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ユニティの加盟大学と主な事業

ユニティの高大連携講座

普段学ばないことや、レポートの書き方、車イスでの体験ができ
て、とてもよかったです。自分がそんなに興味がないなと思って
も、受講してみると考えが変わるかもしれないので、ぜひ受講し
てみて下さい。

社会学

高校にはない、新しくておもしろい科目に出会えたと思いました。
レジャーでは、普段は見る側として楽しむアトラクション施設な
どの裏側を知ることができ、また別の角度でアトラクションを楽
しめると思いました。また、大学生に対してのイメー ジも沸い
て、自分の中での未来を描く良い材料になりました。

スポーツマネジメント

受 講 生 体 験 記

普段受けている高校での授業とはちがい、TVを使って映像を見
たりと、毎回授業というよりプレゼンテーションを受けているよ
うでした。周りはもちろん大学生ばかりで、制服を着ていないの
で個々それぞれ、自由で開放的な印象をもちました。毎週行くの
は少し大変に感じるかもしれませんが、静かな自習スペースもあ
るので、授業の前後に活用できて良かったです。

臨床心理学入門 1

最初は受講の内容が理解できるか不安でしたが、工芸品の写真や
年表などのわかりやすい資料があり、初めてでも安心して受講で
きました。工芸展では普段なら聴くことのできない展示作品の解
説がとても新鮮でした。大学の授業といっても難しすぎるもので
はなく、初めてでも安心して勉強ができました。

工芸史

「大学 交流戦 with U」～第 18回神戸研究学園都市交流戦を終えて～

　2017年 5月 20日から 7月 22日にかけて、神戸研究学園
都市大学交流戦が行われました。この神戸研究学園都市大学
交流戦は、学園都市の学生がスポーツを通じて学校の垣根を
越えて相互に高め合い、さらに地域の皆様との交流を深めて
いくことを目的に 2000年から続いています。今年は高専や専
門学校を含む 6校が参加し、13種目の競技が行われました。
学生全員が日頃の練習の成果を発揮し、仲間と協力しながら
競い合いました。
　今年のスローガンは、それぞれの学校が互いに協力し、切
磋琢磨すること、また、交流戦を地域のすべての人に知って
いただき、参加していただきたいという気持ちを込め、「大学、
交流戦、with U」と定めました。Uには University(大学 )と、
Youという意味を込めています。
　競技の他に、毎年、地域の方々と各学校の学生の交流を目
的としてレクリエーションを行います。今年は前年に倣い、
ドッヂボールのボールを布フリスビーに変えて行うドッヂ
ビー大会を行いました。大勢の地域の小学生と保護者の方々
に参加していただき、大盛り上がりのイベントとなりました。
来年はさらに参加者の幅を中高生やお年寄りの方にまで広げ
ることができたらと思っております。

　今回、大会会長として交流戦の運営をさせていただく中で、
学校や地域の多くの方々に協力をしていただき、この大会は
まさに地域交流の中で成り立っている行事なのだと実感しま
した。さらに、地域の方に「今年もやるんだね、頑張ってね」
と声を掛けていただくこともあり、毎年続けていくことの大
切さも感じました。今年の反省をしっかりと後輩へと引き継
ぎ、来年は地域の方々と学生の交流がさらに深まる大会にな
るよう努力してまいります。

