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関西国際大学大学院　看護学研究科について
　看護学研究科　(以下、「本研究科」という)　は、所定期間在学し課程に定める修了要件を充たすとともに、高度化す
る看護・保健・福祉の分野における課題を探求する、または高度な看護実践能力の獲得のために、次に掲げる研究能力
と専門的技能を修得し、看護の質の向上に貢献できる研究及び実践能力を身につけた者に、課程の修了を認め、修士（看
護学）または博士（看護学）の学位を授与します。
　博士前期課程修士論文コース・博士後期課程共に、オンラインを使った遠隔教育・土曜開講等を行い、社会人が働き
ながら学習できる環境を整えております。

博士前期課程の目的
　本研究科では、看護の課題を科学的に探究し解決を目指すことのできる研究能力と、高度専門職業人として地域社会
における看護をけん引しうる看護実践能力を有する、社会に貢献する意欲ある人材を養成するとともに、それを可能と
する学術研究を行うことを目的とします。

博士後期課程の目的
　本研究科では、深い人間理解に基づき、新たな知見を国内外に発信し、必要に応じて心理学等の隣接学問分野におけ
る研究方法や分析方法を適用し、看護学の発展や看護実践の改善・開発に寄与できる自立した教育研究者を育成するこ
とを目的としています。

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）
　本研究科は、次に掲げる能力・態度・意欲を備えた人を求めています。

看護学研究科
博士前期課程
　1．看護師、助産師、または保健師として看護を実践できる知識・技術を有している
　2．看護実践で生じた課題を、論理的に表現する能力を有している
　3．看護実践で生じた課題の解決に意欲を持っている
　4．保健・医療・福祉分野の基礎的英語能力を有している

博士後期課程
　1．看護師、助産師、または保健師として看護実践および看護教育の発展に寄与できる知識・技術を有している
　2．看護実践で生じた課題を、研究活動と結びつけるための論理的かつ抽象的思考能力を有している
　3．関心のある現象に迫るために、専門知識と実践力を生かして自ら行動し、変化を起こす意欲を備えている
　4．グローバルな視点で研究と高度実践を行うために必要な語学力を有している
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研究科 課　程 専　攻 募集人員
看護学研究科 博士前期課程 看護学専攻 ６名（推薦入試３名含む）

〈事前相談窓口〉
領域／コース 教 員 名 メールアドレス

基礎看護学 蛭　子　真　澄 m-ebisu@kuins.ac.jp
急性看護学/専門看護師コース 高見沢　恵美子 e-takamizawa@kuins.ac.jp

慢性看護学 岡　光　京　子 k-okamitsu@kuins.ac.jp
がん看護学 森　　　一　恵 ka-mori@kuins.ac.jp
精神看護学 櫻　井　信　人 m-sakurai@kuins.ac.jp
小児看護学 中　島　登美子 to-nakajima@kuins.ac.jp

母性看護学
遠　藤　俊　子 t-endo@kuins.ac.jp
松　原　まなみ m-matsubara@kuins.ac.jp

助産看護学
齋　藤　益　子 ma-saito@kuins.ac.jp
中　島　通　子 m-nakashima@kuins.ac.jp

老年看護学 沼　本　教　子 k-numoto@kuins.ac.jp

在宅看護学
中　野　康　子 y-nakano@kuins.ac.jp
今　福　恵　子 k-imafuku@kuins.ac.jp

公衆衛生看護学
松　田　宣　子 n-matsuda@kuins.ac.jp
久　井　志　保 s-hisai@kuins.ac.jp
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○募集人員

○修業年限
２年（標準修業年限）

　研究領域は、基礎看護学（基盤看護学分野）、急性看護学・慢性看護学・がん看護学・精神看護学（療
養支援看護学分野）、小児看護学・母性看護学・助産看護学（家族支援看護学分野）、老年看護学・在
宅看護学・公衆衛生看護学（生活支援看護学分野）となります。なお、療養支援看護学分野の急性看
護学領域については、専門看護師（CNS）コースが併設されています。
　出願を希望する方は、出願（出願手続き）に先立ち、希望する領域の指導教員と連絡を取り、入学
後の研究・履修内容等について事前相談をしてください。

〈事前相談期間〉
　●前期日程：2022年9月2日（金）まで
　　　　　   （※入学資格審査を受ける方は、8月19日（金）までに、事前相談を受けてください）
　●後期日程：2022年12月16日（金）まで
　　　　　   （※入学資格審査を受ける方は、12月9日（金）までに、事前相談を受けてください）
　場所は三木キャンパスで行います。お申込み、ご不明な点は、入試課：E-mail　exam@kuins.ac.jp 
　または　TEL078-341-1615　までお願いいたします。

