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≪看護学部 看護学科≫



看護学部看護学科

看護学部 看護学科は、生命の尊厳と人権を

尊重し擁護する倫理観を培うとともに、その人

がその人らしく生きられるような「ヒューマンケ

ア」を提供し、保健・医療・福祉・学校における

役割について総合的に捉え、社会の多様な

ニーズに対応し、地域社会および国際社会に

貢献しうる質の高い実践能力のある看護専門

職者を育成することを目的としています。

①豊かな発想と論理的な思考を基に行動するために必要な基礎学力を

有している。

②自らが主体的に学ぶ姿勢を有し、課題解決のために意欲的に取り組

み、自己研鑽できる。

③国内外の保健・医療・福祉・教育分野において広く貢献したいという志

を有している。

④ヒューマンケアの理念を基盤に、他者の立場や心情を理解し、きめ細

かな配慮と心遣いができる。

⑤高等学校教育課程の内容を幅広く修得し、特に聞く・話す・読む・書く

という他者との相互作用によるコミュニケーションを行う基礎的能力を

身につけ、科学的思考力や生命現象を理解するために不可欠な基礎

的知識を有している。

１． アドミッションポリシー
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３０ ２５ 火  

０ 水  

１ 金  

５ 月

１ ３ ４  

５ 月

１ ２５ 金  

１５

（１）短期大学における看護師養成課程または専修学校における看護師養成課程
を卒業した者または当該年度に卒業見込みの者

（２）高等学校の専攻科の課程（修業年限２年以上の看護師養成課程を有する専
攻科で、文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る）を修了した者ま
たは当該年度に修了見込みの者（ただし、学校教育法第９０条１項に規定
する大学入学資格を有する者に限る）

２．
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看護学部 看護学科

２名（うち保健師課程履修コース 若干名）

入　　室　１０：３０まで
専門科目　１０：４５～１２：１５
小 論 文　１３：００～１４：１０
面　　接　１４：２５～

２名（うち保健師課程履修コース 若干名）

入　　室　１０：３０まで
専門科目　１０：４５～１２：１５
小 論 文　１３：００～１４：１０
面　　接　１４：２５～

専門科目（筆記試験）
小 論 文（８００字）
面　　接

専門科目（筆記試験）
小 論 文（８００字）
面　　接

専門科目・小論文・面接の結果を総合

して合否を判定

専門科目・小論文・面接の結果を総合

して合否を判定

４．

出願書類を一括取り揃え、出願料を納入の上、任意の角２封筒（本学所定の封筒貼付用紙を貼付）を

使用して必ず簡易書留速達により手続きを行ってください。（本学窓口では受付を行いません）

３． 保健師課程履修コース



６．

７．

出 願 料
（本学の平成31年度入試のいずれかに出願したことがある方が再度出願する場合の出願料は10,000円）

出願料

（１）銀行振込の場合
① 振込依頼書（Ｂ票）、領収書（Ｃ票）、収納証明書（Ｄ票）に必要事項を記入の上、「電信

扱」ができる金融機関（銀行など）に持参し、所定の金額を振り込んでください。
② 銀行収納印を必ずＢ・Ｃ・Ｄ票の３箇所（取扱銀行収納印1～3）に受けてください。
③ 納入後、Ｃ票は志願者本人が保管し、Ｄ票は入学志願票（Ａ票）に貼付してください。Ｂ票

は銀行が保管します。
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出願料及び納入方法

７

 

（Ａ票）

Ａ

（Ａ票所定の欄に貼付）

   
 

Ａ票所定の欄に貼付してください。

銀行窓口で納入された場合は、Ｄ票をＡ票所定の欄に貼付してくださ
い。

５．

提出された出願書類及び納入された出願料は、返還できません。



＊お支払い済みの入学検定料はコンビニやATMでは返金できません。
＊お支払期限内に入学検定料のお支払いがない場合は、入力された情報は
　キャンセルとなります。
＊すべての支払方法に対して入学検定料の他に、払込手数料が別途かかります。

