




 

 

 

目          次 

 

 

〔編入学・転入学募集要項〕 

 

  １. 募集学群・学部・学類・学科・募集人員 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  ２. 出願資格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  ３. 出願期間・入試日程 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  ４. 出願方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  ５. 事前審査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

  ６. 出願書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

  ７. 試験科目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

  ８. 受験票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

  ９. 時間割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 １０. 試験場 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

 １１. 合格発表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 １２. 入学手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

 １３. 授業料減免 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 １４. 入学辞退 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 １５. 入学試験の成績照会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 １６. 注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

 １７. 編入学・転入学者の入学前の修得単位認定について ・・・・・・・・ １１ 

 １８. ファミリー制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 １９. シニア制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

 ２０. 個人情報の取り扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３ 

 ２１. 受験生の宿泊案内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 新型コロナウイルス感染防止対策に係る受験生への注意事項等・・・・ １５ 

     試験場案内図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末 

 

 

 〈 添付書類 〉 

 

      入学願書 

           入学検定料振込受領書貼付台紙 

           送付用表紙 

 



1 

 

１. 募集学群・学部・学類・学科・募集人員 
 

募集学群・学部 募集学類・学科 対象年次 募集人員 

人間社会学群 

国際言語文化学類 

■英語コース ■中国語・韓国語コース 
２、３年次 

若干名 

現代法律学類 

■法律コース ■公共安全コース ■ビジネスコース 
２、３年次 

産業経営学類 

■経済経営コース ■医療・スポーツコース 

■会計・情報コース 

２、３年次 

医療保健学部 

理学療法学科 ２、３、４年次 若干名 

作業療法学科 ２、３、４年次 若干名 

言語聴覚療法学科 

２年次 ※1 

３年次 

４年次 

若干名 

臨床工学科 

２年次 

３年次 

４年次 ※2 

若干名 

薬学部 医療薬学科 

２年次 

３年次 ※2 

４年次 ※2 

若干名 

※1 編入学除く ※2 転入学除く 

 

２. 出願資格 
 

【 編入学 】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

学群・学部等 
対象 
年次 

出願資格（いずれかに該当する者） 

人間社会学群 

国際言語文化学類 

現代法律学類 

産業経営学類 

２年次 
(1) 大学（外国の大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの

者。 

３年次 

(1) 大学（外国の大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの

者。 

(3) 専修学校の専門課程のうち、※1【文部科学大臣の定める基準】を満たす課程を修了した者

または2023年3月までに修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学

資格を有する者に限る。 

(4) 上記(2)(3)と同等以上の学力があると本学が認めた者。 
注）取得を目指す資格がある場合、２年次編入の扱いとなることがあります。 
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【 編入学 】 

注） 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科・臨床工学科・薬学部に出願する場合は事前審査が必要となります。詳しくは

p.5「5.事前審査」を確認してください。 

受け入れ条件があり、学科に問い合わせが必要。 

 

 

学群・学部等 
対象 
年次 

出願資格（いずれかに該当する者） 

医療保健学部 

理学療法学科 

２年次 

次の条件のいずれかに該当すること。 

(1) 大学（外国の大学を含む）及び短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または 2023

年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 専修学校の専門課程のうち、※1【文部科学大臣の定める基準】を満たす課程を修了した者

または2023年3月までに修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学

資格を有する者。 

３年次 

2年次への出願資格を満たす者で、次の条件のいずれかに該当する者。 

(1) 理学療法士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(2) 理学療法士の養成施設を2年以上履修した者で、本学開講科目の 69単位以上が単位認定

できるもの。 

４年次 

2年次への出願資格を満たす者で、次の条件のいずれかに該当する者。 

(1) 理学療法士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(2) 理学療法士の養成施設を3年以上履修した者で、本学開講科目の 91単位以上が単位認定

できるもの。 

医療保健学部 

作業療法学科 

２年次 

次の条件のいずれかに該当すること。 

(1) 大学（外国の大学を含む）及び短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または 2023

年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 専修学校の専門課程のうち、※1【文部科学大臣の定める基準】を満たす課程を修了した者

または2023年3月までに修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学

資格を有するもの。 

３年次 

2年次への出願資格を満たす者で、次の条件のいずれかに該当する者。 

(1) 作業療法士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(2) 作業療法士の養成施設を2年以上履修した者で、本学開講科目の 75単位以上が単位認定

できるもの。 

４年次 

2年次への出願資格を満たす者で、次の条件のいずれかに該当する者。 

(1) 作業療法士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(2) 作業療法士の養成施設を3年以上履修した者で、本学開講科目の 97単位以上が単位認定

できるもの。 

医療保健学部 

言語聴覚療法学科 

３年次 

次の（1）または（2）及び（3）または（4）の条件に該当する者とする。 

(1) 大学（外国の大学を含む）もしくは短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または

2023年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 専修学校の専門課程のうち、※1 【文部科学大臣の定める基準】を満たす過程を修了した

者または 2023年3月までに修了見込みの者。ただし、学校教育法第90条に規定する大学

入学資格を有する者。 

(3) 言語聴覚士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(4) 言語聴覚士の養成施設を2年以上履修した者で、本学開講科目の 69単位以上が単位認定

できるもの。 

４年次 

3年次への出願資格（1）または（2）を満たす者で、次の条件のいずれかに該当し、言語聴覚士

養成のための臨床実習を 6単位以上修得しているものとする。 

(1) 言語聴覚士養成校を卒業した者または 2023年3月卒業見込みの者。 

(2) 言語聴覚士の養成施設を3年以上履修した者で、本学開講科目の 95単位以上が単位認定

できるもの。 
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【 編入学 】 

注） 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科・臨床工学科・薬学部に出願する場合は事前審査が必要となります。詳しくは

p.5「5.事前審査」を確認してください。 

受け入れ条件があり、学科に問い合わせが必要。 

 

