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和歌山県立医科大学助産学専攻科  

 

入学者受入方針（アドミッションポリシー）  

 

１．科学的探究心と豊かな人間性・高邁な倫理観を有する人  

   看護学を基礎とした旺盛な科学的探究心と、社会との深い関わりのな

かで培われた豊かな人間性、高邁な倫理観を有している人を求めます。 

２．助産学を修得するための幅広い能力を有する人  

    助産学の修得のために、自然や人間、社会についての理解をさらに深

めようとする向学心と問題解決能力をもった人を求めます。  

３．コミュニケーション能力を備えた協調性の高い人  

    助産ケアを実践するにあたり、対象となる人と良好な関係を築ける誠

実な人を求めます。  

４．地域母子保健に関心があり、国際的視野を有する人  

    わが国の母子保健の向上に関心があるとともに、国際状況をも視野に

入れて事象を捉え活動しようとする人を求めます。  

５．生涯にわたって自律と自立をめざす人  

    自己をみつめ、他者との関係を大切にし、学問を深く探求し、生涯に

わたって自律と自立をめざして学修できる人を求めます。  

 

 

教育課程方針（カリキュラムポリシー）  

 

 １．母子の生命を守り、子どもが健やかに成長するための責務を果たすとい

う使命感を育み、助産学領域と関連する領域の知識・技術を統合的に修

得します。  

 ２．リプロダクティブ・ヘルス /ライツを基盤に女性の性・生殖に関する心

身の健康づくりを支援できる基礎的能力を育成します。  

 ３．変化する医療や母子を取り巻く社会状況に柔軟に対応できるよう、助産

の専門職として生涯にわたって自己研鑽できる能力を育成します。  
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令和４年度 

和歌山県立医科大学助産学専攻科学生募集要項 

 

所在地及び電話番号 

和歌山県立医科大学助産学専攻科 

〒641-0011  和歌山市三葛
みかずら

580番地 

電話番号 073-446-6700 

 

 

助産学専攻科の入学者選抜は、推薦入試及び一般入試を行います。 

 

１．募集人員 

 

 

 

 

 

 

 

学科名 修業年限 
募 集 人 員 

推 薦 入 試 一般入試 

 

助産学専攻科 

 

１年 

 

５名以内＊ 

（うち地域特別枠２名以内） 

 

 

５名程度＊ 

 

 ＊募集人員は、推薦入試と一般入試を合わせて 10 名です。       

 (1) 推薦入試に出願した者は、併せて一般入試に出願したものとして取り扱います。 

  (2) 推薦入試で合格対象外となった場合は、一般入試で合否判定します。 

 

２．出願資格 

(１) 一般入試 

看護師資格を有する女性、看護師国家試験受験資格のある女性または令和４年２月看

護師国家試験受験資格取得見込みの女性で、次のいずれかに該当する者とします。 

① 大学を卒業した者または令和４年３月卒業見込みの者 

② 学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者または令和４年

３月 31 日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または令和４年３月 31 日

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年３月 31日まで

に修了見込みの者 

⑤ 我が国において、外国の大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度にお

いて位置づけられた教育施設にあって、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年３月 31 日までに修了見込みの者 

⑥ 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または令和４年３月 31 日までに修了見込みの者 

⑦ 文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号） 
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(２) 推薦入試 

上記(１)の条件を満たし、次の①本学枠または②地域特別枠のどちらかの項目全てに該

当し、かつ、看護師の資格取得に関わる学校の長が責任をもって推薦できる者とします。 

① 本学枠 

（ア）令和４年３月に和歌山県立医科大学を卒業見込みの者 

（イ）成績が上位 1/2 以内の者 

（ウ）助産師となる適性が備わっている者 

（エ）合格した場合、入学することが確約できる者 

② 地域特別枠 

（ア）和歌山県内の高校を卒業した者 

（イ）助産学専攻科修了後は和歌山県内に就職を希望する者 

（ウ）令和４年３月に看護師養成所を卒業見込みの者(大学を卒業していること) 

