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　本専攻では、修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）並びに教育課程の編成及び実施に関する
方針（カリキュラム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる能力と意欲を備えた人を
求めます。

　出願を予定する者は、希望する専攻の内容・指導教員等について、次の期日までに事前相談をしておくこと
が望まれます（事前相談は、入試の合否判定に影響するものではありません）。
　●前期日程：2021年8月6日（金）まで
　●後期日程：2022年1月21日（金）まで
　事前相談は本学にて行います。お申込み、ご不明な点は、入試課（E-mail　exam@kuins.ac.jp またはTEL
　06-6496-4120）までご連絡ください。

※「人間行動学専攻」（三木キャンパスで開講）は、昼間のみの開講です。
※「臨床教育学専攻」（尼崎キャンパスで開講）は、平日の18時30分から、90分の授業を２コマ［（１限）18：30〜20：00　（２限）
　20：10〜21：40］開講します。
※ 募集人員は、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）・外国人留学生選抜型の前期日程・後期日程の合

計です。
※社会人特別選抜型（長期履修学生用）は、「人間行動学専攻 臨床心理学コース」については実施しません。

※ 「修了の認定に関する方針（ディプロマ・ポリシー）」及び「教育課程の編成及び実施に関する方針（カリキュラム・ポリシー）」
につきましては、本学ホームページをご参照ください。

※本学窓口（尼崎キャンパスのみ）に持参出願する場合は、受付時間は月曜日〜金曜日9：30〜17：00です（土曜・日曜・祝日は除く）。
　神戸山手キャンパス・三木キャンパスでは受付しませんのでご注意ください。
※入学手続・受験に関する注意等の詳細については、3、8、9ページを参照してください。

（1）心理学または社会学の基礎的知識を有している
（2）人間行動に関する諸課題についてテーマを設け、研究計画を立てること
　　ができる

（3）心理学または社会学分野の基礎的英語能力を有している
（4）人間に関する問題を論理的に表現する能力を有している
（5）人間と関わる専門職業人を目指していく意欲を持っている

（1）教育学の基礎的知識を有している
（2）教育現場の諸課題についてテーマを設け、研究計画を立てることができる
（3）教育学分野の基礎的英語能力を有している
（4）教育現場の問題を論理的に表現する能力を有している
（5）教育の現場で活用できる専門的知識と実践力を修得しようとする意欲を
　　持っている

○求める院生像

人間行動学専攻

臨床教育学専攻

入学者の受入れに関する方針（アドミッション・ポリシー）

事前相談について

入学定員と募集人員

2022年度　入試日程（人間行動学専攻・臨床教育学専攻）

研究科 専攻 コース 募集人員 入学定員

人間行動学研究科
人間行動学専攻（修士課程） 臨床心理学コース 5名 5名

臨床教育学専攻（修士課程） 8名 8名

入試種別 出願期間
（締切日消印有効） 試験日 試験場 合格発表日 入学手続締切日

（締切日消印有効）日程

全選抜実施
・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）
・外国人留学生選抜型

前期 2021年 7月29日（木）
〜 8月19日（木）  9月 4日（土）

人間行動学専攻：三木
臨床教育学専攻：尼崎

 9月14日（火） 11月4日（木）

後期 2022年 1月24日（月）
〜 2月 7日（月）  2月19日（土）  3月 1日（火）  3月9日（水）
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　各選抜型の出願資格（P.4〜7参照）のうち、一般の（７）、社会人の（２）、社会人特別（長期履修学生用）
の（２）、外国人留学生の（４）の資格により受験を希望する場合は、出願に先立ち、個別の入学資格審査が必
要になります。志願者は、申請用紙を本学ホームページ（入試情報の大学院入試のページ）よりダウンロード、
または本学入試課（TEL.06-6496-4120）まで請求し、次の申請期間内に郵送にて提出してください。
　●申請期間　　前期日程：2021年6月22日（火）〜7月28日（水）必着
　　　　　　　　後期日程：2021年12月6日（月）〜2022年1月7日（金）必着
　●提出書類　　①個別の入学資格審査申請書【本研究科所定用紙】
　　　　　　　　②個別の入学資格審査に係る自己推薦書【本研究科所定用紙】
　　　　　　　　③高等学校（中等教育学校）卒業後の学歴に係る卒業証明書および成績証明書（調査書）
　　　　　　　　④ 本学または他大学における研究生の期間がある場合は、研究成果の概要を記載している書類　　　　　      

