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※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、下記の選抜方法を変更する可能性があります。

1. 学校推薦型選抜の概要

(1) 募集人数及び入試日程

募 集 人 数 出 願 期 間 試験日及び内容 合 格 発 表 

25 名 

（うち市内優先枠(注 1)７名） 

2021年 11月１日(月)

～11月８日(月) 

2021 年 11月 20日(土) 

小論文(注 2)、面接 
2021 年 12月３日(金) 

（注１）市内優先枠は、本人及びその扶養者が 2021 年４月１日以前から神戸市内に住所を有している場 
合に対象となります。

（注２）小論文は、英文資料の読解を含みます。

(2) 出願資格及び推薦人数

出願資格 

 次の要件をすべて備えている者で、高等学校※（中等教育学校を含む。以下同じ）長が責任を

もって推薦できる者。 

１ 2022年３月までに高等学校卒業見込みの者、又は 2019年４月以降に卒業した者 

２ 高等学校在学中の学習成績が優秀であり、調査書の全体の「学習成績の状況」が 4.0以上の者 

３ 看護学に興味を持ち、かつ将来、看護の実践、教育の分野で活躍したいという意欲が明らか 

である者 

４ 合格した場合、本学に必ず入学することを確約できる者 

※学校教育法に定める高等学校以外の学校については、事前に入学資格の審査を行いますので、

事前に本学に申請してください。 

推薦人数 高等学校１校からの推薦人数に制限はありません。 

(3) 入学者選抜方法

調査書、推薦書、本学が実施する小論文及び面接試験で総合判定します。

なお、「面接」において、最低段階の評価を受けた者は、他の得点にかかわらず不合格となります。

2. 一般選抜の概要

(1) 募集人数及び入試日程

区  分 募集人数 出 願 期 間 個別試験の日程及び内容 合格発表日 

前期日程 55名 2022年 

１月 24日(月)～ 

２月４日(金) 

2022 年２月 25日(金) 

小論文、面接 

2022 年 

３月４日(金) 

後期日程 15名 
2022 年３月 12日(土) 

小論文、面接 

2022 年 

３月 22日(火) 

(2) 出願資格

次のいずれかに該当し、かつ令和４年度大学入学共通テストの本学指定の教科・科目を受験した者。

① 高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は 2022 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又は 2022 年３月修了見込みの者

③ 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

れる者又は 2022 年３月 31 日までにこれに該当する見込みの者(注 3)

（注３）出願資格③のうち、同条第７号「個別の入学資格審査」により出願しようとする者は、大学入学共

通テストを受験する前に入学資格審査を行いますので、事前に本学に申請してください。



(3) 試験科目

区分 大学入学共通テスト 指定科目 個別試験

前期日程

国語 「国語」

小論文

（日本文資料による）

面接

地理歴史 「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」        から１科目選択公民

数学
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」 
「簿記・会計」「情報関係基礎」(注 5)   から１科目選択

理科 「物理」「化学」「生物」   から１科目選択

外国語 「英語」※リスニングを含む

後期日程

国語 「国語」

小論文

（日本文資料による）

面接

数学
「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」 

から１科目選択

理科 「物理」「化学」「生物」   から１科目選択

外国語 「英語」※リスニングを含む

（注４）選択科目について２科目を受験した場合は、「地理歴史」「公民」―第１解答科目

  「理科」―第１解答科目、「数学」―高得点科目を各々合否判定に使用する。

（注５）「簿記・会計」「情報関係基礎」を選択解答できる者は、高等学校又は中等教育学校においてこれらの科

目を履修した者及び文部科学省大臣の指定を受けた専修学校の高等課程を修了（見込み）の者に限る。

(4) 入学者選抜方法

令和４年度大学入学共通テスト、調査書、本学が実施する小論文及び面接試験で総合判定します。

なお、「面接」において、最低段階の評価を受けた者は、他の得点にかかわらず不合格となります。

(5) 大学入学共通テスト及び個別学力検査等の配点

区 分 

大学入学共通テスト 個別試験 

合 計 
国語 地歴・公民 数学 理科 

外国語※ 

(リスニングを

含む)

小計 小論文 面 接 

前期日程 200 100 200 100 200 800 160 40 1000 

後期日程 200 200 100 200 700 160 40 900 

※「外国語」は、「リーディング」を 160 点満点、「リスニング」を 40 点満点に換算します。

(6) 新型コロナウイルス等罹患者への対応（一般選抜のみ）

新型コロナウイルス罹患者または罹患のおそれがあり、個別試験を受験できない者は、令和４年度大学入

学共通テストの得点により合否判定を行います。対象となる要件や手続き等については、後日公表する「募

集要項」を確認してください。



3. 障がいを有する入学志願者との事前相談

 本学に入学を志願する者で、障がいがある者は、受験上及び修学上特別な配慮を必要とすることがあるの

で、出願の前にあらかじめ本学に申し出てください。

4. 大学案内及び募集要項について

(1) 配布期間

大 学 案 内 （ 冊 子 ・ 電 子 版 ）   ・・・配布中

学校推薦型選抜 募集要項（電子版のみ） ・・・９月下旬ごろ HP 掲載予定

一般選抜  募集要項（電子版のみ）  ・・・９月下旬ごろ HP 掲載予定

※出願はインターネットにより行っていただきます。そのため、募集要項は電子版のみの提供となります。

(2) 請求方法

① 電子版（大学案内・募集要項）

本学 HP（下記 URL 参照）より、ご覧ください。

② 冊子版（大学案内のみ）

各資料請求サイト（下記 URL 参照）より、お申込みください。送料等の費用や発送にかかる日数に

ついては、各サイトにお問い合わせください。

・神戸市看護大学 HP 〈入試募集要項・大学案内 請求〉

https://www.kobe-ccn.ac.jp/applicant/request/

5. 入学金等

種 別 金 額 備 考 

入学選抜料 17,000円 

入 学 金 

神戸市住民及び 

その子弟 
282,000円 

「神戸市住民」･･･入学の日の１年前か

ら引き続き本市に住所を有する者 

「その子弟」･･･神戸市住民の配偶者又

はその２親等内の親族 
その他の者 423,000円 

授 業 料(注 6) 年額 535,800円 

年２回分納 

４月末日 267,900円 

10月末日 267,900 円 

(注 6) 授業料の改定が行われた場合は、新しい授業料が適用されます。 

6. 奨学金制度

本学ホームページを参照してください（あくまで一部の情報となります）。在学中は、随時教務学生課よ

り、奨学金募集の情報をお知らせします。

・神戸市看護大学 HP 〈奨学金・授業料の減免制度・学割等〉

https://www.kobe-ccn.ac.jp/guide_college/stu_support/exemption/
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