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経済学部
from Faculty of Economics

リハビリテーション学部
from Faculty of Rehabilitation

英検準2級以上保持者が
併願で受験できる入試。
面接のみで受験ができ合
格者には学費減免（入学
金50％＋授業料50％減
免＊最長4年間）が付与さ
れます。また、この入試の
合格者は、希望する特別
クラスに優先的に入るこ
とができます。

旅行先で海外のお客様対応して
いるホテルスタッフの方に憧れ、
英語に関わる仕事をしたいと思
いKIUを受験しました。グローバ
ル特別入試の英語面接練習は、
難しい言葉を簡単に、豊富な表
現ができるように何度も練習し
ました。入試で英語特別クラスに
入ることができたので今後は留
学生と一緒に英語で学んだり、
留学を楽しみにしています。

グローバル特別入試

海外の留学も経験して
憧れのホテル業界へ。
経済学部 ／
国際文化ビジネス・観光学科

【兵庫県】
須磨友が丘高校　出身

国際感覚を持った
公務員を目指して。
経済学部 ／
経済経営学科

【香川県】
大手前高松高等学校　出身

経営・観光を幅広く学び
英語もチャレンジしたい。
経済学部 ／
経済経営学科

【大阪府】
大阪夕陽丘学園高等学校　出身

留学生とも友達になり
国際異文化に触れたい。
経済学部 ／
国際文化ビジネス・観光学科

【愛媛県】
松山商業高等学校　出身

地域連携を通して
経験と知識を兼ね備えたPTに。
リハビリテーション学部 ／ 
理学療法学科

【兵庫県】
六甲アイランド高等学校　出身

最新施設を活用して
学びを深めたい。
リハビリテーション学部 ／ 
理学療法学科

【兵庫県】
神戸龍谷高等学校　出身

マネージャーの経験を活かして
大学合格を勝ちとりました。
リハビリテーション学部 ／ 
理学療法学科

【山口県】
新南陽高等学校　出身

プレッシャーに負けずに、
特待生をつかみました。
リハビリテーション学部 ／ 
理学療法学科

【兵庫県】
芦屋高等学校　出身

少人数制で
徹底サポート

Features

神戸三宮から約20分、大阪梅田から約30分、
六甲ライナー「マリンパーク駅」下車、徒歩３分

POINT

特別クラスは、経済・観光・英
語の3種類あり少人数・選抜
制で1年次からハイ レベルな
環境で学びます。経済特別ク
ラスで、かつ公務員を目指す
学生は、3年次からKIUが提
携する専門学校へ通学しな
がら、確実な合格を目指しま
す。専門学校の学費は本学が
負担します。（選抜条件あり） 

これからは地域社会でも国際性が
大切だと考えて学内外で国際交流
の機会があるKIUを選びました。特
に英語の本場であるアメリカ留学を
心待ちにしています。将来は地元に
戻り、国際的な視野を持つ公務員と
して働きたいです。そのため、公務
員試験の対策が充実している経済
特別クラスに入ることができ嬉しく
思います。先生方のサポートを受け
ながら目標に向けて頑張ります。

KIU特別クラス

POINT

初心者向けグループ型語
学研修から、上級者向け
交換留学など幅広い留学
プログラムを用意。全ての
プログラムで留学費用を
一部補助。学内では、14
か国の留学生と国際交流
ができます。コロナ禍で
は、オンライン留学やバー
チャルツアーを実施。

経営者のドキュメンタリー番組を
見て会社経営に興味を持ち、経
済経営学科を選びました。KIUは
学科を超えて一部科目を受講で
きるので、ブライダルの講義も楽
しみにしています。また、何より
も、校舎から海が見えのびのびし
た環境で学べることがいいなと
思っています。英語を流暢に話せ
るようになりたいので、まずはオ
ンライン留学に挑戦したいです。

留学プログラム

POINT

経済学部のAO入試Ⅰ期
では、学費減免型を実施。
この入試の合格者は学費
減免（入学金50％＋授業
料50％減免＊最長4年
間）が付与されます。留学
や資格取得にチャレンジ
したい等、大学生活を有意
義に過ごすために早期に
受験をおすすめします。