○研究領域および事前相談について

博士前期課程

○入試日程

※入学手続・受験に関する注意等の詳細については、10〜11ページを参照してください。

種　別 出願期間
（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続き締切日

（締切日消印有効）
・一般選抜型
・社会人選抜型
・社会人特別選抜型
　（長期履修学生用）
　（キャリア推薦入試）

前期  9月13日（火）〜 9月29日（木） 10月 8日（土）
三木

10月18日（火） 12月22日（木）

後期  1月23日（月）〜 2月 6日（月）  2月18日（土）  2月28日（火）  3月14日（火）

募集概要について
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○個別の入学資格審査について

○出願方法

○入学検定料

４年制大学卒業者（学士）でない方の個別の入学資格審査は、実務経験期間中の研究業績、参加研修会、
在職証明等を総合して行います。審査を希望する場合は、出願に先立ち「個別の入学資格審査に係る書類」
を以下の期間に提出してください。推薦入試を受験される場合も、個別の入学資格審査は必要です。
●申請期間　　前期日程：2022年7月25日（月）〜8月29日（月）必着
　　　　　　　後期日程：2022年12月5日（月）〜2023年1月6日（金）必着
●提出書類　　①入学資格審査申請書
　　　　　　　②履歴書
　　　　　　　③直近の在職証明書（３年以上の在職期間を証明する書類）
　　　　　　　④取得している看護師・保健師・助産師の免許証の写し
　　　　　　　⑤最終出身学校の卒業証明書
　　　　　　　⑥最終出身学校の成績証明書（厳封）
　　　　　　　⑦入学資格審査結果通知書の返信用封筒
　　　　　　　（速達料金相当の切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を明記してください。）
　　　　　　　※ 提出書類の証明書と現在の氏名が相違している場合は、戸籍抄本（戸籍個人事項証

明書）等の改姓を証明する書類を提出してください。
●提 出 先　　関西国際大学 入試課 〒650-0006 兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号
　　　　　　　 入学資格審査申請書、履歴書、封筒貼付用宛名シートをHPからダウンロードし、必要

書類を任意の角形２号封筒（240㎜×332㎜）に封入し郵送（簡易書留）してください。
●審査機関　　大学院看護学研究科委員会博士前期課程部会の審議を経て学長が認定します。
●審査方法　　提出された書類に基づき、申請者の学歴、経歴、免許・資格、賞、業績等により審査します。
●審査結果　　該当する入学試験の出願受付開始日までに、申請者に連絡します。

次の出願書類を本学入試課に提出してください。

　35,000円

出願書類 備　　考

①入学願書
・「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）にログインして、印刷してください。
・ 写真（3ヵ月以内に撮影）が「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）からアップ

ロードできない場合は、入試課まで連絡してください。

②卒業（見込）証明書 ・ 出身大学が発行し、大学長が証明したものを提出してください（入学資格審査申請時に提出
されている場合は必要ありません）。

③成績証明書 ・ 出身大学が発行し、大学長が証明したもので、大学で厳封したものを提出してください（入学
資格審査申請時に提出されている場合は必要ありません）。

④履歴書
・ 本研究科所定用紙に記入してください（入学資格審査申請時に提出されている場合は必要ありません）。
・最終学歴から現在までの経歴をすべて記入してください。
・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑤取得している看護師・保健師・
　 助産師の免許証の写し ・入学資格審査申請時に提出されている場合は必要ありません。

⑥志望理由書
　（該当者のみ）

・ 社会人特別選抜型（キャリア推薦入試）・社会人特別選抜型（キャリア推薦入試/長期履修学生用）
で受験される方は、本研究科所定用紙に①志望の動機と入学後の学修の抱負について（400字）、
②あなたが選択した看護学領域に関して、大学院入学後さらに深めたい課題について記述し
てください（400字程度）。

・ ワードプロセッサまたはワープロソフトにより作成する場合は、文字の大きさは10.5 ポイント
で作成してください。

・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑦推薦書
　（該当者のみ）

・ 社会人特別選抜型（キャリア推薦入試）・社会人特別選抜型（キャリア推薦入試/長期履修
学生用）で受験される方は、勤務施設の看護部門長（看護専門学校等では看護教員責任者）
が証明した本学所定用紙のものを提出してください。

・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑧長期履修申請書
（該当者のみ）

・社会人特別選抜型（長期履修学生用）・社会人特別選抜型（キャリア推薦入試/長期履修学生
用）で受験される方は、本研究科所定用紙に記入してください。

・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑨「入学資格審査結果通知書」
　【写し】（該当者のみ）

・  個別の入学資格審査により出願が認められた者は、本学が発行した「入学資格審査結果通知
書」のコピーを提出してください。

※出願資格等の証明書と現在の氏名が相違している場合は、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）等の改姓を証明する書類を提出してください。
※簡易書留速達で出願締切日（消印有効）までに提出してください。
※本学窓口（神戸山手キャンパス3号館のみ）に持参する場合は、受付時間は月曜日〜金曜日９：30〜17：00（平日のみ）です。
※WEB出願時のサポートが必要な方は、事前に入試課（078-341-1615 または exam＠kuins.ac.jp）までお問い合わせください。
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出願資格・選抜方法について

【一般選抜型】

　1 ページを参照してください。

○募集人員

　2 ページを参照してください。

○出願方法

　出願資格は、次の各項目のいずれかに該当する者。
（１） 国内の看護系大学を卒業した者及び2023年３月卒業見込みの者。
（２）   一般４年制大学を卒業した者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入学時点で

当該免許にかかわる１年以上の実務経験を有する者。
（３）   短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者、及びその他の教育施設の修了者など大

