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［学校法人常翔学園］
広島国際大学、大阪工業大学、摂南大学
常翔学園中学校・高等学校、常翔啓光学園中学校・高等学校

入学者選抜要項

総合型選抜（前期）
総合型選抜（後期）

Point：上記選抜制度は「100％インターネット出願」となります。
 出願の際は、本冊子（入学者選抜要項）および同封の
 「インターネット出願マニュアル」をご参照ください。



全
学
　我々は、ひとと共にあゆみ、こころに届く医療を実践し、健康・医療・福祉分野で活躍しうる専門職業人を
育成することを使命としています。思いやりのこころや勉学意欲・探究心を持って、ひとや社会の役に立ちた
いと思う人を歓迎します。

アドミッション・ポリシー

学科・専攻 アドミッション・ポリシー

診療放射線学科

　診療放射線領域の高度な診断・治療技術を修得し､ 思いやりと協調性をもってチーム医療の現場で活躍しようとす
る人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・基礎的な数的処理能力および自然科学の知識（数学、理科）。
・日本語・外国語での文章読解力と表現力を身につけ、自分の考えを論理的に他者に伝える力。

医療技術学科
　臨床工学専攻

　医学と工学の接点である医用工学を広く学ぶと共に、臨床工学技士に必要な技術を修得し、協調性をもって医療に
貢献しようとする人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・臨床工学技士に興味を持ち、その専門性修得への意欲。
・ひとの健康を願い、またひととのコミュニケーション力向上に取り組む姿勢。
・基礎的な数的処理能力および自然科学の知識（数学、理科）。
・日本語・外国語での文章読解力と表現力を身につけ、自分の考えを論理的に他者に伝える力。

医療技術学科
　臨床検査学専攻

　臨床検査技師として必要な検査技術、診断能力を修得すると共に、医療現場で求められる協調性とコミュニケーショ
ン力を培い、医療分野で活躍する専門職をめざす人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・臨床検査技師に興味を持ち、その専門性修得への意欲。
・基礎的な自然科学の知識（生物、化学）。
・物理、化学に適用できる基礎的な数学の力。
・日本語・外国語での文章読解力と表現力を身につけ、自分の考えを論理的に他者に伝える力。

救急救命学科

　救急救命士に求められる高度で専門的な知識・技術に加え、規律を重視し、冷静かつ的確に行動することをめざす
人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・人の命を守り、社会に貢献したいという信念を持ち続けることができる者。 
・救急救命士として必要な知識を学ぶ上で必要となる生物などの自然科学の基礎知識。 
・時間厳守、挨拶などの規律を持ち、何事にも誠実に対応できる能力。

リハビリテーション学科
　理学療法学専攻

　ひとの心と体の働きに興味を持ち、運動などを通じて、あらゆる人々のからだの機能回復のサポートをすることに
喜びを感じ、かつ探究心を持ち続け、理学療法学の領域での発展に貢献したい人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・日本語の読解力と表現力、英語の基礎的な読解力。
・生命現象を理解するための基本的な知識。
・文章を理解したり、人にわかりやすく説明する力。

リハビリテーション学科
　作業療法学専攻

　ひとの心と体の両面に関心を持ち、作業を通じてひとを元気にしたいという情熱を持った、老若男女を問わず多く
の人々と関わる事が好きな人を歓迎します。　
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・ひとという存在を様々な角度から理解するために必要な言語的な読解力と表現力。
・生物や生命現象に対する知識。

リハビリテーション学科
　言語聴覚療法学専攻

　コミュニケーションや飲み込みの働きに関心を持ち、その障がいのある人を理解し支援することに情熱を有し、言
語聴覚障害学の領域での活躍をめざす人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・日本語の読解力と表現力、英語の基礎的な読解力。
・高い協調性。

リハビリテーション学科
　義肢装具学専攻

　“医の心”と“ものづくりの技術”に興味があり、義肢装具、福祉機器、福祉用具の設計・製作を通して、健康寿命の
延伸への貢献と、障がいのあるひとや高齢者の支援を行いたい人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・言語的な読解力と表現力。
・ものづくりや、ものの機構に関する興味。
・力学、数学に関する興味や基礎知識。

健康スポーツ学科

　健康・体育・スポーツに関する専門的な知識と技能の修得を目指し、社会の様々な環境において協調性と意欲を
持って人と接することのできる人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・健康・スポーツについて興味・関心を持ち、意欲を持って取り組む姿勢。
・積極的に他者と協力し、物事に関わる力。
・基本的な読解力と表現力。

心理学科

　文系、理系を問わず、心理学に興味があり、積極的に学修し、学んだことを日常に活かす意欲のある人で、ひとを
大切に思い、ひとの役に立ちたい人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・言語的な読解力と表現力。
・自分の考えを適切に相手に伝える力。
・基礎的な自然科学の知識。

医療栄養学科

　「食と栄養」に興味を持ち、「食と栄養の力」で人々の健康維持・増進、病気の予防、改善を図り、健康、医療、福祉、
介護の幅広い分野で活躍したい人。特に、管理栄養士に対する興味と、その専門的な知識の修得に意欲がある人を歓
迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・ひとの健康を願い、またひととのコミュニケーション力向上に取り組む姿勢。
・文章を的確に理解し、論理的な構成に基づいて文章の作成ができる力。
・基礎的な数的処理能力および自然科学の知識。

医療経営学科

　より健やかで豊かな社会を実現するために、広い視野から医療経営を探求し、医療と社会との関わりに興味のある、
向上心のある人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・周囲と協働し、相手の気持ちを理解するとともに自分の考えを論理的に伝えることのできる力。 
・他者に高い関心をもち、社会を理解しふれあう力。
・文章を読解し要約する力。

医療福祉学科
　医療福祉学専攻
　介護福祉学専攻
　保育福祉学専攻

　人が人を支援する対人援助に興味があり、思いやりを持って人に接することのできる人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・人を思いやり共感できる力。
・文章を適切に読解する力。
・自分の考えを文章化する力。
・社会の動きに関心を持ち、情報収集する力。

看護学科

　健康・医療・福祉に関心をもち、看護の基礎的・専門的な知識・技術を修得し、広く社会に貢献したいという熱意
をもった人を歓迎します。
＜入学前に修得が望まれる知識・力＞
・文章や資料等を的確に理解し、論理的に考え、話したり書いたりする力。　
・数学における基礎的な知識と、それらを活用する力。
・科学的に探究する力や態度と、生物や生命現象に対する知識。　
・情報および情報技術を活用するための知識と力。

