
〒666-0162　兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘1
TEL：072-736-8600

■宝塚キャンパス

アクセス  
●阪急川西能勢口駅より
　3番乗り場の「4系統」です。
　阪急バス「湯山台行（循環）」乗車約12分
　「南野坂2丁目」停留所すぐ
　※「南野坂 停留所」ではなく、「南野坂2丁目 停留所」で降りてください。
　※バス乗り場へは、西改札口から出るとすぐです。
●JR川西池田駅より
　1番乗り場の「4系統」です。
　阪急バス「湯山台行（循環）」乗車約17分
　「南野坂2丁目」停留所すぐ
　※「南野坂 停留所」ではなく、「南野坂2丁目 停留所」で降りてください。
　※JR川西池田駅発のバスは本数が少ない為、阪急川西能勢口駅発のバ

スもご利用ください。
川西池田駅から川西能勢口駅へは、歩行デッキを通り徒歩約6分です。

●伊丹空港から
大阪モノレール大阪空港駅より万博記念公園駅方面行き蛍池駅で阪急
宝塚線に乗換え。阪急蛍池駅より宝塚方面行き、川西能勢口駅下車

宝塚医療大学
保健医療学部

至大阪
梅田

歩行デッキ

〒640-8392　和歌山県和歌山市中之島2252
TEL：073-494-5000

■和歌山キャンパス

アクセス  
●JR和歌山駅より
　北大通りを北に徒歩8分（和歌山県立体育館隣）
●南海和歌山市駅より
　車で約10分、または徒歩約20分。
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2022年度（令和4年度）

※ �新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当初予定していた入学試験実施方法等に変更が生じる可能性があります。
出願・受験前に、本学のホームページ等で必ずご確認ください。

■保健医療学部
・理学療法学科
・柔道整復学科
・鍼灸学科

■和歌山保健医療学部
・リハビリテーション学科
・理学療法学専攻
・作業療法学専攻

入学試験要項
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宝塚医療大学の理念 ・ アドミッションポリシー

■ 建学の精神
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。

■ 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。

■ 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
本学では、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。
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■ 保健医療学部のアドミッションポリシー
【理学療法学科】
　1．リハビリテーションについて強い関心を持っている人
　2．学習意欲・問題探求心に富む人
　3．様々な問題や事象について論理的に考える人
　4．解決策を追求することに熱意がある人

【柔道整復学科】
　1．日本の伝統医療に強い関心を持っている人
　2．地域医療の発展に夢と情熱を持っている人
　3．柔道整復分野におけるオピニオンリーダーを目指そうとしている人
　4．絶えざる向上心と課題の究明に積極的に取り組む熱意をもっている人

【鍼灸学科】
　1．知的好奇心に富み、鍼灸師として健康で持続可能な社会の形成や発展に貢献したい人
　2．地域医療の発展に寄与するため、鍼灸医療の研鑽に努力を惜しまない人
　3．医師や看護師などの医療技術者と良好な関係を保ち、チーム医療に関心を持つ人
　4．問題探求心・学習意欲に優れ、様々な問題や事象について論理的に考えることができる人

■ 和歌山保健医療学部のアドミッションポリシー
【リハビリテーション学科／理学療法学専攻】
　1．リハビリテーションについて強い関心を持っている人
　2．学習意欲・問題探求心に富む人
　3．様々な問題や事象について論理的に考える人
　4．解決策を追求することに熱意がある人
　5．地域の貢献に意欲がある人

【リハビリテーション学科／作業療法学専攻】
　1．身体、精神の両面にわたるリハビリテーションについて強い関心を持っている人
　2．学習意欲・問題探求心に富む人
　3．様々な問題や事象について論理的に考える人
　4．解決策を追求することに熱意がある人
　5．地域の貢献に意欲がある人

出願資格

本学の入学試験を受験するには、大学入学資格を満たした上で、各入学試験の出願資格に該当する必要があります。

【大学入学資格】次のいずれか1つに該当する者
　 1．�高等学校又は中等教育学校を卒業した（卒業見込みの）者
　 2．�特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者
　 3．�外国において学校教育における12年の課程を修了した者�※
　 4．�外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者�※
　 5．�外国において、指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学校に対応

する学校の課程を修了した者
　 6．�我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校を修了した者�※
　 7．�高等学校と同等と認定された在外教育施設の課程を修了した者
　 8．�指定された専修学校の高等課程を修了した者
　 9．�旧制学校等を修了した者
　10．�外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者
　11．�国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した者
　12．�高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者
　13．�大学において個別の入学資格審査により認めた18歳以上の者

※ 12年未満の課程の場合は、さらに指定された準備教育課程又は研修施設の課程を修了する必要がある。
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個人情報の取り扱いについて
■ 利用目的
大学案内パンフレットや入学試験要項等の請求、または入学試験の出願にあたってお知らせいただいた住所、氏名その他個人情報は、以下の目
的で使用します。
　（1）大学情報の提供から入学試験を含む入学までの一連の業務
　（2）入学後の大学事務業務、各種案内や連絡
　（3）出身学校への進路指導用資料として提供

■ 発送業務の委託に関して
上記利用目的に関して、パンフレットや資料・入学試験要項等の発送は宝塚医療大学（以下「大学」といいます）より当該業務の委託を受けた
パートナー企業（プライバシーマーク取得企業に限る）において行う場合があります。あらかじめご了承ください。大学は、上記委託パートナ
ー企業への提供または以下いずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示又は提供致しません。
　（1）ご本人の同意がある場合
　（2）法令に基づき開示・提供が求められた場合
　（3）人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難な場合
　（4）�国または地方自治体等が公的な事務を実施する上で協力する場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ

す恐れがある場合

■ 開示・訂正等について
お知らせいただいた住所、氏名その他個人情報の開示は、請求された方がご本人であることを確認の上で行います。またその結果、個人情報の
記載に誤りがある場合は速やかに訂正します。
開示・訂正等の請求に関しては所定の手続きがあります。詳細は本学までお問い合わせください。

身体に障がいのある場合
本学に入学を志願する方のうち、身体に障がいを有する方で受験上または就学上特別の配慮を必要とする方は、出願開始日までに本学入試課ま
で文書で照会してください。なお、出願開始日以降に事故により受験上または就学上特別の配慮が必要となった方は、速やかに本学入試課まで
申し出てください。

国家試験で免許を取得する際の欠格事由
�本学に入学し、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、または、はり師、きゅう師の免許を取得する際は、次の条件により制限を受ける場合が
ありますので、本学を志願するにあたって、予め承知しておいてください。

「理学療法士・作業療法士に関する法律」抜粋
（欠格事由）
第四条　次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
　一　�罰金以上の刑に処せられた者
　二　�前号に該当する者を除くほか、理学療法士又は作業療法士の業務に関し犯罪又は不正行為があった者
　三　�心身の障害により理学療法士又は作業療法学士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
　四　�麻薬、大麻又はあへんの中毒者

「柔道整復師法」抜粋
（欠格事由）
第四条　次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
　一　�心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
　二　�麻薬、大麻又はあへんの中毒者
　三　�罰金以上の刑に処せられた者
　四　�前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」抜粋
（欠格事由）
第三条　次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
　一　�心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
　二　�麻薬、大麻又はあへんの中毒者
　三　�罰金以上の刑に処せられた者
　四　�前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
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募集定員
保健医療学部

（宝塚キャンパス） 募集定員合計 総合型選抜 学校推薦型
選抜

一般選抜
（一般入試）

一般選抜
（大学入学共通
テスト利用入試）

社会人 外国人
留学生

理学療法学科 � 70名 24名 21名 18名 � 7名 若干名 若干名

柔道整復学科 � 60名 28名 17名 � 9名 � 6名 若干名 若干名

鍼灸学科 � 30名 17名 � 8名 � 2名 � 3名 若干名 若干名

計 160名 69名 46名 29名 16名 若干名 若干名

和歌山保健医療学部
（和歌山キャンパス） 募集定員合計 総合型選抜 学校推薦型

選抜
一般選抜
（一般入試）

一般選抜
（大学入学共通
テスト利用入試）

社会人 外国人
留学生

リハビリテーション学科
理学療法学専攻 � 60名 16名 22名 16名 � 6名 若干名 ―

リハビリテーション学科
作業療法学専攻 � 40名 11名 15名 10名 � 4名 若干名 ―

計 100名 27名 37名 26名 10名 若干名 ―

※ 各入学試験の募集定員は概ねの目安であり、入学試験の成績結果により合格者数は異なります。

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

■ 保健医療学部／理学療法学科

入学年次
2年次 3年次 4年次入学金

（一次手続）
1年次前期分
（二次手続）

1年次後期分
（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 � �450,000円 � �450,000円 � �450,000円
実　習　費 150,000円 150,000円 � �300,000円 � �350,000円 � �350,000円
合　　　計 300,000円 825,000円 825,000円 1,700,000円 1,750,000円 1,750,000円