「ユニティ高大連携講座」は、神戸研究学園都市大学交流推進協議会（ユニティ）を構成する神戸芸術工科大学、神戸市外国語大学、兵庫県
立大学神戸商科キャンパス、流通科学大学、神戸市立工業高等専門学校、神戸市看護大学が、神戸市内の提携高校の高校生の皆様に、進路
指導選択及び教養・知識向上を目的として、大学の授業を公開しているものです。2003年度に公立高校 14校を対象としてスタートし、現
在では公・私立高校 23校と協定を締結しています。実際の大学の授業を大学生と一緒に受講できるので、提携高校の高校生の皆様は、大
学の授業をぜひ体験してみてください。
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第 1回神戸学生イノベーターズ・グランプリ ( I-1グランプリ )
流通科学大学では、2009年度から実施している商品開発プログラムを、今年度より「神戸学生イノベーターズ・グランプリ(I -1グ
ランプリ )」と名称を新たにし、UNIT Y加盟大学をはじめとした兵庫県下の大学、及び本学協定高校にも門戸を広げ開催していま
す。I -1グランプリは、社会に新しい価値をもたらす変革 (イノベーション )をおこす知恵を備えた人材育成を目的としています。
企業から提示されたテーマに沿って約 3ヶ月間、参加者同士が切磋琢磨しながら調査・研究を行い、年末のプレゼンテーション
会に臨みます。企業の最前線の方々に審査いただき、時には厳しいご助言から、学生一人一人の成長が期待できるものです。今年
度は株式会社伍魚福様にご協力いただいています。

2017年度 メインテーマ『食品分野における「新市場創造型商品」を考えよう！』

＜お問い合わせ＞ 
流通科学大学教務部 
TEL　078-794-3557　FAX　078-794-2312　E-Mail Shakai_Ren@red.umds.ac.jp

＜サブテーマ＞
 1    スーパーにおける新市場創造型商品
 2　酒販店における新市場創造型商品
 3　交通売店における新市場創造型商品
 4　百貨店・自社通販における新市場創造型商品
 5　コンビニエンスストアにおける新市場創造型商品

＜対象＞ 
流通科学大学、学園都市や近郊の大学の学生、及び本学協定校の高校生
(※所属の大学、高校の教職員から指導を受けることができれば、個人やゼミ以外のチームでも参加可能 )

＜スケジュール概略＞
 9 月 20日   (水 )   開会式 (於 :流通科学大学 )
10月 12日  (木 )  テーマ解題説明会 (於 :流通科学大学 )
10月 18日  (水 )  会社見学会及び質問会 (於 :株式会社伍魚福本社工場 )
10月 29日  (日 )  中間プレゼンテーション会 (於 :流通科学大学 )
12月 16日  (土 )  最終プレゼンテーション会 (於 :流通科学大学 )

(実施イメージ : 2 0 1 6年度学園都市大学対抗ゼミ企画　フジッコ杯 )
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神戸芸術工科大学

神戸市外国語大学

兵庫県立大学 (神戸商科キャンパス )

開催

開催

開催

学園祭特集

今年の商大祭は 11月 3日 (金 )から 11月 5日 (日 )の 3日間あり、1日

目の目玉としては現金 5万円をかけたゲームがあり、2日目は大学一の美

男、美女を決める Miss＆ Mister Contest、ビンゴがあります。さらに 3

日目は皆様に楽しんでいただけるようなお笑い芸人さん 3組によるお笑い

ライブがあります。(観覧無料 )そして商大祭 3日間を締めくくる後夜祭

ではMiss&Mister Contestの結果発表と 2度目のビンゴ、最後には花火も打ち上がります。また 3日間を通して展示会が出展され、さらに模擬店とフリー

マーケットも出店される予定です。お子さん向けにミニゲームも用意しております。このように小さいお子さんから大人の方まで青春を味わえるよう

な 3日間となっておりますので是非お越し下さい。

11 月 3 日( 金 )10:00 ～ 17:00
11 月 4 日( 土 )10:00 ～ 17:00
11 月 5 日( 日 )10:00 ～ 18:30

11 月 4 日 ( 土 )　12:00 ～ 19:00 
11 月 5 日 ( 日 )　10:00 ～ 19:00 

10 月 14 日 ( 土 )　11:00 ～ 17:00 
10 月 15 日 ( 日 )　11:00 ～ 17:00 

2017年の外大祭は "おいしいものいっぱい、楽しいものいっぱい "でご来
場の皆様を幸せいっぱいにします！毎年恒例のガラガラ抽選会やビンゴ大
会で豪華景品が当たるチャンスに加え、今年は模擬店のスタンプラリーも
開催 !模擬店を巡って、景品をゲットしましょう！そして、外大生による
鮮やかなパフォーマンスや吉本芸人ライブなどのステージ企画に、外大な
らではの教室展示も盛りだくさん。フリーマーケットや縁日、ゴーストハ
ウスなど、幅広いお客様に楽しんでもらえるような外大祭です。皆様のご
来場をお待ちしております !

