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入試科目は？

どんな資格が

取れるんだろう？

寮はあるのかな？

オープンキャンパスに行ってみたい！

看護系学校への進学を決めた皆さん。どんな基準で学校を選ぼうとしていますか？

入試の情報はもちろん、寮や奨学金、校風など、気になることはいっぱいありますよね。

今回は、FLAP!編集部が全国から特色ある看護系学校を一挙にご紹介します。

自分の目標にピッタリな学校を探してみよう！

特別企画広告

第14 弾！

未来に向かって

G O !!

看護系大学・短大・専門学校
特集☆

編集部がオススメする魅力的な幅広い知識と技術をもつ
「心ある看護者」の育成を目指す

　建学の精神「和を以て貴しと為す」のもと、看護学部では人

間の理解と科学的な思考科目で教養と思考力、幅広い視野

を養い、看護専門職者に最も大切な「こころ」の成長を高め、

看護専門科目で高度な知識・技術を身につけます。取得可能

な資格が多彩なことが、本学部の特色。看護師国家試験受

験資格はもちろん、保健師国家試験受験資格（定員80名）

や栃木県内で唯一、養護教諭一種免許状の取得が可能です。

2018年4月には本城新キャンパスを開設。更に充実した 

学習環境があなたを待っています。

総合型選抜（現役生のみ、専願）※

選考方法 小論文、基礎学力調査、面接（個人面接）

学校推薦型選抜（指定校）、（公募制Ⅰ期）、（公募制Ⅱ期）
募集人数 Ⅰ期（指定校）5名、Ⅰ期（公募制）20名、Ⅱ期（公募制）3名

選考方法
調査書、小論文（800 字以内）、基礎学力調査 

（数学Ⅰ・Aに関する基礎的な内容）、面接（個人面接）
により総合的に選考

一般選抜 ＜A、B＞
募集人数 A 30名、B 5名

試験科目

調査書
必須：英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、面接 

（グループ面接）選択：国語（古典を除く近代以降の文章）、
数学（数学Ⅰ・A）、理科（生物基礎）から1科目

一般選抜C
募集人数 3名

試験科目
調査書
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、小論文（800
字以内）、面接（個人面接）

大学入学共通テスト利用選抜 ＜A、B＞
募集人数 A10名、B4 名

試験科目

以下の大学入学共通テストの得点および調
査書を参考に判定
必須：国語（古典を除く近代以降の文章）、英語（リ
スニング除く）
選択：数学（数学Ⅰ・A）、理科（生物基礎、化学基礎、
生物、化学）より高得点1科目を採用

栃木県
大学 共学

定員

80名

修業年限

4年

足利大学（2018年4月足利工業大学から名称変更）

看護学部　看護学科

受験料
（2021年度実績）

：学校推薦型I ～Ⅱ期・一般選抜
通常の出願30,000円　インターネット出願28,000円
大学入試共通テスト利用選抜 
通常の出願15,000円　インターネット出願13,000円　
総合型：通常の出願30,000円

学費（初年度総額）：1,795,000円　2021年度入学者実績

奨学金制度 ：兄弟姉妹奨学金、日本学生支援機構奨学金、地方自治体奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（定員
80名の選択制）、養護教諭一種免許状（選択制）、第2種
ME技術者、養護教諭二種免許状、第一種衛生管理者

寮 ：本城キャンパス隣接地に女子寮

住所 ：本城キャンパス 〒326-0808 栃木県足利市本城 3-2100-1

電話番号 ：0120-62-9980（直）

担当部署 ：大前キャンパス　入試広報課

メールアドレス：aithome@ashitech.ac.jp

URL ：https://www.ashitech.ac.jp/nursing/

交通アクセス ：JR「足利」駅より徒歩約17分、東武「足利市」駅より徒歩
約17分（最寄り駅よりスクールバス運行中）

S c h o o l  D a t a

入試要項 ※2021年度実績

※事前課題を選考した上で出願が可能になります。

主な実習先
足利赤十字病院、自治医科大学とちぎ子ども医療センター、青木病院、
あしかがの森足利病院、佐野厚生総合病院、イムス太田中央総合病
院、羽生総合病院　他

国家試験対策

国家試験対策委員会を設け、看護学部全員が一丸となって合格を目
指し支援するだけでなく、人と関わることを自身の仕事としていけるよ
う、“なりたいあなたになるため”のサポートも行っています。

information
●オープンキャンパス

3/27（土） 10：00～15：00（予定）

●個別相談受付中
オンラインまたは電話で、受験生からの個別相談を受け付けています。
●保健師国家試験受験資格（定員80名）取得可能、栃木県内で
唯一、養護教諭一種免許状の取得が可能

入試情報やオープンキャンパスの開催情報は変更
になる可能性があります。
最新の情報は、必ず各学校のホームページや入試
要項でご確認ください。

注
意
事
項

［詳細は本学ホームページでお知らせします。］
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看護学生寮Dormitoryいちょう

130年以上の歴史と3つの大学病院をもつ
本学だからこそできる看護教育
　本学看護学部は、「患者及びその家族、医療関係者をはじめ、

広く社会一般の人々から信頼される看護職者を育成する」こと

を教育理念としています。1年次からの早期体験実習、主体

的な学習能力の育成、隣接する大学病院と連携した看護実

践能力の養成、医学部との合同講義・実習によるチーム医療

の意識付けの4つを柱に、本学独自の看護教育を実施。もっと

深く、さらに高く、そして温かく、未来の看護職者を育てます。

　 入試要項 ※2021年度実績
学校推薦型選抜（公募制・指定校制）

募集人数 30名

選考方法
書類審査、適性試験（英語、数学、国語の
３科目構成）、個人面接

大学入学共通テスト利用選抜

募集人数 10名

試験科目

英語（リスニング含む）
選択科目①：国語（近代以降の文章）、
　　　　　　数学Ⅰ・Aより1科目
選択科目②：化学基礎・生物基礎、
　　　　　　化学、生物より1科目選択

一般選抜 A日程
募集人数 45名

試験科目

英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）
国語（近代以降の文章）【記述式問題を含む】
選択科目：数学Ⅰ・A、化学基礎、生物基礎より
　　　　　１科目選択

一般選抜B日程
募集人数 10名

試験科目
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）
国語（近代以降の文章）【記述式問題を含む】

※下線部は、変更点
※全選抜試験に出願書類として「自己申告書」の提出を必須とし　
　「調査書」等の内容を含め段階評価する
詳細はホームページより2022年度募集要項をご確認ください。

　 入試要項　※2021年度実績

総合型選抜（自己推薦型）

募集人数
学校推薦型選抜（指定校・公募制）、その他
推薦型選抜と合わせて50名

選考方法 出願書類、一般常識テスト、面接

学校推薦型選抜（指定校・公募制）

募集人数
総合型選抜（自己推薦型）、その他推薦型選
抜と合わせて50名

選考方法 出願書類、一般常識テスト、面接

一般選抜（1科目選択型）
募集人数 一般選抜（大学共通テスト利用型）と合わせて50名

選考方法

第1回・第2回
●学科試験/4科目より1科

目選択
◯英語（コミュニケーション

英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）
◯国語総合〔古典（古文、漢

文）を除く〕
◯数学Ⅰ・数学A
◯生物基礎・生物
●個人面接

第3回・第4回・第5回
●学科試験/3科目より1科

目選択
◯英語（コミュニケーション

英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）
◯国語総合〔古典（古文、漢文）

を除く〕
◯数学Ⅰ・数学A
●個人面接

一般選抜（大学入学共通テスト利用型）
募集人数 一般選抜（1科目選択型）と合わせて50名

選考方法

国語（近代以降の文章）、数学（数学Ⅰ・数学A・数
学Ⅱ・数学B）、理科（化学、生物、物理、化学基礎・
生物基礎・物理基礎）、外国語（英語）から高得点
の3科目の得点および出願書類を総合して判定

※詳細については、ホームページを確認してください。

栃木県
私立 共学

定員
1年次 95名
3年次 10名

修業年限

4年

獨協医科大学
看護学部 看護学科

主な就職先
獨協医科大学病院、獨協医科大学埼玉医療センター、
獨協医科大学日光医療センター、他医療機関、地方自治体 等

検定料
※2021年度

：推薦・一般（A日程・B日程）30,000円、
大学入学共通テスト利用 15,000円

学費（初年度総額）
※2021年度

：1,850,000円
※上記以外に入学時に委託徴収金130,000円

授業料減免制度：大学入学共通テスト利用選抜及び一般選抜A日程の成績優秀
者（若干名）は初年度授業料の半額（425,000円）を減免します。

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護
教諭二種免許（保健師資格取得後に申請し、取得）

寮 ：あり（入寮条件あり）

住所 ：〒321-0293 
栃木県下都賀郡壬生町北小林880

電話番号 ：0282-87-2108（直）

担当部署 ：学務部入試課

メールアドレス：nyushi@dokkyomed.ac.jp

URL ：https://www.dokkyomed.ac.jp/dmu/

交通アクセス ：東武宇都宮線「おもちゃのまち」駅より徒歩約15 分
（バス約 3 分）

S c h o o l  D a t a

埼玉県 日本保健医療大学
保健医療学部 看護学科 幸手北キャンパス

受験料 ：総合型選抜・学校推薦型選抜
・一般選抜（1科目選択型）　　　　　   30,000円
一般選抜（大学入学共通テスト利用型）    15,000円

学費
※2021年度

：入学金300,000円　年間授業料1,670,000円
※施設設備費・教育充実費を含みます

奨学金制度 ：日本保健医療大学紹介病院からの奨学金制度
日本学生支援機構奨学金、埼玉県看護師等育英奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制）
養護教諭二種免許（保健師資格取得後に申請可能）
第一種衛生管理者（保健師資格取得後に申請可能）