 【文部科学大臣の定める基準】 
   ※１．修業年限が２年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が 1,700時間以上であること。  

   ※２．修業年限が４年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が 3,400時間以上であること。  

 

 

外国人留学生が編入学試験に出願する場合、上記の出願資格に加え下記の条件が付加されます。 

・次のいずれかの日本語能力を有する者 

①財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」でＮ2以上を取得している者 

②独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語）」を受験し、「記述」領域で２５点以上、 

 「読解」領域で 100点以上および「聴解・聴読解」領域で 100点以上を取得している者 

③日本語検定協会が実施する「Ｊ.ＴＥＳＴ」でCレベル以上を取得している者 

④上記①②③に相当する日本語能力があると本学が認めた者 

 

 

 

 

 

学群・学部等 
対象 
年次 

出願資格（いずれかに該当する者） 

医療保健学部 

臨床工学科 

２年次 

(1) 大学（外国の大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 短期大学（外国の短期大学を含む）を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの

者。 

(3) 専修学校の専門課程のうち、※1【文部科学大臣の定める基準】を満たす課程を修了した者

（2023年3月修了見込みの者を含む）。ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格

を有する者。 

３年次 

2年次への出願資格を満たす者で、次の条件のいずれかに該当する者。 

(1) 臨床工学科の当該国家資格を取得している者または 2023年4月に取得見込みの者で、本

学開講科目の 62単位以上が単位認定できるもの。 

(2) 当該国家資格以外の国家資格（臨床検査技師、診療放射線技師、看護師等）を取得してい

る者または 2023年4月に取得見込みの者で、本学開講科目の 62単位以上が単位認定でき

るもの。ただし、国家資格未取得者であっても、本学開講科目の62単位以上が単位認定でき

る者は、3年次への編入学を認める場合がある。 

４年次 
2年次への出願資格を満たす者で、次に該当する者。 

臨床工学科の当該国家資格を取得している者、または2023年4月に取得見込みの者で、本学

開講科目の 93単位以上が単位認定できるもの。 

薬学部 

医療薬学科 

２年次 

(1) 大学、短期大学（外国の大学を含む）および高等専門学校のいずれかを卒業した者 また

は 2023年3月までに卒業見込みの者。 

(2) 専修学校の専門課程のうち、※2【文部科学大臣の定める基準】を満たす課程を修了した者

または 2023年3月までに修了見込みの者。 

３年次 
大学､短期大学（外国の大学を含む）および高等専門学校のいずれかを卒業した者または

2023年3月までに卒業見込みの者。 
※既修得単位の認定結果によっては下位年次編入とする場合があります。 

４年次 
他大学の薬学部4年制を卒業した者または 2023年3月までに卒業見込みの者。 
※既修得単位の認定結果によっては下位年次編入とする場合があります。 
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【転入学】 

学群・学部等 
対象 
年次 

出願資格 

人間社会学群 

国際言語文化学類 
現代法律学類 
産業経営学類 

２年次 
大学（外国の大学を含む）または短期大学（外国の短期大学を含む）に1年以上在籍し、31単

位以上を修得した者または 1年以上在籍見込みで、2023年3月までに修得見込みの者。 

人間社会学群 

国際言語文化学類 
３年次 

大学（外国の大学を含む）または短期大学（外国の短期大学を含む）に2年以上在籍し、その
大学において 2年次修了に必要な要件を満たしている者または2023年3月までに要件を満た
す見込みの者。当該要件を定めていない大学については、卒業に必要な単位を 62単位以上
修得していること。 
ただし、外国語（英語）8単位以上修得（修得見込みを含む）していること。 

人間社会学群 

現代法律学類 
３年次 

大学（外国の大学を含む）または短期大学（外国の短期大学を含む）に2年以上在籍し、その
大学において 2年次修了に必要な要件を満たしている者または2023年3月までに要件を満た
す見込みの者。当該要件を定めていない大学については、卒業に必要な単位を 60単位以上
修得していること。 
ただし、外国語（英語）8単位以上修得（修得見込みを含む）していること。 

人間社会学群 

産業経営学類 
３年次 

大学（外国の大学を含む）または短期大学（外国の短期大学を含む）に2年以上在籍し、その
大学において 2年次修了に必要な要件を満たしている者または2023年3月までに要件を満た
す見込みの者。当該要件を定めていない大学については、卒業に必要な単位を 60単位以上
修得していること。 
ただし、外国語（英語）8単位以上修得（修得見込みを含む）していること。 

