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関西医療大学の入試を押さえる！関西医療大学の入試を押さえる！
マナビジョンブック編集部が教えるマナビジョンブック編集部が教える

カギは入試分析！
まずは試験内容をきちんと把握しよう！

得意科目を生かし、
自分に合った方式で受験しよう！

記述対策が不可欠！

一般選抜の対策では、試験内容をきちんと知ることがなにより大

切。実施される試験科目は何か？解答形式はマーク式か、それとも

記述式か？問題の内容・傾向はどのようなものか？大問数や問題数

と試験時間のバランスはどうか？―これらをきちんと把握し、

入試に合った計画を立て、効率よく学習を進めよう。

関西医療大学の「受験生応援サイト」では、入試の詳細はもとより、

インターネット出願の手順、検定料や併願制度などに関する有益な

情報を得ることができるので、必ずチェックしておこう。募集要項も

サイト内のリンクから入手できる。また、次のページ以降には、学科

試験（前期A日程）で課される各科目について、2020年度の入試問

題を編集部で分析し、出題分野や形式などについて情報をまとめて

いる。入試傾向を踏まえた「攻略法」も参考に、これから入試本番に

向けての学習計画を具体的に立ててみよう！

制限時間選択科目

得意な科目で受験しよう！

関西医療大学の一般選抜の解答形式は、どの科目も記述

式（一部選択問題を含む）。数年分の過去問題に取り組

み、しっかりと対策をしておこう。選抜方式によっては、

120分で2科目を受験することになるので、時間配分に注

意して演習を積んでおこう。

Chapter1

Chapter2

大学指定の英語外部試験の3科目で判定が行われる英語外部試験

利用方式もある。外部試験で高スコアを持っている人には、この方

式がオススメ。

このほかにも、すべての日程・すべての試験方式で、大学の学科試

験2科目ないし1科目と大学入学共通テスト2科目の合計で判定を

行う共通テスト併用方式も実施されている。共通テスト併用方式で

は、試験は一般選抜の各日程のものと共通のため受験は一度でよ

く、入試の負担を減らすことができる。

多彩な選抜方式から自分に合った方式を選び、得意科目を生かし

て受験しよう！

関西医療大学の一般選抜には、前期（A・B日程）・中期・後期の3日

程がある。選抜方式は2科目型が中心だが、前期日程では全学科

で、「国語」（必須）＋選択2科目の3科目型での受験が、後期日程で

は一部の学科で1科目型での受験が可能。ただし、後期日程の1科目

型でも受験には2科目が必要で、判定は高得点の1科目を対象に行

われる。2科目型ではいずれの日程でも2科目ともに選択可能だが、

選択可能な科目の組み合わせは日程や学科ごとに異なっている。

募集要項などで必ず事前に確認しておこう。また、選択科目は出願

時に受験科目を届け出る必要はなく、試験当日に問題を見て決め

ることができる。落ち着いて問題を見比べ、高得点をねらえそうな

科目を選ぼう。さらに、前期日程には、「国語」（必須）＋選択1科目＋

2科目型では、学科によっては理科の2科目（「化学基礎」

と「生物基礎」）や、文系の2科目（「国語」と「英語」）の組

み合わせでの受験も可能。科目間の難易差による有利・不

利が生じないよう得点調整も行われる。得意な科目で試

験に臨もう！



英語
出 題 分 野 出 題 形 式

攻略法 攻略法 文法・語いのきめ細かな学習を！
問題演習で知識を定着させよう！
教科書で重要ポイントとされているような基本的な文法や語い
は確実に押さえておかなければ、高得点は望めない。辞書・文法
書は「調べる」だけでなく「精読する」姿勢で。音読を心がけたり、
例文と一緒に覚えたりする習慣を身につけよう。いったん覚えた
ことは問題演習の繰り返しによって頭の中に定着させたい。

400～500語程度の英文を
丁寧に読み込もう！
長文読解対策としては、単に英文を読み流すだけでなく、辞書や
文法書などを十分に活用して、文法・語いの細かな点まで理解す
ることが重要。一つの表現についても、それの同義語句を覚える
ように意識すること。知らない表現に出会っても尻込みする必要
はなく、基礎学力によって対応できることを心に留めておこう。