寮 ：なし

住所 ：看護学科　幸手北キャンパス
〒340-0113　埼玉県幸手市幸手1961-2

電話番号 ：0480-40-4849

担当部署 ：入試広報担当

メール ：admission@jhsu.ac.jp

URL ：https://www.jhsu.ac.jp

交通アクセス ：幸手北キャンパス（看護学科）　東武日光線「幸手」駅よりバス5分
幸手南キャンパス（理学療法学科）　東武日光線「杉戸高野台」駅
よりバス5分

S c h o o l  D a t a

信頼関係を築くコミュニケーション力や
看護の実践力を磨くカリキュラムが充実
　埼玉県東部に位置する幸手市にある本学は、豊かな人間性と

高度な専門性を備え、保健医療福祉の向上に貢献できる人材の

育成を目的としています。なかでも看護学科は、人と人との関

係性の上に成り立ち、その人の精神的、身体的健康生活を支援

していく｢看護」という役割を重視。その基本となるコミュニケー

ション力を身につけながら、人間性を培う基礎系科目や医療･

保健に携わる人に必要な健康観･文化観を養う専門基礎系科目

を基に、専門知識と技術を習得する看護学専門科目を通して実

践的な力を磨いていきます。また、看護の専門知識を学び実践

に活かすため、最新の医療現場に準じた環境を完備しています。

私立 共学

定員

100名

修業年限

4年

●オープンキャンパス

3/27（土）・28（日）、5/16（日）、6/20（日）10:00～ 事前予約制
●来校型個別相談
平日（月～金／10:00～17:00）開催。ホームページよりお申し 
込みください。

information

主な実習予定先
東埼玉総合病院、春日部中央総合病院、春日部厚生病院、越谷市立
病院、新越谷病院、越谷誠和病院、埼玉県立がんセンター、埼玉県
立小児医療センター、獨協医科大学埼玉医療センター、みさと健和
病院、羽生総合病院、久喜すずのき病院、大石記念病院、東武丸山
病院、茨城西南医療センター　他

本校の特色
●全ての学生が看護師、保健師の受験資格を取得
　助産師※も目指すことができる

　本学の国家試験の合格率は看護師99.0%（第109回）

　保健師94.3%（第106回）、助産師100%（第103回）
　 ※助産学専攻科を修了すると受験資格を取得

●タブレット端末を使ったICT学修で、看護を学ぶ 
　ための膨大な知識を効率よく学ぶ
　電子教科書やオリジナルの教材、資料、動画などのコンテンツを利用！

●看護実習は隣接する大学病院と連携した看護教育
　で、高度な実践力を身につける
　獨協医科大学病院が隣接！多くの卒業生が看護師として活躍。
　学生たちをサポートする心強い味方です。
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受験料
※2021年度

 
:

学校推薦型・総合型・一般 30,000円
大学入学共通テスト利用    10,000円
※併願による受験料割引あり、詳しくは2021年度募集要項等でご確認ください。

学費
※2021年度

: 入学金300,000円　年間授業料800,000円
※別途実験実習費、施設設備充実費、諸経費等がかかります。
　詳しくは2021年度募集要項等でご確認ください。

奨学金制度 : ①秀明大学給付型奨学金制度（各入試の成績優秀者が対象）
A奨学金：400万円（4年間合計）B奨学金：300万円（4年間合計）
C奨学金：200万円（4年間合計）D奨学金：120万円（4年間合計）
E 奨学金：  30万円（初年度のみ）
②八千代市看護師等修学資金貸付制度（毎年15名の定員あり）
年間60万円　最長4年間　合計240万円　
※卒業後八千代市内で働くことによる返還免除制度あり

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（希望制・定員有）
養護教諭二種免許状（保健師取得後に申請）
第一種衛生管理者免許（保健師取得後に申請）

寮 : 男子寮・女子寮ともにキャンパス内　　
寮費6ヶ月327,000円（電気代、食費込）
※入寮保証金等はありません

住所 : 〒276-0003　千葉県八千代市大学町1-1

電話番号 : 047-488-2331

担当部署 : 入試室

メールアドレス : nyushi@adm.shumei-u.ac.jp

URL : https://www.shumei-u.ac.jp/

交通アクセス : 下記3駅より無料スクールバスを運行（授業日のみ）
東葉高速線「八千代緑が丘」駅、京成線「勝田台」駅、東武野田線、
新京成線、北総線「新鎌ケ谷」駅　※駅～大学所要20分

S c h o o l  D a t a

地域社会との万全な連携体制
全員参加のイギリス短期留学
　不足する看護師の確保に取り組む地元千葉県八千代市から
の熱い要望に応えて開設。八千代市・八千代市医師会・東京女
子医科大学八千代医療センターとの万全な連携体制のもと、実
習先や奨学金、就職まで手厚いサポートを受けられます。
　様々な種類の高機能シミュレーターを使用した実践的な授
業や、生きた英語と看護精神の原点を学ぶためのイギリス留学 

（3年次夏休み：必修）などが大きな特色です。さらに、教養科目
を充実させることで主体的に学ぶ姿勢を身につけ、看護実践力
と豊かな教養を備えた、地域社会に貢献する人材を育成します。

千葉県
私立 共学

定員

80名

修業年限

4年

秀明大学
看護学部 看護学科

主な実習先
東京女子医科大学八千代医療センターなど

国家試験対策

授業や実習で学ぶ知識をしっかり定着させるため、自主的に予習・復
習できる学修支援ソフトをいつでも利用できる環境が整っています。
2年次後期から模擬試験を行うことで、不足している知識や苦手分野
を早期に知ることができます。対策講座や個別指導により弱点を強化
するとともに、心構えを養い国家試験合格に向けて支援します。

　 入試要項 ※2021年度実績

学校推薦型選抜
募集人数 10 名
指定校でのみ実施。詳細はお問い合せください。

総合型選抜＜1期、2期、3期＞
募集人数 15 名

選考方法

面接、書類審査、適性検査：英語（コミュニケーショ
ン英語Ⅰ・Ⅱと英語表現Ⅰ）
選択科目（数ⅠA、数ⅡB、化学（基礎の分野を含む）、生
物（基礎の分野を含む）、［化学基礎、生物基礎］より1科目）

一般選抜＜1期、2期、3期、4期＞
募集人数 40 名

選考方法

面接、書類審査、学力試験：英語（コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱと英語表現Ⅰ）、選択科目（国語、数学、理科か
ら2教科2科目）＊数学は数ⅠA か数ⅡBから1科目、
理科は化学（基礎の分野を含む）、生物（基礎の分野を
含む）、［化学基礎・生物基礎］のいずれかひとつを
選択

共通テスト利用選抜＜A日程、B日程＞
募集人数 15 名

選考方法

面接、書類審査、大学入学共通テスト：英語、
選択科目（国語、数学、理科から2教科2科目）＊数学は
数ⅠAか数ⅡBから1科目、理科は化学、生物、［化学基礎・
生物基礎］のいずれかひとつを選択

・英語は、リスニングなし
・国語は、現代文のみ
詳細は2022年度学部案内、募集要項等でご確認ください。
※入試要項は変更になる場合があります。大学ホームページで最新の
　情報を確認してください。

information
●オープンキャンパス　

3/28（日）、5/23（日）、6/20（日）、7/11（日）・25（日）、 

8/15（日）・29（日）、9/12（日）、10/3（日）
新型コロナウィルスの感染拡大状況により、開催日時や内容は変更になる場合があります。

●WEBキャンパスツアー開催中！
24時間好きな時にPCやスマホで視聴可能です。

身体のみならず「心を癒す看護」を
実践できる看護職者を育成
　順天堂大学は常に他者の気持ちを思いやり慈しむ心「仁」を

学是とし、長い伝統と歴史で培った「全人教育」を行う健康総

合大学です。合計約3,443 床という日本最大規模の医学部

附属6病院を有し、高度医療の一翼を担う本学だからこそ、

最先端かつ幅広い場で活躍する看護職者として成長できます。

また、4年間にわたる英語教育や海外研修も実施しており、

次世代の看護職者として国際的に通用する人材を育成します。

千葉県
私立 共学

定員

200名

修業年限

4年

順天堂大学（浦安キャンパス）
医療看護学部

主な就職先
順天堂大学医学部附属6病院（順天堂医院、浦安病院、静岡病院、
順天堂越谷病院、練馬病院、順天堂東京江東高齢者医療センター）、
他大学病院、国公立病院、地方自治体 等

