
看護学研究科
看護学専攻（修士課程）



【学長メッセージ】

【教育理念】
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2018年11月の文科省からの認可を受け、県南初の看護大学大学院（修士課程）が
2019年4月から13名の第一期生を迎えスタートしました。教育理念は下記の“HEART”
に基づくものですが、看護管理学、実践看護学、ウィメンズヘルス・助産学の3領域
から構成されています。本学大学院の特徴として社会人にも広く門戸を開いており、
長期履修制度を採用し、仕事や育児・介護などとの両立を図っております。また講義
時間も夜間や土曜日にも配置し、仕事を続けながら通学しやすいように便宜を図って
おります。実際、第一期生にはすでに職場でのリーダーとして活躍されている方や教
員の方も複数含まれております。看護の世界は今後ますます専門化、高度化していく
ことが予測されます。ぜひ向学心、向上心ある方々の応募を待ち望んでおります。

2019年6月
亀田医療大学

学長 橋本 裕二

【研究科長メッセージ】

2019年6月
亀田医療大学大学院看護学研究科

研究科長 新田 静江

Humanity：人間への愛と尊厳

Empowerment：動機付け、個人に内在する力の向上

Autonomy：自律性と専門性

Reason：理性

Team：チーム医療

～HEART～

2019年4月に開設された亀田医療大学大学院看護学研究科看護学専攻（修士課程）
は、南房総地域において多様化・複雑化・高度化する保健医療福祉ニーズに対応しう
る学識と教育・研究・実践を推進する能力を培い、提供するサービスの質向上に寄与
する人材育成を目的としています。修士課程では、看護管理学、実践看護学（成人看
護、精神保健看護、小児看護、在宅看護）、ウィメンズヘルス・助産学の3領域を設
け、大学卒業（見込みの）者又は、大学を卒業した者と同等以上の学力があると資格
審査で認められた22歳以上の者等を受験要件としています。本学では、高い倫理観の
もとに看護実践を志す方、看護実践のリーダーとなれる方、看護教育・研究への意欲
を示す方、および自らの専門性を生涯にわたって高めることに意欲のある方が、修士
課程に応募することを期待しています。
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教育・研究の能力を基盤に実践リーダーとしての人材育成をめざす

【３つの領域】

身体的・精神的な健康問題をもつあ
らゆる年代の個人と家族への効果的
な看護実践、その基盤となる教育・
研究を推進できる人材を育成する

医療機関におけるハイリスク周産期
ケア及び、地域における子育て支援
を推進するとともに、ケア提供シス
テムの改善と変革を図ることができ
る人材を育成する

成人看護
精神保健看護

小児看護
在宅看護

看護管理学 実践看護学

ウィメンズヘルス・助産学

（助産師無資格者は国家試験受験資格を取
得できます）

【３つの特徴】

昼間の開講に加え
て、夜間（18:10～
21:20）と土曜日に

開講

昼夜開講制

出願資格審査を申
請して、出願の資
格を得られる

就業、介護、育児
の両立も可能

3～4年間かけて
2年分の授業料で

学べる

専門学校卒業者
も入学できる

長期履修制度

※出願資格が認定された場合

※申請が許可された場合

働きながら学べます

●以下の4つの分野から選べる

看護師のキャリア開発、継続教育、
組織における倫理的課題、医療安全
において、リーダーシップを発揮す
る人材を育成する



学校法人鉄蕉館

亀田医療大学
千葉県鴨川市横渚462
（TEL）04-7099-1211
（URL）http://www.kameda.ac.jp

募集要項はホームページからダウンロードしてください。

オープンキャンパスのご案内

●日程 ●時間
7/13 (土) 13：00～14：30
8 / 4 (日） (両日）

●内容
個別相談

申し込み不要です。当日直接お越しください。

入試日程

※¹ 一般入試二次募集は、一般入試一次募集で入学定員に達した場合は実施しない。

※² 該当者のみ

2019年
7月1日(月)～8月19日(月)

2019年
10月7日(月)～11月18日(月)

2019年
8月5日(月)～8月19日(月）必着

2019年
11月5日(火)～11月18日(月)必着

2019年
8月26日(月)～9月9日(月）必着

2019年
11月25日(月)～12月9日(月)必着

2019年9月14日（土） 2019年12月14日（土）

2019年9月20日（金）正午 2019年12月20日（金）正午

一般入試　二次募集　※¹

出願資格審査申請※²

出願期間

試験日

合格発表

試験区分

事前相談

一般入試　一次募集

http://www.kameda.ac.jp/
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						出願から合格までの流れ シュツガン ゴウカク ナガ



				大学を
卒業した者		P2出願資格1項(1)~(8)該当者 シュツガン シカク コウ ガイトウシャ				短期大学、専門学校、専修学校、各種学校等を卒業した者 タンキ ダイガク ソツギョウ モノ		P2出願資格1項(9)該当者 ガイトウシャ