関西医療大学 英語の攻略法

基礎的な文法・語い力重視で
重要表現の習得が欠かせない！

読解と文法・語いの大問2題。
記述式和訳問題の対策も必須！
年度によって小問の形式には変化がみられ

るが、長文読解1題、文法・語い1題という大

問2題の構成は定着している。2020年度の

読解問題は、文中の語句の同義表現を選択

させるものと和訳の記述を求めるもので

あった。日頃から400～500語程度の英文を丁寧に読み込んでおこう。文法・語い問

題はすべて選択式の空所補充で、1～2往復の会話文も取り上げられる。関係詞や仮

定法の時制には特に要注意だ。全体的に、基礎的な文法・語いの理解力が重視される

傾向にあるといっていいだろう。

2020年度の大問Ⅰの読解問題では、アメリカの大学生の食生活に関する論

説文が取り上げられていた。健康問題を扱った英文に慣れておくと効果的だ

ろう。なお、impart～(≒ make known)やgrasp onto～(≒ strongly 

believe in～)など、受験生には馴染みのない表現も出題されており難しく

感じるかもしれないが、基礎学力があれば文脈から推測できる。大問Ⅱは文

法・語い問題。特に時制、関係詞、比較表現などは確実にマスターしておきた

いところだ。また、会話文の展開の読みとり力も必要とされる。

詳しくはWebで！
検 索関西医療大　ネット出願

24時間出願可能です。さまざまな試験で使えて、
一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜等の区分・日程で出願に利用できます。
手元に紙の願書がなくても受付期間内であれば24時間出願が可能です。

いったん提出した書類は流用しますので、別の区分・日程への再出願であれば、
改めて送付いただく必要はありません。

書類提出が不要です。再出願の場合は

本学の複数の方式を併願する場合、入学検定料は1回分の30,000円で受験できます。
また、2021年度入試において欠席したり、不合格になった方が再出願される場合は入学検定料が
免除になります。また、大学入学共通テスト利用選抜のみの方は10,000円になります。

30,000円均一です。入学検定料は

※入学検定料のほかに事務手数料が必要となります。

100％ ネット出願です!

出願時の
ミス防止！

読解 55% 文法・語い 45%
〈読解問題の出題形式〉

部分和訳
11%

内容・事項質問
8%

その他 3%

空所補充
38%

文脈把握
40%



数学

攻略法 各分野の定理や公式を身につけ、
教科書の章末問題は確実に解けるように！
出題範囲である各分野について、基本レベルの典型的な
問題を繰り返し解き、解法をしっかり理解しよう。分野をま
たぐような問題はほとんど出題されないので、定理・公式
や基本解法を身につけ、教科書の節末・章末問題を自力で
解けるように練習をしよう。

攻略法 途中式や考えた根拠を答案に示すこと。
図やグラフも根拠として活用しよう！
問題演習の際には、しっかり答案を書こう。よくあるのは、
　・途中式をメモのように書いてしまう
　・導いた式や答えの根拠が答案から読みとれない
ことだ。根拠を示すために、図やグラフを利用することも有
効だ。模範解答を参考にして記述力を養っていこう。

出 題 分 野 出 題 形 式

国語

関西医療大学 数学の攻略法

攻略法 漢字・知識事項の対策を徹底して、
得点源にしよう！
全体の50％近くを占める漢字・知識問題での得点が重要になる。知識
事項は文学史や語句の意味を含め幅広く問われる可能性があるため、
授業で学習した内容を復習しつつ、知識事項に関する問題集に継続
的に取り組み、対策をしておくこと。また、読解問題に取り組んだ際にわ
からなかった語はその都度読み方や意味を調べるようにするとよい。