または看護系大学を卒業見込みの者 

（エ）在学する学校の成績が上位 1/2 以内の者 

（オ）助産師となる適性が備わっている者 

（カ）合格した場合、入学することが確約できる者 

 

３．出願手続 

(１) 出願方法 

郵送のみとします。入学検定料を振り込んだ後、出願書類を「入学願書」用封筒にて

書留速達で郵送してください。 

(２) 出願期間 

令和３年９月 13 日（月）～９月 15 日（水）（必着） 

(３) 出願書類 

① 入学願書 

② 写真カード及び受験票 

出願前３か月以内に撮影した写真を所定欄に貼付したもの。 

写真は、無帽、上半身正面（受験時に眼鏡を着用する者は、眼鏡を着用し撮影した

もの）、縦４㎝×横３㎝の大きさで、裏面に氏名を記入したもの。 

③ 卒業(見込み）証明書 

出身学校の長が作成したもの。 

出願資格の(１)②から⑦によって出願する者は、その資格に関する証明書を提出し

てください。 

④ 看護師免許の写しまたは看護師国家試験受験資格取得(見込み)証明書 

看護師の免許証の写しは A４サイズに縮小したもの。 

看護師国家試験受験資格取得(見込み)証明書は、学校の長が作成したもの。 

⑤ あて名票（合格通知書等送付用） 

⑥ 「受験票」用封筒 

住所、氏名及び郵便番号を記入し、簡易書留速達郵送用として 694 円分の切手を貼

付したもの。 

⑦ 成績証明書 

看護師の資格取得に関わる学校の長が作成し、厳封したもの。 

⑧ 志望理由書 

本学所定の用紙を使用し、出願者の自筆による 1,000 字以内の自由記述文。 
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⑨ 推薦書(推薦入試受験者のみ) 

本学所定の用紙を使用し、看護師の資格取得に関わる学校の長が作成し、厳封した

もの。 

⑩ 高等学校の卒業証明書(推薦入試受験者のうち地域特別枠のみ) 

出身高校の校長が作成し、厳封したもの。 

※ 卒業証明書等と現在の姓が異なる場合は、改姓したことがわかる書類(戸籍抄本等)

をあわせて提出してください。 

※ 保健師助産師看護師法第９条の規定に該当するおそれのある場合には、健康診断書

の提出を求めることや本学で精密検査を実施することがあります。 

(４) 入学検定料 

18,000 円 

本要項に綴り込まれている入学検定料振込依頼書を使用して 18,000 円を振り込み、

入学検定料振込金受付証明書(Ｃ票)を入学願書の裏面に貼ってください。 

① 金融機関窓口(ゆうちょ銀行を除く）での振り込み〈電信扱い〉に限ります。 

ＡＴＭでの振り込みはできません。振込手数料は出願者負担となります。 

② 振込依頼書は、太枠で囲まれている記入欄に必要事項をすべて黒のボールペンで正確

明瞭に記入し、Ａ票・Ｂ票・Ｃ票を切り離さずに金融機関へお持ちください。 

③ 出願受理後は、既に納入された入学検定料は返還しません。 

(５) 出願書類の送付先 

〒641-0011 和歌山市三葛 580 番地 

和歌山県立医科大学助産学専攻科 

(６) 出願についての注意事項 

① 推薦入試に出願した者は、併せて一般入試に出願したものとして取り扱います。 

② 書類等に不備のある場合には受理できません。出願の際には十分注意してください。 

③ 受理した出願書類及び入学検定料は、理由のいかんを問わず返還しません。 

④ 出願手続を完了した者には、「受験票」及び「受験者心得」を送付します。 

なお、受験票は到着するまで若干の日数を要しますが、令和３年９月 27 日(月)まで

に到着しない場合は、本学まで問い合わせてください。 

⑤ 出願書類等に虚偽の記載があった場合、入学後でも入学を取り消すことがあります。 

⑥ 入学を志願する者で、身体に障害があり、受験上及び修学上の配慮を必要とする者は、

出願前（令和３年８月 12 日(木)まで）にあらかじめ本学に相談してください。 

⑦ 出願書類等に記載されている個人情報及び入試成績は、選考目的以外には利用しませ

んが、入学者にあっては、本学における教育目的や学生生活に関連して利用する場合

があります。 

 