(詳しい情報は、Twitterアカウント @gaidaisaiで検索 ) 

公式 HP　http://syoudaisai.sakura.ne.jp/

公式 Twitter https://mobile.twitter.com/syoudaisai?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fsyoudaisai.sakura.ne.jp%2F

今年の商大祭のテーマは

「青春開花の音がする」です。

「満福祭～おなかをすかせてきてくだ祭～」

大学全体を芸術家の作業場であるアトリエと考え、ワークショップ
など各種企画を通して、ものを作る喜びや楽しさを職人 (=学生たち )

から感じてほしいという意味を込めています。
今年のメインイベントは各種ワークショップ !

子供から大人まで楽しめる企画をたくさん用意しています !

ぜひ、私たちのアトリエに遊びに来てください。

　　　　　 ・ワークショップ                  ・ゲスト講演会 (お笑いライブ )
　　　　　・模擬店 (食品・雑貨 )　  ・ステージ ・ライブハウス
　　　　　・ファッションショー　    ・テーマ作品コンテスト
　　　　　・三年生作品展示　　　　　　　　　　　　　　　etc…

今年のテーマは
　　「アトリエ～職人たちのまち～」
　　　　　　　　　　　　      　です。
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開催

開催

流通科学大学

神戸市立工業高等専門学校

神戸市看護大学

様々な方と協力して創り上げたいとの願いを込めて、テーマを「創」にしました。
常に革新を続ける流通科学大学に相応しいりゅうか祭となっていますので、是非お越
しください。皆様のご来場をお待ちしております！！

・模擬店　　　　　　　　・ステージイベント
・ビンゴ大会　　　　　　・子供広場
・教室展示　　　　　　　・フリーマーケット

その他多数のイベントを企画しています。

今年のテーマは「創」です。

11 月 11 日 ( 土 )　10:00 ～ 17:00 
11 月 12 日 ( 日 )　10:00 ～ 17:00

10 月 28 日 ( 土 )　 10:00 ～ 17:00 
10 月 29 日 ( 日 )　 10:00 ～ 16:00

平成 30 年 春に開催予定です。

今年のテーマは

　　COLORS です。
全校生一人一人が力を合わせて、より良い高専祭を作り
上げることをめざします。学科展示・文化部展示・クラ
ス企画の他、来場者の方にも一緒に楽しんでいただける
ステージ企画もあります。
模擬店も多数出店しますので、ぜひご利用下さい。
多くの方のご来場をお待ちしております。
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平成29年

お問い合わせ・申し込み先

ユニティ加盟大学イベントカレンダー
◆ 神戸芸術工科大学　　　　　　　　　  078-794-5039          ◆ 神戸外国語大学　　078-794-8121
◆ 兵庫県立大学 (神戸商科キャンパス )　078-794-5184　　  ◆ 流通科学大学　        078-794-3555
◆ 神戸市立工業高等専門学校　                 078-795-3311 　     ◆ 神戸市看護大学　　078-794-8080
◆ ユニティ　                                                      078-794-4970

月日 時間 イベント内容 申込 参加費 大学名

9月 21日
～ 12月 14日
毎週木曜日
 全 12回
(11月 23日除く )

13時 ～ 14時 30分

オープンセミナー 2017後期
語学講座
3D版アメリカ文学を読む
※会場　神戸国際協力交流センター

要
14,400円

(12回通し、
前払い )

神戸市外国語大学

9月 25日
～ 10月 23日
毎週月曜日
全 4回
 (10月 9日除く )

