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■宝塚医療大学の理念 

 

建学の精神 

宝塚医療大学は、「徳義の涵養と人間性尊厳の実践を理念とし、医療人たる社会的責務を自覚

せしめ、国際社会に伍して恥じぬ恒心をもつ、有徳の人材を育成する。」の建学精神に則り、生

命を尊重し、人間の尊厳に関する深い洞察力を持ち、高い創造力や問題解決能力を有し、積極的

に研究活動に取り組む人材を育成する。 

 

教育目標 

 豊かな人間性と幅広い教養、高い倫理観とコミュニケーション能力、理論的思考力、研究する

旺盛な意識を持った医療専門職の育成を目指す。 

①幅広く深い教養と豊かな人間性を身につけるための教養教育を行う。 

②医療専門職として必要不可欠な基礎・臨床医学の知識を修得するための専門基礎教育を行う。 

③専門分野についての理解を深めるとともに、医療現場での実践能力を備え、さらに、科学的視

点に立った研究の素養を身につけるための教育を行う。 

 

保健医療学部3つのポリシー 

 

■アドミッションポリシー 

本学が求める学生像と受け入れの基本方針は次のとおりです 

（1) 思いやりと優しさを備え、協調性に富む人。 

（2) 健康の維持・増進に強い関心があり、何事にも意欲的に取り組む姿勢のある人。 

（3) 医療専門職業人として健康な社会の形成や発展に貢献したい人。 

（4) 基礎的な学力とコミュニケーション能力を持っている人。 

（5) 自主的に学ぶ姿勢と、論理的で柔軟な思考能力を持つ人。 

 

■カリキュラムポリシー 

 保健医療学部では、学位授与の方針に掲げる知識・技能などを修得させるために学部

共通科目、専門基礎科目、専門科目の 3 分野に授業科目を配置し、各学年（年次）に体

系的に配当します。 

  学部共通科目は、幅広い教養と医療人として必要な高い倫理観・道徳心を身につける

ことを目的とした科目で構成され、主に 1 年次から 2 年次において開講します。 

  専門基礎科目は、医療の基礎となる内容を身につけることを目的とした科目で構成さ

れ、1 年次に正常な人体の構造とはたらきを学び、学年の進行に従い、病気や障害、臨床

に関する内容を学びます。 

  専門科目は各学科の専門的な領域の知識及び技術を身につけることを目的とした科目

で構成され、1 年次に概論的な内容を学び、学年の進行に従い、臨床に即した専門的な内



容に進みます。また、臨床現場での教育を行う臨床実習や、卒業研究も専門科目に含ま

れます。 

 

■ディプロマポリシー 

本学の教育理念・目標を達成するため，学部共通教育（教養教育）、専門基礎教育（基礎

医学及び臨床医学の教育）専門教育を通じて、下記に掲げる幅広い教育を行い、基準とな

る単位数を修得することを学位授与の要件とします。 

•＜豊かな人間性と高い倫理観＞ 

「多様な文化、思想、歴史及び自然科学に関する幅広い素養」を持ち、生命を尊重し、人

間の尊厳に関する深い洞察力を培います。 

•＜社会の要請に応えうる知識と技術＞ 

学部・学科に関わる職業の現場で要求される専門的な知識と技術に加え、コミュニケー

ションスキルや、情報処理能力などの社会人としての能力（コンピテンシー）を身につけ

ます。 

•＜論理的思考力＞ 

自然や社会の現象を普遍的な尺度や数量的指標を用いて科学的に理解する能力を養いま

す。 

•＜高い創造性と問題解決能力＞ 

 思考プロセス（事実の把握、問題点の発見、さらに仮説の検証を自ら行う。）に基づき、

自らすじみちを立てて解決策を見出すことができる能力を養います。 

 



宝塚医療大学 2018年度 募集要項 

【外国人留学生特別入学試験】 

 

■ 募集定員 

学 科 募集人員 

理学療法学科 若干名 

柔道整復学科 若干名 

鍼灸学科 若干名 

 

