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保護者のギモンに
答えます

日本保健医療大学は、
「あなたにかける、あなたを伸ばす」を

スローガンに、学生一人ひとりに

「目をかけ」「声をかけ」「時間をかけて」

個々の力と個性をのばし、

次世代の医療業界へと送り届けます。

？
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看護師や保健師、理学療法士ってどんな仕事？

病院だけでなく様々な現場で医療サービスを提供する仕事です。
今後益 ニ々ーズが高まることが予想されています。

Q1
A P2-3

日本保健医療大学にはどんな特徴があるの？

4つの理念の元、一人ひとりに「目をかけ」「声をかけ」「時間をかけて」丁寧な
教育と学生指導で優秀な人材を社会に送り出します。

Q2
A P4-5

どんなことを学ぶの？

国家試験の受験資格に必要な科目を余裕をもって学修することが出来ます。
専門的知識を持った教養人を育成する充実のカリキュラムです。

Q3
A P6-7

就職先にはどのようなところがありますか？

大手市立病院や大学病院があり、就職率は100%(2019年3月)です。
就職だけではなく生活サポートも充実しています。

Q4
A P8-9

学生給付金（学費）はどのくらいかかるの？奨学金の制度は？

金額一覧や、各種奨学金の制度をご紹介しています。

Q5
A P10-11

入試までにどんな準備をすればいいの？

オープンキャンパスやプチ見学会、進路相談会など、
各種イベントがあります。

Q6
A P12-13



役割を知ろう

看護師・保健師・理学療法士の仕事とは？

看護師
看護師の仕事は、傷病者や妊産婦の療養上の世話

をしたり、診療の補助を行うこと。“人を看る” という

看護師独自の視点で観察や判断をし、患者さんの生命

と生活を支えています。

病院や診療所などの医療機関のほかに、訪問看護

や福祉関連施設など、活躍の場はどんどん広がって

います。

保健師
保健師の仕事は、人々が健康な生活を送れるように

保健活動を行うこと。保健センターなどの公的機関

で乳幼児健診・母親学級などを実施したり、生活

習慣病予防対策や各種検診を行うなど、地域住民

の健康づくりが主な仕事です。高齢者などの自宅

療養者の家庭を訪問したり、介護予防の取り組みも。

企業に勤め、働く人たちの健康相談や健診結果に

基づいた保健指導・環境調整も行います。

【医療機関】病院／診療所　【入所・通所施設】介護老人保健施設／通所リハビリ事業所／訪問リハビリ事業所／訪問看護

ステーション　【福祉施設】障がい者福祉センター／障がい児（者）通所・入園施設／特別支援学級・学校

【行政機関】市・区役所／保健所／市町村保健センター　【教育・研究機関】大学／研究所　【企業】医療機器メーカー／健康関連

商品メーカー／企業の健康管理室など　【スポーツ事業（理学療法士のみ）】プロスポーツ／フィットネス施設／スポーツメーカー

活
躍
の
場
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理学療法士
基本動作の機能回復をサポートする「動作の専門家」。

ケガや病気などで身体に障がいのある人や障がい

の発生が予測される人に対して、基本動作能力（座る、

立つ、歩くなど）の回復や維持、および障がいの悪化

の予防を目的に、運動療法や物理療法（温熱、電気など

の物理的手段を治療目的に利用するもの）を用いて、

自立した日常生活が送れるよう支援する医学的

リハビリテーションの専門職です。

卒業生の声

学長自ら特別講義を行ってくれて、
そこで解いた過去問が国試合格の鍵に

看護学科卒業

本校を卒業し、看護師になって3年目になります。

今、病院の女性病棟に勤務していますが、15才くらい

の女の子から100才のおばあちゃんまで入院する病棟

なのでコミュニケーション面でやりがいと難しさを

感じています。

本校での最大の思い出は、国家試験対策です。

私が国試対策を本格的に始めたのはとても遅く、4年生

の夏でした。いきなり詰め込み勉強をしても、そんな

に成果が上がりません。そんなとき、学長が見かねて

国試対策が遅れている学生を集めて特別講義を行って

くれました。

受講生みんなでひたすら過去問を解きまくり、無事に

国家試験に合格することができました。学長はじめ、

先生たちは頑張る人をとことんサポートしてくれる

良い学校です。

勤務先：さいたま市立病院

本 あゆみさん𣘺
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本学の特徴は丁寧な教育・丁寧な学生指導に