■ 保健医療学部／柔道整復学科・鍼灸学科

入学年次
2年次 3年次 4年次入学金

（一次手続）
1年次前期分
（二次手続）

1年次後期分
（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 � �450,000円 � �450,000円 � �450,000円
実　習　費 150,000円 150,000円 � �300,000円 � �300,000円 � �300,000円
合　　　計 300,000円 825,000円 825,000円 1,700,000円 1,700,000円 1,700,000円

■ 和歌山保健医療学部／リハビリテーション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻）

入学年次
2年次 3年次 4年次入学金

（一次手続）
1年次前期分
（二次手続）

1年次後期分
（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
合　　　計 300,000円 750,000円 750,000円 1,500,000円 1,550,000円 1,550,000円

※ 2年次以降は、3月に一年間の学納金を全納（前・後期分）または分納（前期分：3月、後期分：9月）
※ 上記学納金の他、下記の諸経費が別途必要となります。

学�友�会�費 20,000円／年 新入生研修費
実　費後�援�会�費 20,000円／年 学生保険料

同�窓�会�費 30,000円（初年度のみ） 教科書・白衣・実習靴等
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入学試験日程一覧

入試種別 日程 専願
併願 実施学部 出願期間

（当日消印有効） 試 験 日 合格発表日
（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

総合型選抜
（AO基礎能力試験A・専願型） − 専願 宝・和 � 9月� 1日(水)

〜� 9月20日(月)   9月25日(土) 10月� 5日(火)
〈一次発表〉

11月1日(月)
〈二次発表〉 11月� 8日(月) 11月22日(月)

総合型選抜
（AO基礎能力試験B・専願型）

前期 専願 宝・和 10月� 1日(金)
〜10月18日(月) 10月23日(土) 11月� 1日（月） 11月� 8日(月) 11月22日(月)

後期 専願 宝・和 12月� 1日(水)
〜� 1月17日(月)   1月22日(土) � 1月28日(金) � 2月� 4日(金) � 2月18日(金)

総合型選抜
（AO基礎能力試験C・併願型）

前期 併願可 宝・和 10月� 1日(金)
〜10月18日(月) 10月24日(日) 11月� 1日(月) 11月� 8日(月) 11月22日(月)

後期 併願可 宝・和 11月17日(水)
〜12月� 6日(月) 12月11日(土) 12月17日(金) 12月24日(金) � 1月� 7日(金)

総合型選抜
（AO小論文・併願型） − 併願可 宝・和 � 2月16日(水)

〜� 3月� 8日(火)   3月12日(土) � 3月18日(金) � 3月24日(木) � 3月24日(木)

総合型選抜
（指定スポーツ入試）

前期 専願 宝 � 9月� 1日(水)
〜10月11日(月) 10月16日(土) 11月� 1日(月) 11月� 8日(月) 11月22日(月)

後期 専願 宝 12月� 1日(水)
〜12月13日(月) 12月18日(土) 12月24日(金) � 1月� 4日(火) � 1月21日(金)

学校推薦型選抜
（指定校推薦入試） − 専願 宝・和 11月� 1日（月）

〜11月� 9日（火） 11月13日（土） 12月� 1日(水) 12月� 8日(水) 12月22日(水)

一般選抜
（一般入試）

前期
A日程 併願可 宝・和 � 1月� 4日(火)

〜� 1月27日(木)   2月  3日(木) � 2月10日(木) � 2月18日(金) � 3月� 4日(金)

前期
B日程 併願可 宝・和 � 1月� 4日(火)

〜� 1月27日(木)   2月  4日(金) � 2月10日(木) � 2月18日(金) � 3月� 4日(金)

中期 併願可 宝・和 � 2月� 1日(火)
〜� 2月14日(月)   2月19日(土) � 2月25日(金) � 3月� 4日(金) � 3月18日(金)

後期 併願可 宝・和 � 2月16日(水)
〜� 3月10日(木)   3月15日(火) � 3月18日(金) � 3月24日(木) � 3月24日(木)

一般選抜
（大学入学共通テスト利用入試）

前期 併願可 宝・和 � 1月� 4日(火)
〜� 1月27日(木) − � 2月10日(木) � 2月18日(金) � 3月� 4日(金)

中期 併願可 宝・和 � 2月� 1日(火)
〜 2� 月14日(月) − � 2月25日(金) � 3月� 4日(金) � 3月18日(金)

後期 併願可 宝・和 � 2月16日(水)
〜� 3月10日(木) − � 3月18日(金) � 3月24日(木) � 3月24日(木)

社会人入学試験
前期 併願可 宝・和 11月17日(水)

〜 12月� 6日(月) 12月11日(土) 12月17日(金) 12月24日(金) � 1月� 7日(金)

後期 併願可 宝・和 � 2月16日(水)
〜� 3月� 8日(火)   3月12日(土) � 3月18日(金) � 3月24日(木) � 3月24日(木)

外国人留学生
特別入学試験 − 専願 宝 11月� 1日(月)

〜11月18日(木) 11月27日(土) 12月� 3日(金) � 1月� 7日(金) � 2月25日(金)

● 出願締切は当日消印有効です。
● �専願は本学のみを志願し、合格すれば入学を確約できることが前提です。併願可は本学以外に他大学も併せて志願す
ることができます。

● 合格発表はすべて合格発表日の午前10時からインターネット出願サイトにて通知し、同時に合格者に合格者関係書類
を発送します。（特定記録・速達）
合否結果は掲示板での発表は行いません。また、お電話やメールによるお問合せにはお答えできませんので、ご了承
ください。

● 実施学部は、宝は保健医療学部（宝塚キャンパス）を、和は和歌山保健医療学部（和歌山キャンパス）を示します。
総合型選抜（指定スポーツ入試）および外国人留学生特別入学試験は保健医療学部（宝塚キャンパス）のみで実施します。

学校推薦型選抜（指定校推薦入試）についての「入学試験要項」は、６月中旬頃に指定校に送付します。指定校推薦枠の有
無は高等学校の先生にご確認ください。

受験会場

学部・学科・専攻 入試種別 受験会場・所在地 試験当日の連絡先

保健医療学部
　・理学療法学科
　・柔道整復学科
　・鍼灸学科

総合型選抜
学校推薦型選抜
一般選抜（一般入試）
社会人入学試験
外国人留学生特別入学試験

宝塚キャンパス
兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘1 072-736-8600

和歌山保健医療学部
リハビリテーション学科
　・理学療法学専攻
　・作業療法学専攻

総合型選抜
学校推薦型選抜
一般選抜（一般入試）
社会人入学試験

和歌山キャンパス
和歌山県和歌山市中之島2252 073-494-5000
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出願について

■ 出願書類について
いずれの書類も、必ず黒のペンまたはボールペンで記入し、鉛筆・シャープペンシル・消せるボールペン等は使用しな
いでください。記入内容に訂正する箇所がある場合は修正ペン等を使用せず、二重線を記入の上、訂正印を押印してく
ださい。

Ａ：総合型選抜（AO）� ス：総合型選抜（指定スポーツ入試）�
般：一般選抜（一般入試）� 共：一般選抜（大学入学共通テスト利用入試）� 社：社会人入学試験

書　類
試験区分別必要書類

注意事項
A ス 般 共 社

①
志望理由書
活動報告書
巻末出願書類

● ● ● ● ●

受験者本人が自書し、裏面（活動報告書）も必ず記入してください。複数学科・専攻に出願す
る場合は、学科・専攻ごとに作成してください。
（その場合は、所定の用紙をコピーするか本学ホームページからダウンロード・印刷し、使用
してください）
※社会人入学試験を受験する場合は、裏面（活動報告書）の記入は不要です。

②
調　査　書

● ● ● ●
在籍（もしくは卒業）高等学校・中等教育学校で、出願の3ヵ月以内に発行され厳封された
もの（開封無効）。

③
大学入学
資格を証明
する書類

● ● ● ● ●

【②調査書を提出する場合は不要です】
以下の（1）〜（3）のいずれか1つを提出して下さい。
（1）高等学校等既卒者で調査書の入手が困難な場合は、卒業証明書・成績証明書
（2）高等学校卒業程度認定試験の合格証書および合格成績証書
（3）その他の受験資格で出願する場合は、該当する証明書

※ �上記の証明書類に記載されている氏名が現在の氏名と異なる場合は、本人確認書類を提
出してください。

④
総合型選抜
エントリー
シート

●

【指定スポーツ入試を除く総合型選抜を受験する場合のみ必要です】
以下のいずれかの方法で総合型選抜事前説明を受講し、その際に発行され、作成した総合型
選抜エントリーシートが必要です。
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する総合型選抜事前説明会
・�令和3年6月上旬以降から本学ホームページ上で実施するWEB総合型選抜事前説明
（参加申し込みはホームページから）