医療保健学部 

理学療法学科 

２年次 

３年次 

４年次 

関連のある分野で学んだ者で、事前審査に通過した者。 
事前審査では、大学・短期大学（外国の大学・短期大学を含む）等で修得した科目について、

本学のカリキュラムとの互換性を確認し、転入学として受け入れ可能かどうか審査する。 
※既修得単位の認定結果により、転入年次を決定します。 

医療保健学部 

作業療法学科 

２年次 

３年次 

４年次 

関連のある分野で学んだ者で、事前審査に通過した者。 
事前審査では、大学・短期大学（外国の大学・短期大学を含む）等で修得した科目について、

本学のカリキュラムとの互換性を確認し、転入学として受け入れ可能かどうか審査する。 
※既修得単位の認定結果により、転入年次を決定します。 

医療保健学部 

言語聴覚療法学科 

２年次 

３年次 

４年次 

関連のある分野で学んだ者で、事前審査に通過した者。 
事前審査では、大学・短期大学（外国の大学・短期大学を含む）等で修得した科目について、

本学のカリキュラムとの互換性を確認し、転入学として受け入れ可能かどうか審査する。 
※既修得単位の認定結果により、転入年次を決定します。 

医療保健学部 

臨床工学科 

２年次 
関連のある分野で学んだ者で、注）事前審査に通過した者。 
事前審査では、大学・短期大学（外国の大学・短期大学を含む）等で修得した科目について、

本学のカリキュラムとの互換性を確認し、転入学として受け入れ可能かどうか審査する。 

３年次 

関連のある分野で学んだ者で、注）事前審査に通過した者。 
事前審査では、大学・短期大学（外国の大学・短期大学を含む）等で修得した科目について、

本学のカリキュラムとの互換性を確認し、転入学として受け入れ可能かどうか審査する。 
※既修得単位の認定結果によっては下位年次転入とする場合があります。 

薬学部 

医療薬学科 
２年次 

大学（外国の大学を含む）または短期大学（外国の短期大学を含む）に1年以上在籍し、30単
位以上を修得した者または 1年以上在籍見込みで、2023年3月までに修得見込みの者。 

注） 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科・臨床工学科・薬学部に出願する場合は事前審査が必要となります。詳しくは

p.5「5.事前審査」を確認してください。受け入れ条件があり、学科に問い合わせが必要。 

外国人留学生が転入学試験に出願する場合、前頁の出願資格に加え下記の条件が付加されます。 

・次のいずれかの日本語能力を有する者 

①財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」でＮ2以上を取得している者 

②独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語）」を受験し、「記述」領域で２５点以上、 

  「読解」領域で 100点以上および「聴解・聴読解」領域で 100点以上を取得している者 

③日本語検定協会が実施する「Ｊ.ＴＥＳＴ」でCレベル以上を取得している者 

④上記①②③に相当する日本語能力があると本学が認めた者 
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３. 出願期間・入試日程 
 

人間社会学群・医療保健学部・薬学部 

募集区分 
出願期間 

（締切日必着） 
試験日 合格発表日 

前期 
2022年11月 14日（月） 
～11月 30日（水） 

2022年12月 10日（土） 2022年12月 19日（月） 

後期 
（薬学部以外） 

2023年1月23日（月） 
～2月8日（水） 

2023年2月18日（土） 2023年2月24日（金） 

後期 
（薬学部） 

2023年1月6日（金） 
～1月30日（月） 

2023年2月9日（木） 2023年2月20日（月） 

※出願期間の最終日のみ窓口出願可 

 

４. 出願方法 
 
（１） 出願に必要な書類を取りそろえ、出願期間内に簡易書留で郵送してください。 

なお、送付用封筒は各自でご用意ください。封筒の表面に添付書類の送付用表紙を貼付してください。 

（２）入学検定料（30,000円）は出願期間内に銀行窓口で銀行備え付けの「電信振込」用紙により、 

次の銀行口座に振り込んでください。 

 

             振込先銀行名   三井住友銀行 姫路支店 

                        ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ﾄﾞｯｷｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾋﾒｼﾞﾄﾞｯｷｮｳﾀﾞｲｶﾞｸ 

             受取人名義    学校法人 獨協学園  姫路獨協大学  

             口 座 番 号      普   通   ３５８７０２３ 

     

※ なお、一度納入された入学検定料はいかなる理由があっても返還いたしません。 

 

５．事前審査 

理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科・臨床工学科・薬学部に出願する場合は事前審査が必要となりま

す。 

(１) 手続き 

① 受付期間 ： 事前審査に係る書類は出願期間締切日の 3週間前までに提出してください。 

② 提出先   ： 〒６７０－８５２４  兵庫県姫路市上大野７丁目２番１号   

姫路獨協大学 入試センター  （℡079-223-6515） 

 (２) 提出書類 

① 当該教育施設等における成績証明書 

② 在学期間中履修した科目の内容が記されたシラバス（コピー可） 

③ 当該教育施設等の卒業証明書もしくは卒業見込証明書（編入学志願者のみ） 

④ その他、本学が審査に必要として指定した書類 

※提出された書類は返還しません。提出書類が日本語以外で記入されている場合は、公的機関等 

（出身教育施設、領事館）の証明書による日本語訳文を必ず添付してください。 

(３) 結果発表 

   審査結果は､出願期間締切日の 1週間前までに申請者本人に郵送で通知します。 

   ※事前審査書類の到着が遅れた場合は、審査結果の送付が遅れる場合があります。 
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６. 出願書類 
 

書   類  等 備      考 

入学願書 本学所定の用紙に記入し、編入学・転入学年次を明記してください。  

志望理由書 本学所定の用紙に「本学志望の理由、将来の抱負」等を記入してください。 

卒業（見込）証明書 
専修学校専門課程の修了（見込）者については「専門士」（「高度専門士」含む） 

取得（見込）証明書 

修了（見込）証明書 大学、短期大学の卒業（見込）者、専修学校専門課程の修了（見込）者を除く 

成績証明書 出身大学（短期大学・専修学校）の 2022年度前期までの成績が記載されたもの 

単位修得見込証明書または 

本年度の授業科目履修表 

大学、短期大学、専修学校の卒業見込者および修了見込者 

 （大学等発行のもの） 

資格取得証明書 臨床工学科：臨床工学技士の資格を有する場合のみ提出すること（コピー可） 

写真 上半身縦４㎝×横３㎝ （入学願書に貼付） 

検定料振込受領書 検定料の振込をした控え（コピー） 

 