あります。教職員が、学習面から生活面まで

学生一人ひとりをサポートしていきます。

人として身につけなければ

ならない教養を十分に学び

ます。身についた教養を

コミュニケーションに活かし、

能力を高めます。日々、学ぶ

講義・演習・実習を通し、

専門性を身につけ、学生一人

ひとりの成長を最大限に

のばします。

一人ひとりに
「目」をかけ「声」をかけ「時間」をかける

教養教育・
専門教育の充実

最新の医療技術が学べる優れた教育環境

大学生活においては、学習面や

生活面であらゆる悩みや迷いが

生じます。理学療法学科では、教員

が学生一人ひとりに寄り添い

ながら常に状況を把握すること

ができるよう、様々な取り組みや

サポートを行っています。大学

生活の4年間、また卒業後も学生

と共に駆け続けていきます。

未来の可能性を
伸ばす

1

2

3

3つ
のPOINT

3つ
のPOINT

3つ
のPOINT

日本保健医療大学の特徴

課題と解決策を見いだせる優秀な人材を社会へ送 

看護学科

看護学科・理学療法学科

理学療法学科

看護・理学療法の専門知識を学び、実践に活かすための医療現場に準じた教育環境を完備しています。
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 り出します

教育の特色
学びのサポート

4 つの教育理念
人間性

専門性

国際性

社会性

担任制度、学習指導教員
本学では、学生が教員とのふれあいを通じて、勉学活動に意欲的に

取り組み、学生生活を有意義に過ごすことができるように、担任、

学習指導教員を配置しています。担任と学習指導教員は、授業科目

の履修や学生生活のさまざまな事項について相談に応じ、学生が将来

の目標に向かって努力していくことを支援するので、何でも気軽に

相談してください。事務局への相談も歓迎しています。

オフィスアワー
本学では、全教員が「オフィスアワー」という学生のための時間帯を

設けており、オフィスアワーの時間には、教員の研究室などで授業科目

に関する個別指導を行ったり、各種の相談などを受けることになって

います。授業を受けている教員、あるいは受けていない教員でも気軽

に訪れて、個人的な指導を受けたり、相談をもちかけたりするなど、

この制度を十分活用してください。

医療というのは「Science（科学）とArt（技術）」といわれています。

知識などのScienceの部分と治療技術であるArtの両方をバランス

良く学ぶためには、4年間のたゆみない努力が必要となります。

卒業までモチベーションを維持できるよう、さまざまなシステムを

用意し、学生一人ひとりに合わせた学習サポートを行っています。

きめ細かいサポートシステム

授業でわからなかったところをそのままに

しないよう、各科目担当の教員による時間

外指導を行っています。学生の状況に合わ

せて予定を組み、個別指導を実施します。

時間外指導

学年担当の教員を複数配置し、窓口を

学生自ら選べるようにしています。複数の

窓口があることで相談しやすく、広く、きめ

細やかな対応ができるようにしています。

学年担当の複数配置
学習面や生活面での相談を受け、一緒に

なって解決をめざす身近な存在となる

よう、学科の教員がアドバイザーとなる

制度を設けています。教員が各学年の学生

を数人ずつ受け持ち、さまざまな形で交流

を深め、卒業までサポートします。

アドバイザリー制度

学生の生活面・学習面の状況を保護者の方 と々情報共有するため

面談会を定期的に実施しています。予定が合わず保護者が出席

できない場合は別の機会を設けて、保護者と連携した学生支援を

進めています。

保護者面談会