　 入試要項 ※2021年度実績
学校推薦型選抜 ［一般選抜（公募制）］

募集人数 80 名

選考方法 出願書類、小論文・総合問題、面接（個人面接） 

帰国生選抜
募集人数 若干名

選考方法 出願書類、小論文・総合問題、面接（個人面接） 

一般選抜
募集人数 80 名  

一次試験
筆記試験：国語総合、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
英語表現Ⅰ、選択科目（数学Ⅰ・Ⅱ・A、化学基礎・化学、
生物基礎・生物から1科目）

二次試験 面接（個人面接）

共通テスト利用選抜＜A 方式、B方式、C方式＞

募集人数 20 名（A 方式B方式：15 名、C 方式5 名）

一次試験
（共通テスト）

A方式 国語、英語、選択科目（数学、理科より高得点1科目）

B方式 国語、外国語（英語、ドイツ語、フランス語、中国
語、韓国語より1科目）、数学、理科、地歴・公民

C 方式 国語、英語、選択科目（数学、理科、地歴・公民
より高得点2科目）

二次試験 小論文、面接（個人面接）

共通テスト利用・独自併用選抜
募集人数 20 名  

一次試験
国語（独自試験、共通テストから高得点の結果）、英語（独
自試験、共通テストから高得点の結果）、選択科目（共
通テスト：数学、理科、地歴・公民から高得点１科目）

二次試験 小論文、面接（個人面接）

※詳細は2022年度学生募集要項をご確認ください。

S c h o o l  D a t a

information
2020年度オープンキャンパス・学内進学相談会はWEB
オープンキャンパスとしてインターネット上で実施しました。
2021年度の詳細は学部ホームページにてお知らせいたし
ますので、ご確認ください。

看護師国家試験合格率
（過去3年間）

※新卒者合格率

第107回 100％

第108回 98.5％

第109回 99.5％

受験料
※2021年度

: 学校推薦型・帰国生30,000円、
一般35,000円、
共通テスト利用（A/B/C方式）25,000円、
共通テスト利用・独自併用（併願のみ）25,000円、
※併願数に応じて割引きがあります。共通テスト利用C方式
は2021/1/17 17:00までの出願の場合は15,000円

学費
※2020年度

: 入学金300,000円　年間授業料（初年度）900,000円
※別途施設設備費、実験実習費、諸経費がかかります。
　詳しくはお問い合わせください。

学費免除制度 : 特待生制度による学費免除制度あり

奨学金制度 : 日本学生支援機構奨学金
千葉県保健師等修学資金
順天堂大学看護学部同窓会奨学金など

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格（選択制・希望者は全員）
助産師国家試験受験資格（一学年10名程度選抜制）
第一種衛生管理者（保健師資格取得後に申請可能）
養護教諭二種免許（保健師資格取得後に申請可能）

寮 : なし

住所 : 〒279-0023　千葉県浦安市高洲2-5-1

電話番号 : 047-355-3111（代）

担当部署 : 入学試験係

メールアドレス : j-nurse@juntendo.ac.jp

URL : http://www.nurs.juntendo.ac.jp

交通アクセス : JR 京葉線「新浦安」駅より「みなと南行」または「高洲海浜公
園行」バス10 分、「順天堂大学入口」下車徒歩2 分
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気品と実践力を備えた凛とした看護師を育成
どんな時代でも、どんな場所でも、
寛容で、凛とした、自立・自律する専門職へ
患者さんをはじめ、そのご家族にいたわりの心を持って接する
ことができること
その心をその場に応じた形で表現できること
共に仕事をする仲間たちと協力し合って仕事を進められる高い
専門性があること
コミュニケーションスキルをもっていること
これまで、福祉職・栄養職など、さまざまな“支える人”を育んで
きた聖徳大学では、専門的な知識・技能だけでなく、教養や感
受性を深める人間教育に力を入れています。

千葉県
私立 女子

定員

80名

修業年限

4年

聖徳大学  
看護学部　看護学科    

主な実習先
東京女子医科大学八千代医療センター、学校法人東京歯科大学市川総合病院、
医療法人社団誠馨会新東京病院、松戸市立総合医療センター、国立研究開
発法人国立がん研究センター東病院、北柏リハビリ総合病院　その他多数

主な就職先
■保健師／千葉県、東京都特別区
■看護師（国公立系の医療施設）／国立研究開発法人国立がん研究セン
ター中央病院、国立研究開発法人国立がん研究センター東病院、国家
公務員共済組合連合会虎の門病院、国立医療成育医療研究センター、
東京大学医学部附属病院、東京医科歯科大学医学部附属病院、千葉大
学医学部附属病院、千葉県立病院救急医療センター、船橋市立医療セ
ンター、順天堂大学医学部附属練馬病院、東京慈恵会医科大学附属第
三病院、東京歯科大学市川総合病院、東邦大学医療センター佐倉病院、
日本医科大学付属病院、日本大学医学部附属板橋病院　ほか 

受験料 : 一般35,000円　共通テスト利用：15,000円

学費（初年度） : 2,385,835円※その他諸費と海外研修費積立金も含まれています。
（納入金は改定されることがあります）

特待制度
（人数制限無し）

: 入学金が免除になる高校成績特待制度（評定値特待制度）・資格
特待制度や、授業料が免除になる〈得点基準明示型〉学力特待
制度を用意しています。

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格、養護教諭
二種免許・第一種衛生管理者資格（保健師資格取得後に申請可能）

寮 : あり（順和寮・和心寮・相模台寮）

連絡先 : 〒271-8555 千葉県松戸市岩瀬550

電話番号 :0120-66-5531（受験相談フリーダイヤル）
047-366-5551（直通）

担当部署 : 入学センター

URL : https://ouen.seitoku.ac.jp/

交通アクセス : JR常磐線・JR 上野東京ライン・JR 乗り入れ地下鉄千代田線・
新京成線「松戸」駅東口より徒歩5分

S c h o o l  D a t a

 入試要項 ※2021年度実績

総合型選抜 B日程Ⅰ期 

募集人数 5 名

選考方法
プレゼンテーション方式（志望理由書、調査書、
プレゼンテーション、面接

学校推薦型選抜 ＜指定校制・公募制＞

募集人数 35 名

選考方法
書類審査（調査書、推薦書、活動報告・志望
理由書等）、小論文、面接

一般選抜 （A〜D日程）

募集人数
40 名（大学入学共通テスト利用選抜募集人
数を含む）

選考方法
書類審査（調査書、志望理由書等）、科目試験
3 科目

大学入学共通テスト利用選抜 （A〜D日程）

募集人数 40 名（一般選抜募集人数を含む）

選考方法
書類審査（調査書、志望理由書等）、大学入学
共通テスト3 科目

★ 入試日程等の詳細は、「令和4年度入学試験要項」でご確認ください。

information
●オープンキャンパス（予約制）

［来場型］［オンライン型］で実施予定
●電話・オンライン相談、キャンパス見学受付中!（HPより要予約）

※詳細はホームページにてご確認ください

主な実習先
千葉中央メディカルセンター、総泉病院、新東京病院、千葉療護センター、
柏戸病院、みつわ台総合病院、千葉市立海浜病院、千葉市立青葉病
院、船橋中央病院、船橋総合病院、谷津保健病院、下志津病院、千葉
県千葉リハビリテーションセンター、千葉県済生会習志野病院、東千葉
メディカルセンター、千葉県立佐原病院、千葉県がんセンター、同和会
千葉病院、総合病院国保旭中央病院、成田赤十字病院、中村古峡記念
病院、船橋市立リハビリテーション病院、高根病院、聖隷佐倉市民病院、
四街道徳洲会病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、鎌ケ谷総合病院、
佐倉厚生園病院、千葉徳洲会病院　他、地域包括支援センター、特別
支援学校、訪問看護ステーションなど200施設を越える 

　 入試要項 ※2021年度実績
総合型選抜　未来創造型 ※② 
募集人数 12名

選考方法 書類審査、プレゼンテーション、面接 (個人面接方式）

総合型選抜 ※③ ＜Ⅰ期 、Ⅱ期、Ⅲ期＞

募集人数 Ⅰ期7名、Ⅱ期3名、Ⅲ期3名

選考方法 書類審査、面接(個人面接方式）

学校推薦型選抜　公募制推薦※③＜Ⅰ期、Ⅱ期＞

募集人数 Ⅰ期2名、Ⅱ期2名

選考方法 書類審査、小論文、面接(個人面接方式）

学校推薦型選抜　指定校推薦制※③

募集人数 28 名

選考方法 書類審査、グループディスカッション

一般選抜 ＜Ⅰ期：A日程 ・B日程 、Ⅱ期 ＞

募集人数 Ⅰ期25 名、Ⅱ期 5 名

選考方法

●筆記試験　
必須：英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、英語表現Ⅰ）、
選択科目①国語（国語総合（古文・漢文除く）、数学（数学Ⅰ・A）

より1科目、
選択科目②化学基礎、生物基礎から1科目 

大学入学共通テスト利用選抜 ＜Ⅰ期、Ⅱ期、III期＞
大学入学共通テストを受験［本学での個別試験なし］

募集人数 Ⅰ期 6 名、Ⅱ期 4 名、III期2名

選考方法 2教科型、3教科型どちらかを選択 2021年度入試要項を参照

※①2022年度入試要項については、必ずHPをご確認下さい。
※②総合型選抜 未来創造型は、合格者全員が特待生となります
※③総合型選抜、学校推薦型選抜 公募推薦制、学校推薦型選抜 指定校