学卒業資格を有しない者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、かつ入学時点で
当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者で、本研究科が個別の入学資格審査により、
大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

 ※ 専門看護師（CNS）コースは、急性・重症患者看護専門看護師をめざすクリティカルケア（ICU、
 CCU、HCU等）、救急看護の分野で５年以上の臨床経験をもっている看護師を対象にしています。

○出願資格

○選抜方法

　次の（１）〜（３）に基づき、総合的に判定します。
（１）学力検査（「英語」60分・50点、「小論文」60分・100点）

（２）面接試験（個人面接　20分程度・50点）

（３）出願書類

筆記試験 出願内容等

英　語 英和辞書の使用可。電子辞書は不可。

小論文 看護学の選択領域に関する考えを問う。

○時間

集合時間 英語 小論文 面接

9：40 10：00〜11：00 11：30〜12：30 13：30〜
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【社会人選抜型】・【社会人特別選抜型（長期履修学生用）】

　1 ページを参照してください。

○募集人員

　2 ページを参照してください。

○出願方法

・ 仕事等を続けながら学ぼうとする社会人などに配慮し、入学時から標準修業年限である２年間を超える
履修計画を立てて学ぶことができます。詳しくは、10ページの「長期履修制度について」をご覧ください。

・WEB登録での入試区分は、【社会人特別選抜型（長期履修学生用）】を選択してください。

○長期履修制度を活用しての受験について

　出願資格は、各項目のいずれかに該当する者。
（１）   国内の看護系大学を卒業した者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入学時点で

当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者。
（２）   一般４年制大学を卒業した者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入学時点で

当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者。
（３）   短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者、及びその他の教育施設の修了者など大

学卒業資格を有しない者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、かつ入学時点で 
当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者で、本研究科が個別の入学資格審査により、
大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

 ※ 専門看護師（CNS）コースは、急性・重症患者看護専門看護師をめざすクリティカルケア（ICU、
 CCU、HCU等）、救急看護の分野で５年以上の臨床経験をもっている看護師を対象にしています。

○出願資格

　看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有す
る者は社会人選抜型・社会人特別選抜型（長期履修学生用）で受験ができます。

○時間

集合時間 英語 小論文 面接

9：40 10：00〜11：00 11：30〜12：30 13：30〜

○選抜方法
　次の（１）〜（３）に基づき、総合的に判定します。

（１）学力検査（「英語」60分・50点、「小論文」60分・100点）

（２）面接試験（個人面接　20分程度・50点）

（３）出願書類

筆記試験 出願内容等

英　語 英和辞書の使用可。電子辞書は不可。

小論文 看護学の選択領域に関する考えを問う。



５４

【社会人特別選抜型（キャリア推薦入試）】
【社会人特別選抜型（キャリア推薦入試／長期履修学生用）】

　1 ページを参照してください。

○募集人員

　2 ページを参照してください。

○出願方法

・ 仕事等を続けながら学ぼうとする社会人などに配慮し、入学時から標準修業年限である２年間を超える
履修計画を立てて学ぶことができます。詳しくは、10ページの「長期履修制度について」をご覧ください。

・ WEB登録での入試区分は、【社会人特別選抜型（キャリア推薦入試／長期履修学生用）】を選択して
ください。

○長期履修制度を活用しての受験について

　出願資格は、各項目のいずれかに該当する者。
（１）   国内の看護系大学を卒業した者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入学時点で

当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者。
（２）   一般４年制大学を卒業した者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、入学時点で

当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者。
（３）   短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者、及びその他の教育施設の修了者など大

学卒業資格を有しない者で、看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、かつ入学時点で 
当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有する者で、本研究科が個別の入学資格審査により、
大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。

 ※ 専門看護師（CNS）コースは、急性・重症患者看護専門看護師をめざすクリティカルケア（ICU、
 CCU、HCU等）、救急看護の分野で５年以上の臨床経験をもっている看護師を対象にしています。

○出願資格

　本学の教育理念及びアドミッション・ポリシーを理解し、勤務施設の看護部門長（看護専門学校等
では看護教員責任者）の推薦を受け、下記出願資格のいずれかに該当する方は受験できます。

○時間

集合時間 面接

9：40 10：00〜

○選抜方法
　次の（１）〜（３）に基づき、総合的に判定します。

（１）面接試験（個人面接　20分程度・50点）

（２）志望理由書（50点）

（３）出願書類
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研究科 課　程 専　攻 募集人員
看護学研究科 博士後期課程 看護学専攻 ２名