入学直後に英語能力テストを実施し、

各学生のレベルに応じたクラス編成を

行います。

プレイスメントテスト

理数系科目に関する基礎的なテストを実施し、選択科目の参考に

しています。文系出身の学生でもスムーズに学べるように高大接続

科目を設けています。

基礎力確認テスト＋高大接続科目

1年次前期の必修科目として「基礎ゼミI 」

を配置し、レポートの書き方、文献の探し方

や読み方、プレゼンテーションの方法と

いった、大学での学習に必須となる基礎的

なスタディスキルを習得できるようにします。

スタディスキルの早期指導

学生間だけでなく教員ともディスカッション

の機会をもつことができるよう、少人数単位

のゼミ形式による演習を1年生から導入

し、多くの科目で実施しています。

少人数のゼミによる演習
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2年次 3年次 4年次

看護学科
1年次基本

基礎系科目

・英語Ⅰ～Ⅲ
・心理学
・人体構造学 など

看護学方法論 実践 統合と実践

豊かな人間性と深い教養

や社会性を身につけるため

に、人間論、心理学、社会学、

語学などの基礎系科目を

学びます。また、初年次より

人体の構造学や機能学、

病理学などの専門基礎

系科目や看護学の基本

科目を学び、初めての病院

実習を体験します（基礎

看護学実習Ⅰ）。

看護師免許

保健師免許

第一種衛生管理者＊

看護師免許取得

第一種衛生管理者

保健師免許取得

看護師受験資格

保健師受験資格

国家試験合格

国家試験合格

保健師免許取得後に申請
＊定められた単位を修得する必要があります。

専門基礎系科目

・病態治療学
・栄養学
・看護技術演習 など

病態治療学や薬理学、

保健統計学などの専門基礎

系科目や基礎看護学では

看護過程や基本技術を

学びます。

基礎看護学実習Ⅱの病院

実習では、患者様を受け

持ち、生活の援助技術を

学びます。さらに、これらの

学習を土台として、看護の各

専門領域の概論や方法論

を学びます。保健師科目

の授業も始まります。

看護専門科目

・成人看護学実習
・老年看護学実習
・小児看護学実習
・母性看護学実習
・精神看護学実習
・在宅看護学実習 など

前期は主に2年次に引き

続き、看護専門領域の技術

を学習します。

後期はグループに分かれて

臨地実習に望みます。

各領域実習では、対象を

理解し個別的な援助をする

ことの大切さと共に、看護

の喜びや充実感を味わえる

貴重な体験をします。

看護学の統合と実践

・災害看護
・看護教育学　
・看護研究 など

3年生までに学んだ各専門

領域の看護学を統合して、

更に将来に向けて発展して

いくための科目を学びます。

看護研究では自己の興味・

関心や疑問を探り、それら

を科学的に探求していく

方法を学びます。また、各

専門領域の実習とは異なり、

自己の課題を明確にした

実習もあります。さらに、

国家試験合格に向けた学習

支援も組まれています。

免許取得までの過程

専門科目（８４単位）専門科目と
実習科目

実習科目（看護の統合と実践・看護の実践に含まれます）

看護の統合と実践 １４ 単位

看護の実践 ２１ 単位

看護学方法論 ３４ 単位

看護学の基本 １５ 単位

専門基礎系科目 ２６ 単位

学年 学期 単位 実習科目

1年 前期 1 基礎看護学実習Ⅰ

２年 前期 2 基礎看護学実習Ⅱ

３年 後期 計18 成人・老年・小児・母性
・精神・在宅の計6科目

4年 前期 2 課題別実習

4年 前期 5 公衆衛生看護学実習＊

＊保健師過程のみ

基礎系科目 １９ 単位

