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公募推薦入試（前期1科目型）【併願】
� 募集人数

学部・学科 募集人数

商学部
経営学科 25 名
マーケティング学科 20 名

経済学部
経済学科 15 名
経済情報学科 5 名

人間社会学部
人間社会学科   8 名
観光学科 7 名
人間健康学科 10 名

2 出願資格
①高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月に卒業した者、または2022年3月31日までに卒業見込みの者。
②学校長が学力、リーダーシップや課外活動などにおいて特に優れていると認め、推薦する者。

3 入試日程
出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

10月26日（火）
～

11月8日（月）
最終日消印有効

11月20日（土）
神戸（本学）・大阪・

姫路・岡山・
高松・米子 12月1日（水） 一次：12月14日（火）

二次：1月14日（金）
11月21日（日） 神戸（本学）

自然災害等の発生により試験日を変更する場合の試験予備日は以下の通りです。
12月12日（日）

4 出願書類
①学校長推薦書〔本学所定用紙〕
　本学入試情報サイトまたはインターネット出願画面からダウンロードしてください。

●  学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
※ 11月20日（土）、11月21日（日）で併願する場合は、推薦書の提出は1通で構いません。 
（出願学科が異なる場合は、別途提出が必要です）

②調査書
●  文部科学省所定の様式により学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
※ 11月20日（土）、11月21日（日）で併願する場合は、調査書の提出は1通で構いません。

③写真1枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真）
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6 試験日の時間割
1 時限目：英語 2 時限目：国語 3 時限目：面接

入室開始時間 集合時間 試験時間 入室開始時間 集合時間 試験時間 集合時間 試験時間

8：50 9：15
9：30

〜

10：30
10：35 10：55

11：10

〜
12：10

12：30

12：40

〜

※面接終了時
間は受験生
によって異
なります。

①試験当日は、上記の集合時間までに指定された試験室（当日掲示）に入室してください。
②試験当日は、出願時に選択した科目で受験してください。
※出願時に「英語」または「国語」のどちらかを選択してください。
③試験開始時間から30分を経過すると教室内への入室はいかなる場合も許可しません。
④面接スケジュールは試験当日お知らせしますので確認してください。

5 入学者選抜の方法

試験科目 配点 時間
「英語」または「国語」※ 1

※ 3 100点満点 60分
学習成績の状況 40点満点※2 ―

面接 60点満点 10分（受験者2名・面接官2名）
※1 試験科目は、出願時に選択してください。　
※2 調査書の学習成績の状況（5段階評価）×8で算出します。
※3 各科目の出題範囲は以下の表を参照してください。
上記試験科目のいずれかの評価が、一定の基準に達していない場合は、不合格となります。

科目 2022年度入試出題範囲
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ　英語表現Ⅰ
国語 国語総合（古文・漢文を除く）

8 受験にあたっての注意
①受験票は必ず携帯してください。

当日に受験票を紛失もしくは忘れた場合は、受験票再発行所に申し出てください。
②自然災害等に関する取扱い

台風や地震等の自然災害の発生により、試験実施が困難と判断される場合においては、原則、試験実施予備
日に変更して実施致します。なお、その他の緊急等を要する事態が発生した場合においても、試験実施の取
扱いについて大学ＨＰに情報を掲載致しますので、随時確認してください。

③感染症罹患（新型コロナウイルス等）に関する取扱い
新型コロナウイルスに関する本学の入学試験の取り扱いについては、文部科学省より発表された新型コロ
ナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン等に基づき対応致します。詳細は大学ＨＰに掲載し
ますので、ご確認ください。

7 試験日持参物
①  受験票 （受験後は、入学手続完了まで各自で保管してください）
② 筆記具
③ 時計 （計時機能だけのもの）
④マスク （無地のものに限る）
※時計のアラームは使用してはいけません。
※携帯電話などは面接室に入る前に電源を切ってカバンに入れておいてください。
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受験票は、インターネット出願で登録したマイページからダウンロードしてください。
ダウンロードした受験票は、各自で印刷して受験会場にお持ちください。

〈オンライン受験票ダウンロード期間〉
公開期間

11月15日（月）〜 11月21日（日）

①データダウンロードが出来る期間は公開期間の初日10：00から最終日の23：59までです。
②受験票のダウンロードが出来ない場合は、入試部（078-794-2231）に連絡してください。

9 受験票について

 新生活のスタートを支援「下宿サポート奨学金」
入学時に下宿を予定している方を対象に20万円を給付します。（入学後に給付）
対象者1名に対し、入学時1回限り給付します。
※賃貸借契約書の契約日は3月末日までとし、入学手続き締切日までに事前申込書を提出してください。
　事前申込書は、入学手続書類に同封しています。
※国際交流施設(学生寮）に入居する方、親族宅に下宿する方、留学生は対象外です。

■10 奨学金等について
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公募推薦入試（前期2科目型）【併願】

4 出願書類
①学校長推薦書〔本学所定用紙〕
　本学入試情報サイトまたはインターネット出願画面からダウンロードしてください。

●  学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
　※ 11月20日（土）、11月21日（日）で併願する場合は、推薦書の提出は1通で構いません。 

