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＜個人情報の取り扱いについて＞ 

本学では、個人情報を適切な安全対策のもとに管理し、漏洩等の防止に努めます。 

また、法令等に基づき開示する場合および本学の入試広報関連業務に利用する場合を除き、

ご本人の同意なく開示、提供はいたしません。なお、本学で入学の意思を確認し、入学手続

きを完了した受験者の情報は、入学後における教育目的のために使用する学生情報の基礎デ

ータとして利用いたします。あらかじめご了承ください。 
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１．大学院の目的（理念） 

キリスト教に基づく福岡女学院創立の精神に則り、看護・保健医療分野に関する学問につい

ての学術の理論及び応用を教授・研究し、その深奥を極め、看護・保健・医療・福祉の質の

向上に貢献する人材を育成することを目的とする。 

 

 

２．研究科の目的 

キリスト教精神およびヒューマンケアリングに基づき、シミュレーション教育を中心とした

看護学教育が実践できる教育者・研究者を育成し社会に貢献することを目的とする。 

 

 

３．教育研究上の目的と養成する人材像 

本研究科では、シミュレーション教育を中心とした看護学教育の実践能力と研究能力を基盤

とした上で、以下のような資質を持つ人材を育成することを到達目標とする。 

１）看護系大学および看護師等養成所においてシミュレーション教育を中心とした看護学

の教育者・研究者として活躍できる人材 

２）多様な場においてシミュレーション教育を中心とした新しい看護学教育の技法を柔軟

に活用できる人材 

３）病院等の施設においてシミュレーション教育を取り入れた若手職員の育成を担う人材 

 

 

４．入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー：AP) 

AP-1 協働性とリーダーシップを備え、自ら進んで看護専門分野の課題に取り組む意欲があ

る人（主体的な学び・協働） 

AP-2 看護専門分野の基礎知識を持ち、看護学教育におけるシミュレーション教育に対し

て、関心を持つ人（知識・理解） 

AP-3 物事を多面的に捉え、適切な判断ができる人（適用・分析） 

AP-4 研究マインドを持ち、論理的思考と柔軟な発想を持つ人（実践・評価・創造） 
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５．募集専攻、課程、学位、入学定員、修業年限 

専攻名 課程 学位 入学定員 修業年限 

看護学専攻 修士課程 修士（看護学） 3名 2年 

 

６．学生募集(募集人員･選抜方式･出願期間･試験日･合格発表日) 

募集人員 選抜方式 出願期間（必着） 試験日 合格発表日 

3名 
一般 

社会人 

2022（令和4）年 

12月１日(木)～12月23日(金) 

2023（令和5）年 

2月4日（土） 

2023（令和5）年 

2月14日（火） 

※ 一般入試、社会人入試ともに出願に先立ち事前相談（4頁「9.事前相談」を参照）を 

受けてください。 

 

７．出願資格  

（１）一般入試 

次の①～⑤のいずれかに該当する者とします。 

①大学を卒業した者および2023（令和5）年3月31日までに卒業見込みの者 

②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 

③文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号） 

④学校教育法第104条第7項の規定により大学改革支援・学位授与機構から、学士の学位を

授与された者 

⑤その他、本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

  

※上記⑤の資格で出願する者は、7頁「11．個別出願資格審査」が必要です。 

 

（２）社会人入試 

上記①～⑤のいずれかに該当する者で、かつ、保健医療福祉施設及び看護系の教育機関等に

おいて、3年以上の勤務経験があり、現業に従事している者とします。 

 

※社会人入試に出願する場合は、勤務先の在職証明書を提出してください。 
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８．長期履修制度 

長期履修制度は、職業を有しているなどの事情で標準の修業年限（2年）では修了することが

困難となる者を対象に、長期にわたり計画的に教育課程の履修を認める制度です。 

長期履修制度を利用するにあたっては、あらかじめ志願する研究分野の指導教員に相談して

ください。 

 

（１）申請資格 

①職業を有している者 

②その他研究科長が特に必要と認めた者 

 

（２）履修期間 

3年または4年 

 

（３）申請手続き 

①手続き締切 2023（令和5）年2月24日（火） （一次手続き締切日） 

②提出書類  ・長期履修申請書（所定様式） 

・在職証明書（ただし、出願時に提出した場合は不要） 

・その他本研究科が必要と認める書類 

 

