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新型コロナウイルス感染症の拡大により，入学者選抜の実施に影響を生じる場合がありま

す。このため，新型コロナウイルス感染症拡大の影響によっては，試験の延期や試験内容を

変更することがあります。その場合は，神戸大学医学部保健学科のホームページにその旨を

案内しますので，適宜ご確認いただくようお願いいたします。  

 

・神戸大学医学部保健学科ホームページ  

ＵＲＬ：http://www.ams.kobe-u.ac.jp/ 

・神戸大学ホームページ  

ＵＲＬ： https://www.kobe-u.ac.jp/ 
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１． アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）

神戸大学は，世界に開かれた国際都市神戸に立地する大学として，国際的で先端的な研究・教育の拠点

になることを目指しています。

これまで人類が築いてきた学問を継承するとともに，不断の努力を傾注して新しい知を創造し，人類社

会の発展に貢献しようとする次のような学生を求めています。 

●神戸大学の求める学生像

1.進取の気性に富み，人間と自然を愛する学生

〔求める要素：思考力・判断力・表現力，主体性・協働性，関心・意欲〕

2.旺盛な学習意欲を持ち，新しい課題に積極的に取り組もうとする学生

〔求める要素：知識・技能，主体性・協働性，関心・意欲〕

3.常に視野を広め，主体的に考える姿勢をもった学生

〔求める要素：主体性・協働性，関心・意欲〕

4.コミュニケーション能力を高め，異なる考え方や文化を尊重する学生

〔求める要素：知識・技能，思考力・判断力・表現力，主体性・協働性〕

●入学者選抜の基本方針

以上のような学生を選抜するために，神戸大学のディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーを

踏まえ，「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性・協働性」「関心・意欲」を測るため，多面

的・総合的な評価による選抜を実施します。

医学部保健学科のアドミッション・ポリシー

医学部保健学科は，「真摯・自由・協同」の精神の下，高い倫理観と科学的視点を持ち，高度な専門的知

識・技能を身につけた医療人を養成するために，保健医療・健康科学に関する卓越した教育を提供するこ

とを基本理念としています。また，旺盛な探究心と創造性を身につけ，将来，それぞれの専門領域におけ

る指導者として，国際的に活躍できる人材の育成を目標としています。このため，次のような学生を求め

ています。 

●医学部保健学科の求める学生像

1.明確な目的意識と旺盛な学習意欲を持った学生

〔求める要素：関心・意欲〕

2.ひとに対する深い思いやりと協調性，優れたコミュニケーション能力を持った学生

〔求める要素：主体性・協働性〕

3.自ら問題を発見し，解決にあたることができる学生

〔求める要素：思考力・判断力・表現力，主体性・協働性〕

4.保健医療・健康科学を学ぶために必要な自然科学および社会科学の基礎知識と日本語・外国語の基礎学

力をそなえた学生

〔求める要素：知識・技能〕

※高等学校等で修得しておいてもらいたい内容

「国語」：文章を読み解く読解力。明確な表現力。

「地歴・公民」：幅広く総合的な知識。様々な社会現象を捉える分析力。

「数学」：数学的思考力，表現力，総合力。

「理科」：自然科学の総合的理解力，論理的思考力。

「英語」：読解力，コミュニケーション力，表現力。
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２．募集人員 ３人