15時 ～ 16時 30分

オープンセミナー 2017後期
教養講座  名作はこのように始まる
　              －イギリス小説の書き出し
※会場　神戸国際協力交流センター

要
4,800円

(4回通し、
前払い )

神戸市外国語大学

 9月 25日
 ～ 12月 18日
毎週月曜日 
全 12回
(10月 9日除く )

14時 25分 ～15時 55分
オープンセミナー 2017後期
語学講座
使って話せるスペイン語講座 2

要
14,400円

(12回通し、
前払い )

神戸市外国語大学

10月 4日
～ 10月 28日
水曜日と土曜日　
全 8回

水：18時 ～ 20時
土：14時 ～ 16時

2017年度
神戸市外国語大学市民講座
不思議の国ロシアの 8つの真実

要

1 回 1,000 円
8 回通し
5,000 円

(高校生・大学
は学生証提示
で半額 )

神戸市外国語大学

10月 5日
～ 10月 26日　
毎週木曜日
全 4回

18時 ～ 19時 30分
オープンセミナー 2017後期
教養講座　敦煌とチベット
※会場   兵庫県立神戸生活創造センター

要
4,800円

(4回通し、
前払い )

神戸市外国語大学

10月 11日 (水 ) 13時 30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談   in Unity 要 無料 神戸市看護大学

10月 13日 (金 ) 10時 ～ 13時
公開講座
「市民活動を学ぶ：
　これから地域で活躍するために」

要 500円
兵庫県立大学
神戸商科
キャンパス

10月 14日 (土 ) 11時 ～ 17時 学祭＋オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

10月 14日 (土 ) 13時  ～ 16時
公開講座
「グラッサーと

  アドラーの心理学に学ぶ」
要 2,000円

兵庫県立大学
神戸商科
キャンパス

10月 15日 (日 ) 11時 ～ 17時 学祭＋オープンキャンパス 不要 無料 神戸芸術工科大学

10月 26日 (木 ) 14時 ～ 16時
もの忘れ看護相談
(ミニ講義・相談 )
「身近にできる認知症への対策」

不要 無料 神戸市看護大学

10月 27日 (金 ) 14時 ～ 16時 生活体力を測ってみませんか？  不要 無料 神戸市看護大学

10月 28日 (土 ) 10時 ～ 16時 ハロウィンパーティー 不要 無料 流通科学大学

10月 28日 (土 )
10月 29日 (日 )

10時 ～ 17時
10時 ～ 16時

 高専祭 不要 無料
神戸市立工業
高等専門学校
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月日 時間 イベント内容 申込 参加費 大学名

10月 28日 (土 ) 13時 ～ 16時 10分 
公開講座
「日本のものづくりの基盤を担う

  中小企業の経営戦略」
要 1,000円

兵庫県立大学
神戸商科
キャンパス

10月 29日 (日 )
10時 ～ 11時
13時 ～ 14時
15時 ～ 16時

中学生・保護者対象入試説明会

不要
(当日 30
分前から
受付開始 )

無料
神戸市立工業
高等専門学校

11月 3日 (金 )
 ～ 11月 5日 (日 )

3日：10時 ～17時
4日：10時 ～17時
5日：10時 ～18時 30分

兵庫県立大学祭　商大祭 2017
 ～青春開花の音がする～

一部
要

一部
有料

兵庫県立大学
神戸商科
キャンパス

11月 4 日 (土 )
～ 11月 5日 (日 )

4日：12 時 ～ 19 時
5日：10 時 ～ 19 時

神戸市外国語大学　学園祭
外大祭 2017「満福祭～おなかをす
かせてきてくだ祭～」

不要 無料 神戸市外国語大学

11月 9日 (木 ) 13時30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談  in Unity 要 無料 神戸市看護大学

11月 11日 (土 )
～ 11月 12日 (日 )

