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2023 年度 佐久大学助産学専攻科 

学生募集要項 

新型コロナウイルス感染症の状況により、 

学生募集要項記載の内容とは異なる方法で入学者選抜を実施する場合があります。 

変更については、本学ホームページにて随時お知らせいたします。 
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1. 教育目標と 3 つのポリシー 

佐久大学は、「知を求め、徳を高め、愛に生きよう」を建学の精神とし、「自律、創造、友愛」の教育理

念を掲げ、幅広い視野と豊かな教養を育み、知性、倫理及び応用的能力を展開させることによって、社会

に貢献し得る有為な人材を育成することを目的としている。 

本専攻科では、これらの教育理念を基盤とし、助産師として豊かな感性と確かな専門的知識、優れた判

断能力及び専門的技術を身につけ、高い実践能力を発揮しながら、地域社会の人々に信頼され、地域の女

性、子ども、家族の健康と安寧に貢献しうる専門職者を育成することを目指す。 

１．教育目標 

１）性と生殖の健康を守る助産活動の中で、人間の尊厳と権利を擁護できる能力を養う。 

２）助産実践に必要な確かな基礎的知識と高度な専門的知識を持ち、科学的思考力によって的確な判

断と実践ができる能力を養う。 

３）広い視野と豊かな感性を持ち、全人的な対象理解と共感ができる能力を養う。 

４）女性と子ども、家族の健康支援の実践と探究により、地域母子保健の向上に寄与できる能力を養う。 

５）自律した助産師として、他の専門職と連携しながら自律した役割を遂行できる能力を養う。 

２．アドミッション・ポリシー 

１）助産に関心を持ち、自らすすんで課題に取り組む意欲と探究心がある人 

２）人として成熟し、共感や奉仕の気持ちをもっている人 

３）相手の声に耳を傾け、自分の考えや意見を表現し、信頼関係を築くことができる人 

４）地域の母子保健、女性・子ども・家族をめぐる社会の変化や科学の発展に関心をもち、地域に貢献

する意欲のある人 

３．カリキュラム・ポリシー 

女性・子ども・家族の健康、性と生殖の健康を支える基本的理念と知識・技術を修得し、助産及び

周産期の母子と家族のケアに必要な助産診断・技術の基礎的能力、地域社会の特性を理解し、ひとの

生涯にわたる性と生殖の健康を守る科学的思考力を養うため、『基礎領域』・『実践領域』・『関連領

域』の 3 つの領域で構成される教育課程を編成する。 

『基礎領域』は、助産師としてのアイデンティティを培うための基本的な考え方及び助産学の構築

に必要な基礎的知識を学修する領域である。助産に関する概念・歴史・教育、助産診断・技術に必要

な医学的基礎知識及び対象の理解を深めるための心理・社会・文化的な知識、生命倫理などを学ぶ。 

『実践領域』は、助産の実践に必要な専門的理論・技術を学修する領域である。マタニティサイクル

を中心とした助産ケア、ハイリスクへの対応、リプロダクティブヘルスケアなどを学ぶ。技術演習やシ

ミュレーション教育などにより、実践現場において活用できる技術やコミュニケーション能力及び研究

の基礎的能力の習得を目指す。そして、臨地実習を通して助産過程の展開や分娩介助技術を修得し、さ

らに地域における助産活動と母子保健活動への理解を深め、助産師の役割を学ぶ。また、助産における

研究の意義と基本的な研究プロセスを理解し、助産実践の向上に寄与し得る研究の基礎的能力を養う。 

『関連領域』では、助産活動を深め、現代社会における助産の課題に取り組むために必要な科目を学ぶ。 

４．ディプロマ・ポリシー 

本専攻科所定の科目を履修し単位を修得した者には、女性の生涯を通した健康及びマタニティサイ

クルにある女性・子ども・家族の健康を支援し、地域母子保健医療の向上に寄与できる助産師に相応し

い実践及び研究能力を修得したことを認め、修了証書を授与する。併せて、助産師国家試験の受験資格

を取得することができる。 
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2. 募集人員 

専攻科名 入学定員 
募集人員 

佐久大学看護学部生選抜試験 一般選抜試験 

助産学専攻科 10名 5名 5名 