３．出願資格 
 高等学校又は中等教育学校（以下，「高等学校等」という。）を平成３１年４月から令和３年３月までに

卒業又は卒業見込みの者 

４．出願要件 
次のすべての要件を満たす者 

（１）学力のみならず人物，能力，資質等において特に優れ，医学部保健学科のアドミッション・ポリシ
ーに照らして，高等学校等の長が責任をもって推薦する者

（２）調査書における全体の学習成績の状況（旧評定平均値）が4.0以上の者

（３）医学部保健学科作業療法学専攻での勉学を強く志望し，合格した場合は必ず入学することを確約で
きる者

（４）令和３年度大学入学共通テストで医学部保健学科作業療法学専攻が指定する３教科４科目に該当
する科目（下記の表参照）を受験する者

【大学入学共通テストの利用教科・科目名】

教科名 科目名 

国語 「国語」 

外国語 「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から１ 

数学 「数学Ⅰ・数学Ａ」と 

（「数学Ⅱ・数学Ｂ」「簿記・会計」「情報関係基礎」から１）の２ 

【注１】①「簿記・会計」，「情報関係基礎」を選択解答できる者は，高等学校又は中等教育学校において，これらの科目を履修した

者（「情報関係基礎」においては，専門教育を主とする農業，工業，商業，水産，家庭，看護，情報及び福祉の８教科に設

定されている情報に関する科目を履修した者）及び文部科学大臣の指定を受けた専修学校の高等課程の修了（見込み）者

に限ります。

②「英語」については，「リーディング」と「リスニング」を課します。

５．推薦人員 
各高等学校から推薦できる者は，１校あたり２人以内とします。 

６．出願手続 
（１）出願期間

令和２年 11 月２日（月）から令和２年 11 月６日（金）17 時必着

出願書類の受付は，郵送によるもののみとし，直接持参しても受理しませんので，郵便事情を

十分考慮して，早めに送付してください。 

なお，国公立大学の学校推薦型選抜へ出願することができるのは，一つの大学・学部のみですの

で，十分考慮の上，出願してください。また，「志」特別選抜と学校推薦型選抜の併願は認めていま

せん。 
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（２）出願方法

ア 出願書類は，所定の学校推薦型選抜出願用封筒に入れ，高等学校等の長を通じて，「書留速達」

により郵送してください。

イ 推薦者が２人の場合は，それぞれ１人分ずつの出願書類を所定の封筒に入れ，それを別の封

筒に一括して「書留速達」により郵送してください。

（３）出願に必要な書類等

書 類 等 備 考 

① 入学願書，

整理票及び受験票

・写真２枚（３か月以内に撮影したもの，上半身，脱帽，正面，縦４㎝×横３

㎝）をそれぞれ受験票及び整理票の所定欄に貼ってください。

・入学願書の裏面に必ず「振替払込受付証明書」（⑥参照）を貼ってください。

② 調査書 文部科学省所定の様式により高等学校等の長が作成したもの。（出願日から遡っ

て３か月以内に作成し，厳封したもの） 

（注）卒業見込者の調査書については， 終学年の１学期または前期までの成績を記載して

ください。 

③ 志望理由書 所定の様式に自筆にて記入してください。 

④ 活動報告書 所定の様式に自筆にて記入してください。 

⑤ 推薦書 高等学校等の長が作成したもの。 

⑥ 検定料 17,000 円 

所定の郵便局・ゆうちょ銀行専用払込用紙（検定料用）を使用して郵便局・

ゆうちょ銀行（ＡＴＭ不可）で払い込み，振替払込受付証明書（郵便局・ゆう

ちょ銀行の日附印が必要）を①の入学願書裏面の「振替払込受付証明書」欄に

貼って提出してください。 

納付された検定料は次の場合を除き返還できません。 

Ａ.出願書類等を提出しなかった場合，出願書類が受理されなかった場合 

Ｂ.検定料を誤って二重に払い込んだ場合 

Ｃ.出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者で

あることが判明した場合 

Ｄ.第１次選抜で不合格となった場合 

※検定料の返還額・方法

・上記Ａ.又はＢ.の場合：返還額は別途お知らせします。

・上記Ｃ.Ｄ．の場合：13,000 円を返還します。

返還方法は「検定料返還請求書」にてお知らせします。

⑦ 受験票送付用封筒 住所，氏名，郵便番号を記入し郵便切手３８４円分を貼ってください。 

⑧ 住所票 ３片に受験者の住所，氏名，郵便番号を，１片に高等学校等の住所，学校名，

郵便番号を記入してください。 

⑨ 第２次選抜合格後

大学入学共通テスト成

績請求票

第２次選抜合格者に，別途「成績請求票貼付用台紙」及び返送用封筒を送付 

しますので，大学入試センターから送付された「令和３共通テスト成績請求

票」のうち「推薦国公立推薦型選抜用」を合格通知時に指定する日時までに所

定の欄に貼り，提出してください。 

（４）出願書類の送付先

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘７丁目１０－２ 神戸大学医学部保健学科教務学生係

（５）出願についての注意事項

① 出願書類等に不備がある場合には，受理しないことがありますので十分注意してください。

② 一度受理した出願書類等の返却は認めません。

③ 出願手続後の記載事項の変更は認めません。ただし，連絡先に変更があれば，速やかに神戸

大学医学部保健学科教務学生係（電話番号:０７８－７９６－４５０４）まで連絡してください。

④ 虚偽の出願をした場合は，入学後であっても入学を取り消す場合があります。
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７．受験上及び修学上の配慮を必要とする者の事前相談
 障害のある者のうち，受験上及び修学上の配慮を必要とする志願者は，出願開始日の１か月前まで 

