
2020年度 畿央大学社会人入学試験募集要項 
■出願資格 

本学の建学の精神を理解し、下記のⅠ～Ⅲすべての条件を満たす者。 

 Ⅰ 2020 年 4 月 1 日現在、満 23 歳以上の者。 

 Ⅱ 1 年以上の社会人経験のある者。※ 

 Ⅲ 下記の(ア)～(ウ)いずれかの大学入学資格を有する者。 

(ア) 高等学校・中等教育学校を卒業した者または 2020 年 3 月卒業見込みの者。 

(イ) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者または 2020 年 3 月修了見込みの者。 

(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、または 2020 年 3 月 31 日までにこれに該当する見込みの者。 

※1 年以上の社会人経験とは職業経験のことで、専業主婦・家事・介護等も含みます。アルバイトや臨時雇用な

ども、常勤に準じる非正規職員の場合は出願資格として認定されます。 

■入試日程  

試験日 試験会場 出願期間(消印有効) 合格発表日 
第 1次入学 

手続締切日 

第 2次入学 

手続締切日 

2019年 

11月3日(日・祝) 
本学 

2019年 

10月15日(火)～10月25日(金) 

2019年 

11 月 9 日(土) 

2019年 

12 月 2 日(月) 

2019年 

12 月 16 日(月) 

■募集人員 

学部 学科 入学定員 募集人員 

健康科

学部 

理学療法学科 76 若干名 

看護医療学科 94 若干名 

健康栄養学科 90 若干名 

人間環境デザイン学科 60 若干名 

教育 
学部 

現代教育学科 
 学校教育コース 
 英語教育コース 
 幼児教育コース 
 保健教育コース 

195 若干名 

■試験科目・時間割・配点 

試験 内容 集合時間 時間割 配点 

小論文 学部・学科別課題(1200 字以内) 13:20 13:30～15:00（90 分） 100 点 

面接 個人面接形式 ― 15:10～順次 100 点 

■判定方法 

 自己推薦書(本学所定用紙)、小論文、面接の結果を総合して合否を判定します。 

■入学検定料 

35,000 円 

■出願書類 

 ①志願票・写真票 

  必要事項をすべて記入し、入学検定料を振込んで取扱金融機関の収納印を確認してから送付してください。 

 ②大学入学資格を証明するもの 

  高等学校または大学・短期大学(最終学歴)の卒業証明書(2020 年 3 月卒業見込みの方は卒業見込証明書)を提出

してください。高等学校卒業程度認定試験および大学入学資格検定合格者は合格証明書および合格成績証明書

を、高等学校卒業程度認定試験合格見込者は合格見込成績証明書を提出してください。 

 ③自己推薦書 

本学所定用紙を使用し、今まで意欲的に取り組んできたこと、就業履歴、本学を志望した理由、入学後にやっ

てみたいこと、抱負など、自信を持ってアピールできることについて記入してください。 

 

[注 1] 試験の結果が一定の基準に達しないときは、合格者

のない場合があります。 

[注 2] 教育学部現代教育学科は入学後、コース別に授業を

行います。コースの登録は第 2 次入学手続時に行い

ます。なおコースごとの定員は設けていません。 



受験手続について                              

■入学検定料の振込 

①志願票の振込依頼書(B票)に必要事項をすべて記入してください。受験コード欄には、

右の受験コード一覧表を参照の上、2 桁の数字を記入してください。 

②各票を切り離さずに最寄りの銀行または「電信扱」のできる金融機関の窓口に入学検

定料を添えて提出してください。三井住友銀行・第三銀行の本支店からの振込は手数

料無料です。 

 (注)銀行の ATM およびゆうちょ銀行からはお振込いただけません。 

③銀行収納印を A 票・振込依頼書(B 票)・領収書(C 票)の 3 ヶ所に必ず受けてください。

領収書(C 票)は収納印を受けた後、切り離して、各自保管してください。 

※書き損じ等のために銀行窓口で銀行備え付けの「振込依頼書」に書き換えを依頼されたときは、必ず「電信振込」

の用紙に記入してください。その際、整理番号と受験コードを打電するよう、銀行へ依頼してください。 

■出願方法 

 本学所定の出願用封筒に出願書類を一括して封入し、簡易書留速達で郵送してください。出願締切日の消印有効

です。 

■出願上の注意 

①身体に障がいがあり、受験時および入学後に特別な配慮を必要とされる方は、出願に先立ち、出願開始日の 1 ヶ

月前までに必ず入学センターまでご相談ください。また出願後の不慮の事故や病気等により、受験上特別な配慮

を必要とされる方は、早めに入学センターまで申し出てください。申し出のない志願者には対応できない場合が

あります。 

②いったん受理した出願書類および入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。また志願票に記載され