攻略法 評論・随筆について、印をつけながら
読む習慣をつけよう！
関西医療大では、抽象度が高めのテーマや表現による評論・随筆が出
題される。問題集や過去の入試問題を活用して、どんな文章でも文脈を
押さえながら筆者の主張をとらえられる読解力を養っておこう。その際、
キーワードや難しい表現を言い換えて説明した部分には印をつけなが
ら読むことで、筆者の考えを把握しやすくなるため、習慣化させよう。

関西医療大学 国語の攻略法

出 題 分 野 出 題 形 式

現代文（評論または随筆）の2大問構成。
短めの文章を読み解く力と基礎知識の定着が試される！

記述式設問や様々な問い方を通して、
本文の正確な読解が試される！
解答形式は、選択式と記述式の併用型。

漢字の読み・書きはすべて記述式で、それ

以外にも読解設問での抜き出しや30～

80字程度での内容・理由説明などが記述式で課される。特に読解設問について

は、記述式を含む解答形式に加え、傍線部についての内容・理由説明や空所補充、

脱文補充など様々な設問形式を通して、本文の正確な理解が試される。これらの

設問に正確に解答するために、傍線部や空所の前後を丁寧にとらえるだけではな

く、全体を通読したうえで論の展開・趣旨を把握する力を養っておきたい。

現代文の読解問題2題が課される。2020年度は、大問1は2900字程度の

評論、大問2は2800字程度の随筆が出題。例年文章自体は短めだが、特に

評論では抽象度の高いテーマや表現のものが出題される傾向にある。論の

展開や言い換え表現を丁寧に追いつつ、筆者の主張をとらえる力が必要。ま

た、漢字・知識事項に関する出題が全体の50％近くを占める。知識事項に

ついては、2020年度も出題された文学史のほか、過去には語句の意味や

表現技巧なども問われているため、基礎知識は確実に定着させておきたい。

大問構成や出題分野は変更なし。
各分野の典型問題からの出題！

記述式のみの出題。
答えを導く過程を書く習慣をつけよう！
全問が記述式なので、最終的な答えが正しければよいというわけではなく、そこ

に至る考え方や途中式、立式の根拠などをしっかりと書き示す記述力も要求さ

れる。普段の問題演習のときにも答案を書くことを習慣にしよう。暗算ですまさ

ずに大事な式は書き残すことや、当たり前と思うことでも問題を解くポイントと

なる根拠は明記すること。また、図やグラフを根拠として利用することもできる。

答え合わせの際に、模範解答と見比べて、自分の答案に足りない部分や省いても

よい部分を分析することも有効だ。

数学Ⅰ・Aが出題範囲で、大問1「数と式」、大問2「2次関数」、大問3「図形

と計量」の図形問題、大問4「場合の数と確率」の4題で構成される傾向

は、前年度と同様で変わりなかった。大問1は、計算問題中心の小問集合。

大問2は、2つの2次方程式が実数解を持つ条件についての問題であっ

た。大問3は、三角錐の体積を求め、ある頂点から底面に下ろした垂線の

長さを求める問題で、小問3問の構成。大問4は、さいころの目に関する

確率の問題。いずれも教科書や問題集でも扱われる典型問題であった。

読解
53%

漢字
31%

知識
16%

記述式
43% 選択式

57%

場合の数と確率
24%

2次関数
22%

数と式
32%

図形と計量
16%

図形の性質 6%

※漢字問題を
除いて集計



生物基礎

攻略法 教科書レベルの基本的な知識事項を
確実に押さえよう！
知識事項を問う問題が大半を占めている。教科書に出てく
る用語を中心に、図表やグラフ、重要な実験の目的・結果な
どを確実に覚えよう。また、教科書のコラムや参考などの内
容もしっかりと理解しておくことが重要である。

攻略法「生物と遺伝子」
「生物の体内環境の維持」が重要分野！
重要用語だけでなく、現象やしくみを理解することが大切。
問題集などで演習を重ね、理解を深めておく必要がある。ま
た、出題の少ない「生物の多様性と生態系」についても、基
本的な知識事項は整理しておこう。