〈事前相談窓口〉
分野／領域 教 員 名 メールアドレス

療養支援看護学

慢性看護学 岡　光　京　子 k-okamitsu@kuins.ac.jp

急性看護学 高見沢　恵美子 e-takamizawa@kuins.ac.jp

がん看護学 森　　　一　恵 ka-mori@kuins.ac.jp

家族支援看護学

小児看護学 中　島　登美子 to-nakajima@kuins.ac.jp

母性看護学
遠　藤　俊　子 t-endo@kuins.ac.jp

松　原　まなみ m-matsubara@kuins.ac.jp

助産看護学
齋　藤　益　子 ma-saito@kuins.ac.jp

中　島　通　子 m-nakashima@kuins.ac.jp

生活支援看護学
老年看護学 沼　本　教　子 k-numoto@kuins.ac.jp

公衆衛生看護学 松　田　宣　子 n-matsuda@kuins.ac.jp

○募集人員

○入試日程

※入学手続・受験に関する注意等の詳細については、10〜11ページを参照してください。

種　別 出願期間
（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続き締切日

（締切日消印有効）

・一般選抜型
・社会人選抜型
・社会人特別選抜型
　（長期履修学生用）

前期  9月13日（火）〜 9月29日（木） 10月 8日（土）
三木

10月18日（火） 12月22日（木）

後期  1月23日（月）〜 2月 6日（月）  2月18日（土）  2月28日（火）  3月14日（火）

○修業年限
３年（標準修業年限）

　研究分野は、療養支援看護学分野（急性看護学・慢性看護学・がん看護学）、家族支援看護学分野（小
児看護学・母性看護学・助産看護学）、生活支援看護学分野（老年看護学・公衆衛生看護学）となります。
出願を希望する方は、出願（出願手続き）に先立ち、希望する領域の指導教員と連絡を取り、入学後
の研究・履修内容等について事前相談をしてください。

〈事前相談期間〉
　●前期日程：2022年9月2日（金）まで
　　　　　   （※入学資格審査を受ける方は、8月19日（金）までに、事前相談を受けてください）
　●後期日程：2022年12月16日（金）まで
　　　　　   （※入学資格審査を受ける方は、12月9日（金）までに、事前相談を受けてください）
　場所は三木キャンパスで行います。お申込み、ご不明な点は、入試課：E-mail　exam@kuins.ac.jp 
　または　TEL078-341-1615　までお願いいたします。

○研究分野および事前相談について

博士後期課程
募集概要について
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○個別の入学資格審査について

○出願方法（一般選抜型・社会人選抜型・社会人特別選抜型（長期履修学生用） 共通）

　大学院修士課程修了者（修士）でない方の個別の入学資格審査は、実務経験期間中の研究業績、参
加研修会、在職証明等を総合して行います。審査を希望する場合は、出願に先立ち「個別の入学資格
審査に係る書類」を以下の期間に提出してください。
●申請期間　　前期日程：2022年7月25日（月）〜8月29日（月）必着
　　　　　　　後期日程：2022年12月5日（月）〜2023年1月6日（金）必着
●提出書類　　①入学資格審査申請書
　　　　　　　②履歴書
　　　　　　　③直近の在職証明書（３年以上の在職期間を証明する書類）
　　　　　　　④取得している看護師・保健師・助産師の免許証の写し
　　　　　　　⑤最終出身学校の卒業証明書
　　　　　　　⑥最終出身学校の成績証明書（厳封）
　　　　　　　⑦入学資格審査結果通知書の返信用封筒
　　　　　　　　（速達料金相当の切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を明記してください。）
　　　　　　　※ 提出書類の証明書と現在の氏名が相違している場合は、戸籍抄本（戸籍個人事項証

明書）等の改姓を証明する書類を提出してください。
●提 出 先　　関西国際大学 入試課 〒650-0006 兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号
　　　　　　　 入学資格審査申請書、履歴書、封筒貼付用宛名シートをHPからダウンロードし、必要

書類を任意の角形２号封筒（240㎜×332㎜）に封入し郵送（簡易書留）してください。
●審査機関　　大学院看護学研究科委員会博士後期課程部会の審議を経て学長が認定します。
●審査方法　　提出された書類に基づき、申請者の学歴、経歴、免許・資格、賞、業績等により審査します。
●審査結果　　該当する入学試験の出願受付開始日までに、申請者に連絡します。

次の出願書類を本学入試課に提出してください。

○入学検定料

　35,000円

※出願資格等の証明書と現在の氏名が相違している場合は、戸籍抄本（戸籍個人事項証明書）等の改姓を証明する書類を提出してください。
※簡易書留速達で出願締切日（消印有効）までに提出してください。
※本学窓口（神戸山手キャンパス3号館のみ）に持参する場合は、受付時間は月曜日〜金曜日９：30〜17：00（平日のみ）です。
※WEB出願時のサポートが必要な方は、事前に入試課（078-341-1615 または exam＠kuins.ac.jp）までお問い合わせください。

出願書類 備　　考

①入学願書
・「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）にログインして、印刷してください。
・  写真（３ヵ月以内に撮影）が「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）

からアップロードできない場合は、入試課まで連絡してください。

②卒業・修了（見込）証明書 ・ 出願資格に該当する学校が発行し、大学長が証明したものを提出してください  
（入学資格審査申請時に提出されている場合は必要ありません）。

③成績証明書
・ 出願資格に該当する学校が発行し、大学長が証明したもので、大学で厳封した

ものを提出してください（入学資格審査申請時に提出されている場合は必要あ
りません）。

④研究計画書（1600 字程度）
・ 入学後の研究計画に関し、研究目的、研究意義・背景、研究方法等について記

載してください（ワードプロセッサまたはワープロソフトにより作成する場合は、
文字の大きさは10.5 ポイントで作成してください）。

・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑤志望理由書（800 字程度）
・ 志望の動機と入学後の学修・課程修了後の展望について記述してください（ワ