薬学科

　建学の精神、教育に関する基本方針、ディプロマ・ポリシーを理解し、専門的知識・技能を兼備した「ひとに寄り
そえる薬剤師」として、新しい時代の医療に貢献するという強い志を有する学生を歓迎します。
<入学前に修得が望まれる知識・力>
・自然科学、生命や医療に関する探究心を持ち、自主的・積極的に学び続ける態度。
・ 適切なコミュニケーションを行うために、自分の考えを論理的に他者に伝えるだけでなく、他者の表現を正しく 

理解する語学力・態度。
・基礎的な自然科学の知識および数的処理能力（理科〔物理、化学、生物〕、数学）。
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　（とじ込みのもの　 4種）
◆志望理由書
◆活動記録書・活動レポート（医療福祉学科用）
◆選抜試験および学生生活上の配慮希望票
◆学生生活上の配慮希望事項

総合型選抜とは
　本学の総合型選抜は、アドミッション・ポリシーに基づき、学科（専攻）毎に設定された様々
な選抜項目を総合判定する選抜です。そのため、受験生の意欲や目標が、大学および各学科・
専攻の求める人材像に沿っているかをじっくりと選抜します。

　個人情報保護方針

　�　学園が定めるプライバシーポリシーの詳細については、本学Webサイトで確認してください。

　個人情報の利用目的

　�　本学が取得した住所、氏名、電話番号、メールアドレス等の個人情報は、各選抜の出願から実施、および合否発表から学籍発生までの入学手続作業、
大学での教育・研究および学生生活を開始するにあたり本学が必要と判断した情報（下宿、保険加入などの福利厚生の案内等）の提供、入学前教育に
かかる資料等の送付および諸連絡ならびに各種調査・研究等（選抜制度の改善、志願動向の調査等）に利用します。また、入学前に連絡すべき事項が
発生した場合にも利用します。

　第三者への開示・提供

　�　法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、選抜結果については、
出身学校長の推薦を前提にした選抜の場合は、本人からの提供停止の要請がない限り、出身学校長に対し選抜の結果を通知します。

　�　なお、情報処理会社および協力会社に業務の一部を委託することがあります。その場合は、本学は業務委託先との間で個人情報の適正な取扱いに関
する契約を結ぶ等、適切な指導、監督を行います。

　�　出願書類をご提出いただきました時点で上記の本学園・本学の個人情報取扱いについて、了承を得たこととさせていただきます。

個人情報の取扱いについて



学　部 学科（専攻） 前期 後期

保健医療学部

診療放射線学科 5名 ―
医療技術学科　臨床工学専攻※ 1 4 名 1名
医療技術学科　臨床検査学専攻※ 1 5 名 ―
救急救命学科 5名 ―

総合リハビリテーション学部

リハビリテーション学科　理学療法学専攻 14名 ―
リハビリテーション学科　作業療法学専攻 7名 ―
リハビリテーション学科　言語聴覚療法学専攻 4名 1名
リハビリテーション学科　義肢装具学専攻 4名 1名

健康スポーツ学部 健康スポーツ学科 10名 ―

健康科学部

心理学科� 11名 3 名
医療栄養学科� 4名 2名
医療経営学科� 10名 3 名
医療福祉学科※ 2
　医療福祉学専攻
　介護福祉学専攻
　保育福祉学専攻

12名 3名

看護学部 看護学科� 5 名 ―

薬学部 薬学科 15名 ―

募集学部・学科（専攻）・募集人員
〔注〕1．�医療技術学科、リハビリテーション学科については、専攻毎に募集人員を設けていますので、専攻毎

に志願してください。
　　 2．募集人員は、志願状況によって変動することがあります。
　　 3．医療福祉学科は、学科全体で学生募集を行います。なお、専攻は、入学後にオリエンテーションおよ
　　　　び希望調査を行った後、面談などを通して決定します。
　　　　［定員］医療福祉学専攻：50名、介護福祉学専攻：20名、保育福祉学専攻：30名

�※ 1 �臨床工学専攻、臨床検査学専攻では高度医療に対応したカリキュラムを設定しているため、臨床工学技
士と臨床検査技師の 2 つの国家試験受験資格を取得することはできません。専攻それぞれに対応した国
家資格取得をめざします。

�※ 2 �各専攻、 2 つの国家資格の取得をめざすことが可能ですが、教員免許状の取得を希望する場合には、カ
リキュラムの関係で、取得できる国家資格に制限がありますので、出願前に入試センターまでご相談く
ださい。

【注】�新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、掲載されている選抜方法とは異なる方法で選抜を実施
する場合があります。

　　　変更になった場合は、本学ホームページで周知します。
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実施学部 全学部・全学科

出願期間
（必要書類の郵送は消印有効）

〈 1次選抜〉2021年 9 月15日㈬�～� 9 月22日㈬
〈 2次選抜〉2021年10月 2 日㈯�～�10月 7 日㈭

選抜日 〈 1次選抜〉2021年 9 月26日㈰
〈 2次選抜〉2021年10月17日㈰

合否発表日
（合否通知発送予定日）

〈 1次選抜〉2021年10月 1 日㈮
〈 2次選抜〉2021年11月 1 日㈪

選抜会場
呉キャンパス　広島県呉市広古新開5-1-1

（注 1）1次選抜は書類選抜のため、選抜会場に来る必要はありません。
（注 2）�東広島キャンパスでは選抜を行いませんので注意してください。

選抜日・選抜会場

出 願 資 格
次の各項のいずれかに該当する者。
1．高等学校（在外認定を含む）または中等教育学校を卒業の者、および2022年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による12�年の学校教育を修了の者、および2022年 3 月修了見込みの者。
3．�学校教育法施行規則第150条第 1 号から第 6 号の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者および2022年 3 月31日までにこれに該当する見込みの者、韓国高等学校または朝鮮高
級学校を修了した者および2022年 3 月修了見込みの者。

4．�上記以外の者で、学校教育法施行規則第150条第 7 号の規定により、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られる者および2022年 3 月31日までにこれに
該当する見込みの者で、2022年 3 月31日までに18歳に達する者。

■　総合型選抜（前期）は専願制のため、合格した場合は本学へ入学することが前提となっています。
■　出願資格に「全体の学習成績の状況」の制限はありません。
■　既卒者、社会人の方も出願できます。

総合型選抜（前期）
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1 次選抜（全学部共通）
　１．選抜方法