（外国人留学生の志願者のみ） 

身分証明書 

日本語能力を証明する資料 

 

パスポート（コピー）または登録原票記載事項証明書 

 以下の日本語能力を証明するいずれかの資料 

①「日本語能力試験」 

 ②「日本留学試験」（日本語） 

③「Ｊ.ＴＥＳＴ」 

の合格通知または成績通知書及び上記①②③に相当する日本語能力を有する 

と証明できる書類 

編入学・転入学年次に疑問がある場合は入試センター（℡ 079-223-6515）に問い合わせてください。 

また、編入学・転入学後の履修内容については、教務課（℡ 079-223-6504）に問い合わせてください。 

 

１．外国人留学生の志願者で、上記出願書類が提出できない場合は、これに準ずる書類を提出すること。 

     また、上記以外に本学が必要とする書類の提出を求めることがあります。 

２．上記の証明書が日本語以外で記入されている場合は、公的機関（出身日本語学校、領事館等）による 

   日本語訳文を添付すること。 

３．一旦受理した書類は返還できません。 

 

外国人留学生が転入学試験に出願する場合、上記の出願資格に加え下記の条件が付加されます。 

・次のいずれかの日本語能力を有する者 

①財団法人日本国際教育支援協会が実施する「日本語能力試験」でＮ2以上を取得している者 

②独立行政法人日本学生支援機構が実施する「日本留学試験（日本語）」を受験し、「記述」領域で２５点以上、 

  「読解」領域で 100点以上および「聴解・聴読解」領域で 100点以上を取得している者 

③日本語検定協会が実施する「Ｊ.ＴＥＳＴ」でCレベル以上を取得している者 

④上記①②③に相当する日本語能力があると本学が認めた者 
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７. 試験科目 
 

学群・学部 学類・学科 試 験 科 目 

人間社会学群 

国際言語文化学類 論  文 面  接 

現代法律学類 論文（法律または政治） 面  接 

産業経営学類 論  文 面  接 

医療保健学部 

理学療法学科 

論  文 面  接 
作業療法学科 

言語聴覚療法学科 

臨床工学科 

薬学部 医療薬学科  化 学 論 文 面 接 

 

８. 受験票 
 
（１）受験票は、出願締切後に発送します。試験日の２日前までに受験票が届かない場合は、入試センターまで 

   問い合わせてください。 

（２）試験当日は、受験票を必ず持参してください。 

 

９. 時間割 
 

（１）試験時間 

（人間社会学群・医療保健学部（理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科・臨床工学科）/前期・後期） 

10:15～10:30 10:30～12:00 13:15～ 

試験に関する 

注 意 事 項 

論  文 

（90分・100点） 
面  接 

 

 （薬学部／前期） 

11:00～11:15 11:15～12:00 13:00～13:15 13:15～14:45 15:00～ 

試験に関する 

注 意 事 項 

化  学 

（45分・100点） 

試験に関する 

注 意 事 項 

論  文 

（90分・100点） 
面  接 

 

（薬学部／後期） 

11:15～11:30 11:30～12:30 13:15～13:30 13:30～15:00 15:15～ 

試験に関する 

注 意 事 項 

化  学 

（60分・100点） 

試験に関する 

注 意 事 項 

論  文 

（90分・100点） 
面  接 

 

※１．試験当日は、受験票を必ず持参してください。 

２．試験開始後20分以上の遅刻者は受験が認められません。 

３．身体に障害のある志願者で、受験上および修学上特別の配慮を必要とする者は、出願前に入試センターまで 

    連絡してください。 

 

１０. 試験場 
 
      姫路獨協大学 （姫路市上大野７丁目２番１号） ℡ 079-223-6515      

（試験場の場所および交通機関は、巻末の「試験場案内図」を参照してください。） 
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１１. 合格発表 
 

（１）（前期） 2022年 12月 19日（月） 

（後期：薬学部以外） 2023年 2月24日（金）  

（後期：薬学部） 2023年 2月20日（月） 

      ※ 受験者全員に合否の結果を郵便で通知します。 

（２）合格者には「合格通知書」とともに、「入学手続要項」を送付します。 

（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じられません。ただし、合格発表日から 3日たっても 

通知がない場合は、入試センターまで問い合わせてください。 

 

１２.入学手続 
 
（１）入学手続期間 

入学手続は、次の入学手続期間ⅠおよびⅡの期間内に行い、手続完了となります。 

入学手続期間Ⅰ（１次手続）……入学申込金（入学金）の納入 

入学手続期間Ⅱ（２次手続）……授業料・施設設備費等の納入、入学手続書類の提出 

入試区分 入学手続期間Ⅰ（１次手続） 入学手続期間Ⅱ（２次手続） 

前 期 2022年12月20日(火) 

～2023年1月6日(金) 

2022年12月20日(火) 

～2023年1月27日(金) 

後期（薬学部以外） 2023年2月27日(月)～2023年3月10日(金) 

【一括手続】 

後期（薬学部） 2023年2月21日(火) 

～2023年3月2日(木) 

2023年2月21日(火) 

～2023年3月8日(水) 

 

（２）入学手続納付金 

  編入学・転入学入試での入学手続納付金は次のとおりです。ただし、2023年3月31日までに満 60歳に達し 

 ている新入生は授業料が１／２となります。入学手続に必要な事項については、合格通知書とともに送付する 

 「入学手続要項」を参照してください。 

  なお、学生教育研究災害傷害保険料については、改定される場合があります。 

 