ードプロセッサまたはワープロソフトにより作成する場合は、文字の大きさは
10.5 ポイントで作成してください）。

・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑥履歴書
・ 本研究科所定用紙に記入してください（入学資格審査申請時に提出されている

場合は必要ありません）。
・最終学歴から現在までの経歴をすべて記入してください。
・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑦取得している看護師・保健師・
　助産師の免許証の写し ・入学資格審査申請時に提出されている場合は必要ありません。

⑧長期履修申請書（該当者のみ）
・ 社会人特別選抜型（長期履修学生用）で受験される方は、本研究科所定用紙に記

入してください。
・本学ホームページよりダウンロードしてください。

⑨「入学資格審査結果通知書」
　【写し】（該当者のみ）

・  個別の入学資格審査により出願が認められた者は、本学が発行した「入学資格
審査結果通知書」のコピーを提出してください。
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出願資格・選抜方法について

【一般選抜型】

　６ページを参照してください。

○募集人員

　７ページを参照してください。

○出願方法    

　出願資格は、次の各項目のいずれかに該当する者。
（１） 国内の看護系大学院を修了し修士の学位を有する者、及び取得見込みの者。
（２）   大学において修士の学位に相当する学位を授与された者で、看護師、保健師、助産師のいずれか

の免許を有する者。
（３）   本大学院が個別の入学資格審査により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、

看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有
する者。

○出願資格

○選抜方法

　次の（１）〜（３）に基づき、総合的に判定します。
（１）学力検査（「英語」60分・80点）
　　 ※英和辞書の使用可。電子辞書は不可。

（２）口述試験（30分程度・70点）
　　 ※研究計画書・志望理由書の持ち込み可。

（３）出願書類/ 研究計画書・志望理由書（50点）

○時間

集合時間 英語 口述試験

9：40 10：00〜11：00 11：30〜
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【社会人選抜型】・【社会人特別選抜型（長期履修学生用）】

　６ページを参照してください。

○募集人員

　７ページを参照してください。

○出願方法

・ 仕事等を続けながら学ぼうとする社会人などに配慮し、入学時から標準修業年限である３年間を超える
履修計画を立てて学ぶことができます。詳しくは、10ページの「長期履修制度について」をご覧ください。

・WEB登録での入試区分は、【社会人特別選抜型（長期履修学生用）】を選択してください。

○長期履修制度を活用しての受験について

　出願資格は、次の各項目のいずれかに該当する者。
（１） 国内の看護系大学院を修了し修士の学位を有する者、及び取得見込みの者。
（２）   大学において修士の学位に相当する学位を授与された者で、看護師、保健師、助産師のいずれか

の免許を有する者。
（３）   本大学院が個別の入学資格審査により修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、

看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、当該免許にかかわる３年以上の実務経験を有
する者。

○出願資格 ※下記、出願資格のいずれかと上記、社会人選抜型・社会人特別選抜型（長期履修学生用）の受験条件を満たしていること。

○選抜方法

　次の（１）〜（３）に基づき、総合的に判定します。
（１）学力検査（「英語」60分・40点）
　　 ※英和辞書の使用可。電子辞書は不可。

（２）口述試験（30分程度・100点）
　　 ※研究計画書・志望理由書の持ち込み可。

（３）出願書類/ 研究計画書・志望理由書（60点）

　看護師、保健師、助産師のいずれかの免許を有し、当該免許にかかわる５年以上の実務経験を有す
る者、または看護系大学教員として３年以上の当該免許にかかわる分野の職務経験を有する者は社会
人選抜型・社会人特別選抜型（長期履修学生用）で受験ができます。

○時間

集合時間 英語 口述試験

9：40 10：00〜11：00 11：30〜
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・合格発表日の午前10時から「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）で合否結果を知ることができます。
　合格者には入学手続要項を速達で郵送します。
・電話による合否の問い合わせには、一切お答えいたしません。

　合格者は、入学手続締切日（消印有効）までに、学費および諸費用を納めた上で、所定の書類を提出してください。
・期限内に手続が完了しない場合は、入学の意志がないものとして取り扱います。
・ 期限内に学費を納め、「誓約書・保証書」を提出（締切日消印有効）した合格者には、入学許可証を送付します。
・「誓約書・保証書」に記載の保証人とは、保護者またはそれに準じる方をさします。
・一旦納入された入学金は、いかなる理由があっても返還できません。
・ 卒業・修了見込の出願資格で受験した者で、2023年3月31日までに大学を卒業、大学院を修了できない等、

入学資格がないことが判明した場合は、入学許可を取り消します。
・卒業・修了見込で出願し、合格した者は、入学時に卒業・修了証明書の提出が必要です。

　長期履修制度とは、仕事等を続けながら学ぼうとする社会人などに配慮し、入学時から標準修業年限を超え
る履修計画を立てて学ぶことができる制度です。博士前期課程は、標準修業年限である2年間では大学院の教
育課程の履修が困難な者に限り、最長４年間、博士後期課程は、標準修業年限である３年間では大学院の教育
課程の履修が困難な者に限り、最長６年間で計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。
　希望する場合は、本学所定の様式（本学ホームページからダウンロードしてください）にて申請を行う必要
があります。手続機会は原則として出願時としますが、入学後の状況変化も考慮、学びを継続しやすいよう、
在学期間中1回に限り履修年限を変更することができます。それに伴い、入学後の変更に伴う年度の授業料は、
授業料総額から納入額を減じて「未納入額」とし、それを修了までに残る修学年数で均等按分した額を当年度
の納入する授業料とします。
　ただし、変更申請ができる学年や申請時期は、課程により異なりますので、入学後に担当課に必ず確認をし
てください。