3. 各入試区分・出願書類 

●佐久大学看護学部生選抜試験 

（１）出願資格 

次の要件の全てに該当する女性とする。但し、入学時には看護師国家試験に合格していること。 

１）本学看護学部を卒業した者又は2023年3月に卒業見込みの者。但し、2023年3月に卒業見込み

の者は、3年次後期までの通算GPAが2.50以上の者とする。 

２）本学助産学専攻科に確実に入学する意志がある者で、かつ、修了後は助産師として就業する

意志がある者。 

（２）試験等の日程・内容 

出 願 期 間 2022年 8月1日(月) ～ 2022年 8月15日(月) ※必着 

試 験 日 2022年 8月22日(月) 

試 験 会 場 佐久大学 

選 抜 方 法 書類審査・小論文・面接 

合 格 発 表 2022年 8月25日(木) 

入学手続期間 2022年 8月26日(金) ～ 2022年 9月 9日(金) ※必着 
 

時間割 
受付 受験上の注意等 小論文 面接 

8:30～9:00 9:00～9:15 9:15～10:45 11:00～ 

 

（３）出願書類 

１）Web入学志願書 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで志願書が出力可能となります。 

  そのデータをダウンロードしてA4用紙に印刷してください。 

2）志願理由書 

  本学所定の用紙を以下のURLからダウンロードしてA4用紙に印刷して使用してください。 

https://www.saku.ac.jp/josan_senkou/josan_examination/ 

  ※受験者本人が記入してください。（黒ペン又は黒ボールペンを使用すること。フリクシ

ョンペン等は不可）  

https://www.saku.ac.jp/josan_senkou/josan_examination/
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3）本学の卒業(見込)証明書 

※入学願書等の氏名が証明書と不一致の場合は、戸籍抄本を添付してください。 

4）成績証明書 

  本学の成績証明書（厳封） 

  ※入学願書等の氏名が証明書と不一致の場合は、戸籍抄本を添付してください。 

5）看護師保健師免許の写し・受験資格取得(見込)証明書 

・看護師資格を有する方は看護師免許証の写し（A4サイズに縮小）を提出してください。その他の方は

受験資格取得(見込)証明書を提出してください。 

・保健師資格を有する方は、保健師免許証の写し（A4サイズに縮小）も提出してください。 

6）受験票／写真票 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで受験票と写真票が出力可能となります。そのデータ

をダウンロードしてA4用紙に印刷してください。 

※受験票と写真票はセットで印刷されますので、切り取り線に沿って切り離してください。 

7）本人写真 各自用意し、印刷した入学志願書と写真票に本人写真を貼り付けてください。 

  ①大きさは4㎝×3㎝ ②正面、上半身、脱帽、背景なしで撮影されたもの 

  ③カラー写真 ④スピード証明写真も使用可 ⑤裏面に氏名を記入すること 

   ※家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、写真の切り抜きは受け付けません。 

8）返信用封筒の宛名シート 
  Web出願による決済完了後、PDFデータで返信用宛名シートが出力可能となります。そのデー

タをダウンロードしてA4用紙に印刷、切り取り線に沿って切り離して、各自で用意した封筒に
貼り付けてください。また速達代を含む送料の切手も貼り付けてください。 

9）出願用封筒の宛名シート 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで出願封筒用宛名シートが出力可能となります。 

  そのデータをダウンロードし印刷し、各自用意した封筒に貼り付けてください。 

  出願用封筒／角2封筒1枚（240mm×332mm） 

  必ず「簡易書留速達郵便」扱いとして郵便局窓口にお持ち込みください。 

※直接、本学へ持ち込みも可能です。 

 