 （人間社会学群） 

項   目 
入 学 年 度 

次年度以降 
3年次編・転入学 2年次編・転入学 

入学申込金（入学金） 300,000円 300,000円 － 

授 業 料（前期分） 400,000円 400,000円 400,000円 

施設設備費（前期分） 75,000円 75,000円 75,000円 

学 友 会 費 20,000円 30,000円 － 

同 窓 会 費 10,000円 10,000円 － 

学生教育研究災害傷害保険料 1,750円 2,600円 － 

計 806,750円 817,600円 475,000円 

授 業 料（後期分） 400,000円 400,000円 400,000円 

施設設備費（後期分） 75,000円 75,000円 75,000円 

年   額 1,281,750円 1,292,600円 950,000円 
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（医療保健学部 理学療法学科・作業療法学科・言語聴覚療法学科） 

項   目 
入 学 年 度 

次年度以降 
4年次編・転入学 3年次編・転入学 2年次編・転入学 

入学申込金（入学金） 300,000円 300,000円 300,000円 － 

授 業 料（前期分） 550,000円 550,000円 550,000円 550,000円 

施設設備費（前期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

実 習 費（前期分） 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 

学 友 会 費 10,000円 20,000円 30,000円 － 

同 窓 会 費 10,000円 10,000円 10,000円 － 

学生教育研究災害傷害保険料 1,000円 1,750円 2,600円 － 

計 1,091,000円 1,101,750円 1,112,600円 770,000円 

授 業 料（後期分） 550,000円 550,000円 550,000円 550,000円 

施設設備費（後期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

実 習 費（後期分） 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 

年   額 1,861,000円 1,871,750円 1,882,600円 1,540,000円 

 

  4年時編入学の場合（転入学除く）、既に臨床実習を終えられていることを前提としているため、実習費を徴収しないこ

ととします。ただし、臨床実習に参加される場合は、別途実習費（年額40,000円）を徴収します。 

 

 

 

（医療保健学部 臨床工学科） 

項   目 
入 学 年 度 

次年度以降 
4年次編入学 3年次編・転入学 2年次編・転入学 

入学申込金（入学金） 300,000円 300,000円 300,000円 － 

授 業 料（前期分） 550,000円 550,000円 550,000円 550,000円 

施設設備費（前期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

実 習 費（前期分） ― 10,000円 10,000円 10,000円 

学 友 会 費 10,000円 20,000円 30,000円 － 

同 窓 会 費 10,000円 10,000円 10,000円 － 

学生教育研究災害傷害保険料 1,000円 1,750円 2,600円 － 

計 1,071,000円 1,091,750円 1,102,600円 760,000円 

授 業 料（後期分） 550,000円 550,000円 550,000円 550,000円 

施設設備費（後期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

実 習 費（後期分） ― 10,000円 10,000円 10,000円 

年   額 1,821,000円 1,851,750円 1,862,600円 1,520,000円 

  

  4年時編入学の場合、既に臨床実習を終えられていることを前提としているため、実習費を徴収しないこととします。

ただし、臨床実習に参加される場合は、別途実習費（年額 20,000円）を徴収します。 
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（薬学部 医療薬学科） 

項   目 
入 学 年 度 

次年度以降 
4年次編入学 3年次編入学 2年次編入学 

入学申込金（入学金） 300,000円 300,000円 300,000円 － 

授 業 料（前期分） 700,000円 700,000円 700,000円 700,000円 

施設設備費（前期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

学 友 会 費 30,000円 40,000円 50,000円 － 

同 窓 会 費 10,000円 10,000円 10,000円 － 

学生教育研究災害傷害保険料 2,600円 3,300円 4,050円 － 

計 1,242,600円 1,253,300円 1,264,050円 900,000円 

授 業 料（後期分） 700,000円 700,000円 700,000円 700,000円 

施設設備費（後期分） 200,000円 200,000円 200,000円 200,000円 

年   額 2,142,600円 2,153,300円 2,164,050円 1,800,000円 

 

 

１３. 授業料減免 
 

本学では、外国人留学生（在留資格が「留学」の者に限る。）に対し、経済的負担の軽減を図り、より学業に専念でき

るよう授業料減免措置取扱要項を定めています。授業料の減免対象者が免除される額は、授業料の３０％相当額で

す。なお、減免対象から除外される場合がありますので詳細については国際交流センター（℡079-223-9157）まで問

い合わせてください。 

 

 

１４. 入学辞退 
 

入学手続納付金納入後、入学を辞退する場合は、2023年 3月 31日（金）【必着】までに「入学辞退届」を簡易書留で

郵送してください。入学申込金（入学金）を除く入学時納付金を入学辞退受付日の翌月末までに指定された銀行口座

へ振り込みます。（返還にかかる銀行振込手数料は辞退者の負担とします。） 

 

 

１５. 入学試験の成績照会 
 
    出願者本人から入学試験の成績照会を求められた場合は、出願者本人であるかを確認の上、受験科目の得点の

みを合格発表日から 2023年 3月 31日（金）まで開示します。成績照会希望者は入試センター窓口で、本人であるこ

とを確認できるものおよび受験票を持参の上、申請してください。 

 

 

