令和４年度

西 九 州 大 学
大学院 生活支援科学研究科
看護学専攻（修士課程）

「社会人選抜Ⅲ期」
募集要項

入学者受け入れ方針（アドミッションポリシー）
本専攻は、看護師・保健師・助産師いずれかの資格を取得（見込みを含む）し、専門分野の学理を探求したいと希望
する者とともに、多角的な視点から実践研究を行うことを希望する者にも門戸を開いている。
大学院生活支援科学研究科看護学専攻は入学選抜に当たって、以下の要件を満たす者を積極的に受け入れる。
１． 看護学に関して学士レベル又はそれ相当の知識・技術を習得している者
２． 看護学の専門教育を受け、さらに専門職としての知識・技術を発展・深化させ、高度な実践活動をとおして地域
社会に貢献したいと考えている者
３． 看護学についての専門的知識と理論・技能を修得して、看護教育・研究活動をとおして地域社会に貢献したいと
考えている者
４． 自立心が高く、かつ向学の志が高い者

項 目
１．募集人員

内 容
５名（一般選抜を含む）

次の⑴～⑻のいずれかに該当する者で、入学時までに 3 年以上の社会人としての経験を有するものである。
社会人とは、医療・保健・福祉施設・教育研究機関・官公庁・企業などにおいて、大学等を卒業後３年以上
に相当する看護実務経験（通算可）を有する者である。
⑴ 学校教育法第 83 条に定める大学を卒業した者、または令和 4（2022）年 3 月31 日までに卒業見込みの者
⑵ 学校教育法第 104 条第 7 項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者、ま
たは令和４（2022）年 3 月に学士の学位を授与される見込みの者
⑶ 外国において学校教育における 16 年の課程を修了した者、または令和 4（2022）年 3 月修了見込みの者
⑷ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより、当該外国の学校教育
における 16 年の課程を修了した者、または令和 4（2022）年 3 月修了見込みの者
⑸ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了した
２．受験資格

とされるものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であ
って、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、または令和４（2022）年3 月修了見込
みの者
⑹ 専修学校の専門課程（修業年限が4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに
限る）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者、または令和４
（2022）年 3 月修了見込みの者
⑺ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年2 月 7 日文部省告示第 5 号）
⑻ 短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の卒業生やその他の教育施設の修了者などで、本学大学院
において個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、25 歳に
達した者及び令和４（2022）年 4 月 1 日までに 25 歳に達する者
注 ⑻の受験資格により受験を希望する者は、予め「受験資格の認定審査（個別の入学資格審査）」を行うの
で、事前に入試広報部に相談すること。※「３.受験資格の認定審査」参照

〈必要書類〉以下の⑴⑵⑷は、本学所定の書類（ホームページよりダウンロード）をご使用ください。
⑴ 入学資格審査申請請求書
⑵ 履歴書
⑶ 出願までの研究報告、論文、学会発表、実務に関わる報告書等、研究の履歴やレベルを判定することが可
能な資料
⑷ 研究計画書：該当領域の教員と連絡をとり事前に相談を行うこと
⑸ 学士の学位を有するものと同等以上の学力があることを示す書類
① 履歴に短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校の学歴を有する者
３．受験資格の認定
審査
（1.受験資格の⑻により
受験を希望する者）

・・・ 卒業または修了証明書（見込み者はその証明書）学業成績証明書
履歴に技術的・専門的職業についての職歴を有する者
・・・ その期間及び職務内容を明記した在職証明書
② 論文、著書、特許、作品等の写し
③ その他、審査の参考となる資料
例：自薦もしくは他薦による推薦書や学会・社会活動（病院内における活動も含む）等における
発表や活動内容が分かる資料
※審査書類は審査が終了しても返却しない。
＜審査書類提出先＞ 入試広報部
＜提 出 期 間 等 ＞ 令和４年２月２２日（火）～３月２２日（火）※締切日に必着
※この認定は本学大学院の判断により行うものであり、その効力は本学大学院についてのみ生じます。

