
令和５年４月 26 日 改訂・追加 

神奈川県立保健福祉大学 

 

2025（令和７）年度神奈川県立保健福祉大学入学者選抜について（予告） 

 

2024（令和 6）年度に実施する 2025（令和７）年度入学者選抜方法の概要について、次のとおりお

知らせいたします。なお、本内容は現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。本学公式

ウェブサイト及び 2025（令和７）年度学生募集要項で必ず確認してください。 

 

１ アドミッションポリシーについて 

リハビリテーション学科理学療法学専攻及び作業療法学専攻のアドミッションポリシーの一部を

次のとおり変更します（アンダーラインの部分）。 

 

「一般選抜では、大学入学共通テストにより総合的な基礎学力を、大学独自の記述試験により知

識だけでなく論理的思考力や創造力、表現力などを評価します。」 

 

２ 選抜区分別募集人員 

学科・専攻 

一般選抜 
学校推薦

型選抜 

特別選抜 

合計 

前期日程 後期日程 社会人 帰国生徒 
私費外国人 

留学生 

看護学科 40 5 45 若干名 若干名 若干名 90 

栄養学科 16 4 20 若干名 若干名 若干名 40 

社会福祉学科 25 5 26 4 若干名 若干名 60 

リハビリテーション学科 

理学療法学専攻 
８ ２ 10 若干名 若干名 若干名 20 

リハビリテーション学科 

作業療法学専攻 
8 2 10 若干名 若干名 若干名 20 
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３ 選抜方法 

選抜区分 選抜方法 大学入学共通テスト 

一般選抜 
前期日程 総合問題 個人面接 

課す 
後期日程 小論文 個人面接 

学校推薦型選抜 

小論文 個人面接 
課さない 

特別選抜 

社会人 

帰国生徒 

私費外国人留学生 総合問題 個人面接 

 

４ 大学入学共通テストで本学が指定する教科・科目（前期日程・後期日程共通） 

看護学科 

教科 科目等 

国語 『国語』 必須 

地理歴史 

公民 

（注１） 

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、

『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』 

から１ 

（注４） 理科 

（注２） 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』（注３）、『物理』、『化学』、『生

物』 

情報 『情報Ⅰ』 

数学 『数学Ⅰ、数学 A』 必須 

外国語 『英語』（IC プレーヤーを使用する試験を含む） 必須 

（注１）地理歴史及び公民から２科目を受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注２）理科から２科目受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注３）『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』ついては、地学基礎を除いた３科目中２科目を

選択解答してください。 

（注４）指定する教科・科目数を超えて受験した場合は、指定した範囲内で高得点の科目を採用しま

す。 

 

栄養学科 

教科 科目等 

国語 『国語』 必須 

地理歴史 

公民 

（注１） 

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、

『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』 から１ 

（注２） 

情報 『情報Ⅰ』 

数学 『数学Ⅰ、数学 A』 必須 

理科 

（注３） 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』（注４）、『化学』、『生物』 から１ 

 

外国語 『英語』（IC プレーヤーを使用する試験を含む） 必須 
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（注１）地理歴史及び公民から２科目を受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注２）指定する教科・科目数を超えて受験した場合は、指定した範囲内で高得点の成績を採用しま

す。 

（注３）理科から２科目受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注４）『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』ついては、地学基礎を除いた３科目中２科目を

選択解答してください。 

 

社会福祉学科 

教科 科目等 

国語 『国語』 必須 

地理歴史 

公民 

（注１） 

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、

『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』 
から 1 

（注２） 
数学 『数学Ⅰ、数学 A』、 

情報 『情報Ⅰ』 

外国語 『英語』（IC プレーヤーを使用する試験を含む） 必須 

（注１）地理歴史及び公民から２科目を受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注２）指定する教科・科目数を超えて受験した場合は、指定した範囲内で高得点の成績を採用しま

す。 

リハビリテーション学科 理学療法学専攻 

教科 科目等 

国語 『国語』 必須 

地理歴史 

公民 

（注１） 

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、

『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』 から 1 

（注２） 

情報 『情報Ⅰ』 

数学 『数学Ⅰ、数学 A』 必須 

理科 

（注３） 

『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』 
から 1 

外国語 『英語』（IC プレーヤーを使用する試験を含む） 必須 

（注１）地理歴史及び公民から２科目を受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 

（注２）指定する教科・科目数を超えて受験した場合は、指定した範囲内で高得点の成績を採用しま

す。 

（注３）理科から２科目受験した場合は、第１解答科目の成績を採用します。 
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リハビリテーション学科 作業療法学専攻 