（研究生として在籍中の場合は、在籍証明書）
　　　　　　　　⑤経歴がある場合は、勤務先で証明を受けた職務内容調書【本研究科所定用紙】
　　　　　　　　　※勤務先が複数箇所ある場合はそれぞれの各勤務先での証明が必要となります。
　　　　　　　　⑥学位・称号、免許・資格、賞等がある場合は、その写し
　　　　　　　　⑦ 卒業証明書、成績証明書および業績等を証明するもの等を添付の際に、日本語または英語以外で記載された

書類等については、日本語訳または英語訳を添付のこと。また、外国の大学を卒業見込の者で、卒業見込証
明書が入手困難な場合は、学長または学部長が作成する同等の内容を記載した公的な文書を提出すること。

　　　　　　　　　※ 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　　〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江1丁目3-23
　　　　　　　　　封筒表面には、「大学院入学資格審査書類在中」と朱記し、簡易書留で郵送してください。
　●審査機関　　人間行動学研究科委員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　　審査後ただちに、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。出願する入試種別により、提出する書類が異なりますので
ご注意ください。

○個別の入学資格審査について

○出願方法

※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。
※出願書類のなかで入学資格審査申請時に提出された書類がある場合は、提出済の書類に限り再提出する必要はありません。
※④〜⑦の書類は本学ホームページよりダウンロードしてください。
※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（尼崎キャンパスのみ）に持参する場合は、受付時間は月曜日〜金曜日９：30〜17：00です（土曜・日曜・祝日は除く）。
　神戸山手キャンパス・三木キャンパスでは受付しませんのでご注意ください。
※出願書類はすべて、黒ボールペンまたは黒ペンで記入してください。

出願書類

○印は提出が必要

備　　考一般 社会人 社会人
特別

外国人
留学生

①入学願書 ○ ○ ○ ○
・本学指定のWEB出願サ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）をWEB出願サ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。
　 大学卒業以外の資格での志願者は、その資格を確認できる書

類を提出してください。

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。大学卒業以外の資格での志願者は、
その成績を確認できる書類を提出してください。

④研究計画書 ○ ○ ○ ○

・ 本研究科に入学した場合に、①志望する研究のテーマ、②研
究内容、③研究計画について作成してください。

　 Ａ４用紙２枚、1,600字程度（本研究科所定用紙、もしくは同
じ様式でワープロ・パソコン等使用可）

⑤職業経験・社会経験
　に関する経歴書 — ○ ○ — ・本研究科所定用紙に記入してください。

⑥長期履修申請書 — — ○ — ・本研究科所定用紙に記入してください。
⑦履歴書 — — — ○ ・本研究科所定用紙に記入してください。
⑧住民票【写し】 — — — ○ ・志願者本人の在留期間・在留資格が表記されていること。

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。

　35,000円
○入学検定料
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※入学後、「人間行動学専攻 臨床心理学コース」は臨床心理実習費として30,000円、心理実践実習費として30,000円が必要となります。

【人間行動学専攻・臨床教育学専攻】 （単位：円）

　合格者は、入学手続締切日（消印有効）までに、学費を納めた上で、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。
　・ 卒業見込の出願資格で受験した者で、2022年3月31日までに大学を卒業できない等、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。
　・卒業見込で出願し、合格した者は、入学時に卒業証明書の提出が必要です。
　・人間行動学専攻の「臨床心理学コース」関連の授業は、主に三木キャンパスで実施されます。
　・臨床教育学専攻に関連する授業は、主に尼崎キャンパスで実施されます。