（４）期間の変更 

本研究科において必要と認めたときは、在学中1回に限り変更することができます。 

 

（５）納付金額 

9頁「16．学費」を参照してください。 

 

（６）納付期限 

8頁「15．入学手続き」を参照してください。 

 

９．事前相談 

出願を希望する場合は、出願に先立ち志望する研究分野の指導教員と入学後の研究・教育に

ついて相談してください。詳細はホームページでご確認ください。 
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10．出願手続き（受験に必要な書類等） 

出願期間 2022（令和4）年12月1日（木）～12月23日（金）17:00必着 

 

（１）入学検定料 ： 30,000円 

①本学所定の「振込依頼票」「振込証明書」「領収書」に必要事項を記入の上、入学検定料

を添えて最寄りの銀行・信用金庫等の金融機関（ゆうちょ銀行は除く）より電信扱いで振

り込んでください。 

②ATM、インターネットバンキングで振り込みの場合は、下記の振込先に振り込んでくださ

い。 

③銀行等の収納印が押されている「振込証明書」を「検定料納付証明書貼付票」に貼付して

大学に提出してください。 

④ATM、インターネットバンキングで振り込んだ場合は、振込控えや、振込完了メールの写し

を「検定料納付証明書貼付票」に貼付して大学に提出してください。 

 

（２）出願書類 

出願書類は、ホームページから本学所定の書式をダウンロードしてください。 

一般入試と社会人入試で出願書類は異なります。6頁＜出願書類一覧＞で確認してください。

出願書類を提出する際は、ダウンロードした「出願用封筒表紙」を封筒またはレターパック

(赤)に貼付して送付してください。 

 

（３）出願上の注意 

①出願書類に不備がある場合は、受理できません。 

②出願書類に不正があった場合は、入学許可の後でもこれを取消します。 

③提出された出願書類および入学検定料は、返還しません。  

＜振込先＞ 

福岡銀行 大橋支店 

普通 2566629 

口座 学校法人 福岡女学院 
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＜出願書類一覧＞     〇：本学所定書式、●：授与又は認定機関等の証明・書式 

  出願書類 書式 備考 

一
般
入
試
・
社
会
人
入
試 

共
通 

1 入学志願票・履歴書 〇 写真貼付注1 

2 写真票 〇 写真貼付注1 

3 検定料納付証明書貼付票 〇 「振込証明書」貼付 

4 
最終学校の卒業・修了（見込）証

明書注2 
● 

外国において学校教育における16年の課程

を修了した者は、日本語訳を添付 

5 
最終学校の単位修得・成績証明書
注2 

● 
外国において学校教育における16年の課程

を修了した者は、日本語訳を添付 

6 志望理由書・仮研究計画書 〇  

7 出願書類一覧(兼チェックリスト) 〇 出願書類に同封 

社
会
人 

入
試 

8 在職証明書注2 ● 

現業に従事していることを証明するための

書類（当該機関による派遣証明書など） 

※厳封したものを提出してください。 

個
別
出
願 

資
格
審
査 

9 出願資格審査申請書 〇 

職務上の業績、研究業績、社会活動（学会

等の発表）や看護関連分野における業績を

記載 

注1）出願日前3か月以内に撮影した上半身、正面、脱帽のもの(縦4㎝×横3㎝) を入学願書 、

写真票に貼付してください。（カラー・白黒どちらでも可） 

注2）改姓等により証明書と氏名が異なる場合は戸籍抄本等の提出を求める場合があります。  
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11．個別出願資格審査 

書類提出期間 2022（令和4）年12月1日（木）～12月23日（金）17:00必着 

 

「個別出願資格審査」は入学試験に先行しておこなわれ、この審査により出願資格が認定さ

れた場合に本大学院が実施する入学試験を受験することができます。 

出願資格⑤に該当する者 （3頁「7.出願資格」を参照）は、「9.出願資格審査申請書」とそ

の他の出願書類（1～7、社会人入試の場合は1～8）を合わせて大学に提出してください。 

（6頁＜出願書類一覧＞を参照） 

 

 

12．入学者選抜 

試験日 2023（令和5）年2月4日（土） 

 

（１）選抜方法 

入学者の選抜は、学力（筆記）試験、面接試験及び書面審査の結果を総合的に評価します。 

看護専門分野において、実践者及び教育・研究者を目指すものに対して、本学のアドミッシ

ョン・ポリシー（2頁「4.入学者受け入れの方針」を参照）に基づき審査します。 

 