項目

４．出願手続

内容
以下の書類を書留・速達で郵送してください。
出願書類⑴⑷⑸⑹⑻は、本学所定の書類（ホームページよりダウンロード）をご使用ください。
(1) 出願確認票・写真票：写真２枚（脱帽・上半身、縦4 ㎝×横3 ㎝、3 ヵ月以内に撮影したもの）を貼付してくだ
さい。
(2) 卒業証明書または卒業見込証明書、もしくは学位授与証明書あるいは学位授与申請受理書
（大学評価・学位授与機構発行）
(3) 成績証明書：出身大学等のもの
(4) 志望理由書
(5) 研究計画書
(6) 推薦書（提出任意）
(7) 看護師（保健師・助産師）免許の写し
(8) 職務経歴書
(9) 入学検定料 ３０，０００円
※出願期間の最終日の１４時までに検定料をお支払いください。
【入学検定料振込先】
佐賀共栄銀行 神埼支店 普通 ００１９３１４
名義：学校法人永原学園 理事長 福元 裕二
（がっこうほうじんながはらがくえん りじちょう ふくもと ゆうじ）
注）入学検定料を振り込む際は、振込依頼人の欄に受験者氏名を入力してください。
また、受験者名の前にアルファベットで「ＭＮ」と入力してください。
提出先：西九州大学 入試広報部
〒８４２－８５８５ 佐賀県神埼市神埼町尾崎４４９０－９ ＴＥＬ ０９５２－５２－４１９１（代）

５．出願期間

令和４年 ３月 １４日（月）～ ３月 ２４日（木）【18：00 必着】

６．試験日

令和４年 ３月 ２６日（土）
西九州大学 神埼キャンパス：佐賀県神埼市神埼町尾崎４４９０－９
ＴＥＬ ０９５２－５２－４１９１（代）

７．試験会場

８．合格者発表日

９．入学手続締切日
（締切日の消印有効）

令和４年 ３月 ２８日（月）

合格発表日の午前１０時より、学内掲示及び本学ホームページ（終
日）で発表します。
合格者には入学手続きに必要な書類等を合格発表日に発送（投函）
します。なお、電話による合否の問い合わせには応じません。

令和４年 ３月 ３０日（水）

１０．入学手続

期日までに以下の手続きを行うことで、入学手続きは完了します。「手続きの案内」及び「手続
きに必要な書類」については、合格通知とともに郵送します。
なお、期日までに以下⑴及び⑵の入学手続きを完了しない場合は、手続き辞退者となります。
（１）入学金（200,000 円）の納入
（２）「誓約書」の提出

１１．選考方法

小論文、面接、推薦書及び研究計画書の書類等を総合して行う。

１２．
試験科目及び
方法・時間

①
②
③

１３．出願上の注意

(1)
(2)
(3)
(4)

１４．学費・
その他納入金

学費等については、裏面をご参照ください。

１５．交 通

ＪＲは長崎本線「神埼」駅、バスは「神埼駅通り」で下車してください。
ＪＲ神埼駅（北口）よりスクールバスを運行（所要時間：約１５分）します。
試験当日は、ＪＲ神埼駅北口から無料スクールバスを運行しています。運行時刻については、
受験票に同封して送付します。

英
語
小論文
面
接

９：３０ ～ １１：００（持ち込み辞書は大学が準備する）
１１：２０ ～ １２：２０
１３：１５ ～

郵送の場合は締切日 18：00 必着です。
窓口持参の場合は 10:00～16:00 までが受付時間です（土・日・祝日は除く）。
一度提出された書類及び入学検定料は返却しません。
出願書類の不備なものは受け付けません。

● 初年度納入金（令和４年度入学生予定）
区
学 費

分

入学手続費

入学金

200,000

前期(4 月)

後期(10 月)

年額合計(円)
200,000

委託徴収費

授業料

305,000

学生教育研究
災害傷害保険料
<２ヵ年分>

1,200

1,200

同窓会費（終身）

16,000

16,000

合

計

200,000

322,200

305,000

305,000

610,000

827,200

※１．本学卒業（見込み）者については「入学金」を全額免除。

本学（神埼キャンパス）までの交通手段
●ＪＲ長崎本線「神埼」駅下車、
ＪＲ神埼駅北口～大学間スクールバス(無料)を運行：約１５分
●西鉄バスの場合は「神埼駅通り」下車、
ＪＲ神埼駅北口～大学間スクールバス(無料)を運行：約１５分
●長崎自動車道東脊振インターより約１５分
●長崎自動車道佐賀大和インターより約１５分

〒８４２－８５８５
佐賀県神埼市神埼町尾崎４４９０－９
TEL ０９５２－５２－４１９１（代表）
０９５２－３７－９２０７（入試広報課直通）
FAX ０９５２－５２－４１９４
ホームページアドレス
http://www.nisikyu-u.ac.jp
E-mail nyusi@nisikyu-u.ac.jp

