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▶関西福祉大学アドミッションポリシー◀
　関西福祉大学は、基本理念に定める人材を育成するために、本学での学修や課外活動等を通じて、
自らを成長させ続ける意欲にあふれ、様々な能力・適性を有する多様な学生を幅広く受け入れます。
そのために、高等学校等での学習や課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力「知識・技能」「思
考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を、多様な入試制度により多面的かつ総合的に評価す
ることを基本的な方針としています。

受入れの基本方針
各学科の 目的をもとに、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）及び教育課程編成の
方針（カリキュラムポリシー）に定める学士課程教育で培う能力・素養に応じて、知識・技能や
能力、目的意識・意欲を備えた人を幅広く受け入れています。

選抜の基本方針
「求める人材像」の項目を基本要素として、高等学校における基礎学力「知識・技能」「思考力・
判断力・表現力」「主体的な学習意欲（主体性・多様性・協働性）」をそれぞれの入学試験におい
て重み付けを行い評価し、入学者を適正に選抜します。

▶学部学科別アドミッションポリシー◀
学部 学科 学科の目的 求める人材像

社
会
福
祉
学
部

社
会
福
祉
学
科

社会福祉学部社会福祉学科は、
人間の尊厳を大切にする『福祉
の心』を基盤とする豊かな教養
と、社会福祉の価値・知識・技
術を身につけ、広い視野から福
祉社会の発展に大きく貢献でき
るソーシャルワーカーを育成す
ることを目的としています。

①高等学校教育課程の内容を幅広く修得している。
②人の幸せを願い、その実現のために、人との関係を大切にしな
がら、様々な生活課題の解決を支援したいという意欲を持って
いる。

③社会で起こる様々な出来事と社会福祉との関連性について常日
頃から関心を持ち、疑問に感じたことに対して、自ら調べ、解
決に向けて取り組む習慣を身につけている。

④積極的に他者と関わろうとし（そうした気持ちがあり）、対話を
通して相互理解に努めようとする姿勢を持っている。

⑤高等学校等での学習や課外活動・ボランティア活動等で、他者
と協働した活動や学習の経験があり、他者と協力しながら課題
をやり遂げようとする意欲を持っている。

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。

　
▶社会人特別選抜入学試験アドミッションポリシー◀
　社会人特別選抜入学試験は、関西福祉大学の学士課程教育を受けるために必要な「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を、小論文と面接を通して多面的かつ総合的に合
否判定を行います。小論文では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。さらに
面接により、大学の建学の精神・基本理念並びに各学部の目的への理解度、入学後の学びに対する
意欲・目的意識、将来ビジョン等から「思考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を総合的
に評価します。
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Ⅰ．アドミッションポリシー
試験会場案内

