼンテーションなどに取り組んだ者等を高く評価します。

児童教育学科

ソフトボール

バスケットボール

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②国民体育大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
④ブロック大会（新人選手権大会を含む） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
⑤上記大会において全国大会出場枠 2 校以上を有する都道府県については ベスト16 以上
⑥都道府県代表選手または優秀選手に選出された者

スポーツのメンタル面に関心があり、
科学的トレーニング方法に心理学を応用したいという要求が強いこと、
あるいは精神的健康とスポーツとの
関係を追究したいという意志のある者を求めます。

スポーツ
（運動）
を福祉の現場（例えば、
高齢者福祉施設や障がい者
（児）施設）
で用いることによって、
高齢者あるいは障がい者
（児）
の身体的
能力を維持・向上し、
利用者の生活の質（ＱＯＬ）
の向上をめざす福祉専門職を希望する者を求めます。

ソフトテニス

ジュニアスポーツ教育学科
高等学校在籍時においてスポーツ活動等に優秀な実績を持ち、
必要な基礎学力と礼節を身につけた文武両道の学生を求めます。入学後は、
スポーツ活動等と体育学・スポーツ学等を両立させる強い意欲を持ち、卒業後は保健体育科教員、
スポーツに関連する職業をめざす学生を
求めます。
同様に教育系・体育系・スポーツ系大学院へ進学の目標を持つ学生も歓迎します。
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総合文化学科

児童教育学科

心理学科

福祉臨床学科

ジュニアスポーツ教育学科

若干名

7名

若干名

若干名

10 名

後期日程

若干名※ 1

―

若干名

若干名

2名

※1

次の①～⑤の条件を満たす女子
① 平成 29 年度中
（平成 29 年 4月1日から平成 30 年 3月31日）
に高等学校（中等教育学校を含む）
を卒業した者および平成 30 年 3月31日までに卒業見
込みの者
② 高等学校在籍中にソフトボール、
バレーボール、
バスケットボール、
テニス、
ソフトテニス、
サッカー、
剣道の選手として活躍し、
入学後も同じクラブで活動す
る意志のある者
③ 本学が定める種目別の高等学校在籍中の戦績基準（別表①）
を満たし、
学業、
人物などについて在籍高等学校長の推薦を受けた者
④ 高等学校における出願時直近の全体の評定平均値が 3.0 以上の者
⑤ アドミッション・ポリシーを正しく理解し、
本学を専願する者（合格すれば必ず入学する者）
［注］外国籍を有し、留学ビザで日本の高等学校に在籍している者については、
出願時に日本留学試験の「日本語」
を受験し、聴解、聴読解および読解の合計得点
が「２２０点」以上、
あるいは日本語能力試験「N2」
レベルの日本語能力を有していることが望ましい。

入学試験の出願は、
すべてインターネット出願になります。
【出願の流れ】

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②国民体育大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③国民体育大会 都道府県代表選手に選出された者
④全国選抜高校テニス大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
⑤全日本ジュニアテニス選手権大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
⑥上記大会において個人戦については都道府県予選大会 ベスト16 以上

❶事前準備→ ❷「e 出願」ページで出願登録→ ❸入学検定料の支払い→ ❹出願書類を郵送

出願書類は、
本学から在籍高等学校長宛に送付しますので、
高等学校にて受け取ってください。
出願をする際は必ず別冊「e 出願マニュアル」
を参照
して行ってください。
インターネット環境が整っていない場合は、
代行入力
（別途事務手数料 2,000 円必要）等のサービスを用意しています。詳細は別冊
「e 出願マニュアル」で確認してください。

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②国民体育大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③国民体育大会 都道府県代表選手に選出された者
④全国選抜高校ソフトテニス大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
⑤上記大会において個人戦については都道府県予選大会 ベスト16 以上
⑥ブロック大会 出場

（3）出願上の注意

剣道

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②全国高等学校剣道選抜大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③上記大会において個人戦については都道府県予選大会 ベスト16 以上
④国民体育大会 全日本都道府県対抗剣道大会 都道府県代表選手に選出された者
⑤玉竜旗全国高校剣道大会 魁星旗争奪全国高校女子剣道大会 ベスト32 以上

（３）選抜日程

合格者が募集人員を充足しない場合もある。
※１ 後期日程は総合文化・心理・福祉臨床・ジュニアスポーツ教育学科のみ募集する。

（２）出願資格

（２）出願について

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト４以上
②国民体育大会 都道府県代表選手に選出された者
③皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 都道府県予選大会 ベスト４以上
④全日本高等学校女子サッカー選手権大会 都道府県予選大会 ベスト４以上
⑤ JOCジュニアオリンピックカップ全日本女子ユースサッカー選手権大会 都道府県予選大会 ベスト４以上
⑥ U-17日本代表候補、
９地域トレーニングセンター選手、
都道府県トレーニングセンター選手または上記各大会優秀選手に選
出された者または個人賞を受賞した者
⑦９地域協会主催の女子リーグ加盟の地域クラブに所属する選手で、
レギュラーとして出場している選手
⑧ JFAアカデミー（U-18）
を卒業する選手