払込手数料
入学検定料が5万円未満 432円
入学検定料が5万円以上 648円

①コンビニのレジでお支払いください。
端末より「払込票」（マルチコピー機）または「申込券」（Loppi、Famiポート）または

「受付票」（Kステーション）が出力されますので、30分以内にレジにてお支払いください。

②お支払い後、チケットとレシートの2種類をお受け取りください。
「取扱明細書」（マルチコピー機、Kステーション）または
「取扱明細書兼領収書」（Loppi、Famiポート）。

レシート取扱明細書兼領収書

チケット形式

デイリーヤマザキ、スリーエフ、セイコーマート、銀行ATM（ゆうちょ銀行も可）、ネットバンキングでお支払いの場合
●「取扱明細書兼領収書」について

セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、
サークルK・サンクス、ミニストップでお支払いの場合

レジにて検定料をお支払い後、「取扱明細書兼領収書」（※２）を忘れず
にお受け取りください。
※２：マルチコピー機、Kステーションの場合は「取扱明細書」

お支払い後に右記「お申込内容確認URL」または支払い完了メールに
記載されたURLへアクセス（※3）し、PDFファイルをダウンロードの上、
印刷してください。
※3：お申込の際に発行された「受付番号（12桁）」が必要です。

※１印のお支払い方法をご利用の場合は、PDFファイルを
印刷するためのプリンターが必要となります。

https://e-apply.jp/check/s/
お申込内容確認URL

＊画面ボタンのデザインなどは予告なく変更となる場合があります。

▼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　をタッチし、申込情報を入力して「払込票／申込券／受付票」を発券ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西福祉大学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関西福祉大学大学院

「各種申込（学び）」を
含むボタン

大学・短大、専門、
小・中・高校等お支払い

学び･教育･各種検定試験

コンビニ端末でお申込みの場合（インターネット不要） インターネットでお申込みの場合

本学「入学検定料支払い」ページ
にアクセス
https://e-apply.jp/e/kusw/

＜パソコン・ケータイ＞
＊支払期間最終日のインターネット
からのお申込みは23時までとなります。
余裕を持ってご利用ください。

■セブン-イレブン
店頭レジにて「インターネット代金支払い」と伝
え、「払込票番号（13桁）」を提示してお支払い。
■ローソン／ミニストップ
店頭端末Loppiにて、以下の順でお手続き。
▶各種番号をお持ちの方➡「お客様番号（11
桁）」入力➡マルチペイメントサービス（各種代
金のお支払い）➡「確認番号（6桁）」入力

■ファミリーマート
店頭端末Famiポートにて、以下の順でお手続き。
▶代金支払い➡各種代金お支払い（マルチペイ

メントサービス）➡「お客様番号（11桁）」入力
➡「確認番号（6桁）」入力

■サークルＫ・サンクス
店頭端末Kステーションにて、以下の順でお手
続き。
▶各種支払い➡マルチペイメントサービス➡
「お客様番号（11桁）」「確認番号（6桁）」入力

■デイリーヤマザキ／スリーエフ（※１）
店頭レジにて「オンライン決済」と伝え「オンライ
ン決済番号（11桁）」を提示してお支払い。
■セイコーマート（※１）
店頭端末クラブステーションにて、以下の手順で
お手続き。
▶インターネット受付（各種代金お支払い）➡
「オンライン決済番号（11桁）」入力

コンビニでお支払い

ペイジー対応ATMにて、「税金・料金払込」より
「収納機関番号（5桁）」、「お客様番号（11桁）」、
「確認番号（6桁）」を入力し、画面の指示に従って
操作のうえお支払いください。