⑤
指定スポーツ入試
事前説明
受講証明書

●

【総合型選抜（指定スポーツ入試）を受験する場合のみ必要です】
以下のいずれかの方法で指定スポーツ入試事前説明（面談）を受講し、その際に発行された受
講証明書が必要です。
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する指定スポーツ入試事前説明会
・対面もしくはオンラインで実施する指定スポーツ入試事前面談

⑥
クラブ活動
報　告　書
巻末出願書類

●
【総合型選抜（指定スポーツ入試）を受験する場合のみ必要です】
受験者本人が自書し、クラブでの活動状況（クラブ活動を通じて得られたことや、日頃の活
動内容、心掛けていることなど）について記入してください。

⑦
クラブ顧問に
よる活動
調査書

巻末出願書類

●
【総合型選抜（指定スポーツ入試）を受験する場合のみ必要です】
クラブ顧問の先生により活動状況を記入・署名の上、押印していただいたものが必要です。
（シャチハタ不可。厳封、開封無効）

⑧
令和4年度大学
入学共通テス
ト成績請求票

●

【一般選抜（大学入学共通テスト利用入試）を受験する場合のみ必要です】
一般選抜（大学入学共通テスト利用入試）で出願される方は、『令和4年度大学入学共通テス
ト成績請求票』を 巻末出願書類 の大学入学共通テスト成績請求票提出用紙所定欄に貼付し
てください（コピー不可）。受験科目につきましては、必ず14ページの本学指定の科目を選
択してください。

※ 令和3年度大学入学共通テストの結果は利用できません。

※ 外国人留学生特別入学試験は16ページをご覧ください。
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各試験当日注意事項　※ 一般選抜（大学入学共通テスト利用入試）を除く

■ 注意事項
①� 試験当日は、掲示・係員の案内などで試験会場を確認し、試験開始20分前までに指定された席に着席してください。

② �受験票は、記載されている受験番号と机上の座席番号が同一であることを確認して、受験中は机上に置いてください。

③� 試験開始後20分以内の遅刻に限り、受験を認めます。ただし、試験時間の延長は認めません。

④ �試験当日、公共交通機関に遅れが生じた場合は、試験会場に連絡してください。
【宝塚キャンパス】TEL:072-736-8600　【和歌山キャンパス】TEL:073-494-5000

⑤ �試験が終了するまでは、試験会場から出ることはできません。

⑥ �試験会場では、試験監督者の指示に従ってください。従わない場合は失格となります。

⑦ �試験会場では、携帯電話等の電子機器の電源は必ず切ってください。※ 面接待機中も含む

⑧ �筆記試験時に机上に置けるのは、受験票・シャープペンシル・鉛筆・鉛筆削り（電動不可）・消しゴム・時計（時計
機能のみ、スマートウォッチ等は不可）・眼鏡です。これ以外の所持品を置くことは出来ません。また、時計のアラ
ーム設定は試験前に必ず解除してください。※ ティッシュペーパー・目薬等の使用を希望する者は、試験監督者に
申し出て、その指示に従ってください。

⑨ �受験票に『昼食休憩あり』と記載されている方のみ昼食休憩を設定しています。試験当日は本学の食堂・売店ともに
休業していますので、必要に応じ、各自で昼食を持参してください。

⑩ �試験会場内において、他の受験生に迷惑となるような行為は禁止します。

⑪ �試験当日、指定感染症を含む学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス・インフルエ
ンザ・麻疹・水疱瘡など）にかかり治癒していない場合、入学試験の受験をご遠慮願います。但し、症状により学校
医その他の医師によって感染の恐れがないと認められた場合は、この限りではありません。

⑫ �入学試験当日や前日に、本学関係者を装い電話やメールなどでの合否通知を請負う業者がいる場合がありますが、本
学とは一切関係ありません。業者とのトラブルに関して本学は一切責任を負いませんので十分に注意してください。

■ 入学金免除制度の申請について
下記条件に該当する方につきましては、本学の入学金免除制度が適用されます。入学金免除制度を希望される方は、イ
ンターネット出願時に該当項目を選択してください。※ 必要書類は入学手続き時に提出してください。

〔対象者〕下記①〜③のいずれかに該当する方

対象者 必要書類

① �平成医療学園グループ校の卒業生
　 （もしくは見込みの者）

卒業したグループ校の卒業証明書
（もしくは在学証明書）

② �平成医療学園グループ校の在校生もしくは
　 �卒業生の3親等以内のもの

3親等以内となる方（在校生もしくは卒業生）の在学証明書もしくは卒業証明書、
および、関係を証明できる書類

③ 各種医療資格免許保有者 各種医療資格免許証（コピー）
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1．総合型選抜（AO基礎能力試験A・専願型）　〔専願〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日

合格発表（午前10時から）
一次手続締切 二次手続締切

一次発表 二次発表
� 9月� 1日（水）〜� 9月20日（月）   9月25日（土） 10月� 5日（火） 11月� 1日（月） 11月� 8日（月） 11月22日（月）

入試選考と合格発表（一次・二次）について
①�一次発表では、試験（基礎能力試験、面接、書類審査）の結果が発表されます。
②�一次合格者は、合格通知とともに送付される「レポート課題」（自宅解答）の提出が必要です。
③�二次発表では、レポート課題の評価を含めて最終的な合格発表を行います。
◎大学で試験を受けるのは1日だけです。
◎レポート（400字）は課題に対して自宅解答するもので、基礎的な理解力と表現力を確認します。

■ 募集対象者
将来、医療人として社会に貢献するために宝塚医療大学で学びたいと強く願い、本学の建学の精神ならびにアドミッ
ションポリシーを理解する者

■ 出願資格
以下のすべてに該当する者
　①大学入学資格（２ページ参照）を有する者
　②高等学校・中等教育学校を令和4年3月に卒業見込みの者（過年度卒業生は含まない）
　③本学を専願（本学のみを志願し、合格すれば入学を確約できる）とする者
　④�以下のいずれかの方法で総合型選抜事前説明を受講し、その後に作成した総合型選抜エントリーシートを出願の際

に提出できる者
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する総合型選抜事前説明会
・�令和3年6月上旬以降から本学ホームページ上で実施するWEB総合型選抜事前説明会（参加申し込みはホームペ
ージから）
※�総合型選抜エントリーシートは総合型選抜事前説明会で受け取るか、WEB総合型選抜事前説明会ページから
ダウンロードしてください。
総合型選抜（AO基礎能力試験A・専願型）は出願時に総合型選抜エントリーシートの同封が必要です。

■ 選考方法・配点・時間割
選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

基礎能力試験 100点 10：00〜 11：30

基礎能力試験　90分（途中休憩はありません）
【以下の科目から2科目を選択】
● 英語　● 国語（古文・漢文を除く）
● 数学Ⅰ・A
※科目選択は試験日当日です。

〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00面　　接 100点 11：45〜 1人につき20分

書類審査 � 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づき
得点化します。

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。
基礎能力試験：高校２年生までに教科書で学ぶ基礎的な事項を確認します。

■ 出願書類
志望理由書・活動報告書、調査書、総合型選抜エントリーシート
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項
① �総合型選抜（AO基礎能力試験A・専願型）で一度不合格となった場合、他の総合型選抜で同じ学科・専攻を再受験
することはできません。（他の学科・専攻の再受験は可能です。）ただし、他の入試種別ではどの学科・専攻でも再受
験できます。

② �「総合型選抜事前説明会」は、令和3年6月以降のオープンキャンパスにおいて実施します。本学のホームページ、も
しくはお電話でお申し込みください。なお、オープンキャンパス当日に会場でのお申し込みも可能です。

③ �事情により、オープンキャンパスに参加できない場合は、本学ホームページ上でも「WEB総合型選抜事前説明会」を6
月上旬から受付を開始しますので、本学ホームページから参加申し込みをしてください。
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2．総合型選抜（AO基礎能力試験B・専願型）　〔専願〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

日程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前期 10月1日(金)〜10月18日(月) 10月23日(土) 11月� 1日(月) 11月8日(月) 11月22日(月)
後期 12月1日(水)〜� 1月17日(月) � 1月22日(土) � 1月28日(金) � 2月4日(金) � 2月18日(金)

■ 募集対象者
将来、医療人として社会に貢献するために宝塚医療大学で学びたいと強く願い、本学の建学の精神ならびにアドミッ
ションポリシーを理解する者

■ 出願資格
以下のすべてに該当する者
　①大学入学資格（２ページ参照）を有する者
　②高等学校・中等教育学校を令和4年3月に卒業見込みの者（過年度卒業生は含まない）
　③本学を専願（本学のみを志願し、合格すれば入学を確約できる）とする者
　④�以下のいずれかの方法で総合型選抜事前説明を受講し、その後に作成した総合型選抜エントリーシートを出願の際