				出願資格審査申請は
不要						出願資格審査申請が必要 シュツガン シカク シンサ シンセイ ヒツヨウ



				事前相談　 ジゼン ソウダン						事前相談　 ソウダン

				一次募集
 7/13(土）8/23(金)　		二次募集 
10/11(金)～11/22(金)				一次募集
 7/13(土）～8/23(金）		二次募集 
10/11(金)～11/22(金)

										出願資格審査申請期間 シュツガン シカク シンサ シンセイ キカン

										一次募集
8/6(火)～8/21(水)		二次募集11/5(火)~11/20(水)



										出願資格審査結果通知発送

				　						一次募集8/23(金)　　		二次募集11/22(金)



				出願期間　

				一次募集　　8/26(月)～9/9(月）必着　　						二次募集　　11/25(月)～12/9(月)必着　



				大学院試験日

				一次募集　　9/14(土）　						二次募集　　12/14(土)



				合格発表 ゴウカク ハッピョウ

				一次募集　　9/20(金)正午　　						二次募集　　12/20(金)正午
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（3）

（1）出願資格審査（該当者のみ） 
　　①出願資格の（9）に該当する者は、下記の書類を郵送し、出願前に出願資格審査を受け、出願資格認定を受けること。
　　　提出期間：一次募集2019年8月6日（火） ～　8月21日（水）必着
　　　　　　　　二次募集2019年11月5日（火）～　11月20日（水）必着　　

　　②本学大学院での審査後、結果通知を送付
　　　通知発送日：一次募集：2019年8月23日（金）　　二次募集：2019年11月22日（金）


【出願資格審査について】
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		試験区分				一般入試　一次募集 イッパン ニュウシ １ジ ボシュウ		一般入試　二次募集　※¹ ２ジ ボシュウ



		事前相談 ジゼン ソウダン				2019年
7月1日(月)～8月19日(月) ネン ツキ ニチ ゲツ ツキ ニチ ゲツ		2019年
10月7日(月)～11月18日(月) ゲツ ゲツ キン

		出願資格審査申請※² シュツガン シカク シンサ シンセイ				2019年
8月5日(月)～8月19日(月）必着 ガツ ニチ ゲツ ツキ ニチ ゲツ ヒッチャク		2019年
11月5日(火)～11月18日(月)必着 ヒ スイ ゲツ

		出願期間				2019年
8月26日(月)～9月9日(月）必着 ツキ ニチ ゲツ ツキ ニチ ゲツ ヒッチャク		2019年
11月25日(月)～12月9日(月)必着 ゲツ ゲツ

		試験日				2019年9月14日（土） ツキ ニチ ツチ		2019年12月14日（土） ツチ

		合格発表				2019年9月20日（金）正午 キン		2019年12月20日（金）正午 キン
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				　本大学院におけるアドミッションポリシーを以下のような4点とし、入学時にこれらの要件を満たすと判断できる人を入学対象者として選抜する。

				1）高い倫理観のもとに、施設内及び地域における高度の看護実践を志す者

				　本学のHumanityの理念を理解し、対象者の生命と人権を尊重した看護実践者及び教育・研究者として、専攻領域のリーダーやモデルとなることに強い意志を持っている者を選抜する。

				2）科学的な根拠に基づいた看護実践のリーダーとなれる者

				　高度の看護実践は、本学の理念であるReasonを行動で実現することである。根拠に基づいた最良のケアを提供ができ、意欲と関心を行動で示すことができる者を選抜する。

				3）看護学の学術的発展への意欲を持ち、教育・研究者を志す者

				　看護学の発展にむけた教育と研究への強い意欲を示す者を選抜する。

				4）生涯において、自らの専門性を高めることに意欲を持つ者

				　社会の変化や医学の進歩など、対象を取り巻く環境の変化に応じて、看護ケアへのニーズは変化する。このような変化に対応し、人々の健康に貢献できるためには、絶えざる仕事への情熱と誠実な勉学の姿勢が求められる。このような資質を身につけることに関心を示す者を選抜する。
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				必要書類		摘要		ホームページからダウンロード		出願資格審査申請が不要な人		出願資格審査申請が必要な人		備考

