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6  6  令和４年度県内の大学・短期大学・看護専門学 校・高等学校の入学試験について令和４年度県内の大学・短期大学・看護専門学 校・高等学校の入学試験について
⑴大学　　（学生募集している学校のみ掲載）
▪入　学　資　格 ： 高等学校卒業者、または令和4年3月までに卒業見込みの者。その他、これと同等以上の学力があると認められた者
▪修　業　年　限 ： 4年
▪卒業後の資格 ： 看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（※）、助産師国家受験資格（※）が得られる
　　　　　　　　※保健師課程・助産師課程がある大学で選択した場合

学　校　名　・　所　在　地 取得可能資格 定員 社会人入試 願書締切日 試験期日 合格発表 試　　　験　　　科　　　目 学校の先生からのメッセージ

岡山県立大学　保健福祉学部看護学科
〒719-1197　総社市窪木111� （0866-94-9163）
（大学院併設）

看

助

※
40

学校推薦型 R3.11.8
R3.11.27,28のう
ちいずれか指定す
る1日又は2日間

R3.12.10 書類（調査書、推薦書及び志望理由書）の審査、小論文、面接（一般教科（英語）に関する試
問を含む）�　※大学入学共通テストは課さない

　将来、看護のプロフェッショナルとして社会に貢献したい方、看護学の発展に寄与した
い方、何よりも人々の健康と暮らしに関心をもち、人と関わることが好きなチャレンジ精神
のある方を歓迎します。豊かな教養と高い倫理観をもち、国際的な視野をひろげ、確かな
判断力を培って看護を探究していきましょう。

一般前期
R4.2.2

R4.2.25,26の
うちいずれか
指定する日

R4.3.6 前期・後期：面接
大学入学共通テスト：｢入学者選抜要項｣でご確認ください。

一般後期 R4.3.12 R4.3.21

岡山大学　医学部保健学科看護学専攻
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1� （086-235-7984）
（大学院併設）

看

保

※
80 ○

学校推薦型

「2022年度�入学者選抜要項」により、6月末に公開予
定です。

小論文、面接 　高度先進医療を担う岡山大学病院に隣接しており、実習には最適の立地で学ぶことが
できます。また、第1線で活躍する先輩たちが教えてくれます。
　臓器移植や内視鏡手術、IVRなどカテーテル手術など高度な治療、がん治療、救命救急医
療、小児医療、周産期医療、生殖医療など、幅広い専門知識と看護スキルを学ぶことができま
す。病院の中だけではなく、地域、学校、企業などの保健分野でも活躍できる人材を育てます。
　総合大学の利点を活かし、多様な分野の教養を身に着けることができるとともに、留学
生や様 な々学部の学生とも交流できます。
　今までにないような新たな課題にも対応できる能力、一生にわたり学び成長し続ける気
概、そして、全ての人々へのやさしさを持つ看護師・保健師�を育てます。また、助産師や研究
者を目指す方への大学院進学もサポートします。
※詳細は募集要項をご覧ください。

社会人 小論文、面接

国際バカロレア 面接

私費外国人留学生 英語、理科、面接

一般前期 大学入学共通テスト、個別学力検査（英語、理科、面接）

一般後期 大学入学共通テスト、個別学力検査（小論文、面接）

川崎医療福祉大学
保健看護学部保健看護学科
〒701-0193　倉敷市松島288� （086-464-1004）
（大学院併設）

看

保

※
24名
選抜制

120

総合型選抜一次審査
R3.9.13

ー R3.9.27 調査書及びエントリーシート 　本学科は、病院をはじめとする医療機関での治療・ケアにとどまらず、地域医療や在宅
医療など多様化する医療ニーズに応える看護職者を育成します。保健・医療・福祉の視
点を身につけ、他職種と連携したチームケアについての理解を深めるほか、地域に暮らす
人々の健康問題や、医療安全・危機管理、災害などにも対応できる知識と技術を修得し
ます。隣接する川崎医科大学附属病院、岡山市の中心部に位置する川崎医科大学総合
医療センターは、実践力を養うための充実した実習施設であるとともに、多くの本学科の
卒業生が活躍しており、将来を具体的にイメージできる場所として学生のキャリア形成に
も役立っています。
　本学科では、看護師国家試験受験資格は全員が取得し、加えて24名が保健師国家
試験受験資格を目指します。卒業後は、助産師となるために、あるいは、看護師になって
臨床実践を積んだ後にがん専門看護師、認定看護管理者、看護学研究者を志して、本
学大学院に進学することも可能です。