選抜項目 満点
書類選抜（調査書、志望理由書） 100点

※ 1次選抜は書類選抜のため、選抜会場に来る必要はありません。

2 次選抜
●保健医療学部　診療放射線学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記） 「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」（60分） 80点

300点模擬講義
［理解度測定試験］

1 ．模擬講義（50分の講義を 1時限実施する）
　講義内容：放射線の科学について
2 ．理解度テスト（60分）
　講義の理解度を筆記試験で判定する。

120点

面接
（集団面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜集団面接とする。面接時間は、30分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：40～12：30 12：30～13：30 13：40～14：40 14：50～※
項目 基礎学力確認 模擬講義 休憩時間 理解度テスト 面接（集団面接）

※面接（集団面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●保健医療学部　医療技術学科（臨床工学専攻・臨床検査学専攻）、救急救命学科、看護学部　看護学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記）

「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」
（60分） 100点

300点小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文を
作成する。（60分） 100点

面接
（集団面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜集団面接とする。面接時間は、30分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※
項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 面接（集団面接）

※面接（集団面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

選 抜 方 法 等
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●総合リハビリテーション学部　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・言語聴覚療法学専攻）
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点

模擬講義
[理解度測定試験]

1 ．模擬講義（50分の講義を 2時限実施する）
 1 限目　 3 専攻共通の内容で実施する。
　〔講義内容：人体の構造と機能について〕
 2 限目　専攻別の内容で実施する。
　　講義内容：理学療法学専攻・・・・理学療法士という職業
　　　　　　　作業療法学専攻・・・・作業療法士という職業※
　　　　　　　言語聴覚療法学専攻・・言語聴覚士という職業※
　※�作業療法学専攻および言語聴覚療法学専攻の 2 限目においては�

演習あるいはグループワークを含む。参加態度なども評価する。
2 ．理解度テスト（60分）
　講義の理解度を筆記試験で判定する。

200点

300点

面接
（集団面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
質問項目として模擬講義の内容理解度を測る質問をする。
＜集団面接とする。面接時間は、30分程度。＞

100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～10：50 11：40～12：30 12：30～13：30 13：40～14：40 14：50～※
項目 模擬講義 1 限目 模擬講義 2 限目 休憩時間 理解度テスト 面接（集団面接）

※面接（集団面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●総合リハビリテーション学部　リハビリテーション学科（義肢装具学専攻）
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記） 「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」（60分） 100点

300点

小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 100点

実技検査および
面接（集団面接）

面接時に義肢装具士になるための基礎的な実技検査を行う。
　�教員が指示した内容に沿って簡易工作を行う。
　�※展開図を描き、それをもとに立体を組み立てる。

実技検査結果・人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判
定する。
＜集団面接とする。面接時間は、実技検査も含め40分程度。＞

100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※

項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 実技検査および
面接（集団面接）

※面接（集団面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●健康スポーツ学部　健康スポーツ学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点

模擬講義
［理解度測定試験］

1 ．模擬講義（50分の講義を 1時限実施する）
　講義内容：健康・運動・スポーツの見方と指導について
2 ．理解度テスト（60分）
　講義の理解度を筆記試験で判定する。

200点
300点

面接
（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～10：50 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※
項目 模擬講義 理解度テスト 休憩時間 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。
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●健康科学部　心理学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記）

「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」
の計 2科目から 1科目選択（30分） 100点

300点小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 50点

面接
（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 150点

2 ．選抜時間
時間 10：30～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※
項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●健康科学部　医療栄養学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記） 「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」（60分） 100点

300点小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 100点

面接
（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※
項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●健康科学部　医療経営学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記）

「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」
の計 2科目から 1科目選択（30分） 100点

300点小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 100点

面接
（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：30～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～※
項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。
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●健康科学部　医療福祉学科（医療福祉学専攻・介護福祉学専攻・保育福祉学専攻）
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点

活動記録書 本学所定の活動記録書に記載された内容（生徒会活動、スポーツ・文化
活動、ボランティア活動、福祉系資格など）を点数化する。 100点

300点活動レポート
生徒会活動、スポーツ・文化活動、ボランティア活動などの内容をレポー
ト（600字以内）にまとめる。
（出願時に提出する）

200点
面接

（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書・活動記録書・活動レポート
などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、20分程度。＞

2 ．選抜時間
時間 13：40～※
項目 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

●薬学部　薬学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点
基礎学力確認
（筆記） 「英語（長文読解・並び替え英作文・語彙）」、「数学（数学Ⅰ・数学A）」（60分） 100点

300点

小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 50点

実技検査

薬剤師になるための基礎的な実技検査【水溶液の調製】（30分）
〔水溶液の調製：ある濃度の水溶液を指定された量だけつくる。具体
的には試薬をはかり取る質量を計算し、正確にはかり取った後、これ
に水を加えて溶かして、均一な水溶液をつくる。〕
※�実技検査の実施前に電子天秤等の実技検査に使用する一部の機器等
について、簡単に使用方法を説明する。

50点

面接
（個別面接）

人物評価・入学意欲・出身学校の調査書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：40～12：40 12：40～13：30 13：40～14：40 15：00～※
項目 基礎学力確認 小論文 休憩時間 実技検査 面接（個別面接）

※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

　2022年度�総合型選抜（前期）受験者対象　薬学部特待生（寮費支援型）について
　本学薬学部に進学を考えている高校生の方で呉キャンパスから離れた地域にお住まいの方を対象とした
学生寮費支援型の特待生制度を総合型選抜（前期）で実施します。
※学生寮に入寮することでより学業に専念できる環境が整います。
※�総合型選抜（前期）で入学手続後に一般選抜前期B日程（ ２教科方式）〔特待生選抜〕にチャレンジし、採用条件を満たすことで、
薬学部特待生Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ型との併用も可能です。

対　　象 内　　容 採用人数 採用条件
総合型選抜（前期）の薬学部受
験者で下記対象以外の高等学校
に在籍している者

対象外となる高等学校の所在地
（呉市、東広島市、江田島市、
広島市安芸区、安芸郡）

年間40万円を 3年間給付
※�前期と後期の 2期に分けて

給付

総合型選抜（前期）の
成績上位者10名

本学呉キャンパス学生寮
（学生研修棟）に入居す
ること
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総合型選抜（後期）