10時 ～ 17時 りゅうか祭 (流通科学大学学園祭 ) 不要 無料 流通科学大学

11月 14日
 ～ 12月 5日
毎週火曜日  全 4回

17時 50分 ～ 19時 20分
オープンセミナー 2017後期
教養講座　「脱亜入欧 (米 )」からの
脱却－ 21世紀日本の課題」

要
4,800円

(4回通し、
前払い )

神戸市外国語大学

11月 15日 (水 ) 13時 30分 ～ 15時 30分 子育て支援 不要 無料 神戸市看護大学

11月 25 日 (土 )
～ 11月 26日 (日 )

未定
神戸市外国語大学　語劇祭
※会場　アートビレッジセンター

不要
1 公演につき

500 円
神戸市外国語大学

12月    1日 (金 ) 14時 ～ 16時

もの忘れ看護相談
(ミニ講義・相談 )
「もの忘れかも？と思ったら～受診
のタイミングと受診先の選び方～」

不要 無料 神戸市看護大学

12月    7日 (木 ) 13時 30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談  in Unity 要 無料 神戸市看護大学

12月    9日 (土 ) 13時 30分 ～ 17時 20分
第 7 回全国大学生マーケティング
コンテスト 決勝大会

不要 無料 神戸市外国語大学

12月 16日 (土 ) 未定 大学見学会 要 無料 神戸芸術工科大学

  1月    5日 (金 ) 13時 30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談  in Unity 要 無料 神戸市看護大学

  2月    7日 (水 ) 13時 30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談  in Unity 要 無料 神戸市看護大学

  2月    8日 (木 ) 13時 30分 ～ 15時 30分 子育て支援 不要 無料 神戸市看護大学

  2月    9日 (金 ) 未定 卒展見学会 不要 無料 神戸芸術工科大学

  2月 10日 (土 ) 未定 卒展見学会 不要 無料 神戸芸術工科大学

  2月 11日 (日 ) 未定 卒展見学会 不要 無料 神戸芸術工科大学

  2月 11日 (日・祝 )
① 9時45分～11時 45分
②13時 30分～15時 30分
①②のいずれかを選択

プレパパ・プレママセミナー 要 無料 神戸市看護大学

  2月 18日 (日 ) 14時 ～ 16時 2.10はフットの日～健康は足から～ 要 無料 神戸市看護大学

  3月    3日 (土 ) 未定 大学院オープンキャンパス 不要 無料 神戸市看護大学

  3月    7日 (水 ) 13時 30分 ～ 15時 30分 子育て支援 不要 無料 神戸市看護大学

  3月    7日 (水 ) 13時 30分 ～ 16時 40分 こころと身体の看護相談  in Unity 要 無料 神戸市看護大学

  3月 10日 (土 ) 未定 大学見学会 要 無料 神戸芸術工科大学

※神戸市外国語大学のみ申し込みが必要なものは必要事項を記入し、e-mail で申込（8 月 1 日より先着順）



8

平成３０年度ユニティ加盟大学入試情報

■神戸芸術工科大学 ☎ 0120-514-103

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

推薦入試〈全国枠〉 平成 29年 11月 1日 (水 )
～ 11月 10日 (金 )  17時【必着】 書留速達 平成 29年 11月 25日 (土 )

推薦入試〈神戸市内枠〉 平成 29年 11月 1日 (水 )
～ 11月 10日 (金 )  17時【必着】 書留速達 平成 29年 11月 25日 (土 )

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

資格推薦入学試験Ⅰ 平成 29年 10月 20日 (金 )
～ 11月 1日 (水 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 29年 11月 2日 (木 )
のみ窓口受付

平成 29年 11月 11日 (土 )

資格推薦入学試験Ⅱ
平成 29年 11月 20日 (月 )
～ 12月 1日 (金 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 29年 12月 2日 (土 )
のみ窓口受付

平成 29年 12月 10日 (日 )

推薦入学試験 (前期 )
平成 29年 10月 20日 (金 )
～ 11月 1日 (水 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 29年 11月 2日 (木 )
のみ窓口受付