化学基礎

攻略法 計算過程の記述は対策必須！
問題文から計算式を立てる練習をしよう！
計算問題を解くときは、必ず途中の計算式を書き記すように
しよう。問題によっては化学反応式を正しく書けたかがカギ
となる場合もある。問題文を丁寧に読み進め、必要な情報
を書き出す練習をしよう。

攻略法基礎知識の定着がカギ！
単元の偏りなく学習を進めよう！
いずれの問題も、基本知識の確認が中心である。物質の名
称や化学式、用語の定義を丸暗記するだけでなく、自分の
言葉で説明できるようにしておきたい。どの単元も苦手意識
を持つことなく、教科書を整理して理解することが重要だ。

関西医療大学 生物基礎の攻略法

関西医療大学 化学基礎の攻略法

出 題 分 野

出 題 分 野 出 題 形 式

出 題 形 式

一つの事項を重点的に問われる！
原理原則まで立ち戻った本質的な理解が重要。
出題分野には偏りがみられ、2020年度は、物質の構成、化学結合、物質量と

化学反応式、酸化・還元の分野から出題された。一つの事項について周辺知

識を繰り返し問うことが特徴となっている。酸・塩基の分野については過去

3年に出題がなかったが、それ以前には出題されたこともあるため油断はで

きない。用語の正確な定義を問う記述問題も出題されているので、一つひと

つの化学反応や理科用語について、表面的な暗記にとどまらず原理まで

しっかり深く理解することが重要だ。

化学式や化学反応式などの記述を中心とした
出題。計算問題や論述問題の対策は不可欠！
2020年度は、例年の傾向から変わらず、化学式や化学反応式を中心とした

記述形式の問題で出題された。計算問題も毎年必ず出題されており、「それ

を求めるのに最小限必要な計算式を解答欄に記入すること」が例年求めら

れている。解答とともに計算過程を書き記しながら演習を積んでおく必要が

ある。論述問題については、2020年度は1問、2019年度は3問ほど出題さ

れており、正確な知識はもちろん、それを論理的に説明する高い表現力が要

求される。

「生物と遺伝子」「生物の体内環境の維持」中心の出題。
基本的な用語やしくみの理解が問われる！
2020年度も、大問数は例年と同じ3大問であった。2020年度は「生物と

遺伝子」から1大問、「生物の体内環境の維持」から2大問出題され、「生物

の多様性と生態系」からは出題されていない。出題分野に偏りはみられる

が、どの分野も基本的な内容が中心の出題である。一部、参考やコラムの

内容からも出題されており、生物基礎の教科書の範囲について、知識や

現象、しくみを十分に理解できているかが問われる。

空所補充形式で生物用語が問われる！
生物用語を確実に押さえよう！
生物用語を問う空所補充形式の問題や記述形式の問題が多く出題されてい

る。また、赤血球の大きさや数、寿命などの数値や、抗原抗体反応などの現象

やしくみの理解を問う出題、実験結果について、その理由を1行程度で解答

する論述問題や、遺伝の計算問題も出題されることもある。教科書の重要用

語については内容やしくみを理解したうえで、典型的な計算問題は解けるよ

うにしておきたい。いずれも基本的な内容が問われており、教科書を中心と

した知識事項を確実に押さえておけば取り組みやすい内容である。

生物の体内環境の維持
46%

生物と遺伝子
54%

空所補充
42%

記述
36%

選択
16%

論述 3%

計算 3%

物質の構成
39%

酸化・還元
24%

物質量と化学反応式
29%

化学結合 8%
記述
16%

化学式・化学反応式
45%

計算
18%

論述
16%

選択 5%



特待生の選出枠が2倍に！ ネット出願 24時間出願・支払い可能！

は、すべてネット出願となります。

2021年度はコロナ禍における修学支援の一環として、入学時の特
待生枠を「入学定員の10％を上限（学科ごと）」から「20％を上限」に
引き上げることとしました。特待生は一律40万円の授業料が減免さ
れます。なお今年度は、公募制推薦Ⅰ期だけでなくⅡ期の受験者も選
出対象となりました。