本学会場

関西福祉大学
兵庫県赤穂市新田３８０－３

●ＪＲ播州赤穂駅よりバス８分

※ 　試験当日はＪＲ播州赤穂駅南口３番のりばより、試験開始２時間前から試験開始３０
　分前まで無料バスを運行します。

●ＪＲ播州赤穂駅よりタクシー約８分

「居村」バス停「居村」バス停

関西福祉大学　入試センター
TE FA

８



　社会福祉学部社会福祉学科　若干名

　看護学部看護学科　若干名

社会福祉学部社会福祉学科 看護学部看護学科

次の（ 1 ）～（ 2 ）のすべてに該当する者
（ 1 ）次のいずれかに該当する者

ア．高等学校もしくは中等教育学校を卒
業した者

イ．通常の課程による 12 年の学校教育
を修了した者

ウ．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

（ 2 ）入学時に満 20 歳以上の者（1998 年
4 月 1 日以前に出生した者）

次の（ 1 ）～（ 2 ）のすべてに該当する者
（ 1 ）次のいずれかに該当する者

ア．高等学校もしくは中等教育学校を卒
業した者

イ．通常の課程による 12 年の学校教育
を修了した者

ウ．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

（ 2 ）入学時に満 22 歳以上の者（1996 年
4 月 1 日以前に出生した者）

出願期間 平成 ３０年 8 月 １７日（金）～ 9 月 ７日（金）消印有効

試験日 平成 ３０年 9 月１５日（土）

試験時間
入　室　10：30 まで
小論文　10：45 ～ 11：55
面　接　12：50 ～

試験科目 ①小論文（800 字以内）
②面　接（出願書類を参考資料として面接を行います）

選抜方法 小論文・面接の結果を総合して合否を判定

試験会場 本学（赤穂）

合格発表 平成 ３０年 9 月 ２２ 日（土）

入学手続期間 ＜ 1 次＞平成 ３０年 9 月 25 日（火）～ 10 月 10日（水）消印有効
＜ 2 次＞平成３１年 3 月 1 日（金）～ 3 月 25日（月）消印有効

※出願書類は締切日消印有効（ただし、出願期間締切日までに出願料が振り込まれていない
場合は無効です）

１ ．募集学科・募集人員

２ ．出願資格

３ ．出願期間・試験日・試験科目等

Ⅱ．募集内容

２



１．出願手続・方法
　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

する）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。（窓口では受付を行いま
せん）

２．出願上の注意
(１)出願書類上に不備不足があった場合は受理できませんので、出願前に十分確認を行ってくだ

さい。
(２)病気・負傷や障害等のために、受験に際し配慮を必要とする可能性がある場合は、必ず出

願期間が始まるまでに（試験日の１ヶ月前までに）、本学入試センター（TEL

0791-46-2500）へご相談ください。

(３)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。
(４)出願手続等で不明な点がある場合は、本学入試センター（TEL 0791-46-2500）へ問い合わ

せてください。

３．出願書類

１ 入学志願票
（Ａ票）

本学所定の用紙に、黒ボールペンを使用し、楷書ではっきりと必要事項を記入
した上で、提出してください。※印の欄は記入しないでください。
・氏名は漢字、フリガナとも記入してください。
・外国人の場合は、外国人登録済証明書記載の氏名を記入してください。

「通称名」も登録してある場合、どちらかを選んで記入してください。
なお、出願書類は同じ氏名で統一してください。

・住所の欄は、確実に連絡できる場所を記入してください。また出願後
から合格発表までの間に引越した場合は、すみやかに新しい住所を本
学入試センター（TEL 0791-46-2500）にお知らせください。