ペイジー対応銀行ATMでお支払い
（ゆうちょ銀行も可）

ご利用画面からそのまま各金融機関のページへ
遷移しますので、画面の指示に従って操作し、  
お支払いください。

注意：決済する口座がネットバンキング契約されて
いることが必要です

ネットバンキングでお支払い（※１）

（※１）

http://www.lawson.co.jp
http://www.ministop.co.jp

最寄りの「ローソン」「ミニストップ」にある「Loppi」へ。

http://www.family.co.jp
最寄りの「ファミリーマート」にある

「Famiポート」へ。

各種（入学検定料等）
お支払いサービス

学び・教育

申込・請求

http://www.circleksunkus.jp
最寄りの「サークルK・サンクス」にある

「Kステーション」へ。

最寄りの「セブン-イレブン」にある
「マルチコピー機」へ。

TOP画面の「学び・申込」よりお申込みください。

各種（入学検定料等）の
お支払い

「学び・申込」

TOP画面の「学び・教育」よりお申込みください。

TOP画面の「申込・請求（学び・教育）」よりお申込みください。

http://www.sej.co.jp

入学検定料等支払

学び・教育

本システムを利用せずに上記からの直接のお振込
はできません

※貼付する場合、「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載のある糊は使用しないでください。「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

取扱明細書兼領収書

収納証明書

チケット形式

【入試に関するお問合わせ先】 関西福祉大学　入試センター  TEL:0791-46-2500
【操作などのお問合わせ先】 学び･教育サポートセンター   https://e-apply.jp/　※コンビニ店頭ではお応えできません。

画面に従って必要項目を入力し、支払方法の選択
後に表示される「各種支払番号」を控えたうえ、  
お支払いください。 TOP画面の「各種サービスメニュー」よりお申込みください。

マルチコピー機

― ４ ―

場合

「取扱明細書兼領収書」の「収納証明書」部分を点線に沿って切り取り、  
 Ａ票に貼って郵送してください。

収納証明書

Ａ票



８．

合否に関わらず （発表日に普通郵便で発送） や  
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３１

９． 入学許可の取り消し

１０．既修得単位認定について

１１．修業年限・卒業要件等

１２．取得できる資格等



１

４42，5００
332，5００
775，０００

４42，5００
332，5００
775，０００

885，0００
665，0００

1，550，０００

2，44０

136，230
1，111，230 775，000

2，44０

136，230
1，886，230

１３．入学手続き方法

３０

０ 水

１ 金

５

１ ４

５

５ 火

１４．初年度納付金
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■出願手続後、試験当日までの注意事項

（１）受験票が試験日の２日前までに届かない場合は、本学入試センターに問い合わせてください。

（２）入学試験のために宿泊が必要な場合は、受験者各自で手配してください。なお、試験当日は本

学最寄のＪＲ播州赤穂駅と本学間で無料シャトルバスを運行しています。

（３）入学試験会場（関西福祉大学）の見学が必要な方は、試験日の２日前までに行ってください。試験日

前日に見学はできませんのでご注意ください。

（４）出願手続後、試験当日までに、病気・負傷や障がい等のために、受験に際し配慮を必要とする可能性

がある場合は、直ちに、本学入試センターへご相談ください。

■試験当日の注意点

(１)試験会場は、本学です。場所等は事前に調べ、間違いのないように注意してください。なお、ＪＲ播

州赤穂駅（南出口３番乗り場）より、本学間のシャトルバスを無料運行しています。（運行表は本学

ホームページをご確認ください）

(２)試験会場へは、各種公共交通機関の時刻表等を確認の上、時間に余裕をもってお越しください。試験

会場は開場時刻から入場できます。開場時刻までお待ちいただけるように待機場所を設けています。

(３)本学キャンパス内の食堂や売店は営業をしていません。昼食は各自必要に応じて用意してください。

(４)必ず受験票を持参してください。受験票を紛失した場合は、本学入試センター（TEL 0791-46-2500）

に連絡し、指示を受けてください。また、試験当日に持参するのを忘れた場合は、必ず試験会場内の

本学係員に申し出て指示を受けてください。

(５)試験会場への入場は土足で構いません。

(６)試験室への入室は、試験開始時刻の15分前までに行い、入室後は座席表に従って席に着き、受験票を

机上の受験番号シールの傍に置いてください。

(７)試験開始後45分を経過してからの入室は認めません。遅刻する恐れがある場合は、直ちに本学入試セ

ンター（TEL 0791-46-2500）に連絡してください。

(８)試験時間中の退室は認めません。ただし体調が悪くなった場合等は、試験監督者に申し出て指示に従 

ってください。

(９)試験会場での携帯電話の使用は認めません。アラームを解除した上で電源を切り、かばん等の中に入

れておいてください。 

　　（10）試験時間中に机上に置くことができるのは、受験票、黒鉛筆、メモ用シャープペンシル、消しゴム、
　　　　　鉛筆削り、時計(時計以外の機能の付いたものは不可)、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー（袋か
　　　　　ら取り出したもの）、目薬です。これら以外は身につけず、かばん等に入れておいてください。