推薦制についてはチャレンジ特待生制度あり。

看護と情報を融合した新たな学びを学習し
未来の地域ケア・医療を支える看護師に
　少子超高齢・情報社会が急速に進む現在の日本では、医療も「病

院中心型」から地域全体で支える「地域中心型」へとシフトしています。

そのなかで、人々 の健康を護る看護職には、これまで以上に情報活用・

発信力が求められます。本学の設置母体である学校法人東京農業大

学は、「実学」を重んじる大学として発展してきました。本学もまた、「現

代実学主義」を教育理念として1988年に開学。2017年には看護学

部を開設すると同時に、情報通信機器を活用した地域ケア・医療を

推進する研究開発機関「遠隔看護実践研究センター」を開設しました。

本学は、「看護と情報」を融合した教育で、「たくましい看護師」を育てて

いきます。私たちと一緒に、未来を切り開く看護師を目指しませんか。

千葉県
私立 共学

定員

100名

修業年限

4年

　　　　　　東京情報大学
看護学部　看護学科

S c h o o l  D a t a
受験料 : 30,000円（大学入学共通テスト利用選抜14,000円）
学費 : 入学金270,000円

授業料（初年度）1,000,000円
※別途設備拡充費、実習演習費、学生厚生費、その他諸会
費等がかかります。詳しくはお問い合わせください。

奨学金制度 : 東京情報大学 特待生制度、日本学生支援機構奨学金、地方
自治体による奨学金制度

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格、
保健師国家試験受験資格（20名選択制）、
養護教諭二種免許※（保健師国家試験合格後、申請により取得可能）

寮 : 看護学部女子学生専用アパートあり
住所 : 〒265-8501　千葉県千葉市若葉区御成台4-1

電話番号 : 043-236-1408

担当部署 : 入試・広報課

メールアドレス : tju@affrs.tuis.ac.jp

URL : http://www.tuis.ac.jp/

交通アクセス : 千葉都市モノレール「千城台」駅から京成バスで約7分、
JR「千葉」駅から直通ノンストップ通学バスで約25分、
JR「東京」駅から「情報大正門」まで京成高速バスで約70分

information
●オープンキャンパス
3/20（土）、5/29（土）、6/26（土）、7/17（土）・31（土）、8/21（土）、9/26（日）

●翔風祭同時開催　進学相談会  10/24（日）
※詳細は本学WEB サイトをご確認ください。
●WEB OPEN CAMPUS 公開中です！

国家試験対策
①実習で知識の整理・統合　②電子テキストで自主学習　③受験 
指導のプロフェッショナルによる講義（1・2・3年次各1回、4年次
2回）④国家試験対策のためのeラーニング　⑤国家試験模擬試験 

（1・2年次末各1回、3年次末各2回、4年次10回予定）

看護実習棟（9 号館）誕生！！

学校法人 
東京農業大学
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「至誠と愛」の精神に基づき
行動できる看護職者を育成
　本学は、創造的な知性と豊かな人間性を備え、社会に貢

献する医療人を育成するとともに、深く学術を研究し、広く

文化の発展に寄与できる人材の育成を目的としています。

　2020年4月より河田町1号館跡地に建てられた新校舎で、

新カリキュラムのもと１学年から４学年まで一貫した教育を

行います。新カリキュラムでは、既存の授業に加えて医学部・

看護学部合同で行う協働教育を進めるとともに、チーム医療

や医療安全についての教育を充実させます。さらに、地域包

括ケアを担う人材育成や女性医療人として、生涯発達し続け

る人材の育成を強化します。

　 入試要項 ※2021年度実績

学校推薦型選抜

募集人数 40 名程度（指定校推薦含む）

選考方法 書類審査、小論文、面接

一般選抜

募集人数 50 名程度

選考方法
学科試験：国語（国語総合（古文・漢文領域を除く））、
英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、理科（化学基礎 、
生物基礎から1科目を出願時に選択）、書類審査

※2022年度入試日程は7月以降の公表予定です

東京都
私立 女子のみ

定員

90名

修業年限

4年

東京女子医科大学
看護学部 看護学科

看護師国家試験合格率
（過去3年間•新卒者）

第107回 97.8%

第108回 98.9%

第109回 96.4%

主な就職先
東京女子医科大学病院、東京女子医科大学東医療センター、東京女
子医科大学八千代医療センター、他大学附属病院、国立病院機構病
院、一般病院 等

受験料 ：40,000円

学費（初年度総額）
※2021年度

：2,000,000円（その他、162,200円は諸会費として入学式
後に振込をお願いします。）

奨学金制度 ：東京都看護師等修学資金、日本学生支援機構奨学金、小林
育英会奨学金 等

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格※（上限
20名）

住所 ：〒162-8666
東京都新宿区河田町8-1（河田町キャンパス）

電話番号 ：03-3357-4801（直）

担当部署 ：看護学部学務課

URL ：http://www.twmu.ac.jp/

交通アクセス ：都営大江戸線「若松河田」駅より徒歩3 分

S c h o o l  D a t a

information
●オープンキャンパス

河田町キャンパス　7/31（土）、8/21（土）
●個別相談会（事前申込制）

河田町キャンパス　7/31（土）、9/18（土）、10/23（土）、12/18（土）
● Web OPEN CAMPUSをホームページにて公開中！
※日程は変更になることがあります。詳細はホームページにてご確認ください。

2020 年、
河田町キャンパスに新校舎棟完成

創設時からの志を受け継ぎ、
新たな歴史が始まりました。

information
●WEB OPEN CAMPUS公開中！  

ホームページより視聴可能です！

これからの時代に必要とされる 
「看護職のリーダー」を育成

　「自然・生命・人間」という建学の精神と、自然科学系総合大学

の教育実績のもと、人間が健康で幸せな生活を営むことを科学的

に追求し、支援する「健康科学」を学び、高い倫理性と知識・技術を

兼ね備えた看護の実践者・研究者を育成します。

　人間の暮らしむきに着目し、基礎から臨床へとつなぐ4つの領域

を柱にしたカリキュラム編成をもとに、少人数であることを活かし

た学修を進めます。さらに、先端医療から地域看護までを視野に入

れ、３つの付属病院をはじめとした多様な場での臨地実習を行い、

実践力を高め、看護職のリーダーとなれる人材の育成をめざします。

千葉県
私立 共学

定員

60名

修業年限

4年

東邦大学
健康科学部 看護学科

主な実習先
東邦大学医療センター大森病院・大橋病院・佐倉病院、その他県内病院、
老人保健施設、保健所、保健センター、訪問看護ステーション、保育所など

受験料 ：推薦入試、一般入試 A・B…………35,000円
（一般入試 A・B同時出願の場合：50,000円）
共通テスト利用入試……………… 17,000円

（一般入試と同時出願の場合：    10,000円）

学費（初年度） ： 1,770,370円

奨学金制度 ：日本学生支援機構奨学金、東邦大学青藍会（父母会）奨学金、
地方自治体奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選抜制
20名以内）、養護教諭二種免許・衛生管理者免許（保健師免許
取得後、申請により取得可能）

住所 ：〒274-8510
千葉県船橋市三山2-2-1 

電話番号 ：047-472-0666（習志野学事部 入試広報課）

URL ：https://www.toho-u.ac.jp / health/

交通アクセス ：JR 総武線「津田沼」駅北口より
京成バス乗車（乗車時間約10分）、「東邦大学前」バス停下車後すぐ
または京成本線「京成大久保」駅より徒歩約10分

S c h o o l  D a t a

国家試験対策
東邦大学の看護教育の伝統と実績の上に、経験豊富な看護学の
専任教員が100％合格を目指してサポートします。

　 入試要項 ※2021年度実績
推薦入試 （公募制）

募集人員 約 5 名
選考方法 書類審査、小論文、面接（口頭試問を含む）

一般入試（A） 
募集人員 約 40 名（一般入試（B）との合計）

選考方法

一次試験：●外国語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、
英語表現Ⅰ） 100点●国語（国語総合[近代以降の文章]） 
 100点●数学（Ⅰ・A・Ⅱ）、化学（化学基礎・化学）、
生物（生物基礎・生物）から１科目選択 100点
二次試験：面接（口頭試問を含む）

一般入試（B）
募集人員 約 40 名（一般入試（A）との合計）

選考方法

一次試験：●外国語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、
英語表現Ⅰ）、国語（国語総合 [ 近代以降の文章 ]） 
より１科目選択 150点
●数学（Ⅰ・A・Ⅱ）、化学（化学基礎・化学）、生物（生
物基礎・生物）より１科目選択 150点
二次試験：面接（口頭試問を含む）

共通テスト利用入試
募集人員 約 5 名（共通テスト利用入試＋との合計）

選考方法

一次試験：●「英語」（リスニングは含めない） 100点 
●「国語」（近代以降の文章） 100点●「物理基礎、
化学基礎、生物基礎」から2科目、または「数学Ⅰ」、「数
学Ⅰ・数学 A」、「数学Ⅱ」、「数学Ⅱ・数学 B」、「化
学」、「生物」から1科目選択 150点
二次試験：面接（口頭試問を含む）