１６. 注意事項 
 
   （１）一度提出した書類および納入した入学検定料・入学申込金（入学金）は、理由を問わず一切返還できません。 

   （２）出願書類の不足およびその内容に不備があった場合は、受理できません。 

   （３）身体に障がいのある方の出願について、受験および入学後の大学生活に際して特別の措置を必要とされる場 

合は、必ず出願開始日の 2週間前までに入試センターにご相談ください。必要に応じて面接や試験室の配慮等 

の措置を行います。 

   （４）被災地（災害救助法適用地域）受験生への特別措置として、被災の状況により、入学検定料免除、入学金・学費 

減免の制度を設けています。詳細は本学HP（https://www.himeji-du.ac.jp/life/tuition/saigai）をご確認ください。 

   （５）学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ等）に罹患し治癒していない場合は、 

他の受験生や監督者等への感染のおそれがありますので、受験をご遠慮願います。上記により受験をご遠慮 

いただいた場合は、追試験等の特別措置は行いません。但し、入学検定料は、入学検定料返還依頼書及び医 

師の診断書（学校保健安全法で出席停止が定められている感染症名が記載され、欠席した入学試験日が加療 

https://www.himeji-du.ac.jp/life/tuition/saigai


11 

 

期間に含まれているもの）の提出により返還いたします。入学検定料の返還を希望される場合は、入試センタ 

ーに申し出てください。 

   

１７. 編入学・転入学者の入学前の修得単位認定について 
 
    他の大学、短期大学、専修学校等で、編入学・転入学者が入学前に修得した単位を本学の修得単位として次のと
おり認定します。 

 
 
【 ２年次編入学・転入学 】 

学群・学部 学類・学科 認定単位 

人間社会学群 

国際言語文化学類 36単位以内 

現代法律学類 36単位以内 

産業経営学類 36単位以内 

医療保健学部 

理学療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

作業療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

言語聴覚療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

臨床工学科 科目ごとに個別に認定する。 

薬学部 医療薬学科 
科目ごとに個別に認定する。 
（全学共通科目 26単位、専門基礎科目 7単位、専門科目 8単位
の合計41単位は一括認定とする。） 

 
 
【 ３年次編入学・転入学 】 
（１） 学士編入学 

学群・学部 学類・学科 認定単位 

人間社会学群 

国際言語文化学類 
72単位以内（全学共通科目28単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 53単位を一括認定と
する。） 

現代法律学類 
72単位以内（全学共通科目24単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 49単位を一括認定と
する。） 

産業経営学類 
72単位以内（全学共通科目28単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 53単位を一括認定と
する。） 

医療保健学部 

理学療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

作業療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

言語聴覚療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

臨床工学科 科目ごとに個別に認定する。 

薬学部 医療薬学科 
科目ごとに個別に認定する。 
（全学共通科目 32単位、専門基礎科目 10単位、専門科目 35単
位の合計77単位は一括認定とする。） 
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（２） （１）以外の３年次編入学・転入学 

学群・学部 学類・学科 認定単位 

人間社会学群 

国際言語文化学類 
62単位以内（全学共通科目28単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 53単位を一括認定と
する。） 

現代法律学類 
62単位以内（全学共通科目24単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 49単位を一括認定と
する。） 

産業経営学類 
62単位以内（全学共通科目28単位、学群共通科目8単位、学類
技能科目 13単位、演習科目 4単位の合計 53単位を一括認定と
する。） 

医療保健学部 

理学療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

作業療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

言語聴覚療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

臨床工学科 科目ごとに個別に認定する。 

薬学部 医療薬学科※ 
科目ごとに個別に認定する。 
（全学共通科目 32単位、専門基礎科目 10単位、専門科目 35単
位の合計77単位は一括認定とする。） 

※転入学除く 
 
 
【 ４年次編入学・転入学 】 

学部 学科 認定単位 

医療保健学部 

理学療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

作業療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

言語聴覚療法学科 科目ごとに個別に認定する。 

臨床工学科※ 科目ごとに個別に認定する。 

薬学部 医療薬学科※ 
科目ごとに個別に認定する。 
（全学共通科目36単位、専門基礎科目 10単位、専門科目 81単
位の合計127単位は一括認定とする。） 

※転入学除く 
 

１８. ファミリー制度 
 
   本学では、2親等以内の親族が本学を卒業・修了または在学している受験生を対象とした「ファミリー制度」 
  を設けています。入学後、申請された方に支援金として 20万円を支給します。手続については、「入学手続 
  要項」を参照してください。 

 

１９. シニア制度 
 
   生涯にわたり学び、学習活動を続けようとする学生（入学年の 3月 31日までに満60歳に達している者）に 
  対して、授業料の一部を減免する制度を設けています。該当者には入学年度から最短修業年限を限度と 
   して授業料の半額を減免します。 

  なお、姫路獨協大学奨学金および他の特待生制度による奨学金との併給はできません。 
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２０. 個人情報の取り扱いについて 
 
   入学試験の出願に際して志願者から提供された個人情報は、入学者選抜の実施、合格発表、入学手続、 

  統計的集計およびこれらに付随する業務のために利用します。その際、当該個人情報の漏洩・流出・不正利 

  用等がないよう、必要かつ適切な管理を行います。 

   学校法人獨協学園（以下「本学園」）では、個人情報の取り扱いについて次のとおり「個人情報の保護に 

  関する本学園の基本方針」を定め、個人情報の保護に努めます。 

 

 

記 

１．主旨 

２００５年４月１日から個人情報の保護に関する法律が施行されたことに伴い、学生・生徒、 

   卒業生、患者、教職員等の多数の個人情報を学校ごとに保有している本学園として、個人情 

   報の取得・使用に関して学園内共通の基本方針を定めました。 

２．基本方針 

本学園並びに本学園が設置する各学校は、個人情報の保護が個人の尊厳を保つ上で重要で 

   あることを認識し、個人の権利利益を保護するため、以下に示す方針に基づき個人情報を取 

   得・管理・使用します。 

 