（１）募集人員
前期日程

① 在籍高等学校のクラブ顧問（監督）
から本学のクラブ顧問あるいは監督（コーチ）
、
またはアドミッションセンターに志願者（希望者）
がいることを連絡する。
② 本学のクラブ顧問あるいは監督
（コーチ）
が視察等を通じ、
実技能力について事前に確認し、高等学校のクラブ顧問
（監督）
ならびに志願者と面談
を行う
［前期日程：9月8日
（金）
まで、
後期日程：12月8日
（金）
まで］。
③ 本学アドミッションセンターから在籍高等学校長宛に志願者の出願書類を送付する。
④ 志願者は出願期間内に、「e 出願」ページから出願登録をし、
入学検定料払込を済ませた後に、
必要な出願書類［（４）
出願書類参照］
を本学所定
の出願用封筒もしくは市販の角２封筒を使用し、
簡易書留速達郵便で送付する。
⑤ 試験日に入学試験を受験。
⑥ 本学より合否通知発送日に合否結果通知を志願者宛に速達郵便で送付する。

サッカー

スポーツ推薦入試 入学試験概要

前期日程

9 月 25 日
（月）～ 10 月 2 日
（月）

後期日程

2018 年
1月5日
（金）～ 1 月 23 日
（火）

試験日

10 月 7 日
（土）
［予備日］10 月 11 日
（水）
※
1 月 31 日
（水）

試験場

合否通知発送日

入学金・授業料等
納付金納付期限

10 月 13 日（金） 11 月 17 日（金）

本学
（鈴蘭台キャンパス）

2月4日
（日）

2 月 23 日（金）

※入学試験日の 10 月7日
（土）
に高等学校体育連盟またはそれに準ずる団体が主催する全国大会へつながる公式試合が行われ、
その主力選手として試合に出
場する必要があると高等学校長が判断し、入学試験日程の変更を受験予定者本人が希望する場合は、下記の要領で申し出てください。
出願書類提出時に在籍高等学校長名による日程変更の依頼文書（名前、所属クラブ名、理由を明記した公文書）及び試験日と公式試合が重複していることを
証明する文書（実施要項等 [コピー可 ]）、該当する受験予定者が自署、押印した申し出書（書式自由）
を本学学長宛に作成し、添付すること。

（４）選抜方法
「実技事前審査」「面接」の内容に基づいて、
志望理由や将来の展望、
アドミッション・ポリシー
の理解度と適合度、
コミュニケーション能力等を総合的に評価し、合否判定する。出願書類は、
主に面接時の資料として取り扱う。

評価項目

配

点

実技事前審査

50 点

面接

50 点

合

① 定められた出願期間内に出願手続きを済ませてください。出願書類は、
別冊「e 出願マニュアル」に綴じ込みの封筒もしくは市販の角 2 封筒に入れて
簡易書留速達郵便で送付してください
（締切日消印有効）。書類の不備（記入漏れ等）
や不足がある場合には受付できない場合があります。
また、
出願後に出願した内容を変更することはできません。記入内容は慎重に確認し、さらに、出願登録完了画面もしくは出願登録完了メールで必要
書類を確認したうえで、
余裕をもって投函してください。
② 一旦受領した出願書類および入学検定料は、
理由の如何を問わず返還できません。
③ 視力、色覚、聴力および肢体などに障がいがある志願者で、受験および入学後の就学について、特別な配慮が必要な場合は、受験を希望
する入試の出願開始 1 ヵ月前までにアドミッションセンターに申し出てください。障がいの程度、種類により必要に応じて事前に面談を行う
場合があります。また、事前相談のため、必要に応じて健康診断書等の提出を求める場合があります。
④ 受験者の個人情報は、
入試関係書類、
本学関連情報の送付のみに使用します。本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。
ただし、
スポ
ーツ推薦入試については、
在籍高等学校長宛に合否結果のみを通知します。

（4）出願書類

出願締切日はすべて、
出願書類の提出期限です
（締切日消印有効）
。
出願期限内にインターネットで出願登録し、
入学検定料の支払いを済ませ、
出願書類を簡易書留速達で郵送してください。
出願期間（締切日消印有効）

出願手続

（１）出願から受験、合格発表までの流れ

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②国民体育大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③全日本バレーボール 高等学校選手権大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
④上記大会で出場校数が 100 校以上の都道府県については ベスト16 以上
⑤全日本高校選抜に選出されたもの及び、
高校ブロック長身者合宿に選出された者
⑥都道府県代表選手または優秀選手に選出された者

