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金城大学公衆衛生看護学専攻科 

 ２０２３年度 募集要項 

２０２３年度 入学者選抜の概要 

募集人員、入学者選抜日程 

 

入学者受入れの方針 （アドミッション・ポリシー） 

金城大学公衆衛生看護学専攻科では、「地域における新たな健康課題や多様化、高度化する住民のニーズに対応し、地域

における効果的な保健活動を展開する人材」及び「保健、医療、福祉、介護等の多職種連携のもと、地域の健康課題につ

いて適切に課題解決ができる人材」を養成することを目的としています。 

 

求める学生像 

１． 看護学及び基礎となる幅広い学問分野を能動的に学び、高い専門的な知識を有する人 

２． 公衆衛生看護学に興味を持ち、公衆衛生看護活動を通じて社会に貢献しようという強い意欲を持つ人 

３． 保健師としての技能向上の重要性を認識し、自ら専門職としての能力を高め続けることができる人 

 

入学者選抜のねらい 

保健・医療に関する小論文と面接を課し、公衆衛生看護学を学ぶ上で必要となる知識と公衆衛生看護実践への意欲や課題

意識、将来の保健師としての適性を評価します。 

 

教育課程編成・実施の方針 （カリキュラム・ポリシー）および修了認定の方針 （ディプロマ・ポリシー） 

 

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）および 

修了認定の方針（ディプロマ・ポリシー）については 

本学ホームページよりご覧ください。 

https://www.kinjo.ac.jp/ku/public-health/ 

 

 

 

 

 

試験区分 募集人員 
出願書類受付期間

（必着） 
試験日 合格発表 

入学手続き 

締切日（必着） 

推薦型選抜 ８人 
2022年 

9/26(月)～10/5(水) 

2022年 

10/15(土) 

2022年 

11/1（火） 

2022年 

11/16（水） 

一般選抜 

（前期） 
２人 

2022年 

12/1(木)～12/7(水) 

2022年 

12/18(日) 

2022年 

12/24(土) 

2023年 

1/6(金) 

一般選抜 

（後期） 
若干名 

2023年 

2/13(月)～2/22（水) 

2023年 

3/5(日) 

2023年 

3/11(土) 

2023年 

3/17(金) 
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出願資格 

日本の看護師免許を有する者、又は2023年看護師国家試験を受験し看護師免許を取得する見込みの者で、次のいずれかに

該当する者 

1. 大学（短期大学を除く。）を卒業した者、又は2023年3月までに卒業見込みの者 

2. 学校教育法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者、又は2023年3月までに授与される見込みの者 

3. 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、又は2023年3月までに修了見込みの者 

4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本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、又は2023年3月までに修了見込みの者 

5．日本において、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、又は2023年3月までに修了見込みの者 

6. 外国の大学その他の外国の学校において（文部科学大臣が別に指定するものに限る。）、修業年限が3年以上である課

程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者、又は2023年3月までに授与見込みの者 

7．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後に修了した者、又は2023年3月までに修了見込みの者 

8. 文部科学大臣の指定した者 

 

出願書類 

 推薦型選抜 一般選抜 

①志願票（写真つき） 本学所定様式 ※インターネット出願サイトから印刷 ● ● 

②推薦書 本学所定様式  様式１※本学公式ホームページから印刷 ● ━ 

③志望理由書 本学所定様式 様式２※本学公式ホームページから印刷 ● ● 

④卒業証明書(見込み含む) 卒業証明書または卒業見込み証明書 ● ● 

⑤成績証明書 最終学歴にあたる大学等のもの。 ● ● 

⑥看護師免許証の写し（取得者のみ） 

※見込み者は「看護師国家試験受験資

格取得見込証明書」 

 ● ● 

注１）インターネット出願の流れについてはＰ５をご確認ください。 

２）出願書類は角２封筒に本学ホームページから印刷した「封筒貼付用宛名ラベル」を貼付し、郵送してください。 

３）提出した書類の返却及び入学検定料の返還はいたしません。 

４）出願書類に不備があった場合は受付できませんので、ご注意ください。 

 