た事項は出願後変更できませんので、出願にあたっては十分注意してください。 

■受験票について 

①受験票は、提出された志願票をもとに大学が作成し、志願票の送付先住所(本人宛)へ速達便で郵送します。 

②受験票が試験日の 3 日前になっても到着しない場合、また届いた受験票の記載事項に記入もれ、誤記などがあっ

た場合は至急入学センターまで電話連絡をしてください。 

③入学試験当日は受験票を必ず持参してください。万一、受験票を紛失したり忘れたりした場合は、試験本部また

は試験監督者に申し出て指示を受けてください。 

■受験上の注意 

①試験会場の下見は試験前日の 13:00～17:00 に可能ですが、試験室に入ることはできません。 

②試験当日は集合時間の 1時間前から試験室に入ることができます。なお遅刻は試験開始後 30分までは認めますが、

30 分を超えた場合は受験できません。 

③不正行為があった場合はただちに退室を命じ、受験資格を取り消します。 

④受験票の他に、試験時間中机の上に置けるものは、黒鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り(電動式を除

く)、時計(時計機能だけのもの)、眼鏡だけです。 

⑤試験時間中の途中退室は認めません。その他、試験会場においてはすべて試験監督者の指示に従ってください。 

■合格発表 

①合格・不合格ともに、合格発表日の前日に合否結果を速達郵便で発送しますが、郵便事情等により到着が発表日

の翌日以降になる場合もあります。なお合否に関する電話等による問い合わせには、一切応じられません。 

②合格者には合格通知書と同時に入学手続関係書類を郵送します。 

③欠席・途中放棄は「不合格」として判定・通知します。 

④試験会場周辺での合否電報・電話等の受付は本学とは全く関係がありません。したがって、これらによるトラブ

ルには本学は一切関知しませんので注意してください。 

■個人情報の取り扱いについて 

志願票に記載された氏名、住所等の個人情報は、本学における出願処理、書類不備があった場合の連絡、合格発

表、書類の送付等のために使用します。 

■受験コード一覧表 

学科 
受験 
ｺｰﾄﾞ 

理学療法 14 

看護医療 34 

健康栄養 54 

人間環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ 74 

現代教育 94 

 