教育課程と国家資格の取得プロセス

より高度で専門的な知識を身に着ける

看護学科を卒業し、看護師国家試験

受験資格を取得するためには、必修科目、

選択必修科目を修了し、表の１２９単位

以上を修得し、卒業試験に合格する

必要があります。

養護教諭二種免許状、第一種衛生管理者、
看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格

目指せる資格
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臨床実習 20 単位

地域理学療法学 4 単位

理学療法治療学 ２４ 単位

理学療法評価学 ７ 単位

専門基礎科目 40 単位

基礎科目 21 単位

基礎理学療法学 10 単位

理学療法学科
教養科目 専門基礎 専門科目 総合臨床実習と

卒業研究2年次 3年次 4年次1年次

理学療法士
受験資格取得

1年次から専門科目も

・解剖学
・生理学
・基礎理学療法学Ⅰ など

高い見識、倫理観、適切な

コミュニケーション能力

を養い、社会人としての

態度と、高い教養に裏打ち

された人間性を身につける

ために、一般教養科目を

中心とした科目配置をして

います。また、初年次より

基礎医学などの専門基礎

科目や理学療法専門科目

の一部も学びます。

初めての臨床実習

・臨床心理学
・理学療法評価学
・物理療法学 など

専門基礎科目を中心として

学び、理学療法士としての

基礎的な実践力を習得する

ための土台を固めます。

後期には、初めての臨床

実習科目である2週間の

「検査・測定実習」があり、

これまで身に着けたさま

ざまな知識や技術を実習

施設で実践することに

なります。

高度な専門的科目

・リハビリテーションチーム論
・臨床動作分析
・地域理学療法学 など

理学療法士に求められる

高度な専門的知識と実践

能力を習得するための、理学

療法専門科目を中心に学習

します。能動的学習（学生

参加型の演習やグループ

ワークなど）の機会が多く

なります。後期開始直後に

は4週間の「評価実習」に

臨み、医学的リハビリテー

ションにおけるチームの

一員としての活動を実践

します。

より実践的な実習

・総合臨床実習
・理学療法管理学
・理学療法研究 など

前期には、6週間×2回の

「総合臨床実習」があります。

卒業後の理学療法士として

の自分の姿を具体的に

イメージし、自身の課題を

明らかにする機会になり

ます。後期には、全員が

「理学療法研究」で卒業

研究に取り組み、研究活動

を経験します。そして、最後

の仕上げとして、国家試験

の合格をめざします。

理学療法士
免許取得

理学療法士
免許

理学療法士
国家試験合格

免許取得までの過程

国から指定された養成校を卒業し、国家試験受験資格を取得した上で、国家試験に合格しなければなりません。

看護師、保健師、理学療法士になるには、国家資格を取得することが必要です

専門科目（65単位）専門科目と
実習科目

理学療法学科を卒業し、理学療法士

国家試験受験資格を取得するために

は、必修科目、選択必修科目を修了

し、表の１２6単位以上を修得し、卒業

試験に合格する必要があります。

実習科目（臨床実習に含まれます）

学年 学期 単位 実習科目

2年 後期 2 検査・測定実習

3年 後期 4 評価実習

総合臨床実習Ⅰ4年 前期 ７

4年 前期 1 地域理学療法実習

4年 前期 6 総合臨床実習Ⅱ

理学療法士国家試験受験資格目指せる資格
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キャリア・就職サポート