出 願 資 格
次の各項のいずれかに該当する者。
1．高等学校（在外認定を含む）または中等教育学校を卒業の者、および2022年 3 月卒業見込みの者。
2．通常の課程による12�年の学校教育を修了の者、および2022年 3 月修了見込みの者。
3．�学校教育法施行規則第150条第 1 号から第 6 号の規定により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力が

あると認められる者および2022年 3 月31日までにこれに該当する見込みの者、韓国高等学校または朝鮮高
級学校を修了した者および2022年 3 月修了見込みの者。

4．�上記以外の者で、学校教育法施行規則第150条第 7 号の規定により、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られる者および2022年 3 月31日までにこれに
該当する見込みの者で、2022年 3 月31日までに18歳に達する者。

■　総合型選抜（後期）は専願制のため、合格した場合は本学へ入学することが前提となっています。
■　出願資格に「全体の学習成績の状況」の制限はありません。
■　既卒者、社会人の方も出願できます。

選抜日・選抜会場

実施学科・専攻

・医療技術学科（臨床工学専攻）
・リハビリテーション学科（言語聴覚療法学専攻・義肢装具学専攻）
・心理学科　・医療栄養学科　・医療経営学科　・医療福祉学科
（注）上記以外の学科・専攻は実施しません。

出願期間
（郵送のみ。消印有効） 2021年11月24日㈬�～�12月 3 日㈮

選抜日 2021年12月12日㈰

合否発表日
（合否通知発送予定日） 2021年12月22日㈬

選抜会場 呉キャンパス　広島県呉市広古新開5-1-1
（注）�東広島キャンパスでは選抜を行いませんので注意してください。

選 抜 方 法 等
●医療技術学科（臨床工学専攻）、リハビリテーション学科（言語聴覚療法学専攻・義肢装具学専攻）
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点

小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文
を作成する。（60分） 100点

200点
面接

（集団面接）
人物評価・入学意欲・出身学校の調査書・志望理由書などを総合判定する。
＜集団面接とする。面接時間は、30分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：20～※
項目 小論文 面接（集団面接）

　※面接（集団面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。
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●心理学科、医療栄養学科、医療経営学科、医療福祉学科
1．選抜方法

選抜項目 選抜内容 配点 満点

小論文 設定されたテーマに関する自己の考えなどについて600字以内で小論文を
作成する。（60分） 100点

200点
面接

（個別面接）
人物評価・入学意欲・出身学校の調査書・志望理由書などを総合判定する。
＜個別面接とする。面接時間は、10分程度。＞ 100点

2 ．選抜時間
時間 10：00～11：00 11：20～※
項目 小論文 面接（個別面接）

　※面接（個別面接）は、開始時間が個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。

受験上の注意
1 ．選抜会場・選抜室について
　⑴選抜会場は呉キャンパスになります。14ページ「選抜会場案内」を参照ください。
　　（注）東広島キャンパスでは実施しません。
　⑵選抜室は選抜日当日、入構の際にお知らせします。
2 ．選抜開始時間について
　　�開始時間は学科により異なります。集合時間等の詳細な時間は、受験票にてお知らせします。なお、面接

の開始時間については、個人により異なります。詳細な時間は当日お知らせします。
３ ．選抜室における注意
　⑴筆記用具を持参してください。
　⑵時計を持参してください（携帯電話を時計として使用することは認めません）。
　⑶携帯電話等は電源を切っておいてください。
　⑷�受験番号順に指示された選抜室の席に着き、受験票を机上の受験番号札の手前に出しておいてください。

（面接除く）
　⑸�机上には受験票、黒鉛筆・シャープペンシル、プラスチック製の消しゴム、鉛筆削り（電動式・大型のも

の、ナイフ類を除く）、時計（辞書、電卓、端末等の機能があるもの、それらの機能の有無が判別しづら
いもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものを除く）、眼鏡、ハンカチ、ティッシュペーパー
（袋又は箱から中身だけ取り出したもの）、目薬です。これ以外の所持品を使用又は置いている場合には、
解答を一時中断させて、選抜終了まで預かることがあります。（面接除く）

　⑹�時計は腕からはずして机の上に置いてください。計算機能、翻訳機能等の付いた時計の持ち込みは認めま
せん。（面接除く）

　⑺遅刻限度時間（各選抜時間の 1 / 2 時間）を超えて遅刻した場合は、受験を許可しません。
　⑻健康状態が不良の場合は、選抜開始前にあらかじめ係員に申し出てください。
　⑼選抜室においては、すべて係員等の指示に従ってください。
　⑽不正行為者は、全ての選抜を無効とします。
４ ．その他
　⑴当日は、必ず受験票を携行してください。万一忘れた場合は、仮受験票発行所で手続を行ってください。
　⑵選抜日当日の緊急連絡は、082３‒70‒４500に電話してください。
　⑶�受験票は志願書類等を確認後に発送します。選抜日の 2 日前までに届かない場合は、入試センター

（0823‒70‒4500）までご連絡ください。
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感染症（インフルエンザウイルス・新型コロナウイルス等）※に対する受験上の注意

本学では感染症により受験ができない場合でも追試は行いません。
Ⅰ．選抜日前日までの体調管理について
　 1．�受験予定の選抜日の 2週間以内に感染症に罹患した場合

当該入学者選抜を受験することはできません。その場合は、出願した選抜より後に実施される選抜日程
に受験を振り替えることができます。

　 2．�受験予定の選抜日の 2週間以上前に感染症に罹患し、感染症の完治から選抜日までに 2週間を経過しな
い場合
当該入学者選抜を受験することはできません。その場合は、出願した選抜より後に実施される選抜日程
に受験を振り替えることができます。

　 ３．�受験予定の選抜日の 2週間以上前に感染症に罹患し、感染症の完治から選抜日までに 2週間以上を経過
する場合
当該入学者選抜を受験することができます。ただし、選抜日当日の体温が37．5 度以上ある場合は、感
染症完治の有無に関わらず受験することができません。その場合は、出願した選抜より後に実施される
選抜日程に受験を振り替えることができます。

　 ４ ．�保健所等から濃厚接触者に該当するとされている場合
当該入学者選抜を受験することはできません。その場合は、出願した選抜より後に実施される選抜日程
に受験を振り替えることができます。

Ⅱ．選抜日当日の体調管理について
選抜日当日の体温が37．5 度以上の場合は、当該入学者選抜を受験することはできません。その場合は、
出願した選抜より後に実施される選抜日程に受験を振り替えることができます。