　入学手続完了後に入学を辞退する場合、辞退期限〔2023年3月31日（金）17:00必着〕までに必要事項を記入の
上、書面にて提出すれば、入学金を除く学費および諸費用を返還します。

返還の期日に関しては、学内の手続が発生する為、数ヵ月かかる場合もありますが、ご了承ください。

共通事項について
○合格発表

○学費 ※学費納入手続きに関しては、変更となる場合があります。

○入学手続

○長期履修制度について

○入学辞退および納入金の返還について

※本学卒業生は、入学金は免除となります。
※学費は2期分納式です。

一般選抜型・社会人選抜型・社会人特別選抜型（キャリア推薦入試） （単位：円）
項　目 本 学 卒 業 生 他大学等卒業生 備　考
入学金 入学手続時 免除 入学手続時 200,000 初年度のみ
授業料

（年間）
入学手続時 450,000 入学手続時 450,000 標準修業年限

博士前期課程　2年
博士後期課程　3年450,000 450,000

総額 900,000 1,100,000

※本学卒業生は、入学金は免除となります。
※例えば、博士前期課程で3年の長期履修をする場合、3年のところの金額が、年間の授業料（60万円）となり、60万円×3年で180万円が総額となります。
※学費は2期分納式です。

社会人特別選抜型（長期履修学生用）、社会人特別選抜型（キャリア推薦入試／長期履修学生用）   （単位：円）

看護学研究科
博士課程 入学金 修了に必要な

授業料総額
履修期間による授業料の年額

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年

博士前期課程 本学卒業生 免除 1,800,000
標準修業年限 2 年 900,000 900,000 600,000 450,000 ―他大学等卒業生 200,000

博士後期課程 本学卒業生 免除 2,700,000
標準修業年限 3 年 900,000 900,000 900,000 675,000 540,000他大学等卒業生 200,000
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　午前９時40分までに受付で受験票を提示のうえ、係員の指示に従って試験場へ入場してください。
※試験日当日、三木キャンパスへは７ヶ所からスクールバスで送迎します。
　 スクールバス乗場・発車時刻は、表紙の裏をご確認ください。スクールバスを希望される方は必ず

WEB出願登録時に希望乗車地をお申し込みください。お申し込みがなかった場合、乗車できない可
能性があります。

　なお、自家用車で来学される場合は係員の指示に従い、正門前の学生専用駐車場を利用してください。
■遅刻
万一遅刻した場合は、係員の指示に従ってください。ただし、試験開始から30分以上の遅刻者には、
受験を認めません。
■面接
面接実施時間については、試験日当日にお知らせします。
受験者が多数の場合は、待機時間が長くなる場合もありますので、帰りの時間に余裕をもってお越し
ください。
■連絡・注意事項
・試験日前日までに受験票を「WEB出願サイト」のKUISs mate（クイズメイト）より印刷し、試験当日

にご持参ください。
・ 試験場へは受験者本人以外は入場できません。付添いの方は控室がありますので係員の指示に従っ

てお待ちください。
・ 試験室には時計が設置されておりません。各自でご用意ください。ただし、辞書や計算機能のついた

時計、携帯電話は禁止です。また、アラーム付の時計等は、予めアラームを解除しておいてください。
・昼食については、必要な場合は各自でご持参ください。

■当日の予定

○受験に関する注意

９：00 受付開始

９：00〜９：40 試験場入場

９：40〜10：00 諸注意

10：00 試験開始

　入学試験時に受験上の配慮が必要な場合は、試験日の２ヵ月前までに本学入試課（TEL.078-341-1615） 
までご相談ください（場合によっては、健康診断書等の書類の提出を求める場合があります）。
ご希望に沿えない場合もありますので、予めご了承ください。

　入学志願者・受験者の個人情報については、次のとおり取り扱います。
　出願時に記入された個人情報（氏名、生年月日、性別その他の個人情報等）は、入試及び合格通知
並びに入学手続きを行うために利用します。
　また同個人情報は、合格者の入学後の学生支援・教務関係、その他調査等（入試の改善や志望動向
分析等）を行う目的をもって本学が管理します。他の目的での利用は行いません。
　なお、取得した個人情報に係る業務を外部委託する場合は、本学の個人情報取扱規則等に従い、
適切に管理します。

　国の方針および、本学の新型コロナウイルス感染症に対応したガイドラインに則って入試を実施し
ます。特に諸注意がある場合は、KUISs mate（クイズメイト）にて告知する場合があります。

○受験上の配慮が必要な場合について

○個人情報の取り扱いについて

○新型コロナウイルス感染症に対する対応について

受験に関する注意事項について
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WEB 出願について
KUISs mate（クイズメイト）の登録方法