安心・信頼の就職実績

国家試験に合格するには個々に取り組むことも必要ですが、適切なアドバイス

による効果的な学習が欠かせません。そこで本学では国家試験受験学生全員

による模擬試験を行い、その結果に基づいた総合的指導と個別指導を繰り

返し、全員合格をめざします。 

2017年の看護師国家試験合格者数は全国215大学中で32位(※)以内に

ランクインしており、確実な実績をあげています。

それぞれの国家試験の受験資格を得るため

には、看護師では97単位以上、理学療法士

では93単位（2020年度より101単位）以上

の学修が必要となります。本学と専門学校の平均

との比較は右の表の通りとなりますが、大学

で学ぶほうが必要な科目をより余裕を持って

● 看護学科　卒業単位数

日本保健
医療大学

1 年平均の
取得単位数

卒業
単位数 129 単位

32.3 単位 33.3 単位

100 単位

専門学校
（３年制）

大学と専門学校で何が違うの？

学修することができます。また、専門学校が

即戦力につながる専門知識を教えるところだと

すると、大学は専門知識だけでなく、一般

教養としての学問を修めるところといえます。

国家試験受験資格に必要な科目は同じです

が、それ以外が異なります。

3年生を対象にした就職ガイダンスを
㈱マイナビや埼玉県看護協会の講師を招き毎年実施しています。

【埼玉県】上尾中央総合病院 / 春日部市立医療センター / 越谷市立病院 / 埼玉医科大学総合医療センター / 埼玉医科大学病院 / 

埼玉県立病院局 / 彩の国東大宮メディカルセンター / 草加市役所 / 羽生総合病院 / 東埼玉総合病院 / 防衛医科大学校病院 / 

みさと健和病院 / 三郷中央総合病院 　

【東京都】板橋中央総合病院 / 大森赤十字病院 / 順天堂大学医学部附属順天堂医院 / 順天堂大学医学部附属練馬病院 / 東京

医科大学八王子医療センター / 東京医療センター / 東京慈恵会医科大学附属病院 / 東京女子医科大学病院 / 日本医科大学

付属病院 / 日本大学医学部附属板橋病院 / 日本大学病院　【千葉県】 順天堂大学医学部附属浦安病院 / 東京女子医科大学

八千代医療センター 【神奈川県】北里大学病院【栃木県】自治医科大学附属病院　【茨城県】茨城西南医療センター病院

【群馬県】群馬大学医学部附属病院　【山形県】米沢市立病院　【三重県】伊勢赤十字病院

主な就職先

P O I N T

模擬試験
試験対策
総合的指導

試験対策
個別指導

国家試験合格

安
心の
サポート！

※朝日新聞出版「大学ランキング」より

看護学科

100%
（2019年3月卒業生）

保健医療学部
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「Will」について詳しくはこちら

● 総合生活保険（傷害補償）
● 総合生活保険（こども総合補償）

生活サポート

暮らしと環境

※保健師受験資格は選択制（定員25名）に

なります。希望者が定員以上に達した場合は

選抜になります。

※本学では特に、福祉事務所、福祉施設、児童

相談所で必要とされる社会福祉主事任用

資格（児童福祉司任用資格、身体障害者福祉

司任用資格、知的障害者福祉司任用資格は社会

福祉主事として2年以上各事業に従事した場合）

も取得できるカリキュラムを組んでいます。

● 理学療法学科　卒業単位数

日本保健
医療大学

1 年平均の
取得単位数

卒業
単位数 126 単位

31.5 単位 35.8 単位

143 単位

専門学校
（4年制）

38.0 単位

114 単位

専門学校
（３年制）

理学療法学科看護学科

キャンパス 幸手北キャンパス 幸手南キャンパス

入学定員 100 名

4 年 4 年

80 名

修業年限

[1K] 35,000円
[1LDK] 40,000円

[1K] 45,000円～50,000円
[1LDK] 55,000円

本学から車で約7分移動したところに、”権現堂堤”という桜の名所

があります。現在、全国的な桜の名所として、毎年、春には多くの

花見客が訪れます。1キロメートルに渡って続く桜並木は、訪れる人

の目を楽しませてくれます。

生活安心サポート「Will」

幸手市の豆知識 近隣の物件

総合補償制度「Will」は、看護学生の実習中の事故などに対する

不安から生まれました。思わぬ事故などに対する補償の問題は、

臨地実習の場がさらに拡大されたことにより、実習生の受け入れ

機関を含めての課題になっています。「Will」は、看護学生ご自身の

傷害事故に加えて、実習先を含む２４時間の賠償事故、さらに

実習中の微生物による感染事故にも対応する看護学生のため

に創られた補償制度です。また「Will」は、損害保険だけでは補償

しきれない部分を共済制度で補うことによって、細部まで補償対応

できる仕組みになっています。

他にも定期健康診断、医務室、学生相談室などの設備があります。

ご自身のケガ [傷害]