に提出できる者
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する総合型選抜事前説明会
・�令和3年6月上旬以降から本学ホームページ上で実施するWEB総合型選抜事前説明会（参加申し込みはホームペ
ージから）
※�総合型選抜エントリーシートは総合型選抜事前説明会で受け取るか、WEB総合型選抜事前説明会ページから
ダウンロードしてください。
総合型選抜（AO基礎能力試験B・専願型）は出願時に総合型選抜エントリーシートの同封が必要です。

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

基礎能力試験 100点 10：00〜 11：30

基礎能力試験　90分（途中休憩はありません）
【以下の科目から2科目を選択】
● 英語　● 国語（古文・漢文を除く）
● 数学Ⅰ・A
※科目選択は試験日当日です。

〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00面　　接 100点 11：45〜 1人につき20分

書類審査 � 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づ
き得点化します。

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。
基礎能力試験：高校２年生までに教科書で学ぶ基礎的な事項を確認します。

■ 出願書類
志望理由書・活動報告書、調査書、総合型選抜エントリーシート
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項
① �総合型選抜（AO基礎能力試験B・専願型）で一度不合格となった場合、他の総合型選抜で同じ学科・専攻を再受験
することはできません。（他の学科・専攻の再受験は可能です。）ただし、他の入試種別ではどの学科・専攻でも再受
験できます。

② �「総合型選抜事前説明会」は、令和3年6月以降のオープンキャンパスにおいて実施します。本学のホームページ、も
しくはお電話でお申し込みください。なお、オープンキャンパス当日に会場でのお申し込みも可能です。

③ �事情により、オープンキャンパスに参加できない場合は、本学ホームページ上でも「WEB総合型選抜事前説明会」を6
月上旬から受付を開始しますので、本学ホームページから参加申し込みをしてください。
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3．総合型選抜（AO基礎能力試験C・併願型）　〔併願可〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

日程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前期 10月� 1日(金)〜10月18日(月) 10月24日(日) 11月� 1日(月) 11月� 8日(月) 11月22日(月)
後期 11月17日(水)〜12月� 6日(月) 12月11日(土) 12月17日(金) 12月24日(金) � 1月� 7日(金)

■ 募集対象者
将来、医療人として社会に貢献するために宝塚医療大学で学びたいと強く願い、本学の建学の精神ならびにアドミッ
ションポリシーを理解する者

■ 出願資格
以下のすべてに該当する者
　①大学入学資格（２ページ参照）を有する者
　②高等学校・中等教育学校を令和4年3月に卒業見込みの者（過年度卒業生は含まない）
　③�以下のいずれかの方法で総合型選抜事前説明を受講し、その後に作成した総合型選抜エントリーシートを出願の際

に提出できる者
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する総合型選抜事前説明会
・�令和3年6月上旬以降から本学ホームページ上で実施するWEB総合型選抜事前説明会（参加申し込みはホームペ
ージから）
※�総合型選抜エントリーシートは総合型選抜事前説明会で受け取るか、WEB総合型選抜事前説明会ページから
ダウンロードしてください。
総合型選抜（AO基礎能力試験C・併願型）は出願時に総合型選抜エントリーシートの同封が必要です。

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

基礎能力試験 100点 10：00〜 11：30

基礎能力試験　90分（途中休憩はありません）
【以下の科目から2科目を選択】
● 英語　● 国語（古文・漢文を除く）
● 数学Ⅰ・A
※科目選択は試験日当日です。

〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00面　　接 100点 11：45〜 1人につき20分

書類審査 � 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づ
き得点化します。

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。
基礎能力試験：高校２年生までに教科書で学ぶ基礎的な事項を確認します。

■ 出願書類
志望理由書・活動報告書、調査書、総合型選抜エントリーシート
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項
① �総合型選抜（AO基礎能力試験C・併願型）で一度不合格となった場合でも、入試種別、日程にかかわりなく同じ学科・
専攻を再受験できます。

② �「総合型選抜事前説明会」は、令和3年6月以降のオープンキャンパスにおいて実施します。本学のホームページ、も
しくはお電話でお申し込みください。なお、オープンキャンパス当日に会場でのお申し込みも可能です。

③ �事情により、オープンキャンパスに参加できない場合は、本学ホームページ上でも「WEB総合型選抜事前説明会」を6
月上旬から受付を開始しますので、本学ホームページから参加申し込みをしてください。
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4．総合型選抜（AO小論文・併願型）　〔併願可〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

2月16日(水)〜3月8日(火) 3月12日(土) 3月18日(金) 3月24日(木) 3月24日(木)

■ 募集対象者
将来、医療人として社会に貢献するために宝塚医療大学で学びたいと強く願い、本学の建学の精神ならびにアドミッ
ションポリシーを理解する者

■ 出願資格
　大学入学資格（２ページ参照）を有する者

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

筆記試験 100点 10：00〜 11：00 ● 小論文　60分 〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00

面　　接 100点 11：15〜 1人につき20分

書類審査 � 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づ
き得点化します。

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。

■ 出願書類
志望理由書・活動報告書、調査書もしくは大学入学資格を証明する書類
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。
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5．総合型選抜（指定スポーツ入試）　〔専願〕  宝塚 　のみ

■ 募集対象学部・学科および試験会場

学部・学科 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

■ 試験日程

日程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前期 � 9月1日（水）〜 10月11日（月） 10月16日（土） 11月� 1日（月） 11月8日（月） 11月22日（月）

後期 12月1日（水）〜 12月13日（月） 12月18日（土） 12月24日（金） � 1月4日（火） � 1月21日（金）

■ 実施の趣旨
高校在籍時に本学が指定するスポーツ（硬式野球・サッカー・柔道）において活動した経験で培った精神・技術を、
入学後もそのクラブに所属することで発揮し、国家資格取得を目指すとともに、本学学生のリーダーとして活躍できる
人物を選考するために実施する。

■ 指定スポーツ種目
① 硬式野球　　② サッカー（男子）　　③ 柔道

■ 出願資格
以下のすべてに該当する者
　①大学入学資格（2ページ参照）を有する者
　②高等学校・中等教育学校を令和4年3月に卒業見込みの者（過年度卒業生は含まない）
　③本学を専願（本学のみを志願し、合格すれば入学を確約できる）とする者
　④�以下のいずれかの方法で指定スポーツ入試事前説明（面談）を受講し、そこで発行される指定スポーツ入試事前説
明受講証明書を出願の際に提出できる者
・令和3年6月以降のオープンキャンパスで実施する指定スポーツ入試事前説明会
・�事情により、オープンキャンパスに参加できない場合は、来学による個別面談もしくはオンラインで実施する指定
スポーツ入試事前面談（面談希望者は【入試課】TEL：072-736-8600にご連絡ください）
※指定スポーツ入試事前説明受講証明書は指定スポーツ入試事前説明会もしくは、指定スポーツ入試事前面談
で受け取ってください。
総合型選抜（指定スポーツ入試）は出願時に指定スポーツ入試事前説明受講証明書の同封が必要です。

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

筆記試験 100点 10：00〜 11：00 ●�小論文　60分 〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00

面　接 100点 11：15〜 1人につき20分

書類審査 � 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づ
き得点化します。

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。

■ 出願書類
志望理由書・活動報告書、調査書、指定スポーツ入試事前説明受講証明書、クラブ活動報告書、クラブ顧問による活動
調査書
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項
① �総合型選抜（指定スポーツ入試）で一度不合格となった場合、他の総合型選抜で同じ学科・専攻を再受験することは
できません。（他の学科・専攻の再受験は可能です。）ただし、他の入試種別ではどの学科・専攻であっても再受験で
きます。

② �クラブ活動報告書は、クラブでの活動状況（クラブ活動を通じて得られたことや、日頃の活動内容、心掛けているこ
となど）について受験者本人が記入してください。

③ �クラブ顧問による活動調査書は、クラブ顧問の先生により活動状況を記入・署名の上、押印していただいたものが必
要です。（シャチハタ不可。厳封、開封無効）

④ �授業料減免制度については、20ページの『総合型選抜（指定スポーツ入試）授業料減免制度』をご参照ください。
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6．一般選抜（一般入試）　〔併願可〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

日　程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前　期
A日程

1月� 4日（火）〜 1月27日（木）
2月  3日（木） 2月10日（木） 2月18日（金） 3月� 4日（金）

前　期
B日程 2月  4日（金） 2月10日（木） 2月18日（金） 3月� 4日（金）

中　期 2月� 1日（火）〜 2月14日（月） 2月19日（土） 2月25日（金） 3月� 4日（金） 3月18日（金）

後　期 2月16日（水）〜 3月10日（木） 3月15日（火） 3月18日（金） 3月24日（木） 3月24日（木）

■ 出願資格

　大学入学資格（２ページ参照）を有する者

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

学科試験 100点×2
（200点満点） 10：00〜 12：00

【以下の科目から2科目を選択】
● コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ
● 国語総合（古文・漢文を除く）
● 数学Ⅰ･A
● 化学基礎もしくは生物基礎
120分（途中休憩はありません）

〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00

書類審査 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づ
き得点化します。

※ 受験科目は試験当日の選択となります。

■ 出願書類

志望理由書・活動報告書、調査書（卒業後6年以上の方は卒業証明書および成績証明書）もしくは大学入学資格を証明
する書類
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項

① �学部内に限り複数学科・専攻の志願が可能です。複数志願を希望する場合は、インターネット出願時に志望順位を入
力してください。また、志望する全ての学科・専攻について志望理由書・活動報告書を作成してください。

② �再受験に関する注意事項は19ページをご確認ください。
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7．一般選抜（大学入学共通テスト利用入試）　〔併願可〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻

学部・学科・専攻

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻

■ 試験日程

日　程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前　期 1月� 4日（火）〜 1月27日（木） 【大学入学共通テスト
実施日】

1月15日（土）
1月16日（日）

2月10日（木） 2月18日（金） 3月� 4日（金）

中　期 2月� 1日（火）〜 2月14日（月） 2月25日（金） 3月� 4日（金） 3月18日（金）

後　期 2月16日（水）〜 3月10日（木） 3月18日（金） 3月24日（木） 3月24日（木）

■ 出願資格

　大学入学資格（２ページ参照）を有する者

■ 選考方法・配点・時間割

令和4年度大学入学共通テストにおいて、本学が指定する科目の中から2科目以上を解答し、その高得点2科目の合計得
点により合否を判定します。

選考内容 配　　点 選択科目 備　　考

大学入学
共通テスト

100点×2
（200点満点）

【以下から2教科2科目（高得点）で判定】
英語：『英語』【リーディング】【リスニング】
国語：『国語』
数学①：「数学Ⅰ」、『数学Ⅰ・数学A』
理科①：�「物理基礎」、「化学基礎」、

「生物基礎」
理科②：「物理」、「化学」、「生物」

・すべての科目を100点に換算して判定します。
・�『英語』は【リーディング】【リスニング】の合計
を100点に換算して判定します。
・�「数学Ⅰ」と『数学Ⅰ・数学A』の組み合わせはで
きません。
・�「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「物理」、
「化学」、「生物」の組み合わせはできません。

書類審査 50点 配点は学習成績の状況（評定平均値）を基本とし、本学の定める基準に基づき得点化します。

■ 出願書類

志望理由書・活動報告書、調査書（卒業後6年以上の方は卒業証明書および成績証明書）もしくは大学入学資格を証明
する書類、令和4年度大学入学共通テスト成績請求票（巻末の出願書類にある大学入学共通テスト成績請求票提出用紙
に貼付してください。）
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項

① �学部内に限り複数学科・専攻の志願が可能です。複数志願を希望する場合は、インターネット出願時に志望順位を入
力してください。また、志望する全ての学科・専攻について志望理由書・活動報告書を作成してください。

② 令和3年度大学入学共通テストの結果は利用できません。
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8．社会人入学試験　〔併願可〕  宝塚 　 和歌山

■ 募集対象学部・学科・専攻および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

和歌山保健医療学部　リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻 和歌山キャンパス

■ 試験日程

日　程 出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

（午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

前　期 11月17日（水）〜12月6日（月） 12月11日（土） 12月17日（金） 12月24日（金） 1月� 7日（金）

後　期 � 2月16日（水）〜� 3月8日（火）   3月12日（土） � 3月18日（金） � 3月24日（木） 3月24日（木）

■ 実施の趣旨
今日、世の中の様々な流れにおいて社会経験を得た後に、さらに新しい技術や知識を学び修得したいという意欲が人々
の中に高まっている。本学では、こうした望みに応えるべく目的意識が明確で勉学意欲の高い人々に対し、社会人入学
試験制度による選考を実施する。

■ 出願資格
以下のすべてに該当する者
　① �令和4年4月2日時点で満20歳に達しており、大学入学資格（２ページ参照）を有する者
　② �概ね2年以上の就業経験があること（主婦・家事従事者・アルバイト等を含む）

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

筆記試験 100点 10：00〜 11：00 ●�小論文　60分 〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00面　接 100点 11：15〜 1人につき20分

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。

■ 出願書類
志望理由書、大学入学資格を証明する書類
※ 出願書類についての詳細は6ページの『出願書類について』を必ずご確認ください。

■ 出願にあたっての注意事項
① �志望理由書に、就業経験（職種・就業期間など）を記載してください。（裏面の活動報告書の記入は不要です）
② �学部内に限り複数学科・専攻の志願が可能です。複数志願を希望する場合は、インターネット出願時に志望順位を入
力してください。また、志望する全ての学科・専攻について志望理由書を作成してください。

③ �複数学科・専攻を志願する場合、志望する全ての学科・専攻において面接試験を受ける必要があります。
④ �再受験を希望する場合も、再度、面接試験を実施します。再受験に関する注意事項は19ページをご確認ください。
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9．外国人留学生特別入学試験　〔専願〕  宝塚  のみ

■ 募集対象学部・学科および試験会場

学部・学科・専攻 試験会場

保健医療学部
理学療法学科・柔道整復学科・鍼灸学科 宝塚キャンパス

■ 試験日程

出願期間
（締切日消印有効） 試 験 日 合格発表

(午前10時から） 一次手続締切 二次手続締切

11月1日（月）〜 11月18日（木） 11月27日（土） 12月3日（金） 1月7日（金） 2月25日（金）

■ 出願資格
外国籍を有し、次の①〜②すべてに該当する者。

①�以下のいずれかに該当する者
　【初等中等教育が12年以上の国からの場合】
・外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
・外国において、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者
・指定された在外教育施設の課程を修了した者
・�国際的な認証団体（WASC・ACSI・CIS）から認定を受けたインターナショナルスクールにおける12年の課程を
修了をした者

　【初等中等教育が12年未満の国からの場合】
・外国において、高校に対応する学校の課程を修了し、指定された準備教育課程を修了した者
・外国において、高校修了相当の学力認定試験に合格し、指定された準備教育課程を修了した者
・外国において、指定された高等学校に対応する学校の課程を修了した者

　【初等中等教育の年数を問わない】
・国際バカロレア資格、アビトゥア資格、バカロレア資格�又は�GCEA�資格を取得した者
・各大学で実施する個別入学資格審査に合格した18歳以上の者

※「12年の課程を修了した」とは、「正規の学校教育における12年目を修了した」という意味です。
※「指定された準備教育課程」とは、文部科学大臣が指定した準備教育課程を指します。

②�入学後の学習に支障のない日本語能力（「日本語能力試験」N2相当）を有する者。
※�在留資格のない人は、在留資格認定証明書取得申請に必要なため、必ず日本語能力試験（JLPT）のN2合格証明
書のコピーを提出してください。

■ 選考方法・配点・時間割

選考内容 配　　点 時　　間 科目・所要時間等 備　　考

筆記試験 100点 10：00〜 11：00 ●小論文　60分 〔受付開始〕
9：30
〔受験上の注意〕
9：50〜 10：00面　接 100点 11：15〜 1人につき20分

※ 受験人数によっては、昼食時間（12：00 〜 13：00）を設けます。

■ 出願手続きについて
出願を希望する者は、本学入試課に連絡の上、出願書類を取り寄せてください。
※ 本要項巻末の出願書類とは書式が異なります。

　【連絡先】　宝塚医療大学　入試課　　TEL：072-736-8600
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基礎能力試験、小論文、学科試験の出題方針
基本的な考え方 本学の入学試験においては、すべての入試種別において思考力、判断力、表現力について評価すること

を主眼とします。

入試種別 試験種別 出題方針

総合型選抜
（AO基礎能力試験） 基礎能力試験

「英語」「国語（古文・漢文を除く）」「数学Ⅰ・A」から2科目を選択し、主に高校2年生ま
でに教科書で学ぶ基礎的な事項を出題します。出題形式は選択式問題と記述式問題を
併せて出題します。
※「英語」は筆記試験のみでリスニング、スピーキング問題は出題しません。

総合型選抜
（AO小論文） 小論文

医療分野を含めた幅広い領域について、600字程度で記述させる出題です。与えられた
テーマについて、自らの経験や考えを論理的に記述できているか、日本語力と語彙力が
正しく運用されているかを評価します。

総合型選抜
（指定スポーツ入試） 小論文

医療分野や健康スポーツ分野に関わるテーマについて、600字程度で記述させる出題で
す。与えられたテーマについて、自らの経験や考えを論理的に記述できているか、日本語
力と語彙力が正しく運用できるかを評価します。