❶ はじめに
初回登録の方は、関西国際大学「入試情報」にアクセスしていただき、 

「WEB出願」→「KUISs mate（クイズメイト）」をクリックします。

https://www.kuins.ac.jp/admission.html

出願登録前にはKUISs mate（クイズメイト）の登録が必要です。

KUISs mate（クイズメイト）
に直接アクセスする場合
はこちら

❷ 登録メール確認（仮登録）
「初めてのご利用の方はこちらから登録」ボタンをクリック 
します。次にメールアドレスを入力して「確認メールを送る」
ボタンをクリックします。入力したメールアドレス宛に確認
メールが届きます。

確認メールに記載されている「本登録URL」をクリックして 
登録に進みます（受信から24時間以内にアクセスしてください）。

メールアドレスには「入学検定料の支払い完了の通知」等、
重要なご連絡をします。
確実に確認ができるメールアドレスで設定してください。
メールが届かない場合は、本学入試課（078-341-1615）
へお問い合わせください。

❸ 利用者情報の入力
メールに記載されているURLをクリックするとアカウントの
新規登録画面に移動します。必須項目を入力いただき「確認
画面へ進む」ボタンをクリックします。

パスワードは半角英数字（混在）8文字以上で設定してください。
パスワードは2回目以降の出願時にも必要となりますので
大切に保管してください。

❹ KUISs mate（クイズメイト）登録完了
登録内容を確認します。内容が正しければ「登録する」ボタン
をクリックします。これで登録完了です。

利用者情報で登録したメールアドレスとパスワードを入力し、
「KUISs mate（クイズメイト）」にログイン。KUISs mate 
（クイズメイト）から出願登録（出願期間のみ登録可）を行って
ください。

関西国際大学　入試情報

（ KUISs mate（クイズメイト）登録済の方はこちらから）

❺ 出願登録
１．関西国際大学「入試情報」にアクセス。
２．  「WEB出願」をクリックして「KUISs mate（クイズメイト）」

を開く。
３． 利用者情報で登録したメールアドレスとパスワードを 

入力し、「KUISs mate（クイズメイト）」にログイン。
　　画面の指示に従って出願内容を登録。

入試種別の選択
■出願を志望している入試種別の出願期間を確認する。
　※出願期間外の出願登録はできませんのでご注意ください。
■ 出願可能な入試が表示されるので、出願したい入試方式（日程）を選択

する。

試験日・志望学部・試験会場の選択
■出願可能な試験日と志望学部を選択する。
　※試験日が2日間ある場合、1画面で両日とも登録できます。
■ 学内併願を希望の場合、志望するすべての入試種別で学部を選択する。

志願者情報（氏名・住所等）の入力
■ 入力した内容（特に生年月日・電話番号・住所）を確認する。
　※志願者情報の確認画面を過ぎると内容の変更ができません。

❻ 顔写真のアップロード

■ 顔写真（3ヵ月以内に撮影）をアップロードする。
　※顔写真のアップロードがうまくできない場合は、
　　本学入試課（078-341-1615）までご連絡ください。

❼ 入学検定料を支払う

カード情報を入力し、
決済完了

支払番号
確認画面

「支払番号確認」に支払いに
必要な番号が表示されます。
❼の支払い時に必要ですの
で、必ずメモしてください。

「コンビニ決済」「ペイジー」を選択 「クレジットカード」を選択

支払い方法の選択

❽ 出願書類をプリントアウト

❾ 出願書類を郵送

❻ 顔写真のアップロード
■ 顔写真のアップロードは、PCまたはデバイス端末内のデータを参照しアップロードしてください。
　 ※事前に顔写真を撮影しておくとスムーズに登録できます。
■ スマートフォン、タブレット等でブラウザが強制終了する場合は、端末のメモリ不足が考えられます。写真がアップロードできな
　 い場合はPC等の別端末でご利用ください。
■ 写真の推奨サイズは縦横比 4：3、ファイルサイズ 100KB以上3MB以下です。
■ データ形式はJPEGとなります。

使用する写真は
服装自由／上半身正面／脱帽／背景無地／カラー写真／3ヵ月以内に撮影
のものに限ります。
ファイル形式や特定困難な場合など、再アップロードのお願いをする場合があります。

注 意

注 意
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❼ 入学検定料を支払う
コンビニ決済　※以下のコンビニエンスストアで、お支払いいただけます。

❽ 出願書類をプリントアウト
 ■  KUISs mate（クイズメイト）にログインして入学願書、封筒貼付用宛名シート等をダウンロードし、ページの拡大・縮小はせずに

A4・カラーで印刷してください。
 ■ 受験票は試験当日、持参してください。

入学願書 封筒貼付用宛名シート 受験票

❾ 出願書類を郵送
■ 市販の角形2号封筒（240㎜×332㎜）に出願提出書類を入れてください。
■ 「封筒貼付用宛名シート」を切り取り線に沿って、切り取ってください。
■ 「封筒貼付用宛名シート」をはがれないようにしっかり貼り付けてください。
　 配送中に「封筒貼付用宛名シート」がはがれると無効になりますので十分注意してください。
■ 簡易書留速達で郵送してください。
■ その他必要書類は2ページ、7ページをご確認ください。