■ 出願期間・試験日 

 出願期間 試験日 

留学生入試11月期 2017年10月23日（月）～11月8日（水） 2017年11月12日（日） 

留学生入試2月期 2018年 1月22日（月）～2月6日（火） 2018年2月10日（土） 

○出願期間は締切日必着 

    ○海外居住者は「留学生入試2月期」を受験することはできません。 

 

 

■ 選考方法 

１）面接 

２）小論文（作文） 

３）書類審査 

※試験時間は受験票にてお知らせします。  

 

 

■ 試験会場 

本 学  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 出願資格 

外国籍を有し、次の①～③に該当する者。 

 

①外国において学校教育における12 年の課程を修了し、その国において大学入学資格を有

する者（2018年3月までに修了見込みの者を含む）またはこれに準ずる者で文部科学大臣

の指定した者。あるいは、本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業

した者と同等以上の学力があると認めた者。 

②入学後の学習に支障のない日本語能力を有する者。 

③独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（EJU）」のうち、下記ア～エ

のいずれかの試験において、次の科目を受験していること。 

ア．平成 28 (2016)年 6 月実施   イ．平成 28(2016) 年 11 月実施 

ウ．平成 29 (2017)年 6 月実施   エ．平成 29(2017) 年 11 月実施 

 科目 

１． 日本語 

２． 数学コース1、数学コース2、物理、化学、生物 のうち、いずれか1科目 

 

《日本留学試験の詳細は日本学生支援機構へ》 

ホームページ：http://www.jasso.go.jp/eju/ 

TEL：03-6407-7457 FAX：03-6407-7462 E-mail：eju@jasso.go.jp 

 

※日本留学試験が受験できない日本以外の国から出願をする場合は、出願前２年以内に

「日本語能力試験」のＮ２以上を受験し、その成績を証明する書類を提出できる者に限

り出願を認めます。 

 

 

■ 出願手続 

（1）出願書類 ①～⑤はすべて本学所定用紙を使用してください。 

提出された書類は、一切返却しません。 

①志願書： 

縦 4cm×横 3cm、正面上半身脱帽で出願前 3 か月以内に撮影した写真を貼付してくだ

さい。カラー・白黒は問いません。 

②写真票：①志願書と同一の写真を貼付してください。 

③受験票：志望学科、氏名を記入してください。 

④志願者経歴書（履歴書） 

⑤志望理由書 

 

 



（2）以下の書類 ⑥～⑫は出願者が準備する書類です。 

⑥出身高等学校の卒業証明書または卒業証書の原本： 

最終出身学校が大学・短期大学・専門学校等の場合でも、必ず高等学校の証明書

を提出してください。卒業証明書は、日本語または英語で記載された原本を提出

してください。それ以外の言語で書かれている場合は、必ず公的機関または日本

語学校等が証明する和文翻訳を添付してください。 

⑦出身高等学校の学業成績証明書： 

最終出身学校が大学・短期大学・専門学校等の場合でも、必ず高等学校の証明書

を提出してください。日本語または英語で作成された原本を提出してください。 

⑧日本留学試験（EJU）の成績通知書のコピー： 

入学試験実施年度または前年度実施分のいずれか 1回分。 

受験していない場合は「日本語能力試験」の書類を提出してください。 

⑨外国人登録証、または在留カードのコピー【日本在住者のみ】： 

両面をコピーしてください。 

⑩パスポートのコピー： 

顔写真、氏名、生年月日、パスポート番号記載面、最終日本入国のページと最新

ビザ更新のページをコピーしてください。 

⑪入学検定料支払い証明： 

【海外居住者】入学検定料の外国送金依頼書のコピー 

【日本在住者】銀行等の振込明細書・領収書のコピー 

⑫経費を支弁できる証明書（預金残高証明書など） 

 

※出願書類、手続きに不備があった場合は受理しません。 

出願後の志望学科の変更はできません。 

 

 

■ 検定料   

30,000円 

・振込手数料は、上記と別に支払ってください。 

 ・海外から振り込む場合は、為替取扱手数料 5,000 円を上記金額に上乗せして送金して

ください。 

 