（２）試験時間・科目 

 

 

 

 

 

 

（３）試験会場 

福岡女学院看護大学（福岡県古賀市千鳥1丁目1番7号） 

 

（４）受験上の注意事項 

①受験者は試験開始15分前までに試験室に入室してください。 

②当日は「受験票」「筆記用具」を持参してください。 

③小論文（英語含む）では、英語辞典1冊持ち込み可（但し、電子辞書は不可）とします。 

④昼食は各自持参してください。 

  

学力（筆記）試験 面接 

9：30～10：30 11：00～12：00 13:00～ 

看護専門分野 

60分 

小論文（英語含む） 

60分 
面接試験 
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（５）その他 

募集人員に満たない場合、追加募集を行うことがあります。 

実施する場合は、2月中旬以降に本学ホームページヘ掲載いたします。 

 

13．合格発表 

合格発表日 2023（令和5）年2月14日（火） 

 

合格者の受験番号を本学のホームページに掲載するとともに、合格者には入学手続きに必要

な書類等を速達簡易書留郵便で送付します。 

 

14．個人成績の開示 

受験生本人（開示申請者）の請求により、入学試験の個人成績を開示します。 

①個人成績の開示申請は、3月1日～3月15日の期間に受け付けます。 

②開示申請の受付先・お問い合わせ先は、総務課大学院担当です。 

 

15．入学手続き 

一次手続き締切日 入学金納付 2023（令和5）年2月24日（金）15:00締切 

二次手続き締切日 

前期納付金納付 

(授業料・施設設備費) 
2023（令和5）年3月15日（水）15:00締切 

誓約書等提出 2023（令和5）年3月15日（水）必着 

 

一次手続きと二次手続きをもって入学手続きの完了とします。 

 

（１）入学金 

納付金額については、9頁「16.学費」を確認してください。 

一次手続き締切日までに手続きが完了しない場合は、入学資格を取り消します。 

既納の入学金は返還しません。 

 

（２）前期納付金（授業料・施設設備費） 

入学金を除く前期納付金（授業料・施設設備費）は所定の納付書で二次手続き締切日までに

納付してください。 

納付金額については、9頁「16.学費」を参照してください。 
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16．学費 

年額（単位：円） 

区分 
標準修業年限

（2年） 

長期履修 

（3年） 

長期履修 

（4年） 

福岡女学院

看護大学 

卒業(見込) 

入学金（入学年度のみ） 300,000 300,000 300,000 100,000 

授業料 700,000 467,000 350,000 700,000 

施設設備費 200,000 134,000 100,000 200,000 

合計 1,200,000 901,000 750,000 1,000,000 

※授業料及び施設設備費については前期・後期に分けて徴収します。 

 

17．奨学金制度 

日本学生支援機構奨学金ほか、各種奨学金の貸与については、入学後にお知らせします。 

奨学金ごとに資格や条件があります。 

 ・独立行政法人 日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種） 

 ・福岡女学院ギール奨学金（授業料相当額の範囲内） など 

 

18．教育方法の特例 

入学後も在職のまま就学する者に対し、大学院設置基準第14条（教育方法の特例）の適用が

認められる場合があります。 

適用が認められた場合には、毎学期、平日は昼間の授業に加えて夜間の授業を開講し、就学

上の便宜を図ります。また、夏季および冬季休業中においても授業、演習、実習および研究

指導を行うほか、情報ネットワーク（メール）を利用し、研究活動を円滑に行います。 

適用を希望する者は、出願する前、できるだけ早い時期に、志願する研究分野の指導教員と

面談してください。 

  

［大学院設置基準 第14条（教育方法の特例）］ 

第14条 大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間

その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法によ

り教育を行うことができる。 
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19．案内図 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜書類提出・問い合わせ先＞ 

 

〒811-3113 福岡県古賀市千鳥1丁目1番7号 

            福岡女学院看護大学 総務課大学院担当 
 

TEL 092-943-4174（代表） 

受付時間9：00～17：00（土日祝日を除く） 

FAX 092-940-2341 

E-mail kdaigakuin@fukujo.ac.jp 

https://ns.fukujo.ac.jp/grad/grad_top 
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