総合型選抜二次審査 R3.10.9 R3.11.1 基礎学力確認テスト、面接、調査書及びエントリーシート

学校推薦型選抜前期 R3.11.7 R3.11.13 R3.12.1 ＜公募＞基礎学力確認テスト、面接、調査書　＜指定校＞面接（口頭試問含む）、調査書及び志望理由書　＜有資格＞面接（口頭試問含む）、調査書

学校推薦型選抜後期A日程
R3.12.5

R3.12.13
R3.12.18 基礎学力確認テスト、面接、調査書

学校推薦型選抜後期B日程 R3.12.14

一般選抜前期A日程
R4.1.19

R4.2.1
R4.2.5

選択科目【コミュニケーション英語Ⅰ･Ⅱ（100点）、国語総合（古典を除く）（100点）、日本史B（100点）、
数学Ⅰ（100点）、物理基礎（50点）、化学基礎（50点）、生物基礎（50点）、物理（50点）、化学（50点）、生物
（50点）】から試験当日に2科目選択、面接、調査書　＊理科は2科目で1科目分(100点)として扱います。一般選抜前期B日程 R4.2.2

一般選抜後期 R4.3.2 R4.3.10 R4.3.15 基礎学力確認テスト、面接、調査書

吉備国際大学
保健医療福祉学部看護学科
〒716-8508　高梁市伊賀町8��� （0866-22-9454）
（大学院併設）

看

保

※
60

特別推薦Ⅰ R3.11.12 R3.11.21 R3.12.1
書類審査、面接 　看護者には豊かな感性と適切な看護サービスを提供する能力が求められます。吉備国

際大学看護学科では「あたたかな看護の心と確かな知識と技術を身につけた看護専門
職を養成し、地域の保健医療の発展に貢献する」ことを目標にしています。そのために、講
義・演習・実習と段階的にカリキュラムを進め、丁寧に繰り返し教授しています。　本学科
は、看護師の養成を主な目的としており、看護師国家試験受験資格を得られます。さらに、
保健師国家試験受験資格や養護教諭、高校教諭（看護）の免許を取得することが可能
です。
　臨床実習は岡山大学病院をはじめ、県内各地で幅広い実習を経験することを通して、
看護に必要な知識と技術を統合できるようにしています。さらに、併設のスキルラボを活用
しシミュレーション教育を導入、臨床実践力を身につけられるようにしています。
　看護師国家試験や保健師国家試験に向け、基礎学力を身につけ臨床現場が求める
力を高めることが必要です。さらに大切なことは、健康問題を抱えている人々に対するやさ
しさや思いやりをの心を持ち、相手の立場に立って考え、行動できるようになることです。
また、看護は同僚や他職種の人 と々のチームワークなしでは成り立ちませんから協調性
も重要です。そのような、看護専門職にふさわしい、人に関わることが好きで明るく積極的
で、意欲あふれ好奇心旺盛な人をお待ちしています。

特別推薦Ⅱ R3.12.10 R3.12.19 R3.12.25
ＡＯ総合選抜（Ⅰ期） R3.10.29 ー R3.11.8 書類審査（エントリーカード、志望理由書、活動報告書、課題に対するレポート）、面接

①エントリーカード、事前課題レポート等を提出し、面接（口頭試問を含む）を実施。
②出願資格確認通知を送付　③出願時に学修計画書を提出　④合格発表

ＡＯ総合選抜（Ⅱ期） R3.12.17 ー R3.12.25
ＡＯ総合選抜（Ⅲ期） R4.3.23 ー 本学が指定する日

推薦総合選抜A日程 R3.11.12
R3.11.20

R3.12.1
学力試問（1教科1科目）＋調査書（50点）（募集要項で詳細を確認）

R3.11.21 小論文、調査書（50点）
推薦総合選抜B日程 R3.12.10 R3.12.18 R3.12.25 学力試問（2教科2科目）+調査書（100点）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜前期Ａ方式