 

 

 

 

 



 

■入学検定料の支払方法 

次の金額を下記の銀行口座に振り込んでください。 

【振込金額】 

  ・日本からの送金： 30,000 円 

  ・海外からの送金： 35,000 円（為替手数料 5,000 円含む） 

【振込先】 

振込銀行：三井住友銀行 

     梅田支店 

口座名：学校法人 平成医療学園 理事長 岸野雅方 

     （ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝﾍｲｾｲｲﾘｮｳｶﾞｸｴﾝﾘｼﾞﾁｮｳｷｼﾉﾏｻﾐ） 

預金種目：普通 

口座番号：2792372 

 

Bank Name：SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

Branch：Umeda Branch  Branch No：127 

Address：8-47, Kakudacho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka  Japan 

Telephone：+81 6 6315 1122 

A/C Name：SCHOOL CORPORATION HEISEIIRYOGAKUEN PRESIDENT 

            KISHINO MASAMI 

A/C No.： 2792372 

A/C Address：7-7-17, Toyosaki, Kita-ku, Osaka-shi,  JAPAN 531-0072 

 

・ 振り込みが完了した書類（金融機関発行の領収書）のコピーを願書と一緒に提出し

てください。 

・ 振り込み時に必要な振込手数料は出願者が負担してください。 

・ 海外からの場合、日本の銀行で日本円に換金するための為替取扱手数料が発生しま

す。必ず為替取扱手数料 5,000 円を上乗せした金額を送金してください。 

・ 入学検定料の返還は原則として行いません。 

 

 

■ 出願書類の送付先 

 【海外居住者】ＥＭＳ（国際スピード郵便）または国際宅配便で送付してください。 

 【日本在住者】簡易書留またはレターパックで送付してください。 

 

〒666-0162 兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘 1  宝塚医療大学 入試課 

TEL 072-736-8600 FAX 072-736-8659 



★ 私費外国人留学生への学費減免制度 

入学までに「留学」の在留資格が取得可能な私費外国人留学生で、経済的理由により

学生納付金の納入が困難と認められる方は、学費減免制度（授業料を 30％免除）の適

用を受けることができます。 

 

※以下の項目に該当する場合は原則として私費外国人留学生学費減免制度の適用を受ける

ことができません。 

１．国費外国人留学生制度実施要項に定める国費外国人留学生および外国政府の派遣

する留学生 

２．企業、病院、奨学金団体等により入学金および授業料が負担される留学生 

※学生納付金は分割納入とし、入学手続時（２年次以降は３月）は分割納入額を振り込ん

でいただきます。授業料の減免は、入学後（毎年次６月頃）に審査を行い、審査結果に

より確定した学生納付金額を８月頃に本人に通知しますので、通知に従って手続を行っ

てください。 

※入学後の成績が不良の場合や、本学が減免措置の継続が適当でないと判断した場合は、

減免率の引下げや減免取り消しとなる場合があります。 

 

 

■合格発表から入学手続きまで 

１．合格発表 

   留学生入試 11 月期：2017 年 11 月 16 日（木） 

   留学生入試 2 月期：2018 年 2 月 15 日（木） 

合格発表日に受験者全員に入試結果を郵送します。なお、合格者には準備が整い次第

入学手続き書類を送ります。 

２．入学手続きについて 

所定の期日までに手続きを完了していない場合は、入学することができません。 

入学手続きについての詳細は、合格者に対して送付する入学手続き書類で確認してく

ださい。 

 

●手続きの概要 

在留資格のある人： 

  ①１次手続きでは、入学金の納入と誓約書の提出を行ってください。1 次手続き完了後、

入学許可書を発行します。 

  ②誓約書には、「保証人」が必要となります。「保証人」は、日本に居住して生計を営

む日本人または外国人または本国在住の保護者とします。なお、本国在住の保護者

を保証人とする場合は、緊急連絡先として、本国の保護者人連絡することができる

日本在住の連絡者が必要となります。 



③２次手続きでは、学納金（半期分または全期分）の納入を行ってください。期日ま

でに手続きを行わない場合は、入学を辞退したものとします。 

 

