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〒657‒0805 神戸市灘区青谷町２‒７‒１　FAX：（078）801‒3553

お問い合わせ先  078‒801‒4117 アドミッションセンター
nyuushi@kaisei.ac.jp
https://www.kaisei.ac.jp/PC&MOBILE

E-mail

大学で挑戦したいことがある人や、将来なりたい職業がある人、

また、私たちが大切にしている＜KAISEIパーソナリティ＞に共感し、

神戸海星で自分を成長させたいと考えている人に、

AO［KAISEI］入試は最適の入試方式です。

7/1（水）エントリースタート！

明確な学修目標がある人へ

「夢チャレンジ型」
自分の可能性を見つけたい人へ

「じぶん発見型」

入試日程　4月よりTELにて事前面談予約受付スタート

事前面談予約：　4月より随時受付・実施。 TELにて事前面談予約　　　オープンキャンパス、土曜進学相談会にて面談

詳しくは2021年度入学志願者募集要項をご覧ください。

日程
エントリー期間（締切日必着）

エントリー［予備審査］ 面接［本選考］（専願）

出願資格認定証発送日

10/  2（金）

10/23（金）

11/27（金）

2/  5（金）

合格発表日

10/23（金）

11/13（金）

12/18（金）

2/26（金）

入学手続締切日

Ⅰ期

Ⅱ期

Ⅲ期

Ⅳ期

選考日・時間

9/26（土）  10：00 ～

10/18（日）  10：00 ～

11/21（土）  10：00 ～

1/31（日）  10：00 ～

出願期間（締切日消印有効）

事前面談で
得る安心感

エントリーシート
［予備審査］で
見つめる自分

面接［本選考］で、
あなたの「個性」
「やる気」「思い」を
アピール

海星スタート・
プログラムで
入学準備＆
「やる気」UP！

オープンキャンパス／土曜進学相談会にて事前面談を行いますので、AO［KAISEI］入試にご興味のある方は必ず予約の上ご参加ください。

1/5（火）～1/27（水）・ 1/28（木）・1/29（金）
（※赤字は窓口出願のみ）

STEP 4：入学準備期間

募集要項に従って入学
検定料を納入し、必要書
類（①出願資格認定証、
②入学志願票、③小論文
課題（大学指定原稿用
紙※）、④調査書等）を提
出してください。

❺ 出願
面接では最終的な意志の確認
が行われます。

❻ 面接

面接の結果、小論文課題、調査
書を総合的に評価し、合否通知
と関係書類が郵送されます。

❼ 合格発表
　 （本選考結果発表）

STEP 3：面接［本選考］（専願）

事
前
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か
ら
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STEP 1：事前面談

オープンキャンパスまたは土曜進学
相談会の開催日のうち、面談を希望
する日時を予約してください。

❶ 事前面談の予約

入学前から大学生としてレベルアップするため継続的に課題
に取り組むプログラムです。入学前から大学生活を体験するこ
とで、入学してから余裕を持って授業にのぞめます。

※「エントリーシート」「小論文課題用大学指定原稿用紙」は本学ホームページからもダウンロードして正式な提出書類としてご利用いただけます。あらかじめ内容をご確認いただく場合にもぜひご活用ください。

❽ 海星スタート・プログラム（課題レポート、プレ授業）

入
　
学

予約先：アドミッションセンター
078-801-4117
平日 9：00～16：00

【英語観光学科】
次の2問から１問を選び、そのテーマで小論文（1,000字程度）を作成しなさい。
いずれを選択した場合も、調査に使用した参考資料等を最後に明記すること。
1．英語圏文化について調べなさい。調べた国名・項目を明記し、日本文化と比較してその相違点・類似点を
　 述べなさい。
２．兵庫県または自分の住む地域の観光について調査し、その特性と課題を述べなさい。

【心理こども学科】
次の2問から1問を選び、800字程度であなたの考えを述べなさい。
1．現代の保育（または教育）における課題と、課題解決のために保育者（または教育者）ができることについて、
　 あなたの考えを述べなさい。
２．現代の子どもを取り巻く問題を１つ取り上げ、解決策についてあなたの考えを述べなさい。