R4.1.22
R4.2.1

R4.2.10
学力試問（3教科3科目）（募集要項で詳細を確認）

一般選抜前期Ｂ方式 R4.2.2 学力試問（2教科2科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜前期Ｃ方式 R4.2.3 学力試問（1教科1科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜中期 R4.2.10 R4.2.18 R4.2.26 学力試問（2教科2科目）（募集要項で詳細を確認）
一般選抜後期 R4.3.4 R4.3.12 R4.3.18 学力試問（1教科1科目）（募集要項で詳細を確認）
大学入学共通テスト利用（前期） R4.2.1

個別学力試験
は課さない

R4.2.10 選択3教科3科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用
大学入学共通テスト利用（中期） R4.2.18 R4.2.26 選択2教科2科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用
大学入学共通テスト利用（後期） R4.3.11 R4.3.18 選択2教科2科目（募集要項で詳細を確認）　※大学入学共通テストを利用

山陽学園大学　看護学部看護学科
〒703-8501　岡山市中区平井1-14-1� （086-272-6254）
(保健師取得を目指す3年次編入制度を設けている)
（大学院併設）

看

保

※
78 ○

総合型選抜Ⅰ期 R3.9.28（消印有効） R3.10.9 R3.11.1
調査書評価、基礎学力検査、面接 　山陽学園大学看護学部は、学園の教育理念「愛と奉仕」の精神を基に、こころのケア

ができる看護専門職者の養成と、先進的な看護学の創造を目指しています。
　本学園で51年間校長として献身した上代淑は、今から112年前、近代看護の祖・ナイ
チンゲールの自宅を訪問しました。当時の2人の信念「人びとのために尽くす看護職を天
職とする」を実現すべく、ともに看護学を学びましょう。
�本学のカリキュラムは、看護実践のために不可欠な専門知識を、基礎から体系的に学
び、専門的知識と科学的根拠に基づく質の高い看護実践技術の習得を目指しています。
また、看護師国家試験に向けては、1年次からその意識づけと医学及び看護等の基礎学
力の強化に取り組んでいます。学生1人ひとりに対して、アドバイザー教員やゼミ担当教員
など、複数の教員が協力して、個々の学生の成績などに合わせて指導しています。
　将来、看護職（看護師・保健師・養護教諭）として活躍するという明確な目的意識を
持っている人、人間を愛し、思いやりと優しさをもって人びとと関われる人、学習意欲と向
上心のある人、大歓迎です。

総合型選抜Ⅲ期 R3.11.25（消印有効） R3.12.4 R3.12.11
学校推薦型選抜（公募制）Ⅰ期 R3.11.11（消印有効） R3.11.20 R3.12.1 調査書・推薦書評価、基礎学力検査、面接
学校推薦型選抜（公募制）Ⅱ期 R3.12.9（消印有効） R3.12.18 R3.12.25 調査書・推薦書評価、小論文、面接
一般選抜Ⅰ期 R4.1.19（消印有効） R4.2.4 R4.2.12

調査書評価、学力試験
一般選抜Ⅱ期 R4.2.17（消印有効） R4.2.26 R4.3.5
一般選抜Ⅲ期 R4.3.9（消印有効） R4.3.17 R4.3.23 調査書評価、小論文
大学入学共通テスト利用�Ⅰ期 R4.1.31（必着） 個別の面接・

学力試験等は
課さない

R4.2.15
調査書評価、令和4年度大学入学共通テストの結果大学入学共通テスト利用�Ⅱ期 R4.2.28（必着） R4.3.8

大学入学共通テスト利用�Ⅲ期 R4.3.15（必着） R4.3.23
社会人特別選抜�Ⅰ期 R3.11.11（消印有効） R3.11.20 R3.12.1

志望理由書評価、小論文、面接
社会人特別選抜�Ⅱ期 R4.2.17（消印有効） R4.2.26 R4.3.5
外国人留学生Ⅰ期 R3.11.11（消印有効） R3.11.20 R3.12.1

小論文、面接、書類審査
外国人留学生Ⅱ期 R4.2.17（消印有効） R4.2.26 R4.3.5
学校推薦型選抜（指定校制）を実施します。詳細は本学が推薦を依頼する高等 学校等へ依頼します。

保  保健師　 助  助産師　 看  看護師　 准  准看護師