在留資格のない人： 

①１次手続きでは、誓約書と在留資格認定証明書交付に必要な申請書類の提出を行っ

てください。誓約書の到着確認後、入学許可書を発行します。 

②誓約書には、「保証人」が必要となります。「保証人」は、日本に居住して生計を営

む日本人または外国人または本国在住の保護者とします。なお、本国在住の保護者

を保証人とする場合は、緊急連絡先として、本国の保護者人連絡することができる

日本在住の連絡者が必要となります。 

③1 次手続きで提出された申請書類をもとに、大学が在留資格認定証明書の交付申請を

行います。在留資格認定証明書が届き次第、２次手続き締切日を志願者に連絡し、

併せて入学許可書を送ります。 

④２次手続きでは、入学金と学納金（半期分または全期分）の納入を行ってください。

期日までに手続きを行わない場合は、入学を辞退したものとします。 

 

 

●入学手続期限 

・１次手続き期限 

在留資格のある人（入学金と誓約書） 

留学生入試 11 月期：2018 年 1 月 5 日（金） 

留学生入試 2 月期：2018 年 2 月 23 日（金） 

在留資格のない人（誓約書と在留資格認定証明書交付申請に必要な書類） 

留学生入試 11 月期 2018 年 1 月 5 日（金） 

※留学生入試 2 月期は在留資格のない人、海外居住者は受験できません。 

 

・２次手続き期限 

在留資格のある人（学納金） 

留学生入試 11 月期・2 月期：2018 年 3 月 22 日（木）まで 

在留資格のない人（入学金と学納金） 

在留資格認定証明書交付後２週間以内 

※在留資格認定証明書交付後、２次手続き締切日を連絡します。 

ただし 2018 年 3 月 31 日までに２週間を切る場合は、2018 年 3 月 31 日まで。 

 

 

●注意事項 

所定の期日までに査証（ビザ）が発給されない場合は、入学を取り消すことがあります。 



一次手続納入金 二次手続納入金 後期納入金(9月)

入学金 300,000円 － － － － －

授業料 － 425,000円 425,000円 850,000円 850,000円 850,000円

施設管理費 － 200,000円 200,000円 400,000円 400,000円 400,000円

実習費 － 125,000円 125,000円 250,000円 300,000円 300,000円

計 300,000円 750,000円 750,000円 1,500,000円 1,550,000円 1,550,000円

一次手続納入金 二次手続納入金 後期納入金(9月)

入学金 300,000円 － － － － －

授業料 － 475,000円 475,000円 950,000円 950,000円 950,000円

施設管理費 － 200,000円 200,000円 400,000円 400,000円 400,000円

実習費 － 150,000円 150,000円 300,000円 300,000円 300,000円

計 300,000円 825,000円 825,000円 1,650,000円 1,650,000円 1,650,000円

○学納金の納付については、各入学手続き締切日までに、銀行振り込みにて納入してください。

柔道整復学科
鍼　灸　学　科

1年次 納入金

2年次 納入金 3年次 納入金 4年次 納入金

※2年次以降は、3月に一年間の学費を全納（前・後期分）または分納（前期分3月、後期分9月）。
※上記のほか別途下記の諸経費が必要となります。
＜内訳＞学友会費 20,000円（1年分）、後援会費 20,000円（1年分）、同窓会費 30,000円（初年度のみ）、新入生研修費、
学生保険料、教科書代、白衣、実習靴等は実費徴収

■学納金について

理学療法学科

1年次 納入金

2年次 納入金 3年次 納入金 4年次 納入金



試験会場案内

宝塚医療大学〔入学試験会場〕　
〒666-0162　兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘1
TEL/072-736-8600　FAX/072-736-8659
Email/info@tumh.ac.jp
http://www.tumh.ac.jp  
【交通】
JR川西池田駅・阪急川西能勢口駅から阪急バスで約10分　南野坂2丁目停留所すぐ

■本学

大阪国際空港
（伊丹空港）

蛍池