共通テスト利用入試＋（プラス）
募集人員 約 5 名（共通テスト利用入試との合計）

選考方法

一次試験：●「英語」（リスニングは含まない）、「国
語」（近代以降の文章）から1科目選択 200点 
●「物理基礎・化学基礎・生物基礎から2科目」、

「化学」、「生物」、「数学 I」、「数学 I・A」、「数学
II」、「数学 II・B」から1科目選択 150点
二次試験：面接（口頭試問を含む）

※選考方法は2021年度実績。
　2022年度の試験名称及び試験内容については、学生募集要項（HP）をご確認ください。
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かけがえのない命と向き合い
他者を思いやる心をもつ人材を育成
　本学は、「キリストの教えに基づいて真善美を探究するため

に、聖母マリアを理想とすること」を建学の精神とし、豊か

な情操と高い知性を育み、責任ある奉仕の精神に富む人を育

成しています。

　看護学部では、本学の豊かな知性と感性を養う独自の教

育プログラムに加え、実習や国家試験対策において聖マリア

ンナ医科大学と連携することで、教養豊かで高度な看護実践

能力をもつ看護師を育てています。主な実習先の聖マリアン

ナ医科大学病院では、本学の学生を対象とした臨床教員制

度により、経験豊富な臨床指導者が、担当教員と共に学生 

一人ひとりにきめ細かな指導を行っています。加えて、実習

時には看護師寮の利用が可能です。

東京都
私立 共学

定員

60名

修業年限

4年

東京純心大学
看護学部 看護学科

information
●オープンキャンパス　6/13（日）、7/25（日）、8/22（日）

詳細についてはホームページをご確認ください。

●オンライン個別相談　
ホームページをご確認いただき、メールまたは電話にてご予約ください。　 選抜試験要項 ※2021年度実績

学校推薦型選抜（指定校・公募制）＜第1回、第2回＞

募集人数 20名

選考方法 小論文、面接及び出願書類

一般選抜 ＜第1回、第2回、第3回＞

募集人数 40名

選考方法

国語（国語総合〔古文・漢文除く〕）、英語（リスニング
を除くコミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）、選択科目（数
学（数学Ⅰ・A）、理科（化学基礎）、理科（生物基礎）か
ら1科目選択）、面接及び出願書類

大学入学共通テスト利用選抜＜第1回、第2回＞

募集人数 若干名

選考方法
共通テスト　必須科目：国語、外国語（英語）、
選択科目※：数学（数学Ⅰ・A）または理科（化学基
礎と生物基礎の合計点）、面接及び出願書類

特別選抜（社会人・海外帰国生徒）＜第1回、第2回＞

募集人数 若干名

選考方法 小論文、日本語による面接及び出願書類

※ 両科目を選択した場合は、高得点の1科目の選択を合否判定に使用します
内容に変更が生じる場合がありますので、詳細は、必ず令和4(2022)
年度学生募集要項でご確認ください。

S c h o o l  D a t a
受験料
※2021年度

：35,000円
＊新型コロナウイルス感染症に対する経済的支援のため、特例
措置として「学校推薦型選抜（指定校・公募）の入学検定料を全額
免除します。東日本大震災・熊本地震・平成30年7月豪雨・令
和元年台風15号の被災者に対する特例措置を準備しています。
企画調整課 入学・広報係までお問い合わせください。

学費（初年度総額）
※2021年度

：入学金150,000円、授業料1,630,000円（教育充実費、実
技実習費含む）※その他に学生会費、後援会費等別途必要です

奨学金制度 ：江角記念奨学生、後援会奨学生、日本学生支援機構奨学金、
聖マリアンナ医科大学附属病院奨学金、医療法人社団永生
会奨学金、医療法人社団徳成会山王病院奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格

寮 ：提携寮あり（大学から徒歩5分）

住所 ：192-0011　東京都八王子市滝山町2丁目600番地

電話番号 ：0120-13-0326

担当部署 ：企画調整課

メールアドレス ：nyushi@t-junshin.ac.jp

URL ：http://www.t-junshin.ac.jp/univ/

交通アクセス ：JR「八王子」駅 (北口 )、JR「拝島」駅（南口）JR「福生」駅 
（西口）、「京王八王子」駅よりバス約15 分。いずれも 
『純心女子学園』 で下車

主な就職先
大学病院：聖マリアンナ医科大学病院、川崎市立多摩病院、日本大学 

医学部附属板橋病院、東京慈恵会医科大学附属病院、
東京慈恵会医科大学附属第三病院

公立病院：国立研究開発法人国立成育医療研究センター、日野市立
病院

「一人の人格を育てる」教育が
100年の東邦看護の伝統です　
　看護学を通じて保健・医療・福祉に貢献するため、深い

知識と優れた技能および高い倫理観に基づいた、豊かな

人間性をそなえた良き医療人を育成します。

　4年間の学びでは、「生きる」とは何かを自分で考えられる

よう、芸術科目、考える力を養う科目や体験型の科目など、

多彩な教養科目を配置しています。また、付属大森病院に

隣接する充実した実習環境にて、高い専門性、実践力を身に

付けることができます。

東京都
私立 共学

定員

102名

修業年限

4年

東邦大学
看護学部 看護学科

看護師国家試験合格率
（過去3年間・新卒者）

第107回 99.0%

第108回 96.5%

第109回 97.2%

主な就職先
東邦大学医療センター大森病院・大橋病院・佐倉病院、他大学病院、
国公立病院、地方自治体 等

　 入試要項 ※2021年度実績

総合入試 

募集人数 約10 名

選考方法 小論文、一般常識、個人面接

推薦入試 ＜指定校制・公募制＞

募集人数 指定校制・公募制あわせて約37名

選考方法 公募制：小論文、個人面接

一般入試 ＜一次、二次＞

募集人数 約 55 名

一次試験
必須科目：外国語（コミュニケーション英語 I・II、

英語 表現 I）、選択科目：数学（数学 I・数学 A）、
生物（生物基礎）、化学（化学基礎）から1科目を選択

二次試験 個人面接（一次試験合格者対象）

※詳細は必ず募集要項をご確認ください。

S c h o o l  D a t a

information
●オープンキャンパス　

「WEB OPEN CAMPUS」公開中
ホームページをご覧ください

受験料 : 40,000円
（各入試を2回以上受験する場合、減額制度あり）

学費
（入学手続き時総額）
※2021年度

: 入学金500,000円
授業料（初年度）1,100,000円
※別途教育充実費、施設設備費、委託徴収金がかかります。
　詳しくはお問い合わせください。

学費免除制度 : 一般入試の成績優秀者上位のうち、初年度授業料全額又は
半額免除（10名以内）。
また、2～4年次生のうち、それぞれ2名に対し授業料半額免除。

奨学金制度 : 東邦大学青藍会（父母会）貸与奨学金、日本学生支援機構奨
学金、東京都看護師等修学資金

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格

寮 : なし

住所 : 〒143-0015　東京都大田区大森西 4-16-20

電話番号 : 03-3762-9200（直）

担当部署 : 看護学部入試係

メールアドレス : HPのお問い合わせフォームをご利用ください

URL : https://www.toho-u.ac.jp/nurs/

交通アクセス : JR京浜東北線「蒲田」駅よりバス約4分または「大森」駅より
バス約15分
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理系大学の特徴を活かした
高度な看護師の育成を目指す
　本学に、看護学科が誕生したのは2015年4月のこと。

5,000人が学ぶ理系総合大学の強みを活かしたカリキュラム

で、看護師として必要な知識及び技術を体得し、看護研究に

関する思考力と創造性を身につけた、医療・看護の進歩に対

応できる、高度な看護師を育てます。

　学科開設にあわせて最新機器をそろえた「看護医療棟」を

新設。また、大学の半径10km以内に9割の看護実習先が

あるなど、恵まれた学習環境を用意しています。2020年度

に再編し、健康医療科学部 看護学科となりました。

　 入試要項 ※2021年度実績

総合型選抜 適性評価方式 

選考方法 書類審査、面接、グループ討議、小論文、討議内
容のレポートを総合的に評価

学校推薦型選抜 一般公募制

選考方法 面接、書類審査、評定平均値、適性検査（「数学Ⅰ・Ⅱ程度」）

総合型選抜 自己推薦方式 

選考方法 面接、適性検査（「数学Ⅰ・Ⅱ程度」）

一般選抜 一般A日程入試 ※1＜試験日自由選択制＞、
一般B日程入試

選考方法

数学、理科、国語から2教科および英語の合計3
教科と志望理由書による選考。数学、理科、国語
の3教科を受験した場合は高得点の2教科と英語
で選考。志望理由書

共通テスト方式 Ａ日程入試、B日程方式、C日程方式
＜大学入学共通テストを受験＞

選考方法

共通テストの数学、理科、国語から2教科2科目お
よび外国語の合計3教科3科目の総合点と志望理
由書により選考。数学、理科、国語の3教科を受
験した場合は、高得点の2教科を使用。志望理由書

※試験場と試験実施日、受験方法をホームページで要確認
※1 試験会場：本学・本厚木・仙台・郡山・水戸・宇都宮・高崎・東京・立川・
　　横浜・新潟・富山・甲府・長野・岡谷・静岡・沼津・名古屋・広島・福岡
　　※試験会場によって、入試実施日が異なります。募集要項確認