エントリー［予備審査］の各期書類提出期限の5日前までに事前面談
を受けてください。面談後、「エントリーシート※」をお渡しします。

❷ 事前面談
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（思いやり）

（ 自 律 ）

（ 知 性 ）

（ 奉 仕 ）

（ 倫 理 ）

（国 際 性）

  7/  1（水）～   8/28（金）

  8/31（月）～   9/23（水）

  9/28（月）～ 10/27（火）

12/  4（金）～   1/15（金）

～  9/  2（水）

～  9/25（金）

～10/30（金）

～  1/22（金）
2021年 2021年

8/31（月）～   9/23（水）

  9/25（金）～ 10/14（水）

11/  2（月）～ 11/18（水）

POINT

❶必要な学びのポイントを理解します。
❷教員の採点指導とコメントにより学修の応援を
　丁寧に行います。
❸大学の学びをあらかじめ体験することで
　「海星での学び」へのモチベーションを高めます。

KAISEIパーソナリティ

神戸海星女子学院大学

英語観光学科
2年次生

兵庫県立
宝塚北高校出身

眞野 梨穂奈さん

AO［KAISEI］入試では、高校で力を入れ
て取り組んだ活動の経験を高く評価して
もらえます。私は高校の演劇科で練習し
た歌を面接で披露したほか、中高６年間
を休まずに学んだことなどを強くアピール
しました。合格後に入学準備として行わ
れる「海星スタート・プログラム」では、自
分が知らない分野の本を２冊読んでレ
ポートを作成し、また入学前プレ授業に
も参加。他の参加者との交流を通して入
学前に友だちができ、大学生活をスムー
ズに始められたこともよかったです。

学びに、友だちづくりに、
万全の準備でスタートダッシュ！

AO［
KAI
SEI］入

試、どちらかを選んで挑戦！

Blog! Facebook Twitter InstagramLINE

予約・お問い合わせ

078-801-4117（アドミッションセンター直通）AO［KAISEI］入試事前面談受付中!総合型
選抜

●小論文の課題（大学指定原稿用紙※）

「エントリーシート※」を本学アドミッションセンターへ簡易書留で
提出してください。

❸ 必要資料・課題提出

「エントリーシート※」を基に総合的に判断して、出願資格認定の
可否が判定されます（ご自宅に①出願資格認定証、②入学志願
票、③小論文課題（大学指定原稿用紙※）が郵送されます）。

❹ 出願資格認定（予備審査結果発表）

STEP 2：エントリー［予備審査］

2021年度

［KAISEI］入試
AO総合型選抜



“超小人数”教育で
丁寧に指導します。

ちょうこにんずう
2018年
幼稚園教諭の実就職率
全国の女子大学 
第１位！

2019年
保育士の実就職率
近畿
第１位！

2017・2018・2019年
高校進路指導教諭が選ぶ
小規模だが評価できる
私立女子大学 近畿第１位！

じぶん発見型夢チャレンジ型

何をめざす？ 何を学びたい？

本学で自分の可能性を見つけたい人のAO［KAISEI］入試明確な目標を本学で実現したい人のAO［KAISEI］入試

心理こども学科をめざす人の場合

こんな人におすすめ！こんな人におすすめ！

英語観光学科をめざす人の場合

将来の目標や興味を学びに生かす 将来の目標や興味を学びに生かす

観光系科目を中心に学修します。また、グローバル
ツーリズム研修や語学留学、国内外のインターンシップ
などに取り組み、観光の仕事に求められるホスピタリ
ティや実践的な英語力の修得をめざします。

保育士と幼稚園教諭のW資格の取得をめざして学びま
す。関心があればオーストラリアの幼稚園での実習やハ
ワイのプレスクールでの実習などに参加し、視野を大きく
広げることもできます。また、「海星子育てひろば」や保育
所・幼稚園ボランティアなど、実践体験を積むことができ
るプログラムにも積極的に参加することが期待されます。