選抜方法及び合否判定方法 

「書類審査」「小論文」「面接」で選抜し、総合得点（満点４００点）で合否判定します。なお、選抜方法及び判定につい

ては以下のとおりです。 

選抜方法 
配点 

推薦型選抜 一般選抜 

書類審査 
「推薦書」「志望理由書」等 

※「推薦書」は推薦型選抜のみ 
１００点 １００点 

面接 個人面接「1人 15～20分程度。口述試験含む。」 １５０点 １００点 

小論文 
出題形式：「課題文読解型（400字以内）」および 

「図表資料型（200字以内）」2種類を 70分にて解答 
１５０点 ２００点 

合計 ４００点 ４００点 

 

 

 

 

 



 3 

試験時間 

受付は８：３０からとなります。 

～９：１０  試験室入室 

９：２０～      受験上の諸注意 

９：４０～１０：５０ 小論文 

１１：００～     面接 

（注）受験者は、受験票、筆記用具、を持参してください。 

※時計が必要な方は「単純な時計機能だけのもの」の持ち込みを認めます。 

 

試験会場 

本  学 …金城大学〈笠間キャンパス〉 石川県白山市笠間町 1200番地 

https://www.kinjo.ac.jp/ku/access/ 

 

受験時の配慮、合格発表・入学手続きほか 

受験時の配慮について（障がいがある受験者の方へ） 

本学では、障がいがある受験者が可能な限り適切な環境で受験できるよう、試験の公平性を確保できる範囲で配慮しま

す。配慮の内容は障がいの種類や程度により異なりますが、試験時間の延長、車椅子での受験などが可能です。このよう

な配慮が必要な方は、できる限り早い時期に入試広報部までご相談ください（出願書類提出の２週間前までには必ずご相

談ください）。障がいの状況を確認の上、配慮可能な方法を検討します。また、入学後の学習や学生生活における配慮に

ついては、必要に応じてご相談ください。 

■受験上の主な配慮事項 

受験上の配慮について、主な配慮事項は以下のとおりです。 

これらの配慮事項は、障がい等の種類や程度にかかわらず、必要に応じてご相談ください。 

≪試験室や座席に関する配慮≫ 

 ・洋式トイレ又は障害者用（多目的）トイレに近い試験室で受験 

 ・座席を試験室の出入り口に近いところに指定 

 ・別室の設定 

≪持参して使用するものに関する配慮≫ 

 ・車椅子の持参使用 

 ・補聴器の使用 

 ・音声拡張器の使用 

≪その他の配慮≫ 

 ・「最後列」や「試験室正面に向って左側」などの座席の指定 

 ・手袋の持参使用 など 

以上のような配慮、それ以外の配慮が必要な場合は、ご相談ください。 

 

入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン 

＜新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等の受験の振替・追試験について＞ 

 新型コロナウイルス感染症等に罹患、または体調不良で希望する選抜が受けられなくなった場合は、追加の受験料を徴

収せずに、後に実施する入学者選抜試験日程への振替または追試験を行えるものとします。 

 また、（一般選抜［後期］）に出願した後、新型コロナウイルス感染症等に罹患、または体調不良で受験できない場合

は受験料を返還します。詳細は本学ホームページに掲載している「入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染

症に対応した試験実施のガイドライン」をご確認ください。  https://www.kinjo.ac.jp/ku/wp/?p=18475 
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合否確認システムサイト 