神奈川県
私立 共学

定員

80名

修業年限

4年

神奈川工科大学
健康医療科学部 看護学科

主な就職先（2019 年度）

横浜市立大学附属病院、神奈川県立がんセンター、相模原協同病院、東京都済
生会中央病院、横浜市立市民病院、立川病院、昭和大学病院、東京女子医科
大学病院、北里大学病院、横浜市東部病院、横浜市立みなと赤十字病院、平塚
共済病院、海老名総合病院、大和市立病院、沼津市立病院、川崎市役所　他

information
●オープンキャンパス ※詳細はHPにてご確認ください。　

3/27（土）、6/13（日）、7/18（日）、8/15（日）
●ONLINE Open Campus 公開中！

国家試験対策

看護師国家試験合格率１00%を目指し、入学時から大学・教員 
（アドバイザー）が、一丸となってサポート。また、授業では自ら 
考える姿勢、実習では根拠を考える姿勢を育成し、有意義な
学びを日々積み重ねることで合格へと導きます。さらに、国家 
試験対策室を整備し、きめ細かい個別指導を実現しています。

受験料 : 本学実施入試　30,000円※

共通テスト方式利用入試15,000円※　　　
※検定料割引制度あり。詳細は募集要項を参照ください

学費 : 入学金　200,000円
年間授業料　1,660,000円
※別途諸経費がかかります。詳しくはお問い合わせください。

学費免除制度 : スカラシップ制度、入学金減額制度

奨学金制度 : 幾徳学園奨学金、日本学生支援機構奨学金

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選択制
20名）、養護教諭第二種免許状（保健師資格取得後に申請手
続きにより取得可能）

寮 : あり（食事付き、食事なし、18ヶ所）

住所 : 〒243-0292　神奈川県厚木市下荻野1030 

電話番号 : 046-291-3002

担当部署 : 企画入学課

メールアドレス : kikaku@kait.jp

URL : https://www.kait.jp/

交通アクセス : 小田急線「本厚木」駅よりバス約20分

S c h o o l  D a t a

 
看護に熱中　人間に夢中　未来に飛翔
　2015年4月に開設した看護学部が目指すのは、「将来にわ

たり医療の分野で通用する知識・技術、実践・研究能力を備

えた」看護人材の養成です。

　そのため本学部では、豊富な基礎（教養）科目に加え、看護

知識・技術の習得を目的とした学内演習（全領域にわたる援助

演習科目）をはじめとした、看護実践能力をより確かなものに

する臨地実習等の専門基礎・専門分野を用意しています。加

えて、本学では文系3学部が看護+αを応援します。看護＋マ

ネージメント、看護＋英語コミュニケーション、看護＋メディア。

個人のニーズに応じた多様なプログラムの構築が可能です。

神奈川県
私立 共学

定員

80名

修業年限

4年

松蔭大学
看護学部 看護学科

主な実習先
厚木市立病院、東名厚木病院、平塚市民病院、海老名総合病院、日野
市立病院、鶴巻温泉病院、藤沢市民病院などの公立・民間病院、また
本学園の経営する松蔭幼稚園

受験料
※2021年度

：30,000円

学費（初年度）
※2021年度

：1,883,000円

奨学金制度 ：松蔭大学松韻会奨学金、日本学生支援機構、地方公共・民
間育英団体奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格

寮 ：あり

住所 ：〒243-0124
神奈川県厚木市森の里若宮９−１ 

電話番号 ：046-247-1511（代）

担当部署 ：入試センター 入試課

メールアドレス：shoin_koho@shoin-u.ac.jp

URL ：http://www.shoin-u.ac.jp/

交通アクセス ：小田急線「本厚木」駅下車バス約20分、小田急線「愛甲石田」駅
よりバス約10分

S c h o o l  D a t a

information
●大学見学、個別相談　随時受け付け

(平日 9:00～16:00、土曜 9:00～14:00)　　

国家試験対策
学生自身が4年間目的を持って計画的に学習できるように、国
試対策を計画しています。
チューター教員と相談しながら学習計画が立案できるよう、学
生を支援していきます。

　 入試要項 ※2021年度実績

学校推薦型選抜（指定校・公募）＜Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期＞

募集人数 38名

選考方法

◆推薦入試（指定校）
高等学校からの調査書、推薦書、面接

◆推薦入試（公募）
高等学校からの調査書、推薦書、面接
基礎学力テスト(マークシート方式)：国語※1、
英語※2

一般選抜 ＜Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期＞　

募集人数 33名

選考方法
面接
筆記試験（マークシート方式）：国語※1、選択
科目（英語※2、生物基礎より1科目）

大学入学共通テスト利用選抜 ＜Ⅰ期、Ⅱ期＞　

募集人数 7名

選考方法
共通テストの国語（近代以降の文章）・英語（リス
ニング除く）から1科目選択、数学・理科※3か
ら1科目選択し2科目の合計点及び調査書

※1 国語は国語総合・現代文B
※2 英語はコミュニケーション英語基礎、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、
　英語表現Ⅰ
※3 数学は「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・A」から1科目、理科は「物理基礎」、「生物基礎」、
　「化学基礎」から2科目または、「物理」、「生物」、「化学」から1科目

●一時蘇生法（BLS）の資格取得

　▶世界各国でも通用する【国際ライセンス】です。これか
　らの世界の医療・看護や我が国の医療の中での看護の
　役割を考え自己研鑽の必要を学ぶ事が出来ます。

本校の特色
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深い知識と高い技術を身につけた
品格ある看護師を育成
　2020年4月、日本最大の民間医療グループ徳洲会が母体と

なる、グループ初となる湘南鎌倉医療大学を開学しました。本

学は、徳洲会の理念「生命（いのち）だけは平等だ」のもと、いつ

でも、どこでも、誰でもが最善の医療ケアを受けられる社会の

構築を目指し、日々研鑽する医療人を育成します。

　本学の教育で大切にしていることは、「人としての成長」。看

護知識・技術の修得はもちろん、能動的に学びに取り組めるア

クティブラーニングを採用し、マナーや常識、思いやりを持っ

て他人に接することができ、自分で考え行動できる看護職者を

育てます。さらに、体験型学習の実践、最先端の医療が行われ

ている病院群でレベルの高い看護技術を学修できます。

　新しい学び舎で、一緒に大学の歴史を作っていきませんか。

神奈川県
私立 共学

定員

100名

修業年限

4年

湘南鎌倉医療大学
看護学部 看護学科（2020年 4 月開学）

主な実習先
【看護師課程実習先】湘南鎌倉総合病院、湘南藤沢徳洲会病院、茅ヶ
崎徳洲会病院、大和徳洲会病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホー
ム、日野病院、訪問看護ステーション 等

【保健師課程実習先】
神奈川県下保健所・保健福祉センター、一般企業、小学校、中学校、
高等学校 等

受験料 ：30,000 円

学費 ：入学金　200,000 円
年間授業料　1,000,000 円
※別途実験実習費、施設設備費等がかかります。詳しくはお
問い合わせください。

奨学金制度 ：湘南鎌倉医療大学の特待生・奨学生制度、離島・沖縄県出身
奨学生制度、特別奨学生制度、日本学生支援機構の奨学金、
徳洲会グループの奨学金

取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選択制・
20 名）、養護教諭2種免許（保健師免許取得後） 、第1種衛
生管理者免許（保健師免許取得後）

寮 ：なし
住所 ：〒247-0066　神奈川県鎌倉市山崎1195-3
電話番号 ：0467-38-3131（代表）
URL ：https://www.sku.ac.jp
交通アクセス ：湘南モノレール富士見町駅より徒歩6 分　または、JR 東海

道線、横須賀線、京浜東北・根岸線、大船駅より徒歩20 分

S c h o o l  D a t a

サポート体制
アドバイザー制度
4年間で最大限自己成長してほしいという思いから、教員が学生
からの履修・学修・成績に関する相談、学生生活に関する相談、
進路に関する相談などに応じるアドバイザー制度を設けています。
学生7～8名に対して、 2名程度の教員がアドバイザーとなり丁寧
に応対していきます。

情報処理室

図書館 学生食堂

大講義室

　  入試要項 ※2021年度実績

学校推薦型選抜（指定校制・公募制）

募集人数 45名

試験科目
書類審査、基礎学力試験（コミュニケーション
英語Ⅰ・Ⅱ、国語（近代以降）、数学Ⅰ、生物基
礎、化学基礎）、小論文試験、面接（個人面接）

一般選抜Ⅰ期

募集人数 50 名

試験科目

書類審査、学力試験（3科目）：必須科目／コミュ
ニケーション英語Ⅰ・Ⅱ、国語（近代以降）、選
択科目／数学Ⅰ・A、生物基礎、化学基礎から
1科目選択、面接（個人面接）