高校での学びを将来の進路に生かす

保育や幼児教育に関する専門的な知識・スキルを学び
ます。ピアノや手遊びなどの実習に取り組み、また保育や
幼児教育の現場を学べる多彩な実践型プログラムにも
参加します。そうした学びのなかでしっかりと自分に向き合
い、保育所や幼稚園の先生のやりがいや喜びを理解し
て、希望する将来の進路へと、さらに近づいていきます。

小学校教諭の資格の取得をめざして学びます。また、
小学校の英語教育のニーズに対応するために中学校
教諭二種（英語）の資格取得もめざします。さらに関心
があればアメリカの小学校で教員補助を体験できるプ
ログラムに参加し、教員としての視野を広げて指導力を
養います。その他にも、スクールサポーターのボランティ
アやキッズ・イングリッシュに関する部活動などにも挑戦
し、現場で役立つ知識やスキルの修得をめざします。

保育士・幼稚園の先生をめざす人

保育や幼児教育の基礎を学んだ人

小学校の先生をめざす人

［進路］
保育所の先生
幼稚園の先生
認定こども園の先生
　　［資格］
保育士
幼稚園教諭一種免許状
認定心理士　　　  　　など

［進路］
小学校の先生
　　［資格］
小学校教諭一種免許状
中学校教諭二種免許状（英語）
小学校英語指導者育成のための
　　　　海星キッズイングリッシュ
認定心理士
　　　　　　　　　　　など

［進路］
保育所の先生
幼稚園の先生
認定こども園の先生
　　［資格］
保育士
幼稚園教諭一種免許状
認定心理士　　　  　　など

［進路］
航空業界　宿泊業界　旅行業界
行政機関
［資格］
TOEIC®　その他英語資格
観光英語検定　観光実務士
世界遺産検定　　　　　　　など

「ハワイ文化研究」などの観光系科目や英語系科目
を学び、ハワイでの短期・中期・長期インターンシップ
や文化交流などに取り組みます。プアナニ（フラ＆タヒチ
アンダンス部）などの課外活動にも挑戦できます。

［進路］
旅行業界（ツアーコンダクター）
［資格］
TOEIC®　その他英語資格
総合旅程管理主任者
観光英語検定　観光実務士
世界遺産検定　　　　　　　など

キッズ・イングリッシュ科目で小学校での実習に
挑戦。アメリカの小学校でのティーチング・アシス
タント・プログラムやオーストラリアでの幼稚園実習
研修に挑むほか、公民館での「児童英語講座」
の講師なども体験できます。

［進路］
小学校英語教員
児童英語教室講師
［資格］
小学校英語指導者育成のための
　　　　  海星キッズイングリッシュ
小学校教諭一種免許状　　　 など

TOEIC®・英検関連科目などの英語系科目を中心
に学びます。語学留学や海外インターンシップなどに
取り組み、実践的な英語力を身に付けるほか、
グローバル・コミュニケーション力を養います。

［進路］
英語力を生かせる企業
中学校・高等学校英語教員
［資格］
TOEIC®　その他英語資格
観光英語検定
中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）
小学校教諭一種免許状　　 など

これまでの経験を将来の進路に生かす

英語力をさらに高めるための科目をはじめ、観光の
領域を幅広く学んで関心あるテーマを追究します。
また、短期・中期・長期の語学留学に参加し、高度
な英語力や異文化理解力の修得をめざします。

エアラインやホテルをめざす人

ハワイ・ツーリズムを学びたい人

キッズ・イングリッシュを学びたい人

英語のスキルを仕事に生かしたい人

留学経験を仕事に生かしたい人
［進路］
旅行業界　行政機関
中学校・高等学校教員
［資格］
TOEIC®　その他英語資格
観光英語検定
中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）
小学校教諭一種免許状　　 など