一般選抜
（一般入試） 学科試験

出題形式は選択式問題だけでなく、自らの考えを表現する設問を含んだ記述式問題も
併せて出題します。
【コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ】
エッセイや小説などの長文や対話文を読む中で、読解力、語彙力、コミュニケーション力
を評価します。（筆記試験のみでリスニング、スピーキング問題は出題しません。）
【国語総合（古文・漢文を除く）】
近代以降の評論や小説を読む中で、高等学校までの言語活動で習得してきた論理的に
文章を読み解く力を評価します。また語句の意味・用法、漢字についても出題します。
【数学Ⅰ・A】
数学ⅠおよびAの各単元の基礎的な知識を活用して、いろいろな事象を数学的に考察で
きるかを確認します。また解答を導き出すまでの課程（式やグラフ）も評価します。
【化学基礎】
主に「物質の構成」「物質の変化」に関し、化学の基本的な概念や原理・法則についての
理解度を確認するための出題をします。
【生物基礎】
主に「生物と遺伝子」「生物の体内環境の維持」「生物の多様性と生態系」に関し、生物
の基本的な概念や原理・法則についての理解度を確認するための出題をします。

社会人入学試験 小論文
医療分野を含めた幅広い領域について、600字程度で記述させる出題です。与えられた
テーマについて、自らの経験や考えを論理的に記述できているか、日本語力と語彙力が
正しく運用できるかを評価します。

外国人留学生
特別入学試験 小論文

国内外の様々な出来事について、600字程度の日本語で記述させる出題です。与えられ
たテーマについて、N2レベルの日本語力と語彙力を正しく運用できるか、自らの考えを
適切に表現できるかを評価します。
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出願から入学手続きまでの流れ

■ 出願方法（インターネット出願）

本学入学試験はすべて以下のインターネットによる出願方法に従ってください。（外国人留学生特別入学試験を除く）

インターネット出願はインターネット環境にあるパソコンもしくはスマートフォンから出願することができます。
もし、事情によりインターネット出願ができない場合は、紙による出願も受け付けますので、入試課（TEL：072-
736-8600）にご連絡いただけましたら必要な書類をお送りします。

①��本学ホームページのインターネット出願バナーをクリックし、画面のガイドに従って、氏名、連絡先、高校名、志願

内容、入試種別等の必要な情報を入力してください。

②��画面のガイドに従って入学検定料を支払ってください。（支払い方法は各種クレジットカード、銀行振込を選択する

ことができます。）

③�6ページの『出願書類について』に従って、出願に必要な書類を郵送してください。

出願書類の送付方法
市販の角型2号封筒（ヨコ240mm×タテ332mm）を用意し、表面に「宛名ラベル」（巻末の出願書類）を、裏面に「出
願書類チェックリスト」（巻末の出願書類）をはがれないようにしっかり貼り付けて、必要な書類を封入してください。
郵送する際は郵便局の窓口から「簡易書留」にて差し出してください。

④��試験日までに各自でインターネット出願画面からWEB受験票をダウンロード・印刷して、試験当日持参してください。

（印刷環境がない方は、試験当日受付にスマートフォン等でWEB受験票ダウンロード画面を提示するか、受験票発行

を申し出てください。）

インターネット出願の詳細は別冊の「インターネット出願ガイド」をご覧ください。

■ 入学検定料について

志望する入試種別によって検定料が異なりますので、必ず下記の表で金額をご確認ください。

なお、同一試験において複数学科・専攻を志願する場合、入学検定料の追加はありません。

学部・学科・専攻 受験会場 対象となる入試種別 初めて出願する場合

保健医療学部

　・理学療法学科
　・柔道整復学科
　・鍼灸学科

宝塚
キャンパス

総合型選抜
学校推薦型選抜
一般選抜（一般入試）
社会人入学試験
外国人留学生特別入学試験

30,000円

一般選抜
（大学入学共通テスト利用入試） 15,000円

和歌山保健医療学部
リハビリテーション学科

　・理学療法学専攻
　・作業療法学専攻

和歌山
キャンパス

総合型選抜
学校推薦型選抜
一般選抜（一般入試）
社会人入学試験

30,000円

一般選抜
（大学入学共通テスト利用入試） 15,000円
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■ 入学検定料納入における注意事項

・�入学検定料は、インターネット出願の際のガイドに従って、支払い方法を各種クレジットカード、銀行振込から選択し

て支払ってください。

・一旦納入された入学検定料は理由の如何にかかわらず返還いたしません。

■ 再受験について

・再受験にあたって、追加の入学検定料は必要ありません。

・再受験の場合も、出願書類は全て提出してください。（先の出願で提出された書類は再利用しません）

・�再受験にあたって必要な入学試験要項は、再度本学へ請求していただくか、ホームページ上の入試情報のページからダ

ウンロードしてください。

■ 合格発表について

・�合格発表は発表日の午前10時に、インターネット出願の画面で行います。また、合格発表日に合格者全員に「合格者

関係書類」を郵送（特定記録・速達）で発送します。

・電話やメールでの問い合わせには一切応じられませんのでご了承ください。

■ 入学手続きについて

入学試験に合格された方は、各手続きの締切日までに手続きを完了してください。期日までに手続きが完了しない場合、

入学を辞退したものとみなします。

一次手続き完了後に入学を辞退される方は、入学辞退届を提出していただく必要がありますので、必ず入試課（TEL：

072-736-8600）までご連絡をお願いします。

■ 入学辞退の取扱いについて

入学手続き完了後に本学への入学を辞退される方は、令和4年3月24日（木）までに各キャンパスまでご連絡いただき、

入学辞退届を3月29日（火）必着で送付してください。手続完了後、入学金を除く学納金を返還します。

■ 入学試験の成績開示について

本学では、一般選抜（一般入試）の受験者に係る成績を、受験者本人から請求があった場合に限り開示します。開示内

容および手順は以下のとおりです。

　〔請求対象者〕　受験者本人に限ります。代理人による申請はできません。

　〔開�示�期�間〕　令和4年4月4日（月）〜 4月28日（木）

　〔開�示�内�容〕　学科試験における科目別得点（調査書および面接の配点は開示しません）

　〔開�示�方�法〕　① 受験したキャンパスの事務局に、受験者本人が連絡してください。

　　　　　　　　　 【宝塚キャンパス】TEL:072-736-8600　　【和歌山キャンパス】TEL:073-494-5000　　　　

　　　　　　　　② 大学事務局での閲覧のみとなります。来学希望日と試験日程をお知らせください。

　　　　　　　　③ 開示の際は、受験票とご本人であることが確認できる書類を持参してください。
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本学独自の奨学支援制度について

■ 特別奨学生
一般選抜（一般入試）前期（A日程・B日程）の合格者で、本学が定める一定の基準を満たした者の中から、最大で保健
医療学部6名（理学療法学科3名、柔道整復学科2名、鍼灸学科1名）、和歌山保健医療学部5名（理学療法学専攻3名、
作業療法学専攻2名）を選出し、授業料相当額を免除します。2年次以降は、前年度の成績等をもとに評価し、一定の基
準を満たした場合に限り継続を認めます。
※ 一定の所得制限があります。（所得制限のめやす：給与収入841万円以下、給与収入以外（所得）355万円以下）

■ 成績優秀者給付奨学金
本学に在学する2年生以上の学生を対象に、前年度の成績をもとに本学が定める一定の基準を満たした者の中から、各学
年において保健医療学部（理学療法学科および柔道整復学科は上位3名以内、鍼灸学科は上位2名以内）、和歌山保健医
療学部（理学療法学専攻は上位3名以内、作業療法学専攻は上位2名以内）の者に、成績に応じた額の奨学金を給付します。
（学年1位：20万円、2位〜 3位：10万円）

■ 下宿生支援奨学金
入学試験で優秀な成績を修めた者で、入学後下宿住まいをする学生の中から、各学科・専攻上位2名までの成績優秀者が
対象。入学年度に15万円を給付します。（給付時期は入学後の10月）

■ 紀南地方下宿生支援奨学金（和歌山のみ）
和歌山県の紀南地方※1出身者で、入学試験で優秀な成績を修め、入学後下宿住まいをする学生の中から、各学年上位４
人までの成績優秀者が対象。１年次は年額20万円、２年次以降は年額10万円を給付。（給付時期は入学後の10月）
　※1�紀南地方の範囲については和歌山キャンパス（TEL:073-494-5000）にお問い合わせください。
　※�一定の所得制限があります。（所得制限のめやす：給与収入841万円以下、給与収入以外（所得）355万円以下）

■ 総合型選抜（指定スポーツ入試）授業料減免制度（宝塚のみ）
総合型選抜（指定スポーツ入試）合格者で、対象クラブ活動において実績があり、本学が定める一定の基準を満たした
者の中から、特待生A（授業料の1/2を免除）および特待生B（授業料の1/3を免除）を選出し、本学の規定に定める期
間において免除します。（但し、給付対象者の資格を喪失した場合はこの限りではありません）
　※�減免期間：理学療法学科は入学から2年間、柔道整復学科・鍼灸学科は入学から3年間