一般選抜Ⅱ期

募集人数 5名

試験科目 書類審査、学力試験（2科目）：コミュニケーショ
ン英語Ⅰ・Ⅱ、国語（近代以降）、面接（個人面接）

information
●オープンキャンパス
※詳細は決定次第本校ホームページにて掲載いたします。ご確認ください。

93年の歴史をもつ医系総合大学で
医療人としての豊かな人間性を培う
　保健医療学部（看護・理学療法・作業療法）・医・歯・薬の4
学部からなる医系総合大学です。「至誠一貫」の建学の精神のも
と、常に相手の立場にたって真心を尽くすことができる医療人
の育成に努めています。
　全学部生は1年次に富士吉田キャンパスで寮生活を送りなが
ら、チーム医療に携わる医療人に求められる思いやりの心、助
け合いの心を養います。2年次より各キャンパスで専門的知識
や技術を習得し、8つの附属病院で病院実習を行います。医療
人として体系的に学び成長できる場が、ここにあります。

神奈川県
私立 共学

定員

95名

修業年限

4年

昭和大学
保健医療学部 看護学科

看護師国家試験合格率
（過去3年間）

※新卒者合格率

第107回 100％

第108回 99.0％

第109回 99.0％

主な就職先
昭和大学附属病院、他大学病院、行政機関 等

S c h o o l  D a t a

information
●保健医療学部オープンキャンパス 

6/26（土）、7/17（土）、8/8（日）
　

●入試説明会

10/9（土）※4学部合同、10/23（土）※緑風祭（大学祭）同時開催
全日程が事前申込制となります。
また、状況により変更する場合がございますのでHPをご確認ください。
●オンライン大学説明会　8/7（土）、9 /11（土）
●入試速報
全ての入試で国語か数学を自由に選択できるようになりました。

受験料 : 推薦・一般     35,000円
共通テスト利用17,000円

学費 : 入学金　   500,000円
授業料　1,050,000円
※別途教育施設充実費、1年次富士吉田キャンパス生活費、学生会・
父兄会の年会費がかかります。詳しくはお問い合わせください。

学費免除制度 : 昭和大学特待生制度による初年次授業料免除あり

奨学金制度 : 昭和大学特待制度、
学校法人昭和大学奨学金 等

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格、
保健師国家試験受験資格（学内選抜制）

寮 : 1年次のみ富士吉田校舎にて全寮制、
２年次以降希望者は職員寮あり

住所 : 〒226-8555　神奈川県横浜市緑区十日市場町1865

電話番号 : 045-985-6503（横浜キャンパス）

担当部署 : 長津田校舎　事務課

メールアドレス : nrkyoumu@ofc.showa-u.ac.jp

URL : https://adm.showa-u.ac.jp/

交通アクセス : JR横浜線・田園都市線・こどもの国線「長津田」駅、JR横浜線「十
日市場」駅よりスクールバス8分、田園都市線「青葉台」駅より
公共バス「中山谷」バス停下車徒歩５分

　 入試要項 ※2021年度実績
学校推薦型入試(特別協定校 ・指定校推薦含む）
募集人数 34 名

選考方法

調査書、推薦書、基礎学力試験〔コミュニケーション英語Ⅰ、
選択科目（国語総合（現代文のみ）、数学Ⅰ（データ分析除く）
2 教科から1教科選択、理科（物理基礎・化学基礎・生物基礎
の3 科目から1科目選択）〕、小論文、面接

大学入学共通テスト利用入試 A 方式
＜共通テストを受験、個別試験＞
募集人数 10 名

選考方法

共通テスト：英語（リスニングを除く）、選択科目
（国語（古典を除く）、数学Ⅰ・Ａ、理科（物理基礎，
化学基礎，生物基礎から2 科目または物理、化学、
生物から1科目）3 教科から2 教科選択 )
個別：面接、調査書

大学入学共通テスト利用入試B方式（地域別選抜）
＜一次：共通テストを受験、二次：個別試験＞
募集人数 6 名

選考方法

一次（共通テスト）：英語（リスニングを除く）、選択
科目（国語（古典を除く）、数学Ⅰ・Ａ、理科（物理基礎，
化学基礎，生物基礎から2科目または物理、化学、
生物から1科目）3教科から2教科選択 )
二次※1：調査書、小論文、面接

一般選抜入試 ＜Ⅰ期、　Ⅱ期＞

募集人数 Ⅰ期 40 名、Ⅱ期 5 名

選考方法

調査書、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・英語表現Ⅰ、 
選択科目（国語総合（現代文のみ）、数学Ⅰ（データ分
析を除く）・A）2教科から1教科選択、理科（物
理、化学、生物の3科目から1科目を選択）、面接

※1　一次試験合格者のみ
※入試名称、選考方法は変更になる場合があります。最新情報は2022年度
入学試験要項でご確認ください。
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大学病院に隣接した理想的な環境で
自分の将来像をイメージしよう
　「自ら考える力」「集い力」「挑み力」「成し遂げ力」の４つの力
を備え、「様々な健康レベルの人が、あらゆる場で、その人らし
い生活を営むための看護ケアが実践でき、時代の変化に応じ
た新しい看護を創造できる看護職（看護師・保健師）、養護教諭
の育成」に取り組んでいます。
　キャンパス内に隣接する医学部付属病院と連携し、自分の将
来像をイメージしながら、より実践的な学修に取り組むことの
できる、理想的な環境です。また、総合大学の利点を活かし
た様々な海外研修プログラムや、多職種連携を見据えたチーム
医療教育の強化に取り組んでいます。

神奈川県
私立 共学

定員

95名
※

修業年限

4年

東海大学
医学部 看護学科

看護師国家試験合格率
（過去3年間・新卒者）

第107回 100％
第108回 98.8％
第109回 98.7％

主な就職先
【看護師】■大学病院　東海大学医学部付属病院（4病院）〔東京都・神奈
川県〕○聖マリアンナ医科大学病院〔神奈川県〕○聖マリアンナ医科大学 
横浜市西部病院〔神奈川県〕○北里大学病院〔神奈川県〕○東京医科歯科
大学医学部附属病院〔東京都〕○千葉大学医学部附属病院〔千葉県〕○筑
波大学附属病院〔茨城県〕○和歌山県立医科大学附属病院〔和歌山県〕
■一般病院　厚木市立病院〔神奈川県〕○神奈川県立がんセンター〔神奈
川県〕○川崎市立川崎病院〔神奈川県〕○新百合ヶ丘総合病院〔神奈川県〕
○済生会横浜市東部病院〔神奈川県〕○海老名総合病院〔神奈川県〕○横
浜市立みなと赤十字病院〔神奈川県〕○厚木佐藤病院〔神奈川県〕○相州
病院〔神奈川県〕○河北総合病院〔東京都〕○三愛会総合病院〔埼玉県〕○
東京ベイ・浦安市川医療センター〔千葉県〕○中頭病院〔沖縄県〕

【保健師】　秦野市役所〔神奈川県〕○多摩市役所〔東京都〕○TTヒューマ
ンアセットサービス株式会社〔神奈川県〕

　 入試要項 ※2021年度実績
公募制学校推薦型選抜（専願・現役のみ）
募集人数 10 名

選考方法 書類審査、小論文、面接試験

大学入学共通テスト利用選抜 前期
＜大学入学共通テストを受験＞
募集人数 7名

選考方法

書類審査、
大学入学共通テスト：英語（原則として、リーディ

ングとリスニングの双方を解答する）、数学Ⅰ・A、理科 
（1科目を選択。ただし、基礎を付した科目の場合は2科目受験

をもって1科目とみなす。）

一般選抜 ＜受験日自由選択＞
募集人数 45 名

選考方法

書類審査、学科試験：選択科目①（化学基礎・化学、生
物基礎・生物より１科目選択）、選択科目②（国語総合（古
文・漢文を除く）、数学（Ⅰ・Ａ）より１科目選択）、英語（コ
ミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）※

※英語外部試験のスコア提出にかえることも可能。

文系・理系学部統一選抜（後期）
募集人数 3名

選考方法

書類審査、学科試験：選択科目「物理基礎・物理」、「化
学基礎・化学」、「生物基礎・生物」から1科目選択、数学（数学Ⅰ・
Ⅱ・A・B（数列・ベクトル）、英語（コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲ、英語表現Ⅰ・Ⅱ）※

※英語外部試験のスコア提出にかえることも可能。

※ 新型コロナウイルスの影響により、予定の入試が変更になる可能性
もあります。

S c h o o l  D a t a

information
●Web Open Campusアーカイブ動画公開中！
　学科紹介や模擬講義などの動画を公開しています。ぜひご視聴ください！
●2021年度オープンキャパス開催日程！

  6/20（日）、7/18（日）、8/21（土）、8/22（日）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定イベントが変更になる可能性があります。
最新情報は本学オフィシャルサイトにて必すこ確認ください。

受験料 : 公募制学校推薦型選抜    35,000円
大学入学共通テスト利用選抜（前期） 12,000円
一般選抜　　　　　　　　　　　　　32,000円
文系・理系統一選抜（後期） 　　　　　　32,000円
※複数日受験の場合、受験料割引制度あり。詳細は本学HPをご確認ください。

学費（初年度総額）: 1,663,200円（2021年度実績）

奨学金制度 : 学部奨学金、望星奨学金、学修サポート給付型奨学金、
ワークスタディ奨学金、日本学生支援機構奨学金　など

取得可能資格 : 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（学内
選抜による定員制）、養護教諭一種免許状※　など
※保健師国家試験受験資格と養護教諭一種免許状の両方を取得す
ることはできません。