				 入学願書		・本学大学院所定の様式		○		●		●

						・写真貼付のこと

				 研究計画書		・本学大学院所定の様式		○		●		●

				 履歴書		・本学大学院所定の様式		○		●		●

				 在職証明書		・本学大学院所定の様式		○		▲※		▲※		※長期履修申請の理由が就業である者のみ提出

				 受験許可書		・本学大学院所定の様式		○		▲※		▲※		    ※就業者で入学後も就業を

														　　　続ける者のみ提出　

				 出願許可書		・出願資格審査後に、本学大学院　				－　		●

						　より郵送されたもの

				 卒業（見込）証明書		・出身学校所定の様式によるもの				●		●

						　で、出願前3か月以内に発行し

						　厳封されたもの

				 長期履修申請書		・本学大学院所定の様式		○		▲※		▲※		※長期履修希望者のみ提出

				 成績証明書		・出身大学等の長が作成し厳封				●		●

						　されたもの

				 看護師・助産師・　		・看護師・助産師・保健師				●		●		※A4に縮小コピーすること

				保健師免許証の写し		　の免許のコピー								（取得見込者を除く）

				 切手		　62円切手と280円切手を同封				●		●

						　すること

				 入学検定料		・郵便局で30,000円を払込み、				●		●		・振込先はP8参照

						  利用明細票のコピーを同封する

						  こと

				 写真　2枚		・3か月以内に撮影した写真で、				●		●

						　正面、上半身、無帽、無背景、

						　縦4㎝×横3㎝のもの

						・裏面に氏名を記入し、1枚は

						　入学願書に貼付、もう1枚は

						　同封すること





Sheet3

		1		領域について リョウイキ		P1

		2		入学者受入方針		P1

		3		出願資格		P2

		4		出願から合格までの流れ		P2

		5		入学試験日程 ニュウガク シケン		P3

		6		受験に関する事前相談について		P3

		7		研究指導担当教員と研究内容について		P4

		8		出願資格審査について		P4

		9		出願手続		P5

		10		入学者選抜方法		P6

		11		試験当日の注意事項		P6

		12		試験会場		P6

		13		合格発表		P7

		14		学納金等について		P7

		15		長期履修制度について		P7

		16		教育訓練給付制度について		P8

		17		学納金等の返還について		P8

		18		個人情報の取扱い		P8

		19		入学検定料振込先 ニュウガク ケンテイ リョウ フリコミ サキ		P8







Sheet2

				必要書類		摘要		ホームページからダウンロード		出願資格審査申請が不要な人		出願資格審査申請が必要な人

				 入学願書		・写真貼付のこと		○		●		●

				 研究計画書				○		●		●

				 履歴書				○		●		●

				 受験許可書		 ※在職しながら修学を予定して		○		▲※		▲※

						　いる者

				 出願許可書		・出願資格審査後に、本学大学院　				－　		●

						　より郵送されたもの

				 卒業（見込）証明書		・出身学校所定の様式によるもの				●		●

				注1）		　で、出願前3か月以内に発行し

						　厳封されたもの

				 長期履修申請書		※長期履修希望者のみ提出		○		▲※		▲※

						・職業を有していることを長期履　

						    修の申請理由としている者は、

						　在職証明書(本学所定)を添付

						　すること

						・P7【長期履修制度】参照

				 成績証明書		・出身大学等の長が作成し厳封				●		●

						　されたもの

				 看護師・助産師免許証		・A4サイズに縮小コピーする こと				●		●

				の写し　　注1）		（取得見込者を除く）

				 切手		　62円切手と280円切手を同封				●		●

						　すること

				 入学検定料の明細		・検定料30,000円を払込み、明細				●		●

						　票　のコピーを同封すること

				 写真　2枚		・3か月以内に撮影した写真で、				●		●

						　正面、上半身、無帽、無背景、

						　縦4㎝×横3㎝のもの

						・裏面に氏名を記入し、入学願書

						　に貼付、もう1枚は同封すること
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				払込先 ハライコミ

				ゆうちょ銀行 ギンコウ

				口座記号番号 コウザ キゴウ バンゴウ		00160-2-322708

				加入者名 カニュウシャ メイ		亀田医療大学 カメダイリョウダイガク
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				【3：出願資格】1項(1)~(8)該当者												【3：出願資格】1出願資格1項(9)該当者





				事前相談　												事前相談　



																出願資格審査申請



																出願許可書受領 キョカショ ジュリョウ



				　　出願



				　　入学試験



				　　合格発表
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								試験区分				一次募集 １ジ ボシュウ		二次募集 ２ジ ボシュウ

								事前相談期間 ジゼン ソウダン キカン				2019年7月1日(月)～8月19日(月) ネン ツキ ニチ ゲツ ツキ ニチ ゲツ		2019年10月11日(金)～11月18日(月) キン ゲツ キン

								出願資格審査申請期間※ シュツガン シカク シンサ シンセイ キカン				2019年8月6日(火)～8月19日(月）必着 ネン ガツ ニチ ヒ ツキ ニチ ゲツ ヒッチャク		2019年11月5日(火)～11月18日(月)必着 ヒ スイ ゲツ

								出願期間				2019年8月26日(月)～9月9日(月）必着 ネン ツキ ニチ ゲツ ツキ ニチ ゲツ ヒッチャク		2019年11月25日(月)～12月9日(月)必着 ゲツ ゲツ

								試験日				2019年9月14日（土） ネン ツキ ニチ ツチ		2019年12月14日（土） ツチ

								合格発表				2019年9月20日（金）正午 キン		2019年12月20日（金）正午 キン
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