Ⅲ．選抜日当日におけるマスクの着用義務について
選抜日当日は発熱・咳等の有無に関わらず、選抜会場内では、昼食時を除き、マスクの着用を義務付けま
す。マスクについては各自で持参ください。

Ⅳ．感染症により出願していた選抜を受験できなかった場合の対応
受験することができなかった選抜より後に実施される選抜日程に受験を振り替えることができます。なお、
一般選抜後期日程（2022年 3 月13日実施予定）に関しては、当該選抜より後に実施される選抜日程があり
ません。

※学校保健安全法施行規則で出席停止の期間が定められている感染症。
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出 願 手 続
1 ．出願期間

選抜種別 出願期間

総合型選抜（前期） 〈 1次選抜〉2021年 9 月15日㈬�～� 9 月22日㈬
〈 2次選抜〉2021年10月 2 日㈯�～�10月 7 日㈭

総合型選抜（後期） 2021年11月24日㈬�～�12月 3 日㈮

2 ．出願書類と入学検定料
※�全てインターネット出願となります。初回出願時に提出した下記必要書類については、再度、提出す
る必要はありません（出願書類の内容に変更があり、差し替えが必要な場合は、差し替え希望である
ことを明記し、再度該当する書類を郵送してください）。なお、インターネット出願の方法については、
同封の「インターネット出願マニュアル」をご参照ください。

　⑴出願確認票
　　�　インターネット出願で登録後に印刷する「出願確認票」に写真を貼付※のうえ（アップロードした場合

は不要）、提出してください。※写真を貼付で提出される場合、カラー印刷以外の写真でお願いします（普
通紙への印刷不可）。

　⑵出身学校調査書等
　　�　出身学校等において文部科学省指定の様式により学校長が作成・厳封したものを受け取り、そのまま提

出してください。既卒者に関しては卒業後に発行された調査書を提出してください。
　　�　高等学校卒業程度認定試験（旧大学入試資格検定）の合格（見込み）者は、出身学校調査書に替えて高

等学校卒業程度認定試験（旧大学入学資格検定）の合格証明書または合格見込成績証明書〔厳封したもの〕
を提出してください。

　　※�何らかの理由で出身学校調査書等が入手困難な場合は本学入試センターまで問い合わせてください
（TEL�0823‒70‒4500）。

　⑶志望理由書（本学所定用紙　綴込　 1枚目）
　　�　以下の①～③の内容について自身の考えを記入、作成してください。志願者本人の直筆により、ボール
ペンで記入し、作成してください。

　　①本学に興味を持った理由
　　②志望学科（専攻）に興味を持った理由
　　③将来どのような職業に就いて、社会に貢献したいか
　⑷活動記録書（表面）、活動レポート（裏面）【医療福祉学科のみ】（本学所定用紙　綴込　 2枚目）　
　　①活動記録書：�該当する項目の全てに記入、作成してください。志願者本人の直筆により、ボールペンで

記入し、作成してください。
　　②活動レポート：�生徒会活動、スポーツ・文化活動、ボランティア活動などの内容をレポート600字以内で

作成してください。志願者本人の直筆により、ボールペンで記入し、作成してください。
上記⑴、⑵、⑶、⑷※を所定の封筒に同封し、簡易書留速達にて本学入試センターへ送付してください。
　※⑷は医療福祉学科のみ対象
　⑸入学検定料

選抜種別 入学検定料

総合型選抜（前期） 〈 1次選抜〉10，000円（インターネット出願）　
〈 2次選抜〉22，000円（インターネット出願※）

総合型選抜（後期） 　　　　　　32，000円（インターネット出願※）
　�　入学検定料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、銀行ATM、インターネットバンキング等か

ら払込ができます。支払方法は、同封の「インターネット出願マニュアル」を参照してください。
　【注】①いったん納入された入学検定料は返戻しません。
　　　　②�出願書類の一部が不足している場合や、必要項目の未記入などがある場合には、出願の受け付けが

できませんのでご注意ください。
　　　　③インターネット出願を完了した出願内容を変更（削除）することはできません。
　　　　※�インターネット出願でなく、電話での代行出願も可能ですが、その場合の入学検定料は前期の 2次

選抜が25，000円（ 1次選抜は10，000円）、後期が35，000円となります。
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身体等に障がい・疾病がある受験生の方へ
　身体等に障がい・疾病がある場合は、下記 1．～ 2．をよく読み2021年 8 月23日㈪までには、必ず本学入試
センター（TEL�0823-70-4500〈直通〉）へ連絡してください。
1．入学者選抜および学生生活上の配慮について
　　�　身体等に障がい・疾病のある場合は、入学者選抜時の特別措置や入学後の修学上の配慮希望、実習にか

かる卒業要件の充足可否および国家試験等の受験資格などについて確認するため、受験前に個別相談をさ
せていただきます。

2．受験および学生生活上の配慮希望票等の提出について
　A）�この希望票は、身体等に障がいのある受験生で、受験上の配慮を必要とされる場合や入学後の学習や学

生生活において、何らかの支援や配慮が必要な方に、提出していただくものです。
　　　受験上の配慮のみを希望される方は「学生生活上の配慮希望事項」は提出いただく必要はありません。
　　　配慮等が不要の場合は提出いただく必要はありません。
　Ｂ）入学後のスムーズな学生生活を送るために、この希望票の提出をお願いします。
　Ｃ）�この希望票に必要事項を記入いただき、受験する入学者選抜の出願期間開始の一か月前までに提出ください。
　Ｄ）�この希望票を基に担当者が、記入事項等の確認を受験希望者本人または、「内容確認連絡先」に連絡します。
　Ｅ）�この希望に基づき、大学では、学習および学生生活上の支援や配慮の内容について調整します。なるべ

く具体的に記入していただくようにお願いします。
　　　（注）記入内容にある、受験上の配慮および入学後の支援を全て保障するものではありません。
　Ｆ）�個別相談をしたことが無い場合は、障がいの状況と入学後に必要な支援を確認するために面談をさせて

いただくことがあります。

合 否 発 表
選抜種別 合否発表（合否一覧発送予定日およびインターネットによる合否発表日）

総合型選抜（前期） 〈 1次選抜〉2021年10月 1 日㈮　〈 2次選抜〉2021年11月 1 日㈪
総合型選抜（後期） 12月22日㈬

1．合否通知発送予定日。志願者全員に速達郵便にて合否を通知します。
2 ．�掲示による発表は行いません。また、合否についての問い合わせには応じられません。ただし、合否発表