（出願学科が異なる場合は、別途提出が必要です）
②調査書

●  文部科学省所定の様式により学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
※11月20日（土）、11月21日（日）で併願する場合は、調査書の提出は1通で構いません。

③写真1枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真）

� 募集人数

2 出願資格
①高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月に卒業した者、または2022年3月31日までに卒業見込みの者。
②学校長が学力、リーダーシップや課外活動などにおいて特に優れていると認め、推薦する者。

出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

10月26日（火）
～

11月8日（月）
最終日消印有効

11月20日（土）
神戸（本学）・大阪・

姫路・岡山・
高松・米子 12月1日（水） 一次：12月14日（火）

二次：1月14日（金）
11月21日（日） 神戸（本学）

自然災害等の発生により試験日を変更する場合の試験予備日は以下の通りです。
12月12日（日）

3 入試日程

学部・学科 募集人数

商学部
経営学科 12 名
マーケティング学科 11 名

経済学部
経済学科 10 名
経済情報学科   2 名

人間社会学部
人間社会学科   6 名
観光学科   3 名
人間健康学科   6 名

奨学金対象入試
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6 試験日の時間割
1 時限目：英語 2 時限目：国語 3 時限目：面接

入室開始時間 集合時間 試験時間 入室開始時間 集合時間 試験時間 集合時間 試験時間

8：50 9：15
9：30

〜

10：30
10：35 10：55

11：10

〜
12：10

12：30

12：40

〜

※面接終了時
間は受験生
によって異
なります。

①試験当日は、上記の集合時間までに指定された試験室（当日掲示）に入室してください。
②試験開始時間から30分を経過すると教室内への入室はいかなる場合も許可しません。
③面接スケジュールは試験当日お知らせしますので確認してください。

5 入学者選抜の方法
試験科目 配点 時間
「英語」※1 100 点満点 60分
「国語」※1 100 点満点 60分

学習成績の状況 40 点満点※2 ―
面接 60 点満点 10分（受験者２名・面接官２名）

※1 各科目の出題範囲は以下の表を参照してください。
※2 調査書の学習成績の状況（5段階評価）×8で算出します。
上記試験科目のいずれかの評価が、一定の基準に達していない場合は、不合格となります。

科目 2022年度入試出題範囲
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ　英語表現Ⅰ
国語 国語総合（古文・漢文を除く）

8 受験にあたっての注意
①受験票は必ず携帯してください。

当日に受験票を紛失もしくは忘れた場合は、受験票再発行所に申し出てください。
②自然災害等に関する取扱い

台風や地震等の自然災害の発生により、試験実施が困難と判断される場合においては、原則、試験実施予備
日に変更して実施致します。なお、その他の緊急等を要する事態が発生した場合においても、試験実施の取
扱いについて大学ＨＰに情報を掲載致しますので、随時確認してください。

③感染症罹患（新型コロナウイルス等）に関する取扱い
新型コロナウイルスに関する本学の入学試験の取り扱いについては、文部科学省より発表された新型コロ
ナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン等に基づき対応致します。詳細は大学ＨＰに掲載し
ますので、ご確認ください。

7 試験日持参物
①  受験票 （受験後は、入学手続完了まで各自で保管してください）
② 筆記具
③ 時計 （計時機能だけのもの）
④ マスク  （無地のものに限る）
※時計のアラームは使用してはいけません。
※携帯電話などは面接室に入る前に電源を切ってカバンに入れておいてください。
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①公募推薦入試（前期2科目型）奨学金

概　　要
公募推薦入試（前期2科目型）で合格し減免条件を満たす成績を収めた方を対象
に授業料を減免する。
また、指定する継続要件を満たした場合、最大4年間継続する。

減免条件 得点率70%以上かつ入試成績上位10名

金　　額 授業料半額減免（年間385,000円）　※4年間継続可能

継続要件

1年次終了時点の修得単位数35単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上
2年次終了時点の修得単位数70単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上
3年次終了時点の修得単位数110単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上

②  新生活のスタートを支援「下宿サポート奨学金」
入学時に下宿を予定している方を対象に20万円を給付します。（入学後に給付）
対象者1名に対し、入学時1回限り給付します。
※賃貸借契約書の契約日は3月末日までとし、入学手続き締切日までに事前申込書を提出してください。
　事前申込書は、入学手続書類に同封しています。
※国際交流施設(学生寮）に入居する方、親族宅に下宿する方、留学生は対象外です。

■10 奨学金等について

受験票は、インターネット出願で登録したマイページからダウンロードしてください。
ダウンロードした受験票は、各自で印刷して受験会場にお持ちください。

〈オンライン受験票ダウンロード期間〉
公開期間

11月15日（月）〜 11月21日（日）

①データダウンロードが出来る期間は公開期間の初日10：00から最終日の23：59までです。
②受験票のダウンロードが出来ない場合は、入試部（078-794-2231）に連絡してください。

9 受験票について
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公募推薦入試（後期2科目型）【併願】