（4）検定料 

入学検定料 30,000円(振込手数料はご負担ください) 
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●一般選抜試験 

（１）出願資格 

次の要件のいずれかに該当する女性で、かつ、看護師資格を有する者又は出願時において看護師

国家試験の受験資格を有する者（取得見込みの者を含む）とする。但し、入学時には看護師国家

試験に合格していること。 

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）大学改革支援・学位授与機構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（日本において、外国の大学が行う通信教育を履修する場合も含む）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）日本において、文部科学大臣が指定した外国大学日本校の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）外国の大学等において、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月までに授与される見込みの者 

６）文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者又は2023年3月までに修了見込みの者 

 

（２）試験等の日程・内容 

 A日程 B日程 
※A日程で定員に達した場合は実施しない 

出 願 期 間 2022年9月22日(木)～10月7日(金)*必着 2022年12月9日(金)～23日(金) 

試 験 日 2022年10月16日(日) 2023年 1月 7日(土) 

試 験 会 場 佐久大学 

選 抜 方 法 書類審査・小論文・専門科目・面接 

合 格 発 表 2022年10月20日(木) 2023年 1月12日(木) 

入学手続期間 2022年10月21日(金)～11月4日(金)*必着 2023年1月13日(金)～27日(金) 
※B 日程の実施については A 日程終了後に本学ホームページ上でお知らせします。 

 

時間割 
受付 受験上の注意等 小論文 専門科目 昼休憩 面接 

8:30～9:00 9:00～9:15 9:15～10:15 10:35～11:35 11:35～12:40 12:40～ 

※受験生は昼食を持参してください 

 

（３）出願書類 

１）Web入学志願書 

Web出願による決済完了後、PDFデータで志願書が出力可能となります。 

そのデータをダウンロードしてA4用紙に印刷してください。 

2）志願理由書 

本学所定の用紙をホームページからダウンロードしてA4用紙に印刷して使用してください。 

https://www.saku.ac.jp/josan_senkou/josan_examination/ 

※受験者本人が記入してください。（黒ペン又は黒ボールペンを資料すること。フリクション

ペン等は不可） 

  

https://www.saku.ac.jp/josan_senkou/josan_examination/


5 

 

3）大学の卒業(見込)証明書 

※入学願書等の氏名が証明書と不一致の場合は、戸籍抄本を添付してください。 

4）大学の成績証明書 

※在籍したすべての大学(学部)の成績証明書を提出してください。 

※入学願書等の氏名が証明書と不一致の場合は、戸籍抄本を添付してください。 

5）看護師養成課程の成績証明書（該当者のみ） 

看護系以外の大学を卒業し、専門学校や短期大学で看護師国家試験受験資格を得たものは提出

してください。 

  ※入学願書等の氏名が証明書と不一致の場合は、戸籍抄本を添付してください。 

6）看護師保健師免許の写し・受験資格取得(見込)証明書等 

・看護師資格を有する方は看護師免許証の写し（A4サイズに縮小）を提出してください。その他

の方は看護師国家試験受験資格取得（見込）証明書を提出してください。 

・保健師資格を有する方は、保健師免許証の写し（A4サイズに縮小）も提出してください。 

7）受験票／写真票 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで受験票と写真票が出力可能となります。そのデータ

をダウンロードしてA4用紙に印刷してください。 

※受験票と写真票はセットで印刷されますので、切り取り線に沿って切り離してください。 

8）本人写真 各自用意し、印刷した入学志願書と写真票に本人写真を貼り付けてください。 

  ①大きさは4㎝×3㎝ ②正面、上半身、脱帽、背景なしで撮影されたもの 

  ③カラー写真 ④スピード証明写真も使用可 ⑤裏面に氏名を記入すること 

   ※家庭用で撮影されたデジタルカメラの不鮮明な写真、写真の切り抜きは受け付けません。 

9）返信用封筒の宛名シート 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで返信用宛名シートが出力可能となります。そのデー