日から 3 日以上経って、合否通知が届かないときは、受験者本人が本学入試センター（TEL.0823‒70‒4500）
まで問い合わせてください。

3．�全選抜種別において、インターネット上で合否の発表を行います。合否発表日の10：00から48時間、本学
のホームページ上に掲載します。これについては、受験生の便宜を考慮し、補助手段として速報するもの
であり、正式な結果については、郵送される合否一覧で最終確認を行ってください。

1 ．入学手続期限
選抜種別 入学手続期限

総合型選抜（前期）
入学手続時納入金（15ページ参照）を納入し、
2021年11月26日㈮まで［郵送のみ。消印有効］に

必要な書類を送付してください。

総合型選抜（後期）
入学手続時納入金（15ページ参照）を納入し、
2022年 1月 7日㈮まで［郵送のみ。消印有効］に

必要な書類を送付してください。

2 ．入学手続
　⑴入学手続の詳細については、合否発表の際に通知します。
　⑵入学手続期間に所定の手続を完了しない場合は、入学することができません。

入 学 手 続
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情報端末の必携化について
　本学では2021年度から情報端末の必携化を行っております。下記の目的をご理解のうえ、入学時に情報端末
のご準備及び、自宅でのインターネット環境の整備・充実にご協力くださいますようお願い申し上げます。
◆目的

　高度情報化社会において活躍できる専門職業人を育成するために、ICT（情報通信技術）を適切に使用し
て情報収集や発信、問題発見や解決方法を提示する能力を身に付けることを目的に、「アクティブラーニン
グの強化」「ICT活用教育の推進」を進めております。
　ICTを活用したアクティブラーニング、グループワークや体験学習、事前・事後学修、オンライン授業の
実施、レポート・課題作成、講義の履修登録、成績閲覧および、学生生活に必要な情報取得において、学生
個人の情報端末（ノートパソコン等）が必要となります。在学中から、様々な情報システムを活用すること
で、ICTスキルが身に付くとともに、「いつでもどこでも学べる環境」が整うことで、感染症対策や災害時
等で休講を余儀なくされた場合に備えることが可能となります。
◆情報端末・ネットワーク利用環境△ �

電子メール（Microsoft�Office365を使用したメールの送受信）△ �

学生ポータルサイト（Campusmate-J）を利用した、講義の履修登録、成績閲覧および、休・補講情報、
就職情報等学生生活に必要な情報の取得△ �

Course�Power［LMS（Learning�Management�System）］を活用した、電子ファイルでの教材資料の配布
やレポート・課題の提出、テスト・アンケート等の実施△ �

基礎学力の向上を目的としたe-learning教材の活用△ �

「ビジュランクラウド」：医学・看護・健康・保健分野のさまざまな映像コンテンツの視聴△ �

「広国ドリル」： 5教科（国語、社会、数学、理科、英語）の基礎学力強化・一般常識試験対策△ �

全学共通必修科目や各学科の専門教育での活用および、学科独自の教育支援ツールでの活用△ �

全館無線LAN完備（キャンパス内のどこにいてもインターネットに接続できます。）
◆情報端末の大学推奨スペック

　2022年度入学生の情報端末の大学推奨スペックについては、入学手続時にホームページ等でご案内・ご確
認いただくことになります。また、合わせて大学推奨スペックを満たすノートパソコンの販売についてのご
案内を予定しております。なお、要件を満たす情報端末を既にお持ちの方は、新たに購入される必要はあり
ません。
　参考に2021年度入学生の情報端末の大学推奨スペックを以下のとおりお知らせいたします。

【参考：2021年度入学生の情報端末の大学推奨スペック】
OS Windows10
CPU Intel�Core-i 5 以上（同等の互換CPUでも可能。）

メモリ容量 8 GB以上
HDD、SSD SSD　256GB以上

バッテリー駆動時間 8 時間以上
解像度 1，920× 1，080以上

必要インターフェイス USB、外部ディスプレイ接続（VGAまたはHDMI）、無線LAN

その他
・�Surface（windows）等のタブレット型パソコンを購入する場合、物
理キーボードとマウスが使用できること。

・マイクとスピーカー内蔵、または外付けヘッドセットを用意すること。
・Webカメラ内蔵、または外付けWebカメラを用意すること。

※Microsoft�Officeは購入する必要はありません。
　本学が契約しているMicrosoft�Officeを在学中は無料で使用できます。

お問い合わせ先
教育・学生支援機構　教務係
　東広島キャンパス　　TEL：0823-70-4510　　Email：HIU.kyomu@josho.ac.jp
　呉キャンパス　　　　TEL：0823-70-8351　　Email：HIU.kyomu.k@josho.ac.jp
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選抜会場案内
【注】⑴選抜に関するお問い合わせは必ず本学入試センター（TEL.0823-70-4500）宛にしてください。
　　　�⑵下見は、選抜会場の所在地確認にとどめ、館内には立ち入らないでください。
　　　⑶選抜会場には駐車場はありません。公共交通機関などを利用してください。
　　　⑷原則、保護者控室はご用意しておりませんのでご了承ください。

選抜会場 案内図

呉キャンパス
広島県呉市広古新開5-1-1

交通経路

〔ＪＲ〕　「新広駅」から徒歩約 7分

長期履修制度
　健康科学部　医療福祉学科では長期履修制度を導入しています。職業を有している等の事情またはその他や
むを得ない事情により、通常の修業年限を超えて在学し計画的に履修することを希望される方は、長期履修に
ついて事前に相談の上、当該学科において審査を行います。
詳しくは、広島国際大学入試センター（TEL.0823-70-4500〈直通〉）へお問い合わせください。