テニス

福祉臨床学科

①全国高等学校総合体育大会（インターハイ） 都道府県予選大会 ベスト8 以上
②国民体育大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
③国民体育大会 都道府県代表選手に選出された者
④全国高等学校ソフトボール選抜大会 都道府県予選大会 ベスト8 以上
⑤上記大会で出場校数が 80 校以上の都道府県については ベスト16 以上
⑥日本代表選手に選出された者

バレーボール

将来、
小学校、
幼稚園、
特別支援学校の教員、
および保育士をめざすという明確な目的を持ち、
スポーツ経験を教育・保育実践に生かす強い
意志がある者を求めます。志望者にはスポーツ実績に加え、
高等学校での学びにおいて教科の偏りなく幅広い基礎学力を身につけていること
を求めます。

心理学科
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戦績基準

計

100 点

写真、
調査書以外の出願書類は、
本学から在籍高等学校長宛に送付します。
① 写真1枚（タテ4cm×ヨコ３cm、
モノクロ可、
提出前３ヶ月以内に無帽で正面から撮影したもの。裏面には黒ボールペンで名前を記入すること）
② 調査書（厳封）
③ 在籍高等学校長の推薦書（本学所定の用紙）
［様式③］
（※1）
④ スポーツ推薦戦績証明書［様式③の裏面］
とその戦績を証明する記録票等（※1）
（※2）
⑤ 志望理由書・自己ＰＲ書（本学所定の用紙）
［様式④］
（※1）
⑥ 出願資格認定書（※1）
（※1）出願資格認定を受けた志願者には、本学から在籍高等学校長宛に送付する。
（※2）戦績基準に関する証明として、本学所定の用紙によりクラブ顧問またはクラス担任が作成したものを提出［様式③裏面］。
ただし、記載した出願資格を満たす競技実績（戦績）
について、次の資料（コピー可）
を必ず添付すること。
また、本学が定める種目別の高等学校在籍中
の戦績基準（別表①）
の適合番号を記載すること。
本人が出場した試合の公式記録あるいは公的記録（各競技の主催者から報道機関に配布された資料のコピーを含む）。
ただし、公式記録が入手困難
な場合は、大会名、年度、
チームもしくは個人の順位・表彰内容が明らかとなる資料（表彰状、専門雑誌、新聞記事、Webページ
（※））でも可とする。
（※）Webページの資料を添付する場合は、必ずURLを記載すること。

（5）入学検定料

30,000 円
入学検定料は、「e 出願」のページから出願登録後、
登録時に指定した金融機関 ATM【Pay-easy】
、
取り扱い可能なコンビニエンスストア、
各種クレ
ジットカード、
ネットバンキング
【Pay-easy】
から支払いが可能です。詳しくは別冊「e 出願マニュアル」で確認してください。
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受験上の注意

学費

7

（１）集合時間・場所

（単位：円）

総合文化学科

① 集合時間については、
受験票（志願者別に個別に送付）
にて案内します
（志願者によって、
時間が異なります）
。
② 集合場所や試験教室は、
試験当日に本学 1 号館付近に掲示でお知らせします。
試験場の下見は可能ですが、
学内の行事や入試等で立ち入れな
い場合もありますので、
希望する場合は事前にアドミッションセンターまで連絡してください。

（２）受験上の注意

6

入学手続

（ 1 ）入学手続の詳細については、「合格通知書」
とともに速達郵便で通知します。
（ 2 ）入学金・授業料等納付金納付期限内に本学所定の納付金(入学金・春学期授業料等)を納入してください
（金融機関の窓口営業時間内に限る）。
取扱銀行の収入印をもって、
神戸親和女子大学の領収にかえます。入金確認後、「入学許可書」
を発行し、
送付します。納付金の内訳について
は「7 学費」
を参照してください。
（ 3 ）合格した場合、入学することを出願資格としているため、合格後の入学辞退、学科の変更ならびに学費の返還はできません。
（ 4 ）一旦納入された入学金、
授業料等納付金、
委託徴収金および書類は返還できません。

300,000

300,000

300,000

300,000

授業料

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

施設設備充実費

50,000

50,000

50,000

50,000

75,000

教育充実費

90,000

105,000

90,000

105,000

130,000

父母の会

入会金（※1）

5,000

会

4,000

費

親学会（※2）入会金（※1）

1,500

費

計

2,400
852,900

867,900

852,900

867,900

917,900

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

施設設備充実費

50,000

50,000

50,000

50,000

75,000

教育充実費

90,000

105,000

90,000

105,000

130,000

授業料

委託徴収金

（ 1 ）合否結果通知は、
合否通知発送日に受験者全員に対して、
速達郵便で送付します。
（ 2 ）合否に関する問い合わせには応じませんが、
合否通知発送日から2日を過ぎても通知が到着しなかった場合には、
受験者本人からアドミッションセ
ンターに連絡してください。
（ 3 ）委託電報や電話、
メールなどによる合否連絡に関しては、
本学は一切責任を負いません。
（ 4 ）合格者には、「合格通知書」
を送付する際に、
入学手続書類を同封します。