寮 : なし

住所 : 〒259-1193　神奈川県伊勢原市下糟屋143

電話番号 : 0463-93-1121（代）

担当部署 : 伊勢原教学課（１号館）

URL : http://www.med.u-tokai.ac.jp/

交通アクセス : 小田急線「伊勢原」駅下車 徒歩約15分、またはバス約１０分

湘南校舎

▲

※湘南校舎では教養科目を学び、
伊勢原校舎では専門科目を履修
します

▲実習風景

※予定

※2021年度実績

▲伊勢原校舎

昭和大学医学部附属
看護専門学校

東京都
私立 共学

定員

150名

修業年限

3年

7つの附属病院で行う質の高い実習
卒前･卒後教育を一貫して行う体制も構築
　本校で学ぶことの最大の利点は、独自性･専門性を有する7
つの附属病院で、質の高い看護実習を行うことができることで
す。特定機能病院における高度な医療はもちろん、精神科医療、
リハビリテーション領域など、多様な領域に実習の場があり、
より実践に即した教育を受けることができます。また、各附属
病院と密接な連携をとり、卒前･卒後教育を一貫して行う体制
を構築しているのも大きな特徴といえるでしょう。

入試要項 ※2021年度実績
推薦入学試験

募集人数 約70名（公募・指定校推薦含）

選考方法
学科試験：国語総合（古文、漢文除く）、
英語Ⅰ・Ⅱ、選択科目（生物基礎もしくは数学Ⅰ・A）、
面接試験

学士・短大学士選抜入試試験
募集人数 約10名

選考方法 学科試験（国語総合（教養））、面接試験

一般選抜入学試験（Ⅰ期）
募集人数 約70名

選考方法
学科試験：国語総合（古文、漢文除く）、
英語Ⅰ・Ⅱ、選択科目（生物基礎もしくは数学Ⅰ・A）、
面接試験

一般選抜入学試験（Ⅱ期）
募集人数 若干名

選考方法 学科試験：国語総合（古文・漢文を除く）、英語Ⅰ・Ⅱ、
面接試験

オープンキャンパス・学校説明会はオンラインでの開催に変更とな
る場合があります。必ず学校ホームページをご確認ください。
●オンライン学校説明会　3/20（土）※詳しくはホームページをご確認ください。

●学校説明会
8/14（土）・21（土）、10/9（土）※、10（日）※、2022/3/19（土）

学校の方針、カリキュラム、入試概要、関連病院、授業料、奨学金制度、寮など入学
に関する具体的な説明および個別相談を行う。※の日程は学園祭同時開催 

●オープンキャンパス
5/16（日）、6/13（日）、7/17（土）

学校説明会の内容に加え、実際の授業や実習衣の体験、パネルなどで、本校の特色
を体感できるプログラムを実施する

information

●医学部附属である

　▶医学部教授陣からの授業により、学部同様の専門的 
　　 知識を習得する事が出来ます
　▶クラブ活動や学校祭で医・歯・薬・保健医療の各学部
　　と交流を深めることができ、将来チーム医療を担う際
　　に役立ちます
　▶大学内の施設(生協・食堂・図書館など)を利用する 
　　ことができます

●医学部附属病院で実習が可能

　▶7つの医学部附属病院でほとんどの実習が可能です

本校の特色

S c h o o l  D a t a
受験料 :20,000円

学費
※2021年度

:入学金100,000円
年間授業料・実習費（初年度）400,000円
※ユニフォーム代、教科書代など別途かかります

奨学金制度 :■昭和大学医学部附属看護専門学校奨学金
■被災地入学者の為の奨学金
　（岩手、宮城、福島県内高校卒）

取得可能資格 :看護師国家試験受験資格
寮 :あり　※希望者全員入寮できます

住所 :〒142-0064　東京都品川区旗の台 1-2-26

電話番号 :03-3784-8097（直）

担当部署 :入学試験担当

URL :https://www.showa-u.ac.jp/nr_sch/

交通アクセス :東急池上線「旗の台」駅より徒歩7分

主な就職先
昭和大学病院、昭和大学附属東病院、昭和大学藤が丘病院、昭和大学 
藤が丘リハビリテーション病院、昭和大学横浜市北部病院、昭和大学 
江東豊洲病院　等

※詳細は2022年度募集要項をご覧ください。
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受験料 ：20,000円
学費 ：入学金200,000円

授業料400,000円
※その他、学生総合保険料、入学前教育費、
教科書代、看護衣等の諸経費がかかります

奨学金制度 ：獨協医科大学附属看護専門学校三郷校
特別奨学金制度（給付）
獨協医科大学附属看護専門学校三郷校
奨学金制度（貸与）
埼玉県看護師等育英奨学金貸与制度（貸与）
日本学生支援機構奨学金制度（給付、貸与）

取得可能資格：看護師国家試験の受験資格　
保健師・助産師学校の受験資格
大学の編入学試験の受験資格
称号[専門士（医療専門課程看護学科）]

寮 ：なし

住所 ：〒341-0003　埼玉県三郷市彦成3−11−21

電話番号 ：048-948-7580

担当部署 ：事務室

メールアドレス：misato-jimu@dokkyomed.ac.jp

URL ：https://www.dokkyomed.ac.jp/misato/
交通アクセス：JR武蔵野線「吉川美南」駅西口より徒歩10分、

「新三郷」駅西口より徒歩17分

入試要項　※2021年度実績
推薦入試（公募制）
募集人数 定員の50％程度（推薦入試（指定校制）含む）

選考方法 基礎適性試験（国語総合（古文・漢文を除く）、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・Ⅱ）及び面接

一般入試Ａ日程 ＜1次、２次＞

募集人数 定員の50％程度

選考方法 第1次試験
第2次試験

国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ 
面接

一般入試Ｂ日程
募集人数 若干名

選考方法 基礎適性試験（国語総合（古文・漢文を除く）、コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ）及び面接

国家試験対策
３年連続合格率１００％達成

「国家試験合格１００％」を目指し、入学当初から模試
や特別講義など、教職員が一丸となって学生個々に
応じた手厚いサポートを行っております。その結果、
これまで輩出してきた１、２、３回生全て国家試験合
格率１００％を達成しています！

獨協医科大学附属
看護専門学校三郷校

豊かな人間性を備えた、
看護実践能力のある看護師を育成します

埼玉県
私立 共学

定員
80 名

修業年限
3 年

S c h o o l  D a t a

未来は自分の手の中に…

三郷校の魅力
意志ある学びを叶えるプロジェクト学習

看護実践の場に必要な臨床判断能力を養うた
めに、自ら学び、考える学生の育成を目指してい
ます。また、キャリアビジョンを描き、自己課題を
発見して解決力を身につけるための学習方法と
して、プロジェクト学習を取り入れています。

神奈川県
私立 共学

定員
80 名

修業年限
3 年

聖マリアンナ医科大学
看護専門学校

バランスよく実践的なカリキュラムで個々の学習を支援

受験料 ：20,000円
学費（初年度総額）
※2021年度

：460,000円
※その他教材費が必要

奨学金制度 ：聖マリアンナ医科大学看護学生奨学金
取得可能資格 ：看護師国家試験受験資格
宿舎 ：学生用宿舎あり（法人提携マンション）

住所 ：〒216-8514
神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16番1号

電話番号 ：044-977-9615（直）

担当部署 ：入試係

URL ：https://www.marianna-u.ac.jp/nursing/

交通アクセス ：小田急線「向ヶ丘遊園」駅より
バス15～20分、東急田園都市線「あざみ野」
駅よりバス20～30分

S c h o o l  D a t a

入学試験日程

推薦・特別選抜入学試験  2021年10月30日（土）

一般入学試験　　　　　 2022年  1月  9日（日）

聖マリアンナ医科大学看護専門学校の魅力　5つの特徴

1カリキュラムの特徴 4国家試験対策

5ICT教育の積極的導入

2専門教育にふさわしい環境

3看護基礎教育と医学部・臨床との連携

１.専門職者としての意識強化学習
２.積み上げ学習を意識した
　 カリキュラム構築
３.学習と臨地実習のスムーズな進行

•補習授業の実施
•全国模試の実施

•専任教員により個別指導
•卒業生からのアドバイス

•学生ポータルサイトの活用
•リアルタイムに時間割などの予定が確認できる
•伝達事項や教員からの連絡をどこでもチェック可能
•各教科の課題や連絡事項をリアルタイムに受け取れる！
•いつでも必要に応じて書類や記録書式などを
　ダウンロードできる！
•双方向型の学習の促進
•イントラネットの活用で効率的な学習支援を受けられる！
•マリアンナクラウドシステム・eラーニングの活用

•同じキャンパスに医学部
•同じキャンパスに大学病院
•ほとんどの実習先が大学病院
 （2022年新入院棟完成予定）
•キャンパス全体のWi-Fi環境の充実

•教育臨床経験豊富な専任教員
•専任の指導者による臨地実習
•大学病院医学部講師陣による最新
　多彩な講義
•看護基礎教育から現任教育へのスムーズな移行
•臨床と協働し客観的臨床能力試験

（OSCE）の実施

※2022年度入試要項は現在調整中

［学生への4つのサポート］

※詳細は必ず各学校の HP をご確認ください。