に医学部保健学科教務学生係に申し出て，相談してください。 

（注）事前相談は障害のある者等に本学の現状をあらかじめ知ってもらい，受験及び修学にあたってよ

り良い方法やあり方を実現するためのもので，障害のある者等の受験や修学を制限するものではあ

りません。日常生活においてごく普通に使用されている補聴器，松葉杖，車椅子等を使用して受験

する場合も，試験場設定等において何らかの配慮が必要となる場合がありますので，事前に相談し

てください。相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので，できるだけ早い時期

に相談してください。 

８．受験票
出願書類及び検定料を受理したときは，「受験票」を送付します。なお，「受験票」は，入学手続に 

必要ですので受験後も大切に保管しておいてください。 

９．選抜方法
（１）第１次選抜

高等学校等の長の推薦に基づき，提出された書類（「調査書」，「志望理由書」，「活動報告書」，「推薦

書」）の内容を審査し選抜を行います。 

（２）第２次選抜

第１次選抜の合格者のみに対して，「面接・口頭試問」により選抜を行います。試験当日は，受験票

を必ず持参してください。 

・選抜期日 令和２年 12 月９日（水）

・試験時間 13：30～

・試験会場 神戸大学医学部保健学科学舎（神戸市須磨区友が丘 7-10-2）

（３） 終選抜

第２次選抜合格者のうち，大学入学共通テストの成績上位の者から 終合格者を決定します。

（４）各選抜の配点

【注】 大学入学共通テストの外国語における「英語」の成績は，リーディング（100 点満点）を 160 点満点，リスニング（100 点

満点）を 40 点満点に換算し，合計得点 200 点満点を 100 点満点（配点）に換算します。また，リスニングを免除された者に

ついては，リーディング（100 点満点）を用います。 
特例追試験における外国語の「英語」の成績は，筆記試験（200 点満点）とリスニング（50 点満点）の合計得点 250 点満点

を 200 点満点に換算し，100 点満点（配点）に換算します。なお，リスニングを免除された者については，筆記試験（200 点

満点）を 100 点満点（配点）に換算します。 

10．選抜結果の通知及び合格者発表
（１）第１次選抜

令和２年 11 月 20 日（金）に選抜結果通知を受験者全員に発送します。

（２）第２次選抜

令和２年 12 月 18 日（金）に選抜結果通知を受験者全員に発送します。

（３） 終選抜

令和３年２月 16 日（火）１０：００（予定）

※大学入学共通テストの特例追試験を受験した者については，

令和３年２月 22 日（月）１０：００（予定）

試験の区分 国語 外国語 数学 その他 合計

書類審査 - - - 100 100 

面接・口頭試問 - - - 100 100 

大学入学共通テスト 100 100 100 - 300 
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神戸大学医学部保健学科ホームページ（http://www.ams.kobe-u.ac.jp/）に掲載するとともに，合