P O I N T

築古（築20年前後）

A

● 総合生活保険（こども総合補償）

他人への賠償責任 [個人賠償責任]
B

● 総合生活保険（こども総合補償）

感染事故 [感染予防費用補償/特約]
C D

共
済
制
度

築浅（築10年以内）
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学生納付金以外で

かかる費用

学生納付金以外で

かかる費用

教科書代、ユニフォーム代の他に、

予防接種費用もかかります。

母子手帳の予防接種の履歴の

コピーを入学後に提出していただき

ますので、大切に保管してください。

入学案内制度

学生納付金と奨学金

学生納付金は原則として一括納入としますが、授業料は2回に分けて支払うこともできます。この場合の1回目（入学手続時）の納入額は、下記の

通りとなります。教科書代および臨床実習に係る交通費・宿泊費・ユニフォーム代、その他の教材費などは学生の自己負担となります。

2020年度　
入学生納付金（単位：円）

2020年度　
入学生納付金（単位：円）

● 分割納入の場合

● 一括納入の場合

● 分割納入の場合

● 一括納入の場合

300,000

-

-

1,000,000

1,000,000

350,000

350,000

1,970,000

1,670,000

320,000

320,000

入学手続時 300,000

入学金

1,000,000

授業料

350,000

施設設備費

1,970,000

合計

320,000

教育充実費
（含 実験・実習費）

入学手続時 300,000

入学金

950,000

授業料

350,000

施設設備費

1,920,000

合計

300,000

教育充実費
（含 実験・実習費）

入学手続時

後期

300,000

入学金

500,000

授業料

350,000

施設設備費

1,470,000

合計

320,000

- 500,000 - 500,000-

教育充実費
（含 実験・実習費）

入学手続時

後期

300,000

入学金

475,000

授業料

350,000

施設設備費

1,425,000

合計

300,000

- 475,000 - 475,000-

教育充実費
（含 実験・実習費）

初年度 300,000

入学金

950,000

950,000

授業料

350,000

350,000

施設設備費

1,920,000

1,620,000

合計

300,000

300,000

教育充実費
（含 実験・実習費）

2-4年次

初年度

2-4年次

入学金 授業料 施設設備費 合計教育充実費
（含 実験・実習費）

（単位：円）

看
護
学
科

理
学
療
法
学
科

● 教科書代

● ユニフォーム代

● ユニフォーム代

● 予防接種

1年次

2年次

54,000 137,000

合計額のみ ※一例 ※2020年現在

看護学科 理学療法学科

58,000 105,000

3年次

4年次

24,000 50,000 

11,000 -

カーディガン

実習靴

3,700

白衣(上下) 11,000

費用（一例）

4,000

聴診器

血圧計

10,500

6,500

実習靴

聴診器

4,800

実習着（上下） 12,300

費用（一例）

19,980

打鍵器

メジャー

3,800

600

関節角度計
（大・小） 7,000

風疹

MR （麻疹・風疹混合ワクチン）

5,400

麻疹（はしか） 5,400

大学で接種する場合にかかる費用

9,720

VZV （水痘（みずぼうそう）・帯状疱疹ウイルス）

ムンプス （流行性耳下腺炎（おたふくかぜ））

6,480

5,400

Ｂ型肝炎ワクチン（3回接種） 各3,600

教科書代は、履修する科目によって

かかる費用が異なります。
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奨学金制度について奨学金制度について