平成 29年 11月 11日 (土 )
平成 29年 11月 12日 (日 )

推薦入学試験 (後期 )
平成 29年 11月 20日 (月 )
～ 12月 1日 (金 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 29年 12月 2日 (土 )
のみ窓口受付

平成 29年 12月 10日 (日 )

一般入学試験 (前期 )
平成 30年 1月 5日 (金 )
～ 1月 18日 (木 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 30年 1月 19日 (金 )
のみ窓口受付

平成 30年   1月 27日 (土 )
平成 30年   1月 28日 (日 )

一般入学試験 (後期 )
平成 30年 2月 20日 (火 )
～ 3月 6日 (火 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 30年 3月 7日 (水 )
のみ窓口受付

平成 30年   3月 12日 (月 )

大学入試センター試験利用
入学試験 (前期 )

平成 30年 1月 5日 (金 )
～ 2月 2日 (金 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 30年 2月 3日 (土 )
のみ窓口受付

本学での独自の試験は
行いません。

大学入試センター試験利用
入学試験 (後期 )

平成 30年 2月 20日 (火 )
～ 3月 2日 (金 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 30年 3月 3日 (土 )
のみ窓口受付

本学での独自の試験は
行いません。

留学生、帰国生、
社会人入学試験

平成 29年 10月 3日 (火 )
～ 10月 16日 (月 )【当日消印有効】

簡易書留速達
※平成 29年 10月 17日 (火 )
のみ窓口受付

平成 29年 11月 11日 (土 )

☎ 078-794-8121■神戸市外国語大学

入試の種類 出願期間 試験日

大学入試センター試験 平成 29年 9月 26日 (火 )
　　　   ～ 10月 6日 (金 )

平成 30年 1月 13日 (土 ) 
　　　　　1月 14日 (日 )
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☎ 078-794-6179　(学務課 )■兵庫県立大学　神戸商科キャンパス
入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

推薦入試
(普通科 )

平成 29年 11月 1日 (水 )～ 11月 7日 (火 )
【必着】

書留速達
※ 11月 7日 (火 )
のみ窓口受付

平成 29 年 11月25 日 (土 )

推薦入試
(商業科等 (経営学部 ))

平成 29年 11月 1日 (水 )～ 11月 7日 (火 )
【必着】

書留速達
※ 11月 7日 (火 )
のみ窓口受付

平成 29年 11月 2 6日 (日 )

外国人留学生特別選抜 平成 30年   1月  4日 (木 )～   1月 11日 (木 )
【必着】

原則窓口受付。窓口持参が難し
い場合は書留速達も可。その場
合は試験前日の 16時までにパ
スポートを窓口へ持参し、提示
すること。

平成 30年   1 月 2 7日 (土 )

推薦入試
(商業科等 (経済学部 ))

平成 30年  1月  4日 (木 )～1月 11日 (木 )
【必着】

書留速達
※ 1月 11日 (木 )
のみ窓口受付

平成 30 年   1 月 27日 (土 )     

一般入試 (前期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【必着】

書留速達
※ 1月 31日 (水 )
のみ窓口受付

平成 30年   2 月 25日 (日 )

一般入試 (後期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【必着】

書留速達
※ 1月 31日 (水 )
のみ窓口受付

平成 30年   3 月 12日 (月 )

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

帰国子女特別選抜 平成 29年 11月 1日 (水 )
～ 11月 10日 (金 )  17時【必着】

書留速達
資格審査期間内 (平成 29年 9
月 1日 (金 )～ 12日 (火 )17時
必着 )に本学の出願資格審査を
受け、資格認定された場合に限
り出願を認めるものとします。

平成 29年 11月 25日 (土 )

外国人留学生特別選抜 平成 29年 11月 1日 (水 )
～ 11月 10日 (金 )  17時【必着】

書留速達
資格審査期間内 (平成 29年 9
月 1日 (金 )～ 12日 (火 )17時
必着 )に本学の出願資格審査を
受け、資格認定された場合に限
り出願を認めるものとします。