否の結果を，高等学校等の長に郵送により通知します。また，合格者には入学手続きに関する書類を

郵送します。なお，電話等による合否に関する問い合わせには一切応じません。 

11．入学手続及び必要経費等
合格者は，次のとおり指定の日時等に入学手続を行ってください。 

なお，入学手続日に手続を完了しない者は，入学を辞退した者として取り扱い，これ以降の入学手続は

認めません。 

（１）入学手続締切日時

令和３年２月 22 日（月）17 時必着

（入学手続関係の書類は，令和３年２月 16 日の 終選抜合格発表時間以降に発送します。）

（注）入学手続書類が令和３年２月 20 日になっても届かない場合は，必ず医学部保健学科教務学

生係までお問い合わせください。 

※大学入学共通テストの特例追試験を受験し，合格した者については，

令和３年２月 26 日（金）17 時必着 

（２）入学手続方法

神戸大学医学部保健学科教務学生係（神戸市須磨区友が丘７丁目１０－２）へ郵送

（３）入学手続に必要なもの

手続書類等 備考 

① 令和３年度神戸大学受験票

② 令和３年度大学入学共通テスト受験

票

再発行を受けた場合は，再発行された受験票のみ

有効です。 

③ 入学料（￥282,000）
入学料は入学手続日までに銀行等で納付し，「振込

金（兼手数料）受取書」を持参してください。 

（注）１．上記の金額は，令和２年度のものです。令和３年度入学者の納付金額については入学手続

書類等を送付する際にお知らせします。

２．納付した入学料は，いかなる理由があっても返還しません。

３．入学料，授業料については，申請により免除される制度がありますので，事前に連絡して

ください。

12．入学辞退者の取扱いについて
 合格者がやむを得ぬ特別の事情により入学手続きを行わない場合は，医学部保健学科教務学生係 

に事前に連絡の上，推薦を行った高等学校等の長から，令和３年２月 22 日（月）（必着）まで（※大

学入学共通テストの特例追試験を受験し，合格した者については，令和３年２月 27 日（土）（必着）

まで）に「推薦入学辞退届（様式任意）」を医学部保健学科教務学生係に提出し，本学の許可を得てく

ださい。 

 合格者が所定の期日までに入学手続きをしなかった場合は，合格者としての権利を消失し，出願 

済の国公立大学・学部の個別学力検査を受験しても，その大学・学部の合格者とはなりません。 

13．一般選抜への出願について
出願者は，不合格となった場合に備えて，国公立大学において「前期日程」から一つ，「後期日 

程」から一つの，合計二つの大学・学部を選んで出願することができます。 

※大学入学共通テストの特例追試験を受験し，合格した者については，出願済の国公立大学・学部

の個別学力検査等を受けても，その大学・学部の合格者とはなりません（「入学の辞退を許可された

者」を除く）。 

 なお，前期日程グループ及び後期日程グループに属さない大学・学部への出願は特に妨げません。 

また，本学の一般選抜に出願する場合は，「令和３年度神戸大学学生募集要項（一般選抜）」に基づい
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て，出願手続きを行ってください。 

14．個人情報の取扱いについて
（１）本学が保有する個人情報は，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関す法律」等の法令を

順守するとともに，「神戸大学の保有する個人情報の管理に関する指針」等に基づき厳密に取り扱い

ます。

（２）入学者選抜に用いた試験成績等の個人情報は，入学者の選抜（出願処理，選抜実施），合格発表，

入学手続業務及び今後の入学者選抜方法の検討資料作成のために利用します。

（３）出願にあたってお知らせいただいた個人情報は，入学者についてのみ入学後の学生支援関係

（健康管理，授業料免除及び奨学金申請等），修学指導等の教育目的及び授業料等に関する業務並び

にこれらに付随する業務を行うために利用します。

（４）一部の業務を本学より委託を受けた業者（以下，「受託業者」という。）において行うことがありま

す。この場合，業務を行うために必要となる限度で受託業者に個人情報を提供しますが守秘義務を順

守するよう，指導します。 

（５）国立大学の分離分割方式による合格者及び追加合格者決定業務を円滑に行うため，氏名及び大学入 

学共通テストの受験番号に限り，合否及び入学手続等に関する個人情報が，独立行政法人大学入試セ 

ンター及び併願先の国公立大学に提供されます。

15．麻しん（はしか）・風しん等の感染予防措置
１．麻しん・風しんのワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出について

本学では「麻しん風しん登録制度」を定め,入学後のキャンパス内での麻しん・風しんの流行を防止す

るため，全ての新入生に次の①，②，③のいずれかを入学後４月上旬に実施される新入生健康診断時に提

出していただいています。ただし，医学部（医学科，保健学科）では①又は③のいずれかに限ります。 

① 麻しん・風しんのワクチン接種を満１歳以降に，それぞれについて２回ずつ受けたことを証明

する書類 

② 過去５年以内（平成 28(2016)年４月以降）に麻しん・風しんのワクチン接種を，それぞれにつ

いて１回ずつ受けたことを証明する書類 

③ 過去５年以内（平成 28 (2016)年４月以降）に受けた麻しん・風しんの抗体検査の結果が，「麻

しん・風しんの発症を防ぐのに十分な血中抗体価（次頁の表を参照）を有していること」を証明

する書類 

＊ ①，② のワクチンは，麻しん・風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）等の混合ワクチンで