選抜種別 受付期限

総合型選抜（前期）
2021年 9 月10日㈮

総合型選抜（後期）
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入学手続時納入金および在学中の学費

学費に消費税は課されません。� （単位：円）

学　部 項　目
1年次所要経費 2年次以降所要経費

（年額）入学手続時納入金 10月納入

保 健 医 療 学 部

入学金 250，000 ― ―
授業料 715，000 715，000 1，430，000

教育充実費 45，000 45，000 200，000
合計 1，010，000 760，000 1，630，000

総合リハビリテーション
学　　　　　�部

入学金 250，000 ― ―
授業料 715，000 715，000 1，430，000

教育充実費 45，000 45，000 200，000
合計 1，010，000 760，000 1，630，000

健康スポーツ学部

入学金 250,000 ― ―
授業料 515,000 515,000 1,030,000

教育充実費 45,000 45,000 200,000
合計 810,000 560,000 1,230,000

健 康 科 学 部
心 理 学 科
医療経営学科
医療福祉学科

入学金 250，000 ― ―
授業料 515，000 515，000 1，030，000

教育充実費 25，000 25，000 150，000
合計 790，000 540，000 1，180，000

健 康 科 学 部
医療栄養学科

入学金 250，000 ― ―
授業料 515，000 515，000 1，030，000

教育充実費 45，000 45，000 200，000
合計 810，000 560，000 1，230，000

看 護 学 部

入学金 250，000 ― ―
授業料 715，000 715，000 1，430，000

教育充実費 45，000 45，000 200，000
合計 1，010，000 760，000 1，630，000

薬 学 部

入学金 250，000 ― ―
授業料 860，000 860，000 1，720，000

教育充実費 50，000 50，000 240，000
合計 1，160，000 910，000 1，960，000

※上表には施設費、設備費、実習費などを含んでいます。（ただし、希望者参加の海外研修費などは含まれておりません。）
【注】�上表のほかに委託徴収金として、入学手続時16，000円（学園教育振興会振興費10，000円、学生互助会入会金・会費6，000円）
　　　 2年次以降年額15，000円（学園教育振興会振興費10，000円、学生互助会会費5，000円）の諸会費が必要です。

高等教育の修学支援新制度に係る本学の取扱いについて
　2020年 4 月に新設された国の高等教育の修学支援新制度（授業料等減免、給付型奨学金）について、広島国
際大学は国の対象機関の認定を受けています。
　2022年 4 月入学予定者の授業料等減免につきましては、所定の期日内に「入学手続時納入金」を、一旦全額
を納入いただき、修学支援新制度の対象者につきましては、入学後に申請いただき減免（還付）いたします。

所定の期間迄に納入が困難な場合は入試センター（0823-70-4500）までご相談ください。
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集団面接はどのように
行われるのですか？

志望理由書にはどのような
ことを書けばいいですか？

　　　　1グループを3～5名程度とし、
　　　  面接官が順次、個別に質問をし
ます。他の受験生の応答にひきずられな
いように心掛けてください。

　　　　面接においては、志望理由書の内
　　　　容、志望学部・学科（専攻）の特徴、
志望動機などを聞かれることがあります。
そのため、本学のアドミッション・ポリシーを
よく読み、ヒロコクおよび志望学科・専攻が
どのような人材を求めているかを理解し、自
分がその知識・力を修得できているか、また
修得するためには、どの様なことを考え、取り
組む必要があるかを整理しておくことが大
切です。

　　　　理解度テストは、当日受講した内
　　　　容に関する設問に対して記述式で
回答する形式となります。
講義内容を的確に理解すると共に理解した
内容を要約し、回答する力が必要となります。

診療放射線学科やリハビリテーション
学科、健康スポーツ学科で実施される
理解度テストは、どのような内容ですか？

TEL 0823-70-4500

総合型選抜
総合型選抜で複数の学科（専攻）
に出願できますか？

　　　　総合型選抜は志望学科（専攻）への
　　　　強い入学意欲などを重視する選抜
制度のため、専願としています。出願できる
のは1学科（専攻）のみです。

総合型選抜と学校推薦型
選抜はどう違うのですか？

   　　　学校推薦型選抜では高等学校等
　　　   からの推薦書が必要ですが、総合
型選抜は本人の意志により出願していただ
きます。また、総合型選抜は従来の学力試
験では、はかることのできなかった人物的
な特性を多面的に評価します。総合型選抜
は、「ヒロコクが第一志望！」という方に適
した選抜制度です。

総合型選抜（前期）で不合格
になった場合、その後の選抜
を受験できますか？

　　　   総合型選抜（前期）での判定は、他の
　　　  選抜制度には全く影響しません。総
合型選抜（前期）でよい結果が出なかった場合
は、総合型選抜（後期）、学校推薦型選抜、一般
選抜などで再度受験することができます。

総合型選抜の基礎学力確認は
どのような内容ですか？

総合型選抜を受験し、合格した場合でも
特待生選抜〔一般選抜前期B日程〕に
チャレンジできますか？

　　　 総合型選抜の合格者も合格、手続
　　　 した学科（専攻）に対して、特待生選
抜〔一般選抜前期B日程〕にチャレンジする
ことができます。また、その際の入学検定料
は免除します。チャレンジ方法については、
合格者の方に送付する案内文で、ご確認く
ださい。

総合型選抜について、もっと知りたい!

総合型選抜のお問い合わせ先

　　　　自分の考えを整理し、志望理由書の
　　　　項目に対して、あなたの意欲が伝わ
るように書き込むことが重要です。将来どの
ようになりたいかなど、あなたの熱い思いを
書くように心がけましょう。また、志望理由書
は送付前にコピーをしておくなどの面接準備
も必要です。

　　　　基礎学力確認は、高等学校の教科書
　　　　を中心に基礎学力の修得状況を確
認するためのものです。過去問題をホームペ
ージで公開しておりますので、ご確認ください。
なお、小論文の出題テーマに関しても同様に
公開しております。合わせてご確認ください。
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受付
番号

※記入不要

（※ボールペンで記入してください）
広島国際大学　２０２２年度　総合型選抜　志望理由書

※記入不要

氏名

1 ．「本学に興味を持った理由」について

2．「志望学科（専攻）に興味を持った理由」について

3．「将来どのような職業に就いて、社会に貢献したいか」について

※本様式は、ホームページにあるものを印刷し活用いただけます。

2022 総合型選抜（前期）

志望専攻 □ 医 療 福 祉 学 専 攻
□ 介 護 福 祉 学 専 攻
□ 保 育 福 祉 学 専 攻

活動記録書（医療福祉学科用）

（志望する専攻に
　チェックを入れてください）

（※ボールペンで記入してください）





2022 総合型選抜（前期）

志望専攻 □ 医 療 福 祉 学 専 攻
□ 介 護 福 祉 学 専 攻
□ 保 育 福 祉 学 専 攻

活動記録書（医療福祉学科用）

（志望する専攻に
　チェックを入れてください）

（※ボールペンで記入してください）

課外活動（体育系）〔野球部、サッカー部、バスケットボール部、柔道部など、学内のクラブ活動〕※クラブ名を記入してください
クラブ名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１ 全国大会出場 ２ ブロック大会出場 ３ 都道府県ベスト ４ ４ 都道府県ベスト ８ ５ 都道府県ベスト１6
課外活動（文化系）〔吹奏楽部、写真部、書道部、ダンス部など、学内のクラブ活動〕※クラブ名を記入してください
クラブ名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１ 全国大会出場 ２ ブロック大会出場 ３ 都道府県金賞等 ４ 都道府県銀賞等 ５ 都道府県銅賞等
継続活動（学内）〔課外活動（体育系および文化系）で継続している活動〕※活動名を記入してください
クラブ名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１ 主将・部長 ２ 副主将・副部長・クラブマネージャー ３ 高校３年間継続して活動 ４ ５