２ 写真（１枚）
正面・上半身・脱帽の写真（縦４㎝×横３㎝　背景無地のカラー写真

裏面に氏名を記入）で、出願以前３ヵ月以内に撮影したものを入学
志願票（Ａ票）の所定の欄に貼付してください。

３ 卒業証明書

出身高等学校長等が作成したものを提出してください。（出願以前３ヵ月
以内に発行されたもの）
※高等学校卒業程度認定試験合格（見込）者は、合格証明書（合格見込

者は合格見込証明書）１通及び成績証明書１通（免除科目がある場合は、
必ず免除科目を取得した高等学校等の成績証明書も併せて必要）を提
出してください。

４ 成績証明書または
単位修得証明書

出身高等学校長等が作成、厳封したものを提出してください。
※成績証明書が発行できない場合は、単位修得証明書に代えることがで
きます。

５ 収納証明書
（Ａ票所定の欄に貼付）

６ 封筒貼付用紙 所定の記入欄に必要事項を記入の上、任意の角２封筒に貼付してください。

Ⅲ．出願について

３

  出願

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。



４．出願料及び納入方法
１．出願料

　35,000円
２．納入方法

　出願料の納入方法には、（１）銀行振込、（２）インターネット利用、（３）コンビニ端末利
用の３種があります。

(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。

※（２）インターネット利用及び（３）コンビニ端末利用の納入方法はP.８を参照してください。

合否結果は、合否に関わらず郵送（発表日に普通郵便で発送）で通知します。電話や直接の問い合

わせには一切応じません。（本学での掲示も行いません）

１．入学手続に必要な書類については、合格通知とともに送付します。定められた方法に従って手

続きをしてください。

２．入学手続期間内に納付金を納入し、入学手続に必要な書類の提出は、必ず簡易書留速達（締切

日消印有効）により、行ってください。なお、窓口での納付金受付業務は行いません。期間内

に入学手続を完了しないときは、入学辞退者として取り扱います。

３．入学手続期間・内容は次のとおりです。

手 続 期 間 手 続 内 容

１次
平成３０年　９月２５日（火）～
　　１０月１０日（水）消印有効

入学金納入（一括納入も可）

２次
平成３１年　３月　１日（金）～
　　　３月２５日（月）消印有効

学費・諸費納入
入学手続書類提出

Ⅳ．合格発表

Ⅴ．入学手続方法

４

（本学の平成31年度入試のいずれかに出願している方で、再度出願する場合の出願料は10,000円）



学　　　部 社 会 福 祉 学 部 看　護　学　部
区　　　分 前　期 後　期 年　額 前　期 後　期 年　額

☆ 入　学　金 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円

学　

費

授　業　料 390,000円 390,000円 780,000円 442,500円 442,500円 885,000円

教育充実費 115,000円 115,000円 230,000円 332,500円 332,500円 665,000円

学　費　計 505,000円 505,000円 1,010,000円 775,000円 775,000円 1,550,000円

諸　

費　

※
５

教育後援
会費※１

☆入会金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

年 会 費 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

学友会費
※２

☆入会金 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

年 会 費 15,000円 15,000円 15,000円 15,000円

校友会費※３ 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

医学生教育研究賠償責任保険料 500円 500円

☆学生教育研究災害傷害保険料 3,300円 3,300円 3,370円 3,370円

☆個人賠償責任保険料※４ 4,880円 4,880円 4,880円 4,880円

☆関西福祉大学研究会会費（4年分） 5,000円 5,000円 5,000円 5,000円

諸　　費　　計 108,180円 108,180円 108,750円 108,750円

合 計 813,180円 505,000円 1,318,180円 1,083,750円 775,000円 1,858,750円

☆印は、入学年度のみ納入。 

※１　教育後援会は本学学生の保護者を会員とし、大学と家庭との連携を図りながら、本学の教育 

振興に寄与することを目的としています。

※２　学友会は本学の全学生によって構成・運営される組織で、会費は活発な課外活動などに充て 

られます。

※３　校友会は卒業生、在学生及び教職員を会員とした全学的な組織で、在学時に納入された会費 

は終身会費として運営されます。

※４　総学生数により保険料が変動する場合があり、追加徴収することがあります。

※５　諸費については平成３１年度予定金額です。

●資格取得のために、学費とは別に履修費および実習諸費が必要です。（平成３１年度履修費・
実習諸費予定/社会福祉学科：精神保健福祉士＝8万円、認定心理士＝4万円、スクール（学校）
ソーシャルワーカー＝2万円、初級障がい者スポーツ指導員＝1万円、スポーツプログラマー＝1
万円、ジュニアスポーツ指導員＝1万円／看護学科：保健師＝６万円、助産師＝２０万円、養護
教諭一種免許＝６万円）

●納付金、履修費及び実習諸費は予定であり変更される場合があります。

●上記の教員免許状は全て再課程認定申請中です。ただし、文部科学省における審査の結果、予
定している教職課程の開設時期が変更となる場合があります。

●併願入試の合格者ですでに入学手続学科があり、その後の再受験により他学科に合格し入学手
続学科を変更したい場合は、すでに納入済の入学金・授業料等納付金を、新たに入学手続をし
たい学科の入学金、授業料等納付金に振り替えることができます。ただし、納付金に差額が生
じる場合は、差額分を徴収または返金します。