教科 科目等 

国語 『国語』 必須 

地理歴史 

公民 

『地理総合、地理探究』、『歴史総合、日本史探究』、『歴史総合、世界史探究』、

『公共、倫理』、『公共、政治・経済』、『地理総合、歴史総合、公共』 から２ 

（注） 理科 『物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎』、『物理』、『化学』、『生物』 

情報 『情報Ⅰ』 

数学 『数学Ⅰ、数学 A』 必須 

外国語 『英語』（IC プレーヤーを使用する試験を含む） 必須 

（注）指定する教科・科目数を超えて受験した場合は、「地理歴史及び公民の第 1 解答科目と理科の第

１解答科目の得点の合計」、「地理歴史及び公民の第 1 解答科目と情報の得点の合計」、「理科２

科目の合計」、「理科の第１解答科目の得点と情報の得点の合計」を比較し、高得点の成績を採用

します。なお、理科 2 科目は採用の対象となりますが、地理歴史及び公民は第 1 解答科目のみ

採用の対象となり、2 科目は採用されません。 

５ 大学入学共通テスト及び個別学力検査等の配点について 

看護学科 

日程 

大学入学共通テスト 個別学力検査等 

合計 
国語 

地理歴史、 
公民、理科、 

情報 
数学 外国語 小計 面接 

総合問題(前期) 
小論文(後期) 小計 

前期 200 100 100 200 600 100 100 200 800 

後期 200 100 100 200 600 100 100 200 800 

栄養学科 

日程 
大学入学共通テスト 個別学力検査等 

合計 
国語※ 

地理歴史、 
公民、情報 数学 理科 外国語 小計 面接 

総合問題(前期) 
小論文(後期) 小計 

前期 100 100 100 100 200 600 200 100 300 900 

後期 100 100 100 100 200 600 200 100 300 900 

※栄養学科の国語は 200 点満点を 100 点満点に換算します。 

社会福祉学科 

日程 

大学入学共通テスト 個別学力検査等 

合計 
国語 

地理歴史、 

公民、数学、 
情報 

外国語 小計 面接 
総合問題(前期) 
小論文(後期) 小計 

前期 200 100 200 500 200 100 300 800 

後期 200 100 200 500 200 100 300 800 

リハビリテーション学科理学療法学専攻 

日程 
大学入学共通テスト 個別学力検査等 

合計 
国語 

地理歴史、 
公民、情報 数学 理科 外国語 小計 面接 

総合問題(前期) 
小論文(後期) 小計 

前期 200 100 100 100 200 700 200 100 300 1000 

後期 200 100 100 100 200 700 200 100 300 1000 
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リハビリテーション学科作業療法学専攻 

日程 
大学入学共通テスト 個別学力検査等 

合計 
国語 

地理歴史、公民、理科、
情報 

数学 外国語 小計 面接 
総合問題(前期) 
小論文(後期) 小計 

前期 200 100 100 100 200 700 200 100 300 1000 

後期 200 100 100 100 200 700 200 100 300 1000 

【注１】 各学科・専攻の外国語はリーディング(100 点満点)とリスニング(100 点満点)をリーデ

ィング 160 点、リスニング 40 点とし、200 点満点に換算します。 

【注２】 大学入試センターによるリスニングの免除者は、リーディング(100 点満点)を 200 点満

点に換算します。 

 

６ 旧教育課程履修者に対する経過措置について 

旧教育課程履修者に対する経過措置として、新教育課程による出題科目・科目選択の方法に加え、

旧教育課程から出題される科目を選択することができます。 

なお、新教育課程履修者は、旧教育課程から出題される科目を選択解答することはできません。 

７ 英語の民間資格・検定試験の取り扱いについて 

一般選抜および学校推薦型選抜、特別選抜のいずれの選抜区分においても、英語の民間資格・検

定試験を 2025（令和 7）年度も入学者選抜に利用しません。（変更なし） 

８ 特別選抜（社会人）出願資格について 

特別選抜(社会人)に出願できる者は、大学入学資格を有し【注１】、かつ次の(1)～(4)のいずれか

に該当する者とします。 

(１) 2025 年４月１日時点で満 23 歳に達し、かつ 2025 年４月１日時点で神奈川県内に継続して

１年以上在住している(住民票※１がある)者で、2025 年４月１日時点において社会人としての

経験※２を有しており、将来神奈川県内の保健・医療施設や福祉施設等で保健・医療・福祉関

係業務に従事することを希望する者。  

※１ 2025 年４月１日以降発行の住民票記載事項証明書を４月上旬に提出していただきます。 

※２ 学校（大学、短期大学、専門学校、予備校等）に通学していることが生活の主である場合、

その期間は社会人経験に含めません。 

(２) 2025 年４月１日時点で満 23 歳に達し、かつ 2025 年４月１日時点で神奈川県内の企業等に

おいて通算して３年以上の雇用期間【注２】を有し、将来神奈川県内の保健・医療施設や福

祉施設等で保健・医療・福祉関係業務に従事することを希望する者。 

(３) 2025 年４月１日時点で神奈川県内の保健・医療施設、福祉施設、自治体等において通算して

３年以上の雇用期間【注２】を有し、相談援助業務又は介護業務に従事している者は、社会

福祉学科に限って出願することができる。 

(４) その他、学長が特に認める者（2024 年８月９日(金)までに学部入試担当部に連絡し、出願に

ついての相談をしてください）。 
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【注１】「大学入学資格」とは以下のとおりです。 

 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者。 

 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者。 

 文部科学大臣の定めるところ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。 

 その他、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

ると認めた者。個別の入学資格審査を希望する場合は、2024 年８月９日(金)までに学部入試担

当部に連絡し、出願についての相談をしてください。 

【注２】「３年以上の雇用期間」とは以下のとおりです。 

 夜間、定時制、通信制以外の学校(大学、短期大学、専門学校等の昼間課程)に在籍していた期

間は雇用期間には含めません。 

 非常勤、アルバイト、パート勤務の場合も雇用期間に含みます。 

９ 学校推薦型選抜における特別支援学校の出願資格について 

特別支援学校における除外項目を削除し、他の受験生と同様とします。 

１０特別選抜（私費外国人留学生）の出願資格について 

日本の永住許可を得ている者は、日本国籍の受験生と同様の扱いとします。 