　入学手続完了後に入学を辞退する場合、辞退期限〔2022年3月31日（木）午後5時必着〕までに必要事項を
記入の上、書面にて提出してください。入学金を除くすべての納入金を返還します。（注）郵送の場合は、
当日午後5時までに必着のこと。締切日の午後5時以降の申し出については返還しません。
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。

○入学辞退および納入金の返還について

○入学手続

○学費

項　目
一 般 選 抜 型 社会人選抜型・外国人留学生選抜型

備　考
本学卒業生 他大学等卒業生 本学卒業生 他大学等卒業生

入学金 入学手続時 免除 入学手続時 200,000 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 360,000 入学手続時 360,000
入学手続時 180,000 入学手続時 180,000

《一般選抜型》
２期に分納

《社会人・外国人
留学生選抜型》

４期に分納

180,000 180,000

360,000 360,000
180,000 180,000

180,000 180,000

総額 720,000 920,000 720,000 920,000

　・合格発表日の午前10時から「WEB出願サイト」のマイページ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、一切応じられません。

○合格発表

※学費納入手続に関しては、変更となる場合があります。

※学費は2期分納式です。

 （単位：円）

社会人特別選抜型（長期履修学生用）

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

本学卒業生 免除
1,440,000 720,000 720,000 480,000 360,000 288,000

他大学等卒業生 200,000
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　１ページを参照してください。

　次の各項目のいずれかに該当する者。
（１） 大学を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者。
（２） 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者および2022年3月までに授与される見込みの者。
（３） 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者および2022年3月までに修了見込みの者。
（４）   外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の16年の課

程を修了した者および2022年3月までに修了見込みの者。
（５） 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者および2022年3月までに修了見込みの者。
（６） 文部科学大臣の指定した者。
（７）   本研究科において、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で、

22歳（2022年4月1日時点）に達する者。（注）

　　（注）   個別の入学資格審査の対象となる者は「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者やその他の教育施設の
修了者など大学卒業資格を有していない者」です。上記出願資格（７）の資格により受験を希望する場合は、出願に先
立ち、個別の資格審査が必要になります。申請方法については、２ページを参照してください。

　次の（１）〜（４）に基づき、総合的に判定します（400点満点）。
　（１） 研究計画書
　（２） 筆記試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：「英語」60分・80点、「専門科目」90分・160点
　　　　臨床教育学専攻：「英語」60分・100点、「専門科目」90分・200点

　２ページを参照してください。

　（３） 面接試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：個人面接、20分程度、160点
　　　　臨床教育学専攻：個人面接、20分程度、100点
　（４） 出願書類

※英語に関しては、辞書（英和）の使用を認めます。ただし、電子辞書の使用は不可です。

○募集人員

○出願資格

○時間

○選考方法

○出願方法

一般選抜型

筆記試験 専攻・コース 出題内容

英　語
人間行動学

専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的英語能力を問う。

臨床教育学専攻 教育学の分野に関する基礎的英語能力を問う。

専門科目
人間行動学

専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的知識を問う。

臨床教育学専攻 教育学の分野に関する基礎的知識を問う。

集合時間 英語 専門科目 面接
9：40 10：00〜11：00 11：30〜13：00 14：00〜
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　１ページを参照してください。

　次の各項目のいずれかに該当する者。
（１）   出願時までに、４年制大学卒業後、２年以上の職業経験（アルバイト、臨時従業員などの場合を含む）、

あるいは２年以上の社会的経験（家事、育児、介護等に従事している者、ボランティア活動などの経験
を含む）を有する者。

（２） 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記（１）に準ずるものとして認めた者。（注）

　　（注）   個別の入学資格審査の対象となる者は「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者やその他の教育施設
の修了者など大学卒業資格を有していない者」です。上記出願資格（２）の資格により受験を希望する場合は、出願
に先立ち、個別の資格審査が必要になります。申請方法については、２ページを参照してください。