外国に興味があり、国際文化が
学べるところに惹かれ受験しま
した。自分の意見が言いにくい
タイプだったので、面接試験に
向けてたくさんの先生と練習し
ました。オンライン留学プログラ
ムや留学生サポーター制度など
利用して早く異文化に触れたい
です。英語の授業、韓国語の勉
強など、これから始まる新生活
が待ち遠しいです。

AOⅠ期【学費減免型】

POINT

心肺蘇生法、AEDの使用
方法などの技術を習得し、
救急インストラクターの資
格を取得、学内や地域住
民への講習会や高齢者、
障がい者に対する健康体
操の指導も行っています。
2020年度は、「ぼうさい
甲子園」で特別賞を受賞
しました。

腕を骨折した時、PTの方にリハビ
リしていただいた経験から志しま
した。特に、こどもの障害につい
て学びたくて、KIUでは小児発達
障害理学療法学があること、ま
た、中級障がい者スポーツの資格
も取れることから選びました。座
学だけでなく学外の地域連携な
ども積極的に参加して経験と知
識を兼ね備え、身体だけでなく心
もケアできるPTになりたいです。

DPLS（防災救命クラブ）

POINT

最新の3次元動作解析シス
テムを導入。スポーツの動
作特性や傷害を負った選
手の状況を確認するなど、
計測可能な運動・動作のパ
ターンが増え、リアルタイ
ムで計測データを図示化す
ることが可能。また、フリー
スペースも増設し空き時
間に自主学習も可能です。

祖母がひざを怪我した時、理学
療法士（PT）の先生がリハビリを
行っている姿をみて、自分もこん
な職業に就きたいと思いまし
た。KIUはリハビリテーション学
部の施設設備がとても充実して
おり、ここなら学びが深めること
ができると感じました。授業では
どうして怪我を起こしてしまうの
かなど、身体の部位を詳しく学
びたいと思います。

施設設備

POINT

高校時代に2年以上マ
ネージャー活動をしてい
た方向けの入試です。理
学療法士は献身的なサ
ポートも大事な要素です。
そのため、マネージャー活
動の頑張りを面接で評価
します。

マネージャーは第三者目線で、
本人には気づかないところを気
づく視点が大事だと思います。
それはPTに通ずるものがある
のではないかと思い、面接で話
をしました。KIUは景色もよく、
フリースペースも多く勉強しや
すい環境で気に入っています。こ
れから大学行事やKIUスポーツ
サポートチームなどイベントに
参加するのが楽しみです。

AOⅠ期
【マネージャー型】

POINT

一般入試（前期）・大学入
学共通テスト利用入試
（前期）（中期）（後期）の成
績優秀者に学費減免（入
学金50％＋授業料50％
減免＊最長4年間）が付
与されます。

KIUは特待生制度があること、
国家試験対策が手厚いことから
中学3年生から目標にしていま
した。学費減免を狙っていたの
で、プレッシャーもありましたが
オンオフを切り替えて受験期を
過ごしました。学科試験は過去
問を100点になるまで何回も解
きました。大学では高校とは違
い、専門分野に特化した内容を
学べるのでとても楽しみです。

特待生制度

POINT

※専属のキャリアカウンセラーが個別サポート

約14人経済学部
1ゼミ平均学生数

約4人リハビリテーション学部
1ゼミ平均学生数
(少人数担当制）

96.1%キャリアセンター
利用満足度

※

□マーケティングコース
□経営コース
□会社経営コース
□現代日本経済コース

□国際経済・貿易コース
□金融コース
□ITビジネスコース

□ホテル・ブライダル・
　セレモニーコース
□国際コミュニケーション・
　エアラインコース

□観光プロデュースコース
□生活デザインコース
□ファッション・
　ビジネスコース

経済学部
経済経営学科

理学療法学科　

国際文化ビジネス・観光学科

□英語特別クラス
□経済特別クラス

特別クラス
□英語特別クラス
□観光特別クラス

特別クラス

リハビリテーション学部

アクセス
Access
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〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中9-1-6
神戸国際大学 入試センター　078-845-3131（直）　E-mail:nyushi@kobe-kiu.ac.jp
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