もかまいません。

＊ ①，② では，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていることが必要です。医

療機関等から発行される証明書の他，(平成 20(2008)年４月１日から(平成 25(2013)年３月 31 日まで

実施されたＭＲワクチンの第３期予防接種（中学校１年生に相当する年齢時）や第４期予防接種（高校

３年生に相当する年齢時）に伴う「予防接種済証」でもかまいません。 

  第３期・第４期の予防接種の「予防接種済証」は ① の１回分として使用できます。 

＊ 母子手帳も，接種したワクチンの種類と接種年月日が記載されていれば ①，② の書類として使用で

きます。既往歴（かかったことがある旨の記載）のみで，診断根拠として確実な検査結果などが記載さ

れていない場合は，③を提出するか，ワクチン接種を受けて ① か ② を提出してください。 

＊ ③ では，次頁の表の血中抗体価の測定方法と測定値が記載され，測定値が同表の判定基準を満たし

ていることが必要です。血液検査結果票そのものの提出でもかまいません。血中抗体価が不十分な場合
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には，必要なワクチン接種を受け，① か ② を提出してください。 

＊ ①，②，③ の書類の組み合わせ，例えば麻しんについては ①，風しんについては ③ を提出しても

かまいません。 

＊ 麻しん・風しんの血中抗体価が不十分にもかかわらず，病気や体質等やむを得ない事情に

よってワクチン接種を受けられない場合には，その旨を記載した文書（医師による証明書等）

 を提出してください。 

＊ 上記のいずれの書類も入学試験の合否判定に用いるものではありません。 

提出期限：４月入学者は４月１６日（月），10 月入学者は 10 月入学者健康診断実施日 

提出先 ：医学部医学科……保健管理センター楠分室 

医学部保健学科…名谷地区保健管理室 

（10 月入学者は保健管理センター（六甲台）で実施する 10 月入学者健康診断時に受 

付へ提出してください。）） 

２．流行性耳下腺炎と水痘のワクチン接種（予防接種）・抗体検査に関する書類の提出に 

ついて [ 医学部（医学科・保健学科）の新入生のみ ] 

医学部（医学科・保健学科）の新入生には上記の麻しん・風しんに加えて，流行性耳下腺炎と水痘につ

いても，ワクチン接種を満１歳以降にそれぞれについて２回ずつ受けているか，過去５年以内（平成

28(2016)年４月以降）に受けた抗体検査で「発症を防ぐのに十分な血中抗体価（次の表を参照）」を有し

ているか，のいずれかを証明する書類（様式は合格発表後に医学部入学試験合格者に郵送します）を第１

学年の７月末日までに提出していただきます。また，血中抗体価が不十分な場合には，必要なワクチン接

種を，満１歳以降にそれぞれについて２回ずつとなるよう提出期限までに受けていただきます。（２回の

ワクチン接種は４週間以上の間隔をおいて受けることが必要です。）

流行性耳下腺炎，水痘の血中抗体価が不十分にもかかわらず，病気や体質等やむを得ない事情によって

予防接種を受けられない場合には，その旨を記載した文書（医師による証明書等）を提出してください。

提出期限：４月入学者は第１学年の７月末日，10 月入学者は入学年の 12 月末日 

提出先 ：医学部医学科……保健管理センター楠分室 

医学部保健学科…名谷地区保健管理室 
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発症を防ぐのに十分な血中抗体価の測定方法と判定基準 