　次の（１）〜（４）に基づき、総合的に判定します（400点満点）。
　（１） 研究計画書
　（２） 筆記試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：「英語」60分・80点、「専門科目」90分・160点
　　　　臨床教育学専攻：「小論文」60分・100点、「専門科目」90分・200点

　２ページを参照してください。

　（３） 面接試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：個人面接、20分程度、160点
　　　　臨床教育学専攻：個人面接、20分程度、100点
　（４） 出願書類

※英語に関しては、辞書（英和）の使用を認めます。ただし、電子辞書の使用は不可です。

○募集人員

○出願資格

○時間

○選考方法

○出願方法

社会人選抜型

筆記試験 専攻・コース 出題内容

英　語 人間行動学
専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的英語能力を問う。

小論文 臨床教育学専攻 教育現場の問題について、論理的な構成力、表現力を問う。

専門科目
人間行動学

専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的知識を問う。

臨床教育学専攻 教育学の分野に関する基礎的知識を問う。

集合時間 英語または小論文 専門科目 面接
9：40 10：00〜11：00 11：30〜13：00 14：00〜
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　 １ページを参照してください。社会人特別選抜型（長期履修学生用）は、「人間行動学専攻 臨床心理学コース」
については実施しません。

　次の各項目のいずれかに該当する者。
（１）   出願時までに、４年制大学卒業後、２年以上の職業経験（アルバイト、臨時従業員などの場合を含む）、

あるいは２年以上の社会的経験（家事、育児、介護等に従事している者、ボランティア活動などの経験
を含む）を有する者。

（２） 本研究科において、個別の入学資格審査により、上記（１）に準ずるものとして認めた者。（注）

　　（注）   個別の入学資格審査の対象となる者は「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者やその他の教育施設
の修了者など大学卒業資格を有していない者」です。上記出願資格（２）の資格により受験を希望する場合は、出願
に先立ち、個別の資格審査が必要になります。申請方法については、２ページを参照してください。

社会人特別選抜型（長期履修学生用）は、長期履修制度※を利用して学ぶ方を対象とした入試です。
※長期履修制度
　 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

ぶことができる制度です。また、長期履修学生に対しては、学費体系についても考慮されています（３ページを参照してくだ
さい）。

　次の（１）〜（４）に基づき、総合的に判定します（400点満点）。
　（１） 研究計画書
　（２） 筆記試験（「小論文」60分・100点、「専門科目」90分・200点）

　２ページを参照してください。

　（３） 面接試験（個人面接、20分程度、100点）
　（４） 出願書類（長期履修申請書を含む）

○募集人員

○出願資格

○時間

○選考方法

○出願方法

社会人特別選抜型（長期履修学生用）

筆記試験 専攻 出題内容
小論文

臨床教育学専攻
教育現場の問題について、論理的な構成力、表現力を問う。

専門科目 教育学の分野に関する基礎的知識を問う。

集合時間 小論文 専門科目 面接
9：40 10：00〜11：00 11：30〜13：00 14：00〜
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　１ページを参照してください。

　留学の在留資格を取得でき、2022年4月に入学可能な者で、次の各項目のいずれかに該当する者。
（１） 日本において、外国人留学生として大学を卒業した者および2022年3月卒業見込みの者。
（２） 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者および2022年3月までに修了見込みの者。
（３）   日本において、外国人留学生として文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者および

2022年3月までに修了見込みの者。
（４）   本研究科において、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で、

22歳（2022年4月1日時点）に達する者。（注）

　　（注）   個別の入学資格審査の対象となる者は「短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業者やその他の教育施設の
修了者など大学卒業資格を有していない者」です。上記出願資格（４）の資格により受験を希望する場合は、出願に先
立ち、個別の資格審査が必要になります。申請方法については、２ページを参照してください。

　次の（１）〜（４）に基づき、総合的に判定します（400点満点）。
　（１） 研究計画書
　（２） 筆記試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：「英語」60分・80点、「専門科目」90分・160点
　　　　臨床教育学専攻：「小論文」60分・100点、「専門科目」90分・200点