■ 入学金免除制度
「平成医療学園グループ校の卒業生（卒業見込の者を含む）」、「在学生（在校生）または卒業生の3親等以内の者」、「各種
医療資格免許保有者」のいずれかに該当する場合、入学金30万円を免除します。インターネット出願時に該当項目を選
択してください。

■ 後援会奨学金
主たる家計支持者の死亡、重病もしくは重大な事故等により家計が急変、または災害救助法、天災融資法等の適用を受
ける地震・火災・風水害等の被害、もしくはこれらの災害に準ずる程度の被害により家計が急変し、修学が困難で本学
後援会が定める基準を満たした者を対象に選考し、15万円を給付します。

■ 同窓会奨学金
主たる家計支持者の死亡、重病もしくは重大な事故等により家計が急変、または災害救助法、天災融資法等の適用を受
ける地震・火災・風水害等の被害、もしくはこれらの災害に準ずる程度の被害により家計が急変し、修学が困難で本学
同窓会が定める基準を満たした者を対象に選考し、15万円を給付します。

■ 社会人対象給付奨学金
満25歳以上で本学入学後、一定の学業成績を上げ、学生の模範となる学生活動を行った者の中から選考し、3名程度採
用します。在学2年次生からが選考対象となり、年度初めに15万円を給付、給付期間は当該年度限りです。

■ ファミリー奨学金
平成医療学園グループ校の教職員・在学生（在校生）・卒業生の子もしくは3親等以内の親族が対象です。入学年度に15
万円を給付します。（給付時期は入学後の10月）入学後、必要書類を提出する必要があります。

■ 後継者育成奨学金
柔道整復学科もしくは鍼灸学科の入学生で、平成医療学園グループ校の卒業生で治療院を開設している者、または全国
柔整鍼灸協同組合員の子、もしくは3親等以内の親族が対象です。入学年度に15万円を給付します。（給付時期は10月）
入学後、必要書類を提出する必要があります。
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学費サポートについて　※ 令和3年3月現在

■ 高等教育の修学支援新制度
文部科学省では、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、高
等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から高等教育の修学支援新制度を実施して
います。住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯の学生が支援の対象となります。

種　　類 授業料等減免の上限額 給付型奨学金 備　　考

授業料等減免/給付 入学金　約260,000円
授業料　約700,000円

自宅通学　　約460,000円
自宅外通学　約910,000円

世帯の総所得金額によっては、左記金
額の2/3または1/3になる場合があり
ます。

詳細は日本学生支援機構のHPをご参照ください。（https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html）

■ 日本学生支援機構奨学金（貸与型）
経済的理由で修学が困難な優れた学生に、学資の貸与を行う制度です。奨学金申込は高等学校を通じて予約をするか（予
約採用）、入学後に本学で申し込むこと（在学採用）も可能です。

貸与奨学金制度

種　　類 第一種奨学金（無利子貸与） 第二種奨学金（有利子貸与）

採用基準 学力・家計状況など　※ 詳細は日本学生支援機構のHPをご参照ください。 https://www.jasso.go.jp/index.html

貸与月額

自宅通学
20,000円・30,000円・40,000円・54,000円より選択
自宅外通学
20,000円・30,000円・40,000円・50,000円・64,000円より選択

20,000円〜 120,000円から選択
（10,000円刻み）

■ 国の教育ローン
日本政策金融公庫が行う公的な融資制度で、教育費の負担を軽減し、子供たちの進学・在学を応援するために設けられ
た国の制度です。長期固定金利で、いつでも必要な時に申し込むことができます。

対 象 者 申込時期 貸与区分 金額および返済期間

入学予定者および在学生の保護者 随時 有利子
（利率：1.68%）

金　　額：子ども1人につき上限350万円まで
返済期間：最長15年

詳細は日本政策金融公庫のHPをご参照ください（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）

■ 提携ローン
次の各社と提携した学資ローンを設けています。使用用途は学校への納入金に限り、入学前の申込も可能です。

　● 株式会社オリエントコーポレーション（学費サポートデスク：0120-517-325）
　　　　学費サポートプラン　年利3.9％

　● 株式会社ジャックス（コンシューマデスク：0120-338-817）
　　　　悠裕プラン　年利4.3％

　● 株式会社セディナ（カスタマーセンター：0120-686-909）
　　　　セディナ学費ローン　年利4.0％

　● 滋賀銀行（クレジットセンター：0120-889-201）
　　　　目的型ローン（ジャストサポート）　年利2.875％〜（変動型：教育関連費用は最長4年据置可）
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よくあるご質問について

■ 総合型選抜（AO基礎能力試験）はどのように出願するのですか
総合型選抜（AO基礎能力試験）に出願される方は、本学が実施するオープンキャンパスに参加し、総合型選抜事前説明
会に参加してください。説明会で配布されるエントリーシートを作成し、出願時に提出してください。事情によりオー
プンキャンパスで総合型選抜事前説明会に参加できない方は、オンラインでWEB総合型選抜事前説明会に参加し、エン
トリーシートを作成の上、出願時に提出してください。

■ 複数学科・専攻を志願することはできますか
総合型選抜および外国人留学生特別入学試験については、複数学科・専攻を志願できませんが、一般選抜および社会人
入学試験については、学部内で複数学科・専攻を志願することが可能です。保健医療学部では第3志望まで、和歌山保健
医療学部では第2志望まで出願することができます。
※ 但し、「保健医療学部」と「和歌山保健医療学部」間の志願はできません。

■ 面接試験で評価されるポイントは何ですか
面接試験では、志望動機や意欲、入学に際しての適性等を評価します。特に、理学療法士・作業療法学士・柔道整復師・
鍼灸師になって、どのような夢を叶えたいかをお聞きします。あなた自身の言葉で、あなたの思いを伝えてください。

■ 基礎能力試験および学科試験は、選択科目によって有利・不利はありませんか
試験科目間における難易差や有利・不利はありません。あなたの得意な科目で受験してください。

■ 基礎能力試験および学科試験の科目は、いつ選択するのですか
基礎能力試験および学科試験における科目選択は、試験日当日となります。選択方法などについては、試験監督者から
の指示に従ってください。

■ 受験票はどうすればよいですか
試験日までに各自でインターネット出願画面からWEB受験票をダウンロード・印刷して、当日持参してください。（印
刷環境がない方は、試験当日受付にスマートフォン等でWEB受験票ダウンロード画面を提示するか、受験票発行を申し
出てください。）本学からの郵送はありませんのでご注意ください。試験当日に忘れた場合は、仮受験票を発行しますので、
各試験会場にてお申し出ください。

■ 再受験する場合の検定料はいくらですか
再受験の際の検定料は、必要ありません。

■ 特別奨学生の選考結果発表はいつですか
一般選抜（一般入試）前期（A日程およびB日程）の合格発表日と同時です。合格通知書は「合格者関係書類」と同時
に発送します。

■ 試験当日に昼食を持参する必要はありますか
受験人数によっては、昼食休憩の時間を設けます。受験票に『昼食休憩あり』と記載されている方のみ昼食をご用意く
ださい。それ以外の方は、昼食を持参する必要はありません。試験当日は本学の食堂・売店ともに休業していますので、
必要に応じて各自で昼食を持参してください。

■ 試験当日にスクールバスは運行していますか
試験当日はスクールバスの運行はありません。公共交通機関等をご利用ください。
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令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入

志望理由書〔 共通〕

志 望

学科・専攻

複数学科・専攻

志望の場合のみ記入
第 志 望

氏 名

性 別

男

女
出身学校

● 本学を志望する動機、ならびに国家資格を取得した後に叶えたい夢について述べてください。

裏面につづく

（ ）

4 2022

〔注〕 ・ 黒のペンまたはボールペンを使用し、受験者本人の自筆で記入してください。

・ 鉛筆・シャープペンシル・消せるタイプのペンは使用しないでください。記入後に訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、

　 訂正印を押してください。（修正ペン・修正テープ等は使用できません）

・ 複数学科・専攻を志望する場合、本用紙をコピーして使用し、志望する学科・専攻ごとに志望理由書を作成してください。

＜注意＞ 裏面の活動報告書も必ず作成してください。

・　社会人入学試験を受験する場合は、「志望理由書」のみ記入してください。

　　裏面（活動報告書）の記入は不要です。

和歌山宝塚
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令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入