４．選抜方法等 

入学者の選抜は、推薦入試及び一般入試とも、提出された書類、学力試験、小論文及

び面接によって総合的に行います。 

※ 推薦入試で合格対象外となった場合は、一般入試で合否判定します。 

(１) 試験日 

令和３年 10 月２日(土) 

(２) 試験会場 

和歌山県立医科大学三葛キャンパス 
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(３) 時間割 

時 間 内 容 

9：00 ～10：00 学力試験(看護学一般) 

10：30 ～12：00 小 論 文 

13：00 ～ 面  接 

 

５．合格者の発表 

(１) 発表日時 

令和３年 10 月 21 日(木) 15：00 

(２) 発表の方法等 

合格者には合格通知を書留速達で送付します。 

本学ホームページ上において、10 月 21 日（木）15:00 から一定期間合格者の受験番号 

を掲示します。 

なお、入学者選抜試験結果に関する問い合わせには応じておりません。 

 

６．入学手続 

(１) 手続期間 

令和３年 11 月９日（火）、10 日（水） 9：30～17:00 

(２) 手続場所 

和歌山県立医科大学三葛キャンパス 管理・校舎棟１階 事務室 

(３) 手続の方法等 

① 手続に必要な書類は、合格通知書と一緒に送付します。 

② 入学手続は、本人または代理の者が来学するか、もしくは郵送で行ってください。 

③ 所定の期日、時間内に入学手続を完了しなかった者は、入学を辞退したものとします。 

ただし、推薦入試の合格者の入学辞退は認められません。 

(４) その他 

大学等を卒業(修了等)見込みで受験した者が、卒業(修了等)できない場合には、入学 

手続を完了していても入学を取り消します。 

 

７．学費等 

種別 入 学 金 授 業 料 

金額 
学内生･県内生 169,200円 

県外生       253,800円 

年額 535,800円 

(５月と11月に分納) 

(注 1)「学内生」とは本学を卒業した者、「県内生」とは勤務地または住所地が入学日以前

３年間引き続き和歌山県内にある者をいい、「県外生」とはその他の者をいいます。 

(注 2)上記の金額は改定されることがあり、改定時から新しい金額が適用されます。 

 

※ 入学後、学生教育研究災害傷害保険料、教材費、実習服、実習時の交通費・宿泊費

等の費用が別途必要となります。 
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８．個人別入試成績の開示 

  一般入試の不合格者については、受験者本人の申し出により入試成績を閲覧できます。 

(１) 閲覧請求方法 

受験者本人が受験票を持って閲覧場所に来てください。 

(２) 閲覧内容 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階による開示 

(３) 閲覧の受付期間及び受付時間 

令和４年５月９日(月)から５月 27 日(金）の 9:00 から 17:00 までの間（ただし、土、

日、祝日を除く） 

(４) 閲覧場所 

和歌山県立医科大学三葛キャンパス 管理・校舎棟１階 事務室 
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９．試験会場の案内 

 

 《交通機関》 

 ◎ＪＲを利用する場合は  

  紀勢本線紀三井寺駅下車 

  東口から徒歩約 10 分 

 ◎バスを利用する場合は 

  南海和歌山市駅前（１番乗場）からは 

   40 海南駅前行（JR 和歌山駅・新手平経由） 

   42 マリーナシティ行（JR 和歌山駅・新手平経由） 

  44 医大病院行（JR 和歌山駅・新手平経由） 

  ＪＲ和歌山駅（１番乗場）からは 

  40 海南駅前行（新手平経由） 

    42 マリーナシティ行（新手平・琴の浦経由） 

  44 医大病院行（新手平経由） 

    ＪＲ海南駅前（１番乗場）からは 

   40 南海和歌山市駅行（新手平・JR 和歌山駅経由） 

     

上記いずれも 

  
みかずら

三葛停留所下車 徒歩約 10 分 

 

 

 《会場付近図》 