◉神戸海星で学ぶことに強い関心がある人

◉これまで頑張ってきた部活動やボランティアなどの
　経験を学びに生かしたい人
◉大学に入学して視野を広げ、将来の夢や目標を
　見つけたい人

◉将来なりたい職業や就きたい仕事がある人

◉大学で取得したい資格がある人

◉英語観光学科と心理こども学科の専門的な学びに
　強い関心を持っている人

神戸海星なら、きっと確かな未来が見つかります！

本学への強い進学意欲を持つ方を対象
に、豊かな個性や能力を発揮して本学で
新しい自分を発見したいと願う人を募集
するAO［KAISEI］入試です。

じぶん発見型
AO［KAISEI］入試とは…

入学後の目標や将来像を具体的に描ける
人が対象のAO［KAISEI］入試です。
どんな夢を持ち、その実現に向けてどの
ように学んでいきたいかをお伝えください。

夢チャレンジ型
AO［KAISEI］入試とは…

あなたは
どちらで
 エントリー？

AO［KAISEI］入試で合格した先輩たち

心理こども学科
3年次生

兵庫県立
日高高校出身

岡部 帆乃実 さん

英語が大好きで、将来は英語を使う仕事に就きたいと考
えていました。そんな私に高校の先生が神戸海星を勧めて
くださり、オープンキャンパスに参加。先生がとても身近
で、サポートの手厚い“超小人数”環境に魅力を感じ、ここ
なら英語力を大きく伸ばせると考え、AO［KAISEI］入試
「じぶん発見型」での受験をめざしました。何度もオープン
キャンパスに参加して自分の未来像をイメージし、面接でも
神戸海星で学ぶ意欲を強くアピールして合格できました。
今は中高「英語」一種の教員免許状の取得にも挑戦中。
将来の可能性を大きく広げるために努力を重ねています。

英語観光学科
2年次生

兵庫県
私立園田学園高校出身

久次米 里帆子 さん

英語を使う仕事に就きたい！
教員免許状の取得にもチャレンジ。

入学前学習で準備もバッチリ。
いま専門的な学びを楽しんでいます。

◎アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

全学生に求められる資質

現代人間学部のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）及びその実現プロセスとしてのカリキュラム・ポリシー（教育課程編成方針）を土台とした
教育を受けるのに適した学生像は本学の入学生全員に求められる資質と各学科の教育目標に対応した資質からなり、以下のとおりである。

・キリスト教的価値観に基づいた本学の建学の精神を尊重し、理解を示す。
・人と関わり、人と協力することを大切にする。
・高等学校で習得すべき基礎学力を有し、論理的に思考し判断する力をもっている。

心理こども学科
・｢保育｣「教育」｢心理学｣を学び、現代社会で多様な問題を抱える子どもや大人のために生かしたい。
・子どもに愛情をもち、保育士、幼稚園・小学校の教師になるという目的をもっている。
・現代の子どもを取り巻く問題に主体的に取り組み、自ら課題を発見し解決しようとする。

英語観光学科
・英語・異文化を学び、国際化に向かう現代社会でその知識を生かしたい。
・英語や観光の専門分野に主体的に取り組み、自ら課題を発見し解決しようとする。
・ホスピタリティ精神を学び、奉仕する意欲がある。

高等学校での学びについて
・科目全般を通して、基礎学力を身に付けること。
・部活動、スポーツ、資格取得等において、各自が関心を持つ分野に努力すること。
・何事においても粘り強く取り組む姿勢と熱意を身に付けておくこと。

①高等学校もしくは中等教育学校を2020年3月に卒業した者、又は2021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2020年3月に修了した者、又は2021年3月修了見込みの者
③学校教育法施行規則第150条の規定により、2020年3月に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、又は2021年3月31日までに
　これに該当する見込みの者

エントリー［予備審査］において出願資格認定を受けた者で、次のいずれかに該当する女子
出願資格

（大学通信調べ）

高3の冬休みにクリスマスキャロル体験型のオープンキャンパ
スに参加しました。神戸海星は先生や先輩の温かい雰囲気
がとても素敵で、子どもたちの「先生」をめざす私にぴったりの
環境だと思いました。小論文や面接の練習をくり返し、AO
［KAISEI］入試の本番では「先生」になりたい思いを強くア
ピールして合格することができました。事前に神戸海星から郵
送された入学準備用のワークブックをこなし、中高での勉強を
復習していたので、入学後も迷いなく夢に向かって学んでい
けます。これから本格的に始まる保育所や幼稚園での実習
で、神戸海星での学習の成果を試す日が待ち遠しいです。

3年連続


