
社会人入試（前期型）（後期型）
� 募集人数

2 出願資格
2023年3月31日時点において、次のいずれかに該当し、社会人経験（主婦経験を含む）を3年以上有する者。
① 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者。
② 通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
③ 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。
　（学校教育法第90条、同施行規則第150条の規定により認められる者を含む）

3 入試日程

4 出願書類
①志願票 A票〔本学所定用紙〕
②志望理由書〔本学所定用紙〕

●  本人が自筆で記入してください。
記入にあたっては、黒のボールペン（消せるボールペンは不可）を使用してください。訂正する場合は二重
線を引き、正しい内容を余白に記入してください。

③最終出身学校卒業証明書
●  出身学校長が証明したもの。
●   高等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）に合格した者は、合格証明書および成績証明書を提出

してください。
●   証明書記載の氏名が婚姻等の理由により現在の氏名と異なる場合は、同一人であることを証明する公的

な書類を添付してください。
④写真2枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真） ※①、②に貼付してください。

学部・学科 募集人数

商学部 経営学科

若干名

マーケティング学科

経済学部 経済学科
経済情報学科

人間社会学部
人間社会学科
観光学科
人間健康学科

入試方式 出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

前期型
10月25日（火）

～
11月7日（月）
最終日消印有効

11月19日（土）神戸（本学） 12月1日（木） 一次：12月13日（火）
二次：1月13日（金）

後期型
2月6日（月）

～
2月28日（火）
最終日消印有効

3月10日（金） 神戸（本学） 3月16日（木） ［一括］3月23日（木）

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。
前期型：12月11日（日）　後期型：3月11日（土）
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受験票発送予定日

前期型 11月11日（金）

後期型 3月3日（金）

① 受験票が届いたら記載事項を必ず確認し、万一誤りのある場合は、速やかに入試部に連絡してください。
② 試験日の2日前までに受験票が未着の場合は、入試部に連絡してください。
　 未着等で万一当日持参できなかった場合は受験票再発行等の対応を行います。

7 受験票の発送について

社会人入試　2

6 試験日の時間割
入室開始時間 集合時間 1時限目 2時限目

9：00 9：45 小論文
10：00〜11：00

面接
11：30〜

※試験終了時間は、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
小論文 100点満点 60分
面接 100点満点 10分（受験者2名・面接官2名）



学部・学科 募集人数

商学部 経営学科

若干名

マーケティング学科

経済学部 経済学科
経済情報学科

人間社会学部
人間社会学科
観光学科
人間健康学科

帰国生徒入試（前期型）（後期型） 
� 募集人数

2 出願資格
① 日本国籍を有し、外国において学んだ者で、次のA、Bいずれかに該当する者。
　A. 学校教育における12年の課程を修了した者、または修了見込みの者で、中学校から高等学校の間に2年以上継続し

て外国で教育を受けた者。または小学校から高等学校の間に、通算4年以上外国で教育を受けた者。
　B. 国際バカロレア資格、またはアビトゥア資格を有する者で、2023年3月31日までに18歳に達する者。
② 中国引揚者の子女（日本に永住権または定住権を持つ者）で、学校教育における12年の課程を修了した者、または

2023年3月31日までに修了見込みの者。

入試方式 出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

前期型
10月25日（火）

～
11月7日（月）
最終日消印有効

11月19日（土）神戸（本学） 12月1日（木） 一次：12月13日（火）
二次：1月13日（金）

後期型
2月6日（月）

～
2月28日（火）
最終日消印有効

3月10日（金） 神戸（本学） 3月16日（木） ［一括］3月23日（木）

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。
前期型：12月11日（日）　後期型：3月11日（土）

3 入試日程

4 出願書類
①志願票 A票〔本学所定用紙〕
②志望理由書〔本学所定用紙〕

●  本人が自筆で記入してください。
記入にあたっては、黒のボールペン（消せるボールペンは不可）を使用してください。訂正する場合は二重線を引
き、正しい内容を余白に記入してください。

③卒業（修了）証明書または同見込証明書
● 学校教育における12年の課程の卒業（修了）証明書または同見込証明書。（原本）

④成績証明書等
● 最終卒業（修了）学校の成績証明書。出身学校長の作成したもので原本を提出してください。（コピー不可）
● 出願資格①-Bに該当する者で、国際バカロレア資格を取得した者はIBディプロマの写しとIB最終試験6科目の成

績評価証明書を、アビトゥア資格を取得した者はその証明書と成績証明書を提出してください。
⑤海外在留証明書

● 本人が外国に滞在していたことを証明する在外公館の発行する書類またはこれに準ずるもの。書式は自由です。
⑥その他

● 出願資格②に該当する者は、引揚証明を提出してください。この件については、各都道府県庁にお問い合わせくだ
さい。

⑦写真2枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真） ※①、②に貼付してください。

帰国生徒入試　1



帰国生徒入試　2

受験票発送予定日

前期型 11月11日（金）

後期型 3月3日（金）

① 受験票が届いたら記載事項を必ず確認し、万一誤りのある場合は、速やかに入試部に連絡してください。
② 試験日の2日前までに受験票が未着の場合は、入試部に連絡してください。
　 未着等で万一当日持参できなかった場合は受験票再発行等の対応を行います。