（１） 個人情報の適正な取得並びに使用 

個人情報は、利用目的を明示した上で適正に取得し、利用目的の範囲内で適正に使用 

します。 

（２） 個人情報の適正な管理 

個人情報は適正に管理し、個人情報への不正なアクセス、個人情報の紛失、破壊、改 

ざん及び漏えい等の防止のために、適切な措置を講じます。 

（３） 個人情報に関する問い合わせへの適切な対応 

個人情報に関する問い合わせに対しては、適切かつ迅速に対応します。 

（４） 法令等の遵守 

個人情報の保護に関して適用される法令その他の規範を遵守します。 

                              

２００５年５月１２日 
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２１. 受験生の宿泊案内 

次の宿泊施設は、姫路市内に立地するものです。所在地については、巻末の案内図を参考にしてください。 

宿泊を希望する受験生は、各自で宿泊施設に申し込んでください。（インターネットでの宿泊予約をおすすめ 

します。） 

 

 ホテル名 所在地 TEL 

① ホテルウィングインターナショナル姫路 
姫路市綿町132 
ＪＲ姫路駅中央改札口より北へ徒歩7分 

079-287-2111 

② アパホテル姫路駅北 
姫路市東駅前町98 

ＪＲ姫路駅中央改札口より北へ徒歩5分 
079-284-4111 

③ コンフォートホテル姫路 
姫路市北条口1-50-3 

ＪＲ姫路駅東改札口より東へ徒歩8分 
079-286-8511 

④ ホテル日航姫路 
姫路市南駅前町100 
JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩1分 

079-222-2231 

⑤ 東横イン姫路駅新幹線南口 
姫路市南駅前町97 
JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩1分 

079-284-1045 

⑥ ホテル・アルファーワン姫路南口 
姫路市南駅前町91-5 

JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩3分 
079-226-0005 

⑦ ホテルクラウンヒルズ姫路 
姫路市東延末3-56 

JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩7分 
079-222-8000 

⑧ 姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 
姫路市三左衛門堀西の町210 
JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩7分 

079-284-3311 

⑨ ドーミーイン姫路 
姫路市豊沢町160-2 
JR姫路駅中央改札口より南へ徒歩3分 

079-286-5489 

⑩ ホテルモントレ姫路 
姫路市西駅前町60 

ピオレ姫路より連結 
079-224-7111 
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●新型コロナウイルス感染防止対策に係る受験生への注意事項等 

 

文部科学省の「令和５年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」に基づき、受験生

が安心して受験できる環境を確保することを目的として、以下のとおり感染防止策を実施いたします。なお、今後、新型コロナウイルス

の感染拡大などにより内容の変更を行う場合があります。 

変更が生じた場合は、本学ホームページでお知らせいたします。 

①感染防止のための注意事項 

  日頃から感染防止について心がけるとともに、朝などに体温測定を行い、体調の変化の有無を確認してください。 

②医療機関での受診 

  試験日の１週間前から発熱・咳等の症状がある受験生はあらかじめ医療機関での受診を行ってください。 

③受験できない者 

新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日に入院中又は自宅や宿泊施設において療養中の者は受験できません。 

発熱・咳等の症状がない無症状の濃厚接触者については、以下のア.イ.ウの要件を満たすことができれば、本学試験会場（姫路獨

協大学）に限り、別室での受験を認めることとします。対象者は必ず試験前日の午前10時までに入試センターに申し出てください。 

ア．初期スクリーニング（自治体又は自治体から指示された医療機関が実施するＰＣＲ等の検査※〈行政検査〉）の結果、陰性で

あること。 ※初期スクリーニングの検査実施後、検査結果が判明するまでは受験不可とする。 

イ．受験当日も無症状であること。 

ウ．公共の交通機関（電車、バス、タクシー、航空機（国内線）、旅客船等）を利用せず、かつ、人が密集する場所を避けて試験場

に行くこと。 

※ 本学試験会場以外を試験会場としている受験生で、試験会場を本学試験会場（姫路獨協大学）に変更できる場合は、本学試

験会場の別室での受験を認めることとします。 

    ※ 海外から日本に入国して受験する者は、入国後に待機を要請される場合は、その期間は受験できないため、待機期間の有

無を確認の上、余裕を持って入国すること。 

④受験の取り止め 

試験当日に息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合、基礎疾患等により重症化しや

すい受験生が発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合の他、発熱・咳などの比較的軽い風邪の症状が続く場合は、受験