●初年度納付金納入後、入学を辞退する場合は、入学辞退届を必ず簡易書留で郵送してくださ
い。期日までに届け出があった者については、入学金を除いた納付金を返金します。入学辞退
届は入学手続書類に同封しています。 

Ⅵ．初年度納付金（平成３１年度予定）

５



Ⅶ．受験についての諸注意
■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35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）小論文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）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。

６



Ⅷ．個人情報の取り扱いについて

７

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。



インターネット利用及びコンビニ端末利用の出願料納入方法

８

本学「出願料支払い」ページ



▶関西福祉大学アドミッションポリシー◀
　関西福祉大学は、基本理念に定める人材を育成するために、本学での学修や課外活動等を通じて、
自らを成長させ続ける意欲にあふれ、様々な能力・適性を有する多様な学生を幅広く受け入れます。
そのために、高等学校等での学習や課外活動を通じてこれまでに培われた基礎学力「知識・技能」「思
考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を、多様な入試制度により多面的かつ総合的に評価す
ることを基本的な方針としています。

受入れの基本方針
各学科の 目的をもとに、卒業認定・学位授与の方針（ディプロマポリシー）及び教育課程編成の
方針（カリキュラムポリシー）に定める学士課程教育で培う能力・素養に応じて、知識・技能や
能力、目的意識・意欲を備えた人を幅広く受け入れています。

選抜の基本方針
「求める人材像」の項目を基本要素として、高等学校における基礎学力「知識・技能」「思考力・
判断力・表現力」「主体的な学習意欲（主体性・多様性・協働性）」をそれぞれの入学試験におい
て重み付けを行い評価し、入学者を適正に選抜します。

▶学部学科別アドミッションポリシー◀
学部 学科 学科の目的 求める人材像

社
会
福
祉
学
部

社
会
福
祉
学
科

社会福祉学部社会福祉学科は、
人間の尊厳を大切にする『福祉
の心』を基盤とする豊かな教養
と、社会福祉の価値・知識・技
術を身につけ、広い視野から福
祉社会の発展に大きく貢献でき
るソーシャルワーカーを育成す
ることを目的としています。

①高等学校教育課程の内容を幅広く修得している。
②人の幸せを願い、その実現のために、人との関係を大切にしな
がら、様々な生活課題の解決を支援したいという意欲を持って
いる。

③社会で起こる様々な出来事と社会福祉との関連性について常日
頃から関心を持ち、疑問に感じたことに対して、自ら調べ、解
決に向けて取り組む習慣を身につけている。

④積極的に他者と関わろうとし（そうした気持ちがあり）、対話を
通して相互理解に努めようとする姿勢を持っている。

⑤高等学校等での学習や課外活動・ボランティア活動等で、他者
と協働した活動や学習の経験があり、他者と協力しながら課題
をやり遂げようとする意欲を持っている。

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。

▶社会人特別選抜入学試験アドミッションポリシー◀
社会人特別選抜入学試験は、関西福祉大学の学士課程教育を受けるために必要な「知識・技能」

「思考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を、小論文と面接を通して多面的かつ総合的に合
否判定を行います。小論文では、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」を評価します。さらに
面接により、大学の建学の精神・基本理念並びに各学部の目的への理解度、入学後の学びに対する
意欲・目的意識、将来ビジョン等から「思考力・判断力・表現力」「主体的な学習意欲」を総合的
に評価します。

１

Ⅰ．アドミッションポリシー
試験会場案内

本学会場

関西福祉大学
兵庫県赤穂市新田３８０－３

●ＪＲ播州赤穂駅よりバス８分

※ 　試験当日はＪＲ播州赤穂駅南口３番のりばより、試験開始２時間前から試験開始３０
分前まで無料バスを運行します。

●ＪＲ播州赤穂駅よりタクシー約８分

「居村」バス停「居村」バス停

関西福祉大学　入試センター
TE FA