活動報告書

● 本学入学前に、特に力を入れて取り組んだこと（学内活動・社会活動・課題研究・資格取得など）

について述べてください。

（１）学業に関する活動

① 学内での活動内容 ※学校行事、部活動、生徒会活動等において取り組んだこと

② 学外（社会）での活動内容 ※ボランティア活動、各種大会・コンクール、留学・海外経験など

（ ）課題研究などに関する活動　※総合的な学習の時間や長期休暇で取り組んだ課題など

① 課題テーマおよびそのテーマを選んだ理由

② 課題の概要および成果

（ ）資格・検定などに関する活動

資格・検定・試験などの名称 級・スコアなど 取得年月

〔注〕 ・ 黒のペンまたはボールペンを使用し、受験者本人の自筆で記入してください。

・ 鉛筆・シャープペンシル・消せるタイプのペンは使用しないでください。記入後に訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、

　 訂正印を押してください。（修正ペン・修正テープ等は使用できません）

・ 複数学科・専攻を志望する場合、本用紙をコピーして使用し、志望する学科・専攻ごとに活動報告書を作成してください。

（ ）

4 2022

社会人入学試験志願者は記入不要です

〔 共通〕和歌山宝塚
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令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入総合型選抜（指定スポーツ入試）

クラブ活動報告書〔 のみ〕

志望学科
スポーツ

種 別
□ 硬式野球 □ サッカー □ 柔道

氏 名

性 別

男

女

ポジション

階 級 等

出身学校 年 ケ月

● 在学時のクラブ活動における主な活動実績や対戦成績について記入してください。

● 在学時のクラブ活動を通じて得られた経験や、心掛けていることについて記入してください。

〔注〕 黒のペンまたはボールペンを使用し、受験者本人の自筆で記入してください。

鉛筆・シャープペンシル・消せるタイプのペンは使用しないでください。記入後に訂正する場合は、

訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。（修正ペン・修正テープ等は使用できません）

4 2022

宝塚
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在籍年数
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令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入

活動報告書

● 本学入学前に、特に力を入れて取り組んだこと（学内活動・社会活動・課題研究・資格取得など）

について述べてください。

（１）学業に関する活動

① 学内での活動内容 ※学校行事、部活動、生徒会活動等において取り組んだこと

② 学外（社会）での活動内容 ※ボランティア活動、各種大会・コンクール、留学・海外経験など

（ ）課題研究などに関する活動　※総合的な学習の時間や長期休暇で取り組んだ課題など

① 課題テーマおよびそのテーマを選んだ理由

② 課題の概要および成果

（ ）資格・検定などに関する活動

資格・検定・試験などの名称 級・スコアなど 取得年月

〔注〕 ・ 黒のペンまたはボールペンを使用し、受験者本人の自筆で記入してください。

・ 鉛筆・シャープペンシル・消せるタイプのペンは使用しないでください。記入後に訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、

　 訂正印を押してください。（修正ペン・修正テープ等は使用できません）

・ 複数学科・専攻を志望する場合、本用紙をコピーして使用し、志望する学科・専攻ごとに活動報告書を作成してください。

（ ）

4 2022

社会人入学試験志願者は記入不要です

〔 共通〕和歌山宝塚
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令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入総合型選抜（指定スポーツ入試）

クラブ活動報告書〔 のみ〕

志望学科
スポーツ

種 別
□ 硬式野球 □ サッカー □ 柔道

氏 名

性 別

男

女

ポジション

階 級 等

出身学校 年 ケ月

● 在学時のクラブ活動における主な活動実績や対戦成績について記入してください。

● 在学時のクラブ活動を通じて得られた経験や、心掛けていることについて記入してください。

〔注〕 黒のペンまたはボールペンを使用し、受験者本人の自筆で記入してください。

鉛筆・シャープペンシル・消せるタイプのペンは使用しないでください。記入後に訂正する場合は、

訂正箇所に二重線を引き、訂正印を押してください。（修正ペン・修正テープ等は使用できません）

4 2022

宝塚

ク ラ ブ
在籍年数



線
リ
ト
リ
キ

令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入総合型選抜（指定スポーツ入試）

クラブ顧問による活動調査書〔

志望学科
スポーツ

種 別
□ 硬式野球 □ サッカー □ 柔道

氏 名

性 別

男

女

ポジション

階 級 等

役員歴等 年 ケ月

● クラブでの活動状況等について

上記の記載事項に相違ないことを証明します。

年 月 日

学校名

クラブ顧問

責任者氏名 ㊞

〔注〕 クラブ顧問の先生により活動状況を記入・署名の上、押印してください。（シャチハタ不可。 厳封、開封無効）

4 2022

のみ〕宝塚

ク ラ ブ
在籍年数



線
リ
ト
リ
キ

令和 （ ）年度宝塚医療大学入学試験

受験番号 ※大学記入大学入学共通テスト成績請求票
提出用紙〔 共通〕

志 望

学科・専攻

氏 名

性 別

男

女
出身学校

下の枠内に大学入学共通テスト成績請求票（コピー不可）を貼付して他の出願書類とともに送付してください。

複数学科・専攻を志願する場合でも、本紙は1部のみ送付してください。

4 2022

和歌山宝塚

一般入試（大学入学共通テスト利用入試）

大学入学共通テスト成績請求票貼付欄



キ リ ト リ 線

キ リ ト リ 線

宛名ラベル

出願書類は市販の角型２号封筒に封入し、封筒の表面に下の宛名ラベルに記入の上、はがれ
ないようにしっかり貼り付け、郵便局の窓口から「簡易書留」にて郵送してください。

線
リ
ト
リ
キ

宝
塚

和
歌
山

順位

順位

事務局



出願書類チェックリスト(宝塚・和歌山共通）

該当する入試種別・日程にを記入し、必要書類が同封されているか確認の上、○を記入してください。

出願書類は市販の角型２号封筒に封入し、封筒の裏面に下の出願書類チェックリストをはがれないよう

にしっかり貼り付け、郵便局の窓口から「簡易書留」にて郵送してください。

キ リ ト リ 線

□ 総合型選抜（AO基礎能力試験） 〔 □ A ・  □ B前期 ・ □ B後期 ・  □ C前期 ・ □C後期 ・ □ 小論文 〕 

□ 総合型選抜（指定スポーツ入試）　宝 のみ 

志望理由書

活動報告書
調査書

クラブ顧問による

活動調査書

□ 一般選抜（一般入試） 〔 □ 前期 A ・ □ 前期 B ・ □ 中期 ・ □ 後期 〕    

志望理由書

活動報告書 大学入学資格証明書類

□ 一般選抜（大学入学共通テスト利用入試） 〔 □ 前期 ・ □ 中期 ・ □ 後期 〕 

 

志望理由書

活動報告書
大学入学共通テスト
成績請求票提出用紙

□ 社会人入学試験 〔 □ 前期 ・ □ 後期 〕  

調査書または

大学入学資格証明書類

志望理由書

活動報告書
調査書

エントリーシート
※小論文型を除く

 
 

〔 □ 前期 ・ □ 後期 〕 

線
リ
ト
リ
キ

クラブ活動

報告書
受講証明書

調査書または

調査書または

大学入学資格証明書類

志望理由書



MEMO



MEMO



〒666-0162　兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘1
TEL：072-736-8600

■宝塚キャンパス

アクセス  
●阪急川西能勢口駅より
　3番乗り場の「4系統」です。
　阪急バス「湯山台行（循環）」乗車約12分
　「南野坂2丁目」停留所すぐ
　※「南野坂 停留所」ではなく、「南野坂2丁目 停留所」で降りてください。
　※バス乗り場へは、西改札口から出るとすぐです。
●JR川西池田駅より
　1番乗り場の「4系統」です。
　阪急バス「湯山台行（循環）」乗車約17分
　「南野坂2丁目」停留所すぐ
　※「南野坂 停留所」ではなく、「南野坂2丁目 停留所」で降りてください。
　※JR川西池田駅発のバスは本数が少ない為、阪急川西能勢口駅発のバ

スもご利用ください。
川西池田駅から川西能勢口駅へは、歩行デッキを通り徒歩約6分です。

●伊丹空港から
大阪モノレール大阪空港駅より万博記念公園駅方面行き蛍池駅で阪急
宝塚線に乗換え。阪急蛍池駅より宝塚方面行き、川西能勢口駅下車

宝塚医療大学
保健医療学部

至大阪
梅田

歩行デッキ

〒640-8392　和歌山県和歌山市中之島2252
TEL：073-494-5000

■和歌山キャンパス

アクセス  
●JR和歌山駅より
　北大通りを北に徒歩8分（和歌山県立体育館隣）
●南海和歌山市駅より
　車で約10分、または徒歩約20分。

Ｊ
Ｒ
和
歌
山
駅

宝塚医療大学
和歌山保健医療学部

コーナン

角谷整形外科病院

和歌山県立
体育館

向之芝公園

すき家
城北通り

けやき大通り

ローソン

ローソン 紀陽銀行
近鉄
百貨店

和歌山県
JAビル

大門川
セブン
イレブン

北
大
通
り

入学試験会場アクセスマップ