を取りやめ、その旨を入試センターに申し出るとともに入学検定料の返還手続を行ってください。 

⑤試験当日における対応 

上記④に該当しないものの、発熱や咳等の症状のある受験生は、その旨を入試センターに申し出てください。健康状態の確認の結

果により受験が認められないと判断された場合は、受験を取り止めて頂きます。症状の有無にかかわらず、各自マスク（何らかの

事情によりマスクの着用が困難な場合は、あらかじめ入試センターに相談すること。）を持参し、試験場では、昼食時以外は常にマ

スクを着用（鼻と口の両方を覆うこと）してください。また、休憩時間や昼食時等における他者との接触、会話を極力控えるよう心が

けてください。なお、受験生の写真照合の際に、一時的にマスクを外して頂くことがありますので、その場合は試験監督者の指示に

従ってください。 

⑥試験当日の服装、昼食 

試験当日、試験室の換気のため窓の開放等を行う時間帯があるため、上着など暖かい服装を持参してください。また、昼食は、本

学学生食堂及び試験場周辺の食堂等の利用は禁止しますので、各自昼食を持参し、自席で黙食してください。 

⑦付添人控室の設置 

付添人控室については原則設置しておりませんが、受験生への付き添いが必要な場合は、入試センターに申し出てください。 

⑧面接試験における対応 

アクリル卓上パーテーションの設置またはフェイスシールドの着用での面接を行いますが、症状の有無にかかわらず、各自マスク

を持参し、試験場では昼食時以外は常にマスクを着用（鼻と口の両方を覆うこと）してください。なお、フェイスシールド着用による面

接を行う場合、フェイスシールドは本学が準備しますので、受験生はフェイスシールドを持参する必要はありません。※マスクは必

ず持参してください。 

（何らかの事情によりマスク又はフェイスシールドの着用が困難な場合は、あらかじめ入試センターに相談すること。） 

⑨入学検定料の返還 

出願手続後、上記③④⑤により入学試験の受験を取りやめた場合、既に納入された入学検定料は返還します。所定の手続きにつ

いては、入試センターへお問い合わせください。 

⑩新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の利用 

「新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ：COVID-19 ContactConfirming Application）は、利用者が新型コロナウイルス感染症

の陽性者と接触した可能性がある場合に通知を受けることができるものであり、その後の検査の受診など保健所のサポートを早く

受けることができることから、これを積極的に利用してください。 

⑪その他 

日頃から、「三つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」、「換気」をはじめとした基

本的な感染症対策の徹底を行うとともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけてください。 



フリガナ 写　　真

３か月以内に　

　　撮影したもの

性別 上半身脱帽

生年月日 （縦４㎝×横３㎝）

〒

電話　（　　　　　　）　　　　　　－

※下記より希望する学類名に〇をつけ、希望するコースを記入しなさい。　※P1を参照

学歴

（高等学校以降のものを記入）

取得資格

（医療保健学部のみ）

※欄は大学記入用

住所
（連絡先）

２０２３年度　　編入学・転入学願書
姫 路 獨 協 大 学 長　　様 ※

志望学群・学部
学類・学科

学群・学部

学類・学科
年次 　　　年次

出
願
区
分

前 期　・　後 期

　　　　　　　年　　　　　月 　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校卒業

氏名
姓 名

男　　　　・　　　　　女

（西暦）　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日生　（　　　　歳）

自　　　　　　年　　　　　月

至　　　　　　年　　　　　月

自　　　　　　年　　　　　月

至　　　　　　年　　　　　月

自　　　　　　年　　　　　月

至　　　　　　年　　　　　月

年　　　　月　　　　日

理学療法士 ・作業療法士

言語聴覚士 ・ 臨床工学技士

その他（　　　　　　　　　　　　）　（該当するものを○で囲むこと）

国際言語文化学類

現代法律学類

産業経営学類

志望コース
（人間社会学群
志願者のみ）

　　　　　　　年　　　　　月 （学部・学科記載）

　　　　　　　年　　　　　月

職歴



志 望 理 由



貼　付　台　紙　

の　　り　　づ　　け　　場　　所

入学検定料振込受領書

（30,000円）



　〒 －

試験地 　本　学

試験区分 　編・転入学試験（　前期 ・ 後期　）

差出人

住　所

氏　名

学群学部・学科

4

兵庫県姫路市上大野７丁目２番１号

姫路獨協大学入試センター　行

引受番号欄（記入不要）簡易書留 入学願書在中

6 7 0 8 5 2

　※受験する日程に○をつけてください。

　学群・学部　　　　　　　　　　　　　　学科



山
陽
電
鉄 

自　衛　隊 

競　馬　場 

姫　路　城 

バ
ス
路
線 

バ
ス
路
線 

文 

姫路市役所 

姫路バイパス 

ＪＲ姫新線 
ＪＲ山陽本線 

野
里 

Ｊ
Ｒ
播
但
線 

ＪＲ新幹線 
至神戸 至岡山 

Ｎ 

国道２号線 

大学行き 
バスのりば 

山陽電鉄姫路駅 

ホテル日航姫路 

姫路キヤッスルグランヴィリオホテル 

山陽電鉄姫路駅 

獨協学園 
はり姫サテライト 

ＪＲ 姫 路 駅 

ホテルクラウンヒルズ姫路 ホテルクラウンヒルズ姫路 

ドーミーイン姫路 ドーミーイン姫路 

アクリエ 
ひめじ 

姫路南ランプ 

東横イン姫路駅新幹線南口東横イン姫路駅新幹線南口 東横イン姫路駅新幹線南口 

ホテル・アルファーワン姫路南口 ホテル・アルファーワン姫路南口 

コンフォートホテル姫路 コンフォートホテル姫路 

⑨ 

⑧ 

⑦ 

④ 

⑤ 

⑥ 

③ 

① 

② 

ホテルウィングインターナショナル姫路 

アパホテル姫路駅北 

大学行きバスのりば 
　　白国南口停留所 

姫路獨協 
大　　学 

試験場案内図  

姫路獨協大学  
姫路市上大野７丁目２番１号 

ＪＲ姫路駅北口・山陽電鉄姫路駅前から神姫バス（行先番号８・９番）「姫路獨協大学行き」 

または「姫路獨協大学経由大寿台行き」に乗車し「姫路獨協大学」で下車。所要時間約20分。 

ホテルモントレ姫路 

⑩ 

ホテルモントレ姫路 

県立はりま姫路 
総合医療センター 

大学行きバスのりば⑧⑨案内図（姫路駅周辺） 