4 出願書類
①学校長推薦書〔本学所定用紙〕
　本学入試情報サイトまたはインターネット出願画面からダウンロードしてください。

●  学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
②調査書

●  文部科学省所定の様式により学校長が作成し、厳封したもの。開封無効
③写真1枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真）

� 募集人数
学部・学科 募集人数

商学部
経営学科 5 名
マーケティング学科 3 名

経済学部
経済学科 3 名
経済情報学科 2 名

人間社会学部
人間社会学科 2 名
観光学科 2 名
人間健康学科 2 名

2 出願資格
①高等学校もしくは中等教育学校を2021年3月に卒業した者、または2022年3月31日までに卒業見込みの者。
②学校長が学力、リーダーシップや課外活動などにおいて特に優れていると認め、推薦する者。

3 入試日程
出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

11月22日（月）
～

12月7日（火）
最終日消印有効

12月18日（土） 神戸（本学） 12月24日（金） 一括：1月14日（金）

自然災害等の発生により試験日を変更する場合の試験予備日は以下の通りです。
1月8日（土）

奨学金対象入試
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5 入学者選抜の方法
試験科目 配点 時間

「英語」※ 1 100点満点 60分
「国語」または「数学」※ 1 100点満点 60分

学習成績の状況 40点満点※2 ―
面接 60点満点 10分（受験者2名・面接官2名）

※1 各科目の出題範囲は以下の表を参照してください。　
※2 調査書の学習成績の状況（5段階評価）×8で算出します。
上記試験科目のいずれかの評価が、一定の基準に達していない場合は、不合格となります。

科目 2022年度入試出題範囲
英語 コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ　英語表現Ⅰ
国語 国語総合（古文・漢文を除く）
数学 数学Ⅰ・Ⅱ・Aの全範囲

6 試験日の時間割
1 時限目：英語 2 時限目：国語　又は　数学 3 時限目：面接

入室開始時間 集合時間 試験時間 入室開始時間 集合時間 試験時間 集合時間 試験時間

8：50 9：15
9：30

〜

10：30
10：35 10：55

11：10
〜

12：10
12：30

12：40

〜

※面接終了時
間は受験生
によって異
なります。

①試験当日は、上記の集合時間までに指定された試験室（当日掲示）に入室してください。
②試験開始時間から30分を経過すると教室内への入室はいかなる場合も許可しません。
③面接スケジュールは試験当日お知らせしますので確認してください。

8 受験にあたっての注意
①受験票は必ず携帯してください。

当日に受験票を紛失もしくは忘れた場合は、受験票再発行所に申し出てください。
②自然災害等に関する取扱い

台風や地震等の自然災害の発生により、試験実施が困難と判断される場合においては、原則、試験実施予備
日に変更して実施致します。なお、その他の緊急等を要する事態が発生した場合においても、試験実施の取
扱いについて大学ＨＰに情報を掲載致しますので、随時確認してください。

③感染症罹患（新型コロナウイルス等）に関する取扱い
新型コロナウイルスに関する本学の入学試験の取り扱いについては、文部科学省より発表された新型コロ
ナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン等に基づき対応致します。詳細は大学ＨＰに掲載し
ますので、ご確認ください。

7 試験日持参物
①  受験票 （受験後は、入学手続完了まで各自で保管してください）
② 筆記具
③ 時計 （計時機能だけのもの）
④ マスク （無地のものに限る）
※時計のアラームは使用してはいけません。
※携帯電話などは面接室に入る前に電源を切ってカバンに入れておいてください。



公募推薦入試　9 

①公募推薦入試（後期2科目型）奨学金

概　　要
公募推薦入試（後期2科目型）で合格し減免条件を満たす成績を収めた方を対象
に授業料を減免する。
また、指定する継続要件を満たした場合、最大4年間継続する。

減免条件 得点率70%以上かつ入試成績上位5名

金　　額 授業料半額減免（年間385,000円）　※4年間継続可能

継続要件

1年次終了時点の修得単位数35単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上
2年次終了時点の修得単位数70単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上
3年次終了時点の修得単位数110単位以上でかつ教科の成績評価のA以上の 
割合が修得科目数の4分の3以上

②  新生活のスタートを支援「下宿サポート奨学金」
入学時に下宿を予定している方を対象に20万円を給付します。（入学後に給付）
対象者1名に対し、入学時1回限り給付します。
※賃貸借契約書の契約日は3月末日までとし、入学手続き締切日までに事前申込書を提出してください。
　事前申込書は、入学手続書類に同封しています。
※国際交流施設(学生寮）に入居する方、親族宅に下宿する方、留学生は対象外です。

■10 奨学金等について

受験票は、インターネット出願で登録したマイページからダウンロードしてください。
ダウンロードした受験票は、各自で印刷して受験会場にお持ちください。

〈オンライン受験票ダウンロード期間〉
公開期間

12月13日（月）〜 12月18日（土）

①データダウンロードが出来る期間は公開期間の初日10：00から最終日の23：59までです。
②受験票のダウンロードが出来ない場合は、入試部（078-794-2231）に連絡してください。

9 受験票について