測定方法 判定基準 備 考

麻しん

IgG－EIA 法 

PA 法 

NT 法 

8.0 以上の陽性 

（16.0 以上） ＊

128 倍以上の陽性 

（256 倍以上）＊ 

４倍以上の陽性

（8 倍以上）  ＊ 

３つの測定方法のうち，いずれかで

陽性

＊医学部(医学科・保健学科)は，３つ 

の測定方法のうち, いずれかで 

（ ）内の値以上の陽性

風しん
HI 法 

IgG－EIA 法 

32 倍以上の陽性 

8.0 以上の陽性 

２つの測定方法のうち，いずれかで

陽性（HI 法を推奨） 

流行性耳下腺炎 IgG－EIA 法 4.0 以上の陽性 医学部(医学科・保健学科) のみ 

水 痘

IgG－EIA 法

IAHA 法 

NT 法 

抗原皮内テスト

4.0 以上の陽性 

４倍以上の陽性

４倍以上の陽性

5mm 以上の陽性 

医学部(医学科・保健学科) のみ 

４つの測定方法のうち，いずれかで

陽性（IgG－EIA 法を推奨） 

血中抗体価の測定は，この表の方法によってください。

 発症を防ぐのに十分な血中抗体価は，測定方法によって異なります。また，単に抗体陽性とされる値よ

りは高い値なので注意してください。特に，医学部（医学科・保健学科）では，麻しんの血中抗体価が（ ）

内の値以上の陽性であることが必要です。

＊ 医療機関を受診する際には，必要なワクチン接種や抗体検査を受けることができるか，予め確認してく

ださい。また，この学生募集要項を医師に提示するなどして必要な証明書を発行してもらってください。

（特に，抗体検査を受ける場合は，測定方法と判定基準を確認していただいてください。）

＊ 神戸大学保健管理センターのホームページも御参照ください。

（URL：http://www.health.kobe-u.ac.jp/） 

この感染予防措置に関する問い合わせは

神戸大学 保健管理センター TEL 078-803-5245 
神戸大学 学務部学生支援課 TEL 078-803-5219 

16．入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除について

免除等の内容，申請方法等の詳細は，神戸大学ホームページ「教育・学生生活」→「経済支援」→「授業

料・入学料免除などの制度」に掲載します。 

（URL：http://www.kobe-u.ac.jp/campuslife/finaid/index.html） 

掲載内容について，不明な点等がある場合は，下記の問い合わせ先に照会してください。 

【入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除に関する問い合わせ先】 

神戸大学学務部学生支援課奨学支援グループ 

〒657-8501 神戸市灘区鶴甲 1-2-1 

TEL 078-803-5431 

［参考］ 

令和２年度の入学料免除及び徴収猶予並びに授業料免除の内容は，次のとおりです。 

１．入学料免除について 

（1） 大学等における修学支援に関する法律の施行に伴い 2020 年 4 月から始まる「高等教育の修学支援
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新制度」（以下「新制度」という。）の申請資格を満たす入学者は，日本学生支援機構の給付奨学金
．．．．．

につ

いて，次のいずれかに該当する場合のみ申請ができます。 

① すでに予約採用を行い採用候補者となっている。

② 入学後に在学採用の申込みを行う。

（注 1）上記 ① ② いずれの場合も，入学手続き後必要な手続きを行ってください。手続きを

行わなかった場合は，入学料徴収猶予に切り替えて取り扱います。 

（注 2）一部免除又は免除不許可になった場合は，必ず決められた期間内に入学料を納付しなけ

ればなりません。 

（2） 新制度の申請資格を満たさない入学者（留学生・学士編入者・高等学校等を初めて卒業した年度の

翌年度の末日から、大学等に入学した日までの期間が２年を経過していない者等）においても，次のい

ずれかに該当する場合申請ができます。 

① 入学前 1年以内に，学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し，

又は本人若しくは学資負担者が風水害等の被害を受けたことにより，入学料の納付が著しく

困難であると認められる場合

② その他，①に準ずる場合で本学が相当と認める事由がある場合

（注 1）入学料を納付した者は，入学料免除の対象となりません。 

（注 2）一部免除又は免除不許可になった場合は，必ず決められた期間内に入学料を納付しなけ

ればなりません。 

２．入学料徴収猶予について 

次のいずれかに該当する場合は，本人の申請に基づき，選考のうえ，入学料の徴収を猶予されることが

あります。 

① 経済的理由によって入学料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる場合

② 入学前 1 年以内に，学資負担者が死亡し，又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた

ことにより，入学料の納付が困難であると認められる場合

③ その他やむを得ない事情により納付期限までに納付が困難であると認められる場合

（注）徴収猶予が許可になった場合でも，必ず決められた期間内に入学料を納付しなければなりません。 

３．授業料免除について 

  新制度の申請資格を満たす者について，日本学生支援機構の給付奨学金
．．．．．

とあわせて実施します。 

出願等問い合わせ先 

神戸大学医学部保健学科教務学生係 

〒654-0142 神戸市須磨区友が丘７丁目１０－２ 

ＴＥＬ ０７８－７９６－４５０４ 