ペイジー（銀行ATM）
※金融機関によって手順や文言が異なる場合があります。※コンビニ設置のATMはご利用いただけません。

ペイジー（ネットバンキング）
※収納機関番号、お客様番号、確認番号を控え、各自で支払い方法を確認し入学検定料をお支払いください。

❶〜❾ すべて期限内に完了することによって、出願が正式に受理され受験票が発行されます（出願登録・入学検定料の支払い・出願書類提出のいず
れかが行われなかった場合は、出願が受け付けられません）。
出願期限については、1ページ、6ページにて「出願期間」を十分に確認の上、余裕をもって出願してください。
ご希望の方は、平日9：30〜17：00、またはオープンキャンパス開催日において、WEB出願のサポートをいたします。
事前に入試課（078-341-1615）または（exam@kuins.ac.jp）までお問い合せください。

出願登録した翌日の23：59まで（出願登録期限日に出願登録した場合は当日の23：59まで）に、入学検定料を
お支払いください。上記の支払い期限を過ぎますと、登録された内容で入学検定料の支払いができなくなります。注意

注意

ペイジー対応の
銀行ATMを利用 支払い

料⾦払込（ペイジー）を選択
（銀行ATMによってメニュー名称が異
なります。上記はゆうちょ銀行の例。）

収納機関番号、お客様番号、
確認番号を入力

支払い方法を選択
（現⾦またはキャッシュカード）

年度  関西国際大学   入学願書2023

〒650ー0006
  兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号  

必要書類

〒650ー0006
  兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号  

〒650-0006  兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号
078-341-1615（直通） 

デイリーヤマザキ/
ヤマザキデイリーストアー

ローソン/
ミニストップ セイコーマート ファミリーマート

Web画面に表示された
「オンライン決済番号」

Web画面に表示された
「受付番号」

Web画面に表示された
「受付番号」

レジで番号を
お知らせください

マルチコピー機

発券から30分以内にレジへ

注意事項を確認し、
「同意して進む」ボタンを押す

支払内容を確認し、
「確認」ボタンを押す

「代⾦支払い/チャージ」ボタンを押す

「番号入力」ボタンを押す

「第1番号（企業コード）20020」を入力

「第2番号（注文番号）」を入力

「申込券」発券

Web画面に表示された
「第１番号（企業コード）20020」

「第２番号（注文番号）」

Loppi（ロッピー）

発券から30分以内にレジへ

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「受付番号」を入力

「お申込みした電話番号」
を入力

「申込券」発券

代⾦お支払い

レジで「インターネット支払い」
とお知らせください。

※お客様側レジ操作画面に入力案内
が出ますので、以下操作を行ってく

ださい。

「受付番号」を入力

「電話番号」を入力

支払内容の確認画面が
表示されるので、

「OK」ボタンを押す



神戸山手キャンパス 入試課
〒650-0006　兵庫県神戸市中央区諏訪山町3番1号
TEL.078-341-1615　FAX.078-351-7172
E-mail：exam@kuins.ac.jp　https://www.kuins.ac.jp

関西国際大学（三木キャンパス）
〒673-0521
兵庫県三木市志染町青山1丁目18
TEL：0794-85-2288（代表）
TEL：078-341-1615（入試課直通）

入試当日、本学会場（三木キャンパス）へは７ヶ所よりバスで送迎いたします。

関西国際大学
大学院

兵庫県立のじぎく特別支援学校

試験場案内について

小　野　発
○イオン小野前バス停

AM 8：30発

三　木　発
○神姫バス三木営業所バス停

AM 8：45発

神戸電鉄緑が丘駅発
○緑が丘駅２番バス乗場

AM 9：10発

ファミリーファミリー
マートマート

JR三ノ宮駅発
○神戸市役所１号館前

AM ８：30発

阪
急
神
戸
三
宮
駅 ポート

ライナ
ー三宮

駅 東急REIホテル東急REIホテル

神戸阪急神戸阪急

JR明石駅発
○明石駅バス乗場（駅南西 大明石パーキング前）

AM ８：20発

大明石大明石
パーキングパーキング

山陽明石駅

JR明石駅

ピオレ明石ピオレ明石

社　　　発
○神姫バス社車庫

AM ８：20発

加東警察署 

加東警察署前
社車庫

神戸市営地下鉄西神中央駅発
○西神中央駅バス乗場（プレンティ一番館前）

AM ８：50発

カーズカーズ

エキソアレエキソアレ
西神中央西神中央

イオンイオン
フードフード
スタイルスタイル

バスの乗車を希望される方は、必ずWEB出願登録時に希望乗車地をお申し込みください。
申請や連絡がなかった場合、乗車することはできません。WEB出願登録以降にバス乗車を希望される場合、
または乗車地を変更したい方は、必ず本学入試課（TEL：078-341-1615）までご連絡ください。

入試当日、新型コロナウイルス感染症の拡大や状況に応じて、バス運行ダイヤの変更、もしくは運行しない場合があります。
バス乗車を希望される方は、本学ホームページにて必ずバス運行情報をご確認ください。