一般選抜 大学入学共通テスト利用選抜

保健医療学部／理学療法学科、作業療法学科、
　　　　　　　臨床検査学科、はり灸・スポーツトレーナー学科、
　　　　　　　ヘルスプロモーション整復学科

豊かな感性とコミュニケーション能力、そして、東洋医療の知識や技術など、これから
の医療ニーズに応える幅広い学びを用意。高いコミュニケーション能力と看護実践力
を備え、“こころ”も“からだ”も癒せる看護師・保健師・助産師を育成します。

看護師国家試験受験資格／保健師国家試験受験資格（一部選択制）／助産師国家試験
受験資格（一部選択制）／養護教諭2種免許（保健師資格取得後に申請して得られる）／
第1種衛生管理者免許（保健師資格取得後に申請して得られる）

臨床検査への社会要請に応え得る技術と能力を持つ人材を養成します。臨床検査の
実践・応用・教育・研究など広い分野で医療人として活躍でき、この分野で科学的探
究心を持つとともに、社会に貢献できる質の高い臨床検査技師の育成をめざします。

臨床検査技師国家試験受験資格／細胞検査士（選択・選抜制）／食品衛生管理者／食品衛生
監視員／遺伝子分析科学認定士（初級）受験資格／中級バイオ技術者受験資格

身体や精神の障がいによって日常生活に支障を生じた方が、快適に自分らしく生きる
ためのリハビリテーションを行う作業療法士を養成。身体障害、精神障害、小児発達
障害、老年期障害など幅広い領域を学び、社会ニーズに応える人材を育成します。

作業療法学科

作業療法士国家試験受験資格

医療の知識を持ち、運動指導時のケガにも対応できる柔道整復師の知識と技術を
ベースに、健康運動実践指導者やスポーツプログラマー、さらには代替・伝統医療分
野の学びも習得。資格取得とともに、人々の運動指導や健康づくりをサポートできる
人材の育成をめざします。

柔道整復師国家試験受験資格／健康運動実践指導者受験資格／スポーツプログラマー受験資格／日本
トレーニング指導者協会（JATI）認定トレーニング指導者受験資格／日本スポーツアロマトレーナー協会
認定スポーツアロマトレーナー受験資格

はり師国家試験受験資格／きゅう師国家試験受験資格／日本スポーツ協会公認アスレティック
トレーナー受験資格／健康運動実践指導者受験資格／日本トレーニング指導者協会（JATI）
認定トレーニング指導者受験資格

東洋医学はもちろん西洋医学の基礎も幅広く学べるカリキュラムと、少人数制の実
習を通して、鍼灸師としての確かな知識と技術、そして医療人としての資質を養いま
す。その上で、スポーツトレーナーとしての実践的な能力を身につけたり、伝統的な
東洋医療を究めたりと、それぞれのニーズに応じた学びを提供します。

理学療法士国家試験受験資格

ケガや病気で障がいを抱えた人に対して「完全、または完全に近い回復」に向けたリハ
ビリテーションを行う理学療法士を養成。東洋医学との連携や実践的な学びを重視し、
神経難病や精神疾患、スポーツ障害などの新たな分野で活躍する人材の養成にも積極
的に取り組みます。

高い倫理性と協調性を持った
チーム医療に貢献できる人材を育成する２学部6学科

1月31日（日）
2月 1日（月）

2月21日（日）

3月 7日（日）

区分 試験日 試験地出願期間 合格発表

1月12日（火）～1月22日（金）

2月 2日（火）～2月13日（土）

2月24日（水）～3月 2日（火）

中期

後期

2月11日（木・祝）

2月27日（土）

3月11日（木）

大阪（本学）、名古屋、広島、岡山

大阪（本学）

大阪（本学）

大阪（本学）

一般選抜

1月12日（火）～1月29日（金）

2月 2日（火）～2月13日（土）

2月24日（水）～3月 2日（火）

2月11日（木・祝）

2月27日（土）

3月11日（木）

区分 出願期間 合格発表

大学入学共通テスト利用選抜

前期

中期

後期

2021年度 入試日程

前期A日程
前期B日程