そのほかの種類そのほかの種類

本学では、学費を必要とする人は奨学金を受けて原則として、

アルバイトをせず、勉強やクラブ活動に励むことを推奨しています。

奨学金を希望する受験生は、本学の入学試験を合格し、入学手続きを完了した後早急に病院グループ等の奨学生採用試験を受けていただくことに

なります。看護師・理学療法士としての可能性において秀れている学生を奨学生として採用し、病院グループ等からの奨学金を4年間貸与します。

奨学生希望者は本学への入学が第一志望であること、合格した場合は入学を確約できる者とします。

※注1） 大学入学手続きを完了した後、奨学生採用試験に不合格となった場合、大学への入学辞退を直ちに申し出た者に対しては、送金手数料を差し

　引き入学金等の全額を返金するものとします。

奨学生入学試験

①月額5万円（年間60万円）を3年または4年間貸与

②入学金分30万円を貸与

③奨学生の希望者に月額1万円～5万円を限度とし、生活協力金（又は生活ローン）を毎月貸与します。

（最大年間60万円を4年間。卒業後、4年間分割にて返済して頂きます。看護師・理学療法士の給与からの返済は充分可能です。なお入学金はすぐ

に必要となり、学費は半期ごとにまとめて納入となりますが、奨学金は少し遅れて 4月以降の貸与となりますので、あらかじめ下記の教育ローン等

を利用して納入金をご用意ください。）

※注1） 奨学金は各病院で実施される奨学生採用試験に合格した者に貸与される。また、卒業後4 年間、病院グループ等の所定の医療機関に看護師・

 理学療法士として従事すると返済を全額免除されます。

※注2）勤務を希望する病院等により、若干奨学金等の貸与条件等が異なる場合があります。

※注3）大学を途中で退学した場合、及び途中で病院を退職する場合は、残金全額を直ちに返済する必要があります。

奨学生貸与額（代表的な例）

看護学科はAO入試、選抜入試、高校推薦入試、一般入試併せて約50～60名。理学療法学科は若干名とします。なお、年度の奨学生希望状況及び

入学者の資質によって変動します。奨学生希望者は、願書提出時にその旨を明記してください。合格後に契約書を交わすことになります。

奨学生募集人員

奨学生の中には、在学期間中（4年間）の授業料および諸経

費等の総額を貸与する特待生枠があります。

各学科（看護学科・理学療法学科）より若干名の採用となります。

特別待遇奨学生（特待生）貸与額

日本政策金融公庫（国の教育ロ－ン）利用者

は、入学・在学者の保護者で、世帯の年間

収入（所得）が一定金額以内であること。

融資限度額350万円、金利1.81％（2019年

4月13日現在）、返済期間15年以内（在学期

間中は利息のみの支払が可能）、保証（公財）

教育資金融資保証基金の保証利用可能

（保証料別途必要）、申込から入金まで20日

程度。公庫ホームページからも申込可能。

TEL：0570-008656（教育ローンコールセンター）

教育ローン

埼玉県内の看護師等養成施設に在学する者に（大学も該当）、県が育英奨学金（年額54万円）を

1年ごとに無利息で貸与。貸与決定後、一括して貸与者名義の口座に振り込む予定（9月末頃）。

貸与資格

①身体が強健であり、品行方正であって、学業成績も優秀である者。

②経済的な理由により修学が困難な者。

③卒業後、県内において看護師等として就業することが確実であることが認められる者。

但し、上記規定に該当せずとも上記成績等に準ずる者は、特段の事情により、育英奨学金の貸与者

としてふさわしいと看護師等養成施設が判断した場合に申請を受け付けられ若干の融通が利く。

卒業後、貸与額分を返還。返還年額は原則として貸与年額の半額以上、受けた年数のほぼ2倍の

年数をかけて返済すること。

埼玉県看護師等育英奨学金制度（看護学科のみ）

卒業後、看護師・理学療法士として奨学金を貸与された病院グループ

の所定医療機関に従事しようとする強い意志を持つ者。協調性が

あり、健康な者。

貸与条件

教育ローン／埼玉県看護師等育英奨学金制度（看護学科のみ）／
日本学生支援機構（旧日本育英会）奨学金制度／オリコ学費サポートプラン

など

詳細は学校ホームページ
にてご覧ください
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入試前サポート

入試に向けたサポート体制

プチ見学会
一人ひとりの「知りたい」「見たい」にお応え

します。本学では、平日にキャンパス見学

や入試相談を行っています。オープン

キャンパス当日に都合がつかない場合でも

安心。個別相談も行っていますので、気に

なることや不安なことなど、何でもご相談

ください。

進路相談会
一人ひとりの個別相談だから気になる

ことは何でも相談できます。

日本保健医療大学のスタッフがあなたの

街に伺います。 個別面談方式ですので、

入試のことや学びのこと、キャンパスライフ

や進路のことなど、どんなことでもご相談

ください。

オープンキャンパス
日本保健医療大学で“仕事”も“キャンパス

ライフ”もまるっと体験しましょう。

医療現場の仕事って？就職するまでに

なにが必要？どんな大学生活が待っている？

オープンキャンパスに参加すれば気になる

こと、知りたいことが全部わかります。

未来の自分を体験しましょう。

QR

お申し込みは
こちらから！

お申し込みは
こちらから！

詳しい日程は
こちらから！
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入試案内を確認
入試区分によって出願資格や入試のスケジュールが
異なりますのでご注意ください。

01

出願書類を用意
出願書類を自分で作成するもの以外に、出身校や
医療機関等に依頼する必要があるものもあります。
早めにご準備ください。入試区分によって出願書類
が異なります。

