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畿央大学

助産学専攻科
入学案内・募集要項 2022

修業年限1年

● 助産師（国家試験）受験資格
● 受胎調節実地指導員申請資格
● 新生児蘇生法（Aコース）

めざす資格

建学の
精神

徳
をのばす

知
をみがく

美
をつくる

【徳】
　
【知】
　
【美】

豊かな人間性、コミュニケーション力
と思いやりの心を身につける
科学的認識に支えられた知性とたゆ
まぬ研究心を培う
豊かな感受性をもち創造する力を磨く

専門実践教育訓練給付金指定講座

やさしさを
「チカラ」に変える。

畿央大学は｢健康｣と｢教育｣の総合大学。建学の精神にのっとり､
思いやりと向学心､そして感性豊かな助産師を養成します。



修業年限

助
産

師国
家試験合格率・就

職
率

女性に優しく寄り添い、実践能力のある助産師を養成します

助産学専攻科准教授／教務主任中居　由美子

本学の助産学専攻科は、入学時に学生が考える理想の助産師像

をめざすための計画を立てます。学生が自己の傾向を理解し目標に

近づけるように、教員は知識や技術だけでなく、姿勢や精神を重要

視して学生の成長を促します。また、少人数制で学生同士の協働作

業を講義の中に取り入れ、他者との相互関係の中で自己の学びを

深め、協調性が身につくように多くの機会を設けています。

2021年3月、助産学専攻科は9回目の修了生を送り出しました。9期生10名は助産師国

家試験に全員合格し、9年連続100％の合格率を誇っています。

また開設以来全員が病院に就職し、助産師としてのキャリアをスタートしています。

主
な
就
職
先

100％

助産師は、「性と生殖にかかわる専門職」です。女性全般の胎児期から老年期にいたるライフステージやその家族を

対象とし、女性が健康な生活を過ごすためのセルフケア能力を高める保健相談を実施します。また、出産をより安全

に、そして母と子の命を保障し、感動と喜びあふれる生命誕生の場で活躍します。リプロダクティブ・ヘルスにも視点を

置き、実践能力のある自律した助産師をめざしてともに学びましょう。

谷田 佳世さん

妊娠から育児まで
女性が相談しやすい助産師に

大和高田市立病院勤務
助産学専攻科2020年3月修了
畿央大学 看護医療学科 2019年3月卒業

めざす資格

助産師（国家試験）受験資格
受胎調節実地指導員申請資格
新生児蘇生法（Aコース）

医療関係  一般病院、大学病院、診療所など

募集定員

10名 1年

出願資格 ※詳細はP4参照

日本の看護師免許を有する（取得予定者も含む）女性
で、大学を卒業した者または2022年3月卒業見込みの
者。ただし、入学時には看護師国家試験に合格している
こと。

人材