合格発表・入学手続 

1.合格発表はインターネットによる合否確認システムにより行います。本学入試情報サイトにて 

合否照会システムの案内を掲載しますので、案内に従い操作してください。なお、合格者には志 

願票記載の住所宛に合格通知書、入学手続書類等を合格発表日に発送します。あらかじめご了承 

願います。 

合否確認システムサイトURL https://gouhi.eraku-p.jp/era/kinjo-g/ 

2.合否結果に関する電話・メール・FAX等によるお問い合せには一切応じられません。 

3.合格者は、各試験区分の入学手続締切日までに、入学金（200,000円）及び授業料（前期分500,000円）他を納入してく

ださい。 

 ※この所定の手続をとらない者には入学を許可しません。 

4.入学金及び授業料（前期分）他の納入にあたっては、本学への現金持参はお断りしています。高額につき、お手数でも

金融機関からの振込みをご利用ください。なお、金融機関からの振込みは窓口を利用してください（ATMからの10万円を

超える現金の振込みはできません）。 

5.納入した入学金及び授業料（前期分）他は返還しません。ただし、2023年3月31日（金）正午までに入学取消申請書（本

学所定用紙）を提出した者には授業料（前期分）及びその他の費用のみ返還します。なお、返還時期は2023年4月末の予

定です。 

6.入学許可の取り消しについて 

資格取得見込みで志願した者で資格取得ができなかった者は、入学許可を取り消します。 

7.入学金等納入後の提出書類 

①卒業証明書：大学卒業見込みで受験した者のみ、入学式までに提出してください。 

 ②学位授与証明書：大学改革支援・学位授与機構から学位授与見込で受験した者のみ入学式までに提出してください。 

 ③看護師免許証の写し：看護師資格取得見込で受験された方は、看護師免許証が届き次第、写しを提出してください。 

 ④有職者で在職のまま入学を希望する者は勤務先の所属長（又は任命権者）の承諾を得た上で、入学時までに承諾書

（本学所定様式）を提出してください。 

 

学費（入学金・授業料他） 

入学金 200,000 円  

金城大学看護学部看護学科の卒業生（ただし、卒業後 1年以内の者に限る。）

又は卒業見込み者は、所定の手続きを行うことで入学金が全額免除となります。 

また、上記以外の金城大学卒業生は所定の手続きを行うことで、入学金が 10

万円（半額免除）となります。 

なお、手続きの詳細については、対象となる方へ別途ご案内します。 

授業料（年間） 1,000,000円 前期分 500,000円、後期分 500,000円の 2期に分けて納入 

その他の費用 

入学手続時：学生教育研究災害傷害保険料 1年分 820円（2022 年度実績） 

学研災付帯賠償責任保険料  1年分 500円（2022 年度実績） 

一般社団法人日本看護学校協議会共済会総合保険料（Will）1年分 4,500円（2022 年度実績） 

9月納入 ：同窓会永年会費 20,000 円（金城大学卒業生は不要） 

その他にテキスト代、実習に伴う経費（交通費等）が必要となります。 

 



インターネット出願（検定料）

（はしごだか）

（つちよし）
（たちさき）

→高

→吉
→崎

→遥

→廣
→角

→濱

→祐
→桑
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〈個人情報の取扱いについて〉

本学では受験生から取得した個人情報を次のとおりに取扱います。
①入学者選抜の準備および実施
②合否結果の発表、通知
③合格者への入学手続きの案内
④合格者への入学に関する案内（入学前教育・傷害保険等）
⑤入学後に大学が使用する学生個人情報への移行
⑥その他サービス運用および利用状況の把握

下記URLの「インターネット受験票発行システム」から各自ダウンロードしてA4サイズで印刷し、試験日当日に
持参してください。受験票のダウンロード開始日は、巻頭の「入学選抜日程」をご確認ください。

推薦型選抜
一般選抜

※ローソン・ミニストップは、支払完了通知が届くまでに2時間程度かかる場合があります。予めご了承ください。

[代金支払い]を選択

【マルチコピー機】
［番号選択］を入力
【Famiポート】

［各種番号をお持ちの方は
　こちら］を選択

印刷されたレシートを持って
レジでお支払い

【企業コード＝第１番号】と
【注文番号＝第２番号】を入力

［Loppi］ ［レジへ］ ［レジへ］ ［レジへ］［マルチコピー機 or Famiポート］

〈お問い合わせ〉
金城大学　入試広報部
〒924-8511　石川県白山市笠間町1200番地＜笠間キャンパス＞
フリーダイヤル　0120-276-150
TEL(076)276-5175(入試広報部直通)　　FAX(076)275-4316
Eメール　nyushi@kinjo.ac.jp　　　　　URL　https://www.kinjo.ac.jp/ku/
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