　２ページを参照してください。

　（３） 面接試験
　　　　人間行動学専攻 臨床心理学コース：個人面接、20分程度、160点
　　　　臨床教育学専攻：個人面接、20分程度、100点
　（４） 出願書類

※英語に関しては、辞書（英和）の使用を認めます。ただし、電子辞書の使用は不可です。

○募集人員

○出願資格

○時間

○選考方法

○出願方法

外国人留学生選抜型

筆記試験 専攻・コース 出題内容

英　語 人間行動学
専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的英語能力を問う。

小論文 臨床教育学専攻 教育現場の問題について、論理的な構成力、表現力を問う。

専門科目
人間行動学

専攻 臨床心理学コース 臨床心理学、一般心理学の分野に関する基礎的知識を問う。

臨床教育学専攻 教育学の分野に関する基礎的知識を問う。

集合時間 英語または小論文 専門科目 面接
9：40 10：00〜11：00 11：30〜13：00 14：00〜
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■当日の予定

　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。

■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マイページより印刷し、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。
　・ 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、

携帯電話等は禁止です。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。

○受験に関する注意

　入学試験時に特別な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.06-6496-4120）までご
相談ください（場合によっては、健康診断書など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。

○受験上の配慮が必要な場合について

　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。

○個人情報の取り扱いについて

　「令和4年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」に則って入試
を実施します。特に諸注意がある場合は、マイページにて告知する場合があります。

○新型コロナウイルス感染症に対する対応について

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
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○試験場案内

入試当日、本学会場（三木キャンパス）へは7ヶ所よりスクールバスで送迎いたします。

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

社　　　発
○神姫バス社営業所

AM ８：20発

加東警察署 

加東警察署前

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
マート

スクー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：06-6496-4120）までご連絡ください。

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。

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
パーキング

山陽明石駅

JR明石駅

ピオレ明石

尼崎新都心
病院

老人ホーム（株）
アシックス
関西支社

KDI
ビル

賃貸
住宅

複合商業施設

尼 崎
CAMPUS

アミング
潮江

分譲住宅
あまがさき

キューズモール

フィットネス
クラブ

尼崎フロントビル

JR尼崎駅北NKビル

JR尼崎駅

「緑が丘駅北」交差点

「御坂」交差点

三木東IC

「志染大橋北詰」交差点

志染中学校
志染小学校GS

至▲ネスタリゾート神戸

山陽自動車道

「緑が丘駅前」交差点

広野高原病院

コープこうべ

三井住友銀行
スクールバス
乗り場

ロータリー

「緑が丘東3丁目」バス停

緑が丘中学校

緑が丘東小学校

三木総合
防災公園

読売新聞

三木北
高校

イオン

◀至三木 至新開地▶

◀至岡山 至大阪▶

至三田▶

至「西盛口」
交差点

神戸電鉄
緑が丘駅

イオン

JR三ノ宮駅から約35分
JR明石駅から約45分
各駅からスクールバス運行

〒673-0521 兵庫県三木市志染町青山1丁目18番
　　　　　　TEL ／0794-85-2288（代表）

■ 三 木 CAMPUS ■ 尼 崎 CAMPUS

JR大阪駅からJR尼崎駅まで約5分
JR三ノ宮駅からJR尼崎駅まで約14分

JR尼崎駅から徒歩約5分

〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目3番23号
　　　　　 TEL ／06-6498-4755（代表）
　　　　　 入試課TEL ／06-6496-4120

◀至西宮・宝塚
至大阪▶

三 木
CAMPUS

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

神戸阪急

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

西神中央駅
ショッピング
センター



尼崎キャンパス 入試課
〒661-0976　兵庫県尼崎市潮江1-3-23
TEL.06-6496-4120　FAX.06-6496-4318
E-mail：exam@kuins.ac.jp　https://www.kuins.ac.jp