（11）試験会場では、本学係員の指示を厳守してください。守られない場合は、受験を無効にする等の措置

を行う場合があります。

（12）試験当日、受験者が学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、麻しん、

水痘（みずぼうそう）等）に罹患し治癒していない場合は、他の受験者や試験監督者等への感染の

おそれがありますので、原則として受験をご遠慮願います。ただし、病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。試験当日及びそれまで

の体調管理には、十分注意してください。

（13）受験者以外の方は、試験会場への入場はできません。受験者の付添者については、本学キャンパス内

に控室を設けていますのでご利用いただいても構いません。

（14）試験会場付近で勧誘や印刷物の配布が行われていても、本学とは一切関係がありません。トラブルの

ないよう十分注意してください。

■その他、試験当日における対応

（１）悪天候、積雪や事故等により電車・バス等の公共交通機関に遅延が発生し、試験開始時刻までに試験

会場に到着できない場合は、落ち着いて本学入試センターに連絡してください。対応について説明し

ます。

（２）不測の事態（悪天候による警報、地震等の自然災害や火災、停電、公共交通機関の遅延等）により、

試験開始時刻の繰下げや正規の試験時間を確保するための試験時間の延長、試験日の変更等の措置を

講じることがあります。ただし、本学の責によらない不可抗力による事態であることが明らかな場合

は、それによって生じた負担費用、その他個人的損害について、本学はその責任を一切負いません。

なお、試験開始時刻の大幅な繰下げや試験日の変更等は本学ホームページにてお知らせします。

（３）その他、試験当日に不測の事態が生じた場合は、本学入試センターまで連絡してください。

１５．

― ７ ―
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１６．

本学では、個人情報の保護の重要性について深く認識し、個人情報保護基本方針を策定し、その保護

に最善の努力を払っています。入学志願者より取得する個人情報の取扱いを下記の通りとさせていた

だきます。

（１）利用目的

出願書類より取得した住所、氏名等の個人情報は、各入学試験の出願受付作業から試験実施、合

格発表から学籍発生までの入学手続作業、大学での学生生活を開始するにあたり本学が必要を判

断した情報（下宿、保険等福利厚生の案内、合格者対象大学見学会等の案内等）の提供、入学前

教育にかかる資料等の送付および各学科での教育･研究を開始するにあたり必要を判断した情報

の提供、学内において統計的な集計を行う目的に利用します。なお、利用目的に沿った業務を遂

行するにあたり、機密保持契約を締結した業務委託業者に必要な範囲の個人情報を提供する場合

があります。この場合は、委託先において、当該個人情報の紛失、毀損、改竄、漏洩等の不正な

取扱いがなされないよう本学が監督し、安全管理に努めます。

（２）第三者への提供

上記（１）および法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者には

個人情報を一切提供しません。ただし、下記については、次のとおり通知（提供）を行います。

あらかじめご了承のうえ、出願してください。

①出身学校への通知

出身学校へは、合否判定に必要な書類を提出いただいている関係から、志願者本人の諾否に関わ

らず、利用目的を「進学指導上の資料」に限定したうえで「志願・受験状況」「合否結果」「入

試成績」「入学状況」を通知します。これは、出身学校において今後の進学指導の参考資料とし

て活用されることを目的とした措置です。

②統計処理結果の本学広報誌での掲載および教育･受験関連業者等への通知

出願者数、受験者数、合格者数、入学手続者数、辞退者数、倍率、入試成績等の統計処理結果に

ついては、本学の広報誌（パンフレット・ホームページ等）および教育･受験関連業者の発刊す

る受験雑誌等で情報開示します。ただし、この場合は個人を特定しない形で開示します。
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