02

出願内容の登録
手順や留意事項を必ず確認して、画面の指示に従って
必要事項を入力してください。

04

入学検定料の支払い
クレジットカード、ネットバンキング、コンビニエンス
ストアでお支払いください。

05

必要書類の郵送
登録完了画面、または確認メールに記載されている
必要書類を出願期間内に郵便局窓口から「簡易
書留」「速達」で郵送してください。
※出願締切日必着

06

WEB出願サイトにアクセス
インターネットに接続されたパソコン、プリンター
などを用意してください。

03

出願完了

受験票を受け取る
入試区分・試験日ごと（連続する試験日は除く）に
1枚の受験票を送付します。受験票の記載事項に
誤りがないかを必ず確認してください。
試験日の前日までに受験票がご本人に届かない
可能性がある場合は電話やファクシミリで受験
番号をご連絡します。
受験票は当日会場でお渡しします。
試験開始時間の1時間前にお越しください。

07

合格発表
合格者には合格通知書、入学手続き書類を郵送
します。Webサイトでも合否の確認ができます。

09

入学手続
合格者に送付される「入学手続要項」に従って
入学手続を行なってください。

10

受験
受験票に記載された試験日・試験会場での受験
となります。受験に際しては、受験票や本要項に
記載された注意事項を必ず確認してください。

08

入学手続完了

総合型選抜
（自己推薦型）

基礎力確認テスト※ 基礎力確認テスト※ 筆記試験（2教科）＊
大学入学共通
テストの成績（3科目）

出願書類

2021年度 新入試制度

試験日程

合格発表

調査書 / 志望理由書 / 
自己推薦書 / 身分を証明する書類＊

出願書類 / 面接試験

基礎力確認テスト / 
出願書類 / 面接試験

基礎力確認テスト / 
出願書類 / 面接試験

筆記試験 / 
出願書類 / 面接試験

主体性を持って多様な

人々 と協働して学ぶ態度

思考力 / 判断力 / 
表現力

知識 / 技能

出願書類 / 面接試験 出願書類 / 面接試験 出願書類

出願書類

調査書 / 志望理由書
調査書 / 志望理由書 / 
学校長推薦書

調査書 / 志望理由書 / 
課題エッセイ

9月～3月 11月～1月 2月・3月 2月・3月

11月以降

※基礎力確認テストは、国語・数学・英語の知識を問う問題と表・資料の読み取り、推論等の思考力・判断力・表現力を問う問題で構成されます。
＊試験内で国語、英語、数学、理科（化学、物理、生物のうち1科目）より2教科選択・解答

12月以降 試験日の近日 試験日の近日

日本保健医療大学に入学するためには、入試に合格し、

入学手続きを行う必要があります。

学校推薦型選抜
（指定校制・公募制）

一般選抜
（2教科選択型）

一般選抜
（大学入学共通テスト利用型）

出願 受験から入学まで

学
力
の
3
要
素
評
価

＊社会人、帰国生徒、留学生のみ

出願から入学手続の流れ
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TEL：0480-48-5806　FAX：0480-48-5706

〒340-0145　埼玉県幸手市平須賀2-555

TEL：0480-40-4848　FAX：0480-40-4860

〒340-0113　埼玉県幸手市幸手1961-2

幸手北キャンパス看護学科

幸手南キャンパス理学療法学科

幸手ひまわり幼稚園

幸手交番

郵便局ファミリー
マート

ヤオコー
幸手市立さくら小

武道館

東埼玉総合病院

マクドナルド

ヨークマート

東
武
日
光
線

倉
松
川

幸
手
駅

杉
戸
高
野
台
駅

幸手南
キャンパス

幸手北
キャンパス

日本保健医療大学は、平成28年度に公益財団法人日本高等

教育評価機構による大学評価（認証評価）を受審し、同機構

の定める大学基準に適合しているとの認定を受けました。

入試広報・オープンキャンパスのお問い合わせ

TEL：0480-40-4849　FAX：0480-40-4860

〒340-0113 埼玉県幸手市幸手1961-2（幸手北キャンパス）

※お電話でのお問い合わせは、平日9：30～17：00（土、日、祝日を除く)

e-mail：admission@jhsu.ac.jp

ホームページはこちら
詳しくはWEBでチェック