福祉臨床学科

300,000

委託徴収金

合格発表

心理学科

入 学 金（※1）

会

秋学期

5

入学手続時納入金

① 受験票を必ず持参してください。
万一、
紛失したり忘れた場合には、
試験開始までにアドミッションセンターに申し出てください。
仮受験票を発行します。
② 受験者は、
試験開始の20 分前までに指示された教室に入室してください。
③ 集合時間から20 分以内の遅刻に限り受験を認めますが、
20分を超えて遅刻した場合には、
受験することができません。ただし、
公共交通機関の事故
など、
やむを得ない理由による遅刻については、
受験を認める場合がありますので、
延着証明書等を持参し、
アドミッションセンターに申し出てください。
④ 携帯電話等の電子機器類は、
試験室（面接室・面接控室含む）
に入る前に必ずアラームの設定を解除し電源を切っておいてください。
試験時間中
（面接控室待機中含む）
にこれらをかばん等にしまわず、
身につけていたり手に持っていたりすると不正行為とみなされることがあります。
⑤ 試験当日は、
入学試験にふさわしい服装（制服等）
で来場してください。
⑥ 不正行為および試験実施の妨げとなる行為をした場合には、
即刻退場を命じ受験を無効とします。
⑦ 試験時間中に日常的な生活騒音等（監督者の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど、航空機・自動車・風雨・空調の音など、周囲の
受験者の咳・くしゃみ・鼻をすする音など、
携帯電話や時計等の短時間の鳴動、照明の点滅、周囲の建物のチャイム音など）が発生した場合でも
救済処置は行いません。
⑧ 試験中に気分が悪くなった場合は、
監督者または職員に申し出て指示を受けてください。
⑨ 試験当日の昼食は、
必要な場合は各自で持参してください。
⑩ 保護者の方などの付添い者は、
試験教室および試験実施棟への立ち入りはできません。学生会館地下 1 階ラウンジを待機場所として開放していま
すので、
希望する方はご利用ください。
⑪ 試験当日の本学への入構は、
当日８時 30 分から可能です。必ず正門から入構してください。
正門以外は、
すべて閉鎖しています。
⑫ 本学への自動車、
バイク等の乗り入れはできません。
⑬ 交通の遅れ、
運休なども予想されます。天気予報などの情報収集により、
余裕をもって受験ができるように準備してください。
⑭ インフルエンザ等の発症状況によっては、
予定どおり、入学試験が実施できない場合も考えられます。試験実施に関する諸連絡は、本学ホームペー
ジを通じて行います。状況に応じて、
ホームページで確認してください。
⑮ その他、
不明なことがあれば、
本学職員もしくはアドミッションセンターにお尋ねください。

児童教育学科

ジュニアスポーツ
教育学科

父母の会

会

費

4,000

親学会（※2）会

費

2,400

計
初年度納付額
（年額）

546,400

561,400

546,400

561,400

611,400

1,399,300

1,429,300

1,399,300

1,429,300

1,529,300

（※１）
入学金および入会金は、初年度のみの納入となります。
（※ 2）
親学会とは学生自治会の名称です。
◎上記以外に、
学会費を別途徴収する場合があります ( 金額・徴収の有無は学科により異なります )。
◎学部で姉妹が同時に在籍している場合、
その期間において妹の施設設備充実費を全額免除することがあります。
＜注＞ジュニアスポーツ教育学科は、
入学後に全員統一ジャージを購入していただきます。

本学までのアクセス
■大阪・姫路から電車で「新開地」乗り換えの場合
「新開地」から神戸電鉄で「鈴蘭台」下車。
■「新神戸」から電車を利用する場合
「新神戸」から神戸市営地下鉄西神・山手線で「湊川公園」下車、
「湊川」で神戸電鉄に乗り換え、「鈴蘭台」下車。
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■「鈴蘭台」から
東出口から徒歩約 10 分。
または路線バスにて約３分。
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（注）試験日にスクールバスの運行はありません。公共交通機関を
利用してください。

アドミッションセンター
〒651-1111 神戸市北区鈴蘭台北町7丁目13-1

ハローシンワニュウシ

0 1 2 0 - 8 6 4 0 2 4（祝日除く月曜日～金曜日、9月以降の土曜日 10:00～17:00）

TEL（078）591-5229（アドミッションセンター直通） FAX（078）591-7960 URL http://www.kobe-shinwa.ac.jp/

E-mail nyushi@kobe-shinwa.ac.jp