入学手続について                              

■入学手続 

合格者は合格通知に同封する入学手続要項を熟読の上、入学手続を行ってください。入学手続期間内に手続書類

の提出および納付金の振込など所定の手続をしなかった場合は、入学の意思がないものとみなし、入学資格を取

り消します。なお手続期間の延長はいかなる理由があっても一切認められません。 

■入学手続の内容 

(1)第 1次手続（入学申込金の納付） 

第 1 次手続締切日までに入学申込金として入学金相当額（150,000 円）を金融機関で振込んでください。手続締切

日の金融機関収納日付印有効です。いったん納付された入学申込金は返還いたしません。 

(2)第 2次手続（入学手続書類の提出および前期学納金の納付） 

第 2 次手続締切日までに前期学納金を金融機関で振込み、入学手続書類を提出してください。手続締切日の金融

機関収納日付印および郵便消印有効です。入学が確定した時点で、すでに納付されている入学申込金は入学金と

して取り扱います。なお第 1 次手続を完了していない場合、第 2 次手続を行うことはできません。 

※第 2 次手続納付金は、第 1 次手続の際に一括して納付することもできます。詳しくは合格通知に同封する入学

手続要項をご覧ください。 

■入学手続に必要な納付金                               単位：円 

学部 学科 

第 1 次 
手続納付金 

第 2次手続納付金(前期学納金) 入学手続に 
必要な金額 
（合計） 入学申込金 授業料 教育充実費 諸会費 小計 

健康科 

理学療法 150,000 430,000 375,000 30,000 835,000 985,000 

看護医療 150,000 430,000 375,000 30,000 835,000 985,000 

健康栄養 150,000 430,000 225,000 30,000 685,000 835,000 

人間環境デザイン 150,000 430,000 170,000 30,000 630,000 780,000 

教育 現代教育 150,000 430,000 170,000 30,000 630,000 780,000 

(注) 初年度納付金から入学手続に必要な金額を差し引いた残額(後期学納金)は 2020 年 9 月に徴収します。 

■2020 年度学生納付金                                       単位：円 

学部 学科 入学金 授業料 教育充実費 諸会費 
初年度納付金 

（合計） 

2年目以降

(毎年度) 
4年間合計 

健康科 

理学療法 150,000 860,000 750,000 30,000 1,790,000 1,640,000 6,710,000 

看護医療 150,000 860,000 750,000 30,000 1,790,000 1,640,000 6,710,000 

健康栄養 150,000 860,000 450,000 30,000 1,490,000 1,340,000 5,510,000 

人間環境デザイン 150,000 860,000 340,000 30,000 1,380,000 1,230,000 5,070,000 

教育 現代教育 150,000 860,000 340,000 30,000 1,380,000 1,230,000 5,070,000 

(注 1) 入学金は入学年度のみ納付していただきます。 

(注 2) 諸会費とは後援会費・学生自治会費・同窓会費のことで、毎年徴収します。 

■入学辞退による納付金一部返還制度について 

入学手続時納付金を全額納付し入学手続を完了後に入学を辞退する場合は、2020 年 3 月 30 日(月)17:00 までに「入

学辞退ならびに納付金一部返還願」を提出した方に限り、入学申込金を除く入学手続納付金を返還します。詳細

は合格通知に同封する入学手続要項をご覧ください。 

■注意事項 

偽・不正の記載または出願資格を満たさない事実が判明した場合は合格を取り消します。 

■その他 

本学は学内外を問わず、全面禁煙を実施しています。また大型自動二輪車および自動車による通学は認めており

ません。 

以上 



 

 

Q.複数の学科に出願できますか？ また他大学と併願

できますか？ 

A.社会人入試では第 2 志望を認めていませんので、複

数の学科には出願できません。他大学との併願は可

能です。 

Q.小論文・面接試験はどのようなものですか？ 

A.小論文は学部・学科別に出題され、90 分間・1200

字以内で論述します。面接は受験生 1 名に対し面接

員が複数名の個人面接形式です。 

Q.高等学校を卒業後、2 年の社会人経験を経て短期大

学に入学し、2020 年 3 月に卒業見込です。大学入学

資格を証明するものは何を提出すればよいですか？ 

A.最終学歴である短期大学の卒業見込証明書を提出

してください。 

Q.他大学や短大等で修得した単位を認定する制度は

ありますか？ 

A.本学に入学する前に他の教育機関(大学・短大等)で

修得された単位について、本学の単位として認定で

きる場合があります。希望される方は当該教育機関

発行の成績証明書と、シラバスなど(成績が記載され

ている科目概要がわかるもの)をご用意の上、本学 

学生支援センター(0745-54-1601)にご相談くださ

い。 

Q.奨学金制度はありますか？ 

A.大学独自の奨学金制度としては、入学後 2～4 回生

を対象に次の 3 種類があります。 

(1) 冬木智子特別奨励賞 

(2) 畿央大学特別奨励賞 

(3) 畿央大学特別奨学金 

＊詳細は 2020 大学案内・入試ガイドまたは大学  

ホームページをご覧ください。 

 

その他の奨学金制度 

◆日本学生支援機構による奨学金◆ 

第一種(無利子貸与) 

自宅生： 

2 万円、3 万円、4 万円、または 5 万 4 千円/月額 

自宅外生： 

2 万円、3 万円、4 万円、5 万円、または 6 万 4 千円/月額 

第二種(有利子貸与) 

2 万円～12 万円/月額 (1万円刻み)

 

―入試・学生生活 Q＆A― 

畿央大学入学センター 
〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中 4－2－2 

Tel 0745-54-1603 / Fax 0745-54-1600 / exam@kio.ac.jp 

―本学へのアクセス― 