タをダウンロードしてA4用紙に印刷、切り取り線に沿って切り離して、各自で用意した封筒に

貼り付けてください。また速達代を含む送料の切手も貼り付けてください。 

10）出願用封筒の宛名シート 

  Web出願による決済完了後、PDFデータで出願封筒用宛名シートが出力可能となります。 

  そのデータをダウンロードし印刷し、各自用意した封筒に貼り付けてください。 

  出願用封筒／角2封筒1枚（240mm×332mm） 

  必ず「簡易書留速達郵便」扱いとして郵便局窓口にお持ち込みください。 

 

※直接、本学へ持ち込みも可能です。 

 

（４）検定料 

入学検定料 30,000円(振込手数料はご負担ください) 
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4. 受験についての注意事項 

（１）試験会場までの交通機関、順路、所要時間などは、事前に確認をお願いします。試験会場の下見

は、平日、土日、祝日を問わず可能ですが、いずれの日も施設内には入れません。また、構内（敷地

内）にも入ることができない場合がありますので、ご了承ください。 

（２）試験当日は、8時30分から9時までに受付をすませて入室し、受験番号と同じ座席に着席してください。 

（３）受験票は必ず携行してください。入退室時には提示するとともに机上の受験番号札の下に置いてく

ださい。 

（４）受験票を紛失または忘れた方は仮受験票を発行いたしますので、試験会場受付にて申し出てください。 

（５）交通機関の遅延を含め遅刻した方は、到着後直ちに試験会場係員に申し出てください。 

（６）試験会場内ではすべて試験監督者の指示に従ってください。 

（７）試験会場内での携帯電話・スマートフォン等の使用は禁止します。所持している場合は電源を切っ

てカバン等にしまってください。試験時間中に呼び出し音が鳴った場合には、本人の許可なくカバン

等をお預かりします。また、携帯電話・スマートフォンを使用した場合は不正行為と見なしますの

で、ご注意ください。 

（８）試験時間中の途中退出は原則として認めません。身体の都合上やむを得ない事情がある場合は試験

監督者に申し出てください。 

（９）不正行為があったときは、直ちに退室を命じ、受験資格を無効とします。 

（10）試験中に使用できる筆記用具は、黒鉛筆（HBまたはB）、シャープペンシル（HBまたはB、0. 5㎜

以上の黒芯）、消しゴム、鉛筆削りです。 

（11）上履きは不要です。 

（12）自家用車でお越しの場合は、本学正門前の学生駐車場をご利用ください。電車でお越しの方は、佐久

平駅よりスクールバスを運行いたしますのでご利用ください。（詳しくはP.13をご参照ください。） 

（13）試験当日は受験生以外試験会場に入ることはできません。付添者の控室等はございませんので、ご

了承ください。 

（14）試験会場には時計がない場合があります。試験開始・終了については試験監督者から合図がありま

すが、時計が必要な場合は各自で準備してください。ただし、計算・辞書機能を備えた時計の使用や

携帯電話を時計代わりに使用することは認めません。 

（15）病気等により別室での受験を希望される方は、試験前日までに申し出てください。その場合、医師

の診断書等が必要になります。 
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5. インターネット出願の流れ 
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6. 合否発表について 