7 受験票の発送について

6 試験日の時間割
入室開始時間 集合時間 1時限目 2時限目

9：00 9：45 小論文
10：00〜11：00

面接　11：30〜
※試験終了時間は、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
小論文 100点満点 60分
面接 100点満点 10分（受験者2名・面接官2名）



編入学試験（前期型）（後期型）
� 募集人数（学科単位での募集となります）

学  部 ・ 学  科 コース 3・2年次編入募集人数

３
・
２
年
次
編
入

商学部

マーケティング学科 ブランド戦略コース

若干名

流通ビジネスコース

経営学科

経営戦略コース
起業・事業承継コース
グローバル経営コース
会計コース

人間社会学部
人間社会学科 社会文化コース

心理コース

観光学科 観光事業コース
ホテル・ブライダルコース

2 出願資格
【3年次編入】 日本国籍を有し、以下のいずれかに該当する者。
①  学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者または2023年3月31日までに卒業見込み

の者。（学校教育法第90条 同施行規則第150条の規定により認められる者を含む）
②  学校教育法に基づく4年制大学に2年以上在学し、2023年3月31日までに2年次修了、または修了見込みの

者で、修得単位62単位以上の者。
③  専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たした者、または2023年3月修了見込みの者。

（学校教育法第90条 同施行規則第150条の規定により大学入学資格を有する者に限る）
（注）3年次編入学の文部科学大臣の定める基準は、専門課程の修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要

な総授業時間数が1,700時間以上としています。
④ その他、本学が上記と同等以上の学力があると認めた者。

【2年次編入】 日本国籍を有し、以下のいずれかに該当する者。
①  学校教育法に基づく4年制大学に1年以上在学し、2023年3月31日までに1年次修了、または修了見込みの

者で、修得単位31単位以上の者。
② その他、本学が上記と同等以上の学力があると認めた者。

編入学入試　1

3 入試日程
入試方式 出願期間 試験日 試験地 合格発表 入学手続締切

前期型
10月25日（火）

～
11月7日（月）
最終日消印有効

11月19日（土）神戸（本学） 12月1日（木） 一次：12月13日（火）
二次：1月13日（金）

後期型
2月6日（月）

～
2月28日（火）
最終日消印有効

3月10日（金） 神戸（本学） 3月16日（木） ［一括］3月23日（木）

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。
前期型：12月11日（日）　後期型：3月11日（土）

4 出願書類
①志願票 A票〔本学所定用紙〕
②志望理由書〔本学所定用紙〕

●  本人が自筆で記入してください。
記入にあたっては、黒のボールペン（消せるボールペンは不可）を使用してください。訂正する場合は二重
線を引き、正しい内容を余白に記入してください。

●  学歴は学校教育における12年および大学等までのすべての過程を記入してください。



5 入学者選抜の方法
試験科目 配点 時間
小論文 100点満点 60分
面接 100点満点 15分（受験者2名・面接官2名）

6 試験日の時間割
入室開始時間 集合時間 1時限目 2時限目

9：00 9：45 小論文
10：00〜11：00

面接
11：30〜

※試験終了時間は、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。

編入学入試　2

受験票発送予定日

前期型 11月11日（金）

後期型 3月3日（金）
① 受験票が届いたら記載事項を必ず確認し、万一誤りのある場合は、速やかに入試部に連絡してください。
② 試験日の2日前までに受験票が未着の場合は、入試部に連絡してください。
　 未着等で万一当日持参できなかった場合は受験票再発行等の対応を行います。

7 受験票の発送について

編入学生の単位認定は以下の通り実施いたします。
■3年次編入：単位認定（最大62単位）

履修の構成 卒業所要単位数 編入学者の単位認定
全学共通科目 40 38単位一括認定※1

学部共通科目（特別研究） 2 2単位認定※2

学部フリーゾーン 24 8単位を上限として認定※2

全学フリーゾーン 18 14単位を上限として認定※2

※1 40単位の内、10単位を自己発見とキャリア開発A/Bとして認定する。
　　編入学・転入学時に修得している単位は、その科目内容にかかわらず、38単位分を卒業所要単位として全
　　学共通科目（流通科学入門を除く）に一括して認定する。
※2 ※1の38単位を超える単位については、その科目内容にかかわらず2単位を特別研究（研究演習Ⅰ）、学部
　　フリーゾーン8単位および全学フリーゾーン14単位を限度として、単位認定する。

■2年次編入：単位認定（最大32単位）
履修の構成 卒業所要単位数 編入学者の単位認定

全学共通科目 40 32単位一括認定※

※32単位の内、10単位を自己発見とキャリア開発A/Bとして認定する。
　編入学・転入学時に修得している単位は、その科目内容にかかわらず、32単位分を限度として卒業所要単
　位として全学共通科目に一括して認定する。

8 編入学生の単位認定について

③卒業（修了）証明書または同見込証明書と成績証明書
● 大学・短大・高等専門学校・専修学校などの卒業（修了）証明書または同見込証明書または在学証明書（在

籍期間を明示）と、成績証明書を提出してください。
●  出願資格③に該当する者は、基準を満たしていることがわかる資料を提出してください。

④後期の履修確認書
● 出願時、大学等に在学中の者は、大学等で発行される後期の履修確認書を提出してください。

⑤写真2枚（サイズ縦4cm×横3cm、カラーの証明写真） ※①、②に貼付してください。