平成 29年 11月 25日 (土 )

社会人特別選抜 平成 29年 11月 1日 (水 )
～ 11月 10日 (金 )  17時【必着】 書留速達 平成 29年 11月 25日 (土 )

　　　　　11月 26日 (日 )

一般入試 (前期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【消印有効】 書留速達 平成 30年   2月 25日 (日 )

一般入試 (後期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【消印有効】 書留速達 平成 30年   3月 12日 (月 )
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☎ 078-794-2231■流通科学大学
入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

AO入試 (前期型 ) 平成 29年 9月 4日 (月 )～ 9月 25日 (月 ) ネット出願のみ 平成 29年 10月   7日 (土 )

AO入試 (後期型 ) 平成 30年 2月  9日 (金 )～ 3月   2日 (金 ) ネット出願のみ 平成 30年    3月 10日 (土 )

プレゼンテーション入試 平成 29年 9月 4日 (月 )～ 9月 25日 (月 ) ネット出願のみ 平成 29年 10月   7日 (土 )

商業系等資格特別推薦入試
(前期 )

平成 29年 10月 4日 (水 )～ 10月 20日 (金 ) ネット出願のみ 平成 29年 11月
　   3日 (金・祝 )  4日 (土 )

商業系等資格特別推薦入試
(後期 )

平成29年11月13日 (月 )～11月29日 (水 ) ネット出願のみ 平成 29年 12月   9日 (土 )

公募推薦入試 ( 1科目型 ) 平成 29年 10月 4日 (水 )～ 10月 20日 (金 ) ネット出願のみ 平成 29年 11月
       3日 (金・祝 )  4日 (土 )

公募推薦入試 ( 2科目型 ) 平成 29年 10月 4日 (水 )～ 10月 20日 (金 ) ネット出願のみ 平成 29年 11月
       3日 (金・祝 )  4日 (土 )

公募推薦入試 (作文型 ) 平成29年11月13日 (月 )～11月29日 (水 ) ネット出願のみ 平成 29年 12月   9日 (土 )

流通業界特別推薦入試
(商学部のみ )

平成 29年 10月 23日 (月 )～ 11月 2日 (木 ) ネット出願のみ 平成 29年 11月 18日 (土 )

指定校推薦入試 平成 29年 10月 23日 (月 )～ 11月 2日 (木 ) 願書出願のみ 平成 29年 11月 18日 (土 )

課外活動指定校推薦入試 平成 29年 10月 23日 (月 )～ 11月 2日 (木 ) 願書出願のみ 平成 29年 11月 19日 (日 )

クラブ推薦入試 (前期型 ) 平成 29年 9月 4日 (月 )～ 9月 25日 (月 ) 願書出願のみ 平成 29年 10月   7日 (土 )

クラブ推薦入試 (中期型 ) 平成29年11月13日 (月 )～11月29日 (水 ) 願書出願のみ 平成 29年 12月   9日 (土 )

クラブ推薦入試 (後期型 ) 平成 30年  2月  9日 (金 )～ 3月 2日 (金 ) 願書出願のみ 平成 30年   3月 10日 (土 )

一般入試 (前期、2科目型 )
平成 29年 12月 18日 (月 )
～平成 30年 1月 11日 (木 )

ネット出願のみ 平成 30年   1月 20日 (土 )
                       1月 21日 (日 )

一般入試 (前期、3科目型 )
平成 29年 12月 18日 (月 )
～平成 30年 1月 11日 (木 )

ネット出願のみ 平成 30年   1月 20日 (土 )
                       1月 21日 (日 )

一般入試 (中期、3科目型 )
平成 29年 12月 18日 (月 )
～平成 30年 1月 24日 (水 )

ネット出願のみ 平成 30年   2月    2日 (金 )
                       2月    3日 (土 ) 

一般入試 (後期型 ) 平成 30年  2月  9日 (金 )～ 3月 2日 (金 )    ネット出願のみ 平成 30年   3月 10日 (土 )