●合格発表 

（１）合否の結果は、発表日に本人宛に発送します。地域・天候等により到着日時に差が生じる可能性が

ありますので、ご承知おきください。 

（２）合格者については発表日当日午前 10 時から 2 日間、受験番号を本学ホームページ 

（https://www.saku.ac.jp）に掲載いたします。（学内掲示はしません。）なお、本学から送付する

「合格通知」をもって正式な合格とします。 

（３）電話・メール等による合否についてのお問い合わせには応じることはできません。 

（４）2023 年 4 月 1 日の時点において看護師免許取得見込の者が、2023 年 3 月に看護師国家試験不合

格の場合は合格が取り消しになります。 

7.入学手続について 

●入学手続 

（１）入学手続に必要な書類および手続方法については、合格通知とともに本人宛に郵送しますので案内

書に従って手続を行ってください。学生納付金を納付し、入学手続書類が本学に到着して手続完了

となります。 

（２）期日までに入学手続をしなかった場合は、入学の意思がないものと判断いたします。その後の入学

手続は一切認めません。 

（３）入学式のご案内等は、入学手続完了後、随時送付いたします。 

（４）当該年度の看護師国家試験受験者は、合格証書の写しを 3 月 31 日までに郵送か FAX（番号：0267-

68-6687）にてお送りください。 

●入学辞退について 

（１）合格通知を受けた後、辞退される方は直ちに本学へ申し出てください。 

（２）入学手続後、辞退される方は本学へ連絡するとともに本学所定の入学辞退届を速達書留で郵送して

ください。なお、すでに提出された書類等は返還しません。 

（３）入学辞退届受理後、所定の手続が完了しましたら、入学金以外の納付金を返還いたします。 

但し、入学辞退届最終締切日以降は、理由を問わず返還できませんのでご了承ください。 

   入学辞退届最終締切日 ： 2023年 3月 31日（金）正午必着 

  

https://www.saku.ac.jp/
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8. 学生納付金 

内  訳 前期(入学手続時) 後期 

学
納
金 

入 学 金 230,000円 － 

授 業 料 450,000円 450,000円 

教 育 充 実 費 150,000円 150,000円 

実 習 費 150,000円 150,000円 

 合 計 980,000円 750,000円 

 年 額 合 計 1,730,000円 

（１）入学手続時に納付いただく学生納付金は太枠内に表示した金額です。 

後期納付金は 2023 年 10 月 1 日付で納付案内を郵送し、10 月 31 日までに納付していただくこと

になりますが、入学手続時に一括納付されても差し支えありません。 

（２）消費税は加算されません。 

（３）学債・寄付金等は一切徴収しません。 

（４）修了時に同窓会費 11,000 円を徴収致します。 

（５）各種奨学金・減免制度については、入試広報課へお問い合わせください。 

 

9. 個人情報の保護について 

個人情報の保護に関して佐久大学では次のとおり取り扱います。 

出願時にご提出いただいた氏名、住所、電話番号等の個人情報は、次に掲げる目的のみに利用し、それ

以外には利用いたしません。 

（１）入学者選抜、合格発表、入学手続等、入学までの一連の業務を行うため。 

（２）入学後の学籍に関する業務、入学試験に関する各種統計資料作成等、本学業務を行うため。 

 

10. 成績開示について 

受験者に係る成績を、受験者本人から請求があった場合に限り開示します。 

詳細については 5 月中にホームページ上でお知らせします。 

 

 

  



13 

 

11. アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□Google map URL：https://goo.gl/maps/jFi7G42LJALwaHDS6 

□北陸新幹線「佐久平駅」・JR小海線「佐久平駅」から徒歩約 15分 無料スクールバス約 5分 

□上信越自動車道「佐久 IC」から車で約 10分 

□中部横断自動車道「佐久中佐都 IC」から車で約 3分 

□高速バス「池袋駅」から約 3時間・「新宿駅」から約 3時間 30分 

 

各試験の当日は、佐久平駅「蓼科口」路線バス乗り場よりスクールバスを運行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入試に関するお問い合わせは下記にお寄せください 

 

佐久大学 事務局入試広報課 

〒385-0022 長野県佐久市岩村田 2384 

TEL : 0267-68-6680 FAX : 0267-68-6687 

https://www.saku.ac.jp 

E-mail : admission@saku.ac.jp 

【運行時間】 

佐久平駅発 8:30 

https://goo.gl/maps/jFi7G42LJALwaHDS6
https://goo.gl/maps/jFi7G42LJALwaHDS6
https://www.saku.ac.jp/
mailto:admission@saku.ac.jp