継続活動（学外）〔ピアノ、英会話、弓道、水泳など、高校以外で継続している活動〕※活動名を記入してください
活動名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１ 10年以上 ２ 8 年以上 ３ ５ 年以上 ４ ３ 年以上 ５ １ 年以上
社会活動およびボランティア活動
〔町内清掃、イベント参加など、学校行事や部活の一環として参加している活動および個人的に参加している活動〕
※活動名を記入してください
活動名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１ ３ 年間継続して
週 １回程度 ２ ３ 年間継続して

月 １回程度 ３ １ 年間継続して
週 １回程度 ４ １ 年間継続して

月 １回程度 ５ 短期の活動（ １日介護体験など）
委員活動〔生徒会、文化祭実行委員会、ホームルームなど、学内の活動における役員・委員〕
１ 生徒会長 ２ 文化祭実行委員長 ３ 副会長・役員 ４ ホームルーム委員 ５ クラス内各委員
海外留学経験〔公共団体、私費留学など、留学経験〕※渡航先名を記入してください
渡航先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１ 公共団体（１0日以上） ２ 公共団体（１0日未満） ３ 私費（１0日以上） ４ 私費（１0日未満） ５

出席状況〔皆勤賞、精勤賞など〕

１ ３ 年間皆勤 ２ ３ 年間精勤
（欠席 １～ ３日） ３ ３ 年間の欠席

４～ ９日 ４ ５

取得資格

１ 介護職員初任者研修 ２
福祉住環境
コーディネーター
＿＿＿級

３
その他　※その他取得している資格を記入してください

（　　　　　　　　　　　　　　　）
その他・家庭における介護および生活サポート・ＰＲ等
（※上記以外に、評価すべきであると判断される事柄・PRを記入してください。記入しきれない場合は、任意の用紙
に記入のうえ貼付してください。）

注 １）�課外活動（体育系）、課外活動（文化系）、継続活動については、高等学校在学中の活動・状況を対象とし、その
他高校以外での活動は、その他継続活動に記入してください。

注 ２）取得資格については、現在までに取得している資格を対象とします。
注 ３）同一項目中に該当する複数の活動・資格がある場合は、全て記入してください。
対象となる番号を○で囲み、必要事項を記入してください。



2022年度　総合型選抜（前期）

活動レポート（医療福祉学科用）
（※ボールペンで記入してください）

以内

2022年度　総合型選抜（前期）

活動レポート（医療福祉学科用）
（※ボールペンで記入してください）

以内



受験番号
受験生への連絡完了日

※
※

選抜試験および学生生活上の配慮希望票

◆身体等の状況に関する書類（障害者手帳のコピー・医師の診断書など）を必ず添付してください。
◆障害者手帳のコピーにつきましては、本人写真・氏名・障害名・現住所が載っている箇所のコピー
を提出してください。
・この申請書は厳重に保管し、受験および学生生活上の配慮に関する事以外に使用することはあり
ません。
・この申請書への記入により、合否結果に影響することは一切ありません。

広島国際大学

※欄には記入しないでください

フリガナ 性　別

志願者氏名 男  ・  女

生 年 月 日

出身学校名

現 住 所

Ｅ - m a i l携 帯

志望学科・専攻

障害の
種　類

視覚・聴覚・肢体
その他（　　　　）

（西暦）　　　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

記入日：　　　年　　月　　日

普段使用している
補 助 具

車いす（電動・手動）・ 白杖 ・ 補聴器 ・ その他（　　　　　　　　　　）

電話（自宅） F A X（　　　 ）　　　 　－ （　　　 ）　 　　　－

〒　　　-

障害・疾病の
名 称

（　　　）手帳　　　種 級

［　 ］ 総合型選抜（前期）
［　 ］ 総合型選抜（後期）

選抜の種類
（○をしてください）



選抜試験の配慮希望事項

①　問題用紙拡大・縮小

配慮希望項目（希望する番号を○で囲み、必要事項を記入）

②　解答用紙拡大・縮小

③　注意事項等の文書による伝達

④　特製机・椅子の持参使用

⑤　座席位置の配慮（正面・前列・後列・窓際・出入り口近く・その他（　　　　　　　　））

⑥　別室受験

⑦　備品使用許可（パソコン・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

⑨　受験時に使用する補助具・機器道具類
　（車いす・白杖・補聴器・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

⑩　選抜会場への乗用車での入構

⑪　選抜室までの付添者の同伴

⑫　その他事項

高等学校での配慮内容や特記事項を具体的に記入してください。

担当教員氏名［　　　　　　 　　　  　］　連絡先TEL［　　 　　　  　　　　　］

学校等所見欄
担当の先生に記入　　　 
していただいてください。(　　　           　　　　)

⑧　時間延長希望（1.5倍・1.3倍・その他（　　　　　　　　　　））
※試験時間延長を希望される場合は、必要な理由や解答記入に要する時間等について状況を具体的に記入してください。



フリガナ

氏　　　　名

学生生活上の配慮希望事項
①学生生活上、障がいや疾病等により困難なこと、心配される症状についてご記入ください。

②入学後の学習について、必要な支援の内容をご記入ください。

③移動、着替え、食事、トイレ等、学内外の生活で必要な支援の内容をご記入ください。

④気になること、相談したいことなどがあればご記入ください。

※この用紙に書ききれない場合は、別紙を添付してください。

記入日：　　　年　　月　　日





2022

［学校法人常翔学園］
広島国際大学、大阪工業大学、摂南大学
常翔学園中学校・高等学校、常翔啓光学園中学校・高等学校

入学者選抜要項

総合型選抜（前期）
総合型選抜（後期）

Point：上記選抜制度は「100％インターネット出願」となります。
 出願の際は、本冊子（入学者選抜要項）および同封の
 「インターネット出願マニュアル」をご参照ください。