センター試験利用入試
(前期 2科目型 )

平成 29年 12月 18日 (月 )
～平成 30年 2月 2日 (金 )

ネット出願のみ センター試験利用
本学個別試験なし

センター試験利用入試
(前期 3科目型 )

平成 29年 12月 18日 (月 )
～平成 30年 2月 2日 (金 )

ネット出願のみ センター試験利用
本学個別試験なし

センター試験利用入試
(後期 2科目型 )

平成 30年  2月  9日 (金 )～ 3月 2日 (金 ) ネット出願のみ センター試験利用
本学個別試験なし

センター試験利用入試
(後期 3科目型 )

平成 30年  2月  9日 (金 )～ 3月 2日 (金 )  ネット出願のみ センター試験利用
本学個別試験なし

社会人入試  (前期型 )
帰国生徒入試 (前期型 )
編入学試験 (前期型 )

平成 29年 10月 23日 (月 )～ 11月 2日 (木 ) ネット出願のみ 平成 29年 11月 18日 (土 )
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■神戸市看護大学

■兵庫県立大学　明石看護キャンパス

☎ 078-794-8080

☎ 078-925-9404

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

社会人入試 (後期型 )
帰国生徒入試 (後期型 )
編入学試験 (後期型 )

平成 30年 2月 9日 (金 )～ 3月 2日 (金 ) ネット出願のみ 平成 30年   3月 10日 (土 )

外国人留学生入試 (前期型 )
※外国人留学生編入含む 平成29年10月20日 (月 )～10月31日 (火 ) 願書出願のみ 平成 29年 11月 18日 (土 )

外国人留学生入試 (後期型 )
※外国人留学生編入含む 平成 30年 1月 4日 (木 )～ 1月 18日 (木 ) 願書出願のみ 平成 30年   2月   2日 (金 )

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

推薦入試 平成 29年 11月 1日 (水 )～ 11月 8日 (水 )
【必着】

書留速達
窓口受付
(但し 3～ 5日を除く )

平成 29年 11月 18日 (土 )

一般入試 (前期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【必着】

書留速達
窓口受付
(但し 27、28日を除く )

平成 30年 2月 25日 (日 )

一般入試 (後期 )
平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 )
【必着】

書留速達
窓口受付
(但し 27、28日を除く )

平成 30年 3月 12日 (月 )

大学院入試 (博士前期日程 )
2次募集

平成 30年 1月 24日 (水 )～ 1月 31日 (水 )
【必着】

書留速達
窓口受付
(但し 27、28日を除く )

平成 30年 2月 10日 (土 )

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

推薦入試
社会人ＡＯ入試 平成 29年 11月 1日 (水 )～ 11月 10日 (金 ) 簡易書留速達 平成 29年 11月 25日 (土 )

一般入試 (前期 ) 平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 ) 簡易書留速達 平成 30年   2月 25日 (日 )

一般入試 (後期 ) 平成 30年 1月 22日 (月 )～ 1月 31日 (水 ) 簡易書留速達 平成 30年   3月 12日 (月 )

帰国生特別選抜
外国人留学生特別選抜 平成 30年 1月 4日 (木 )～ 1月 18日 (木 ) 簡易書留速達または持参 平成 30年   2月 25日 (日 )

入試の種類 出願期間 受付方法 試験日

本科入試 (推薦 ) 平成 30年 1月 10日 (水 )～ 1月 12日 (金 )
持参または郵送
※簡易書留
1月 12日 (金 )  17時【必着】

平成 30年 1月 20日 (土 )

本科入試 (学力 ) 平成 30年 1月 10日 (水 )～ 1月 17日 (水 )
持参または郵送
※簡易書留
1月 17日 (水 )  17時【必着】

平成 30年 2月 18日 (日 )

■神戸市立工業高等専門学校
・・・・・中学生対象の入試情報・・・・・・・・・・・・・

☎ 078-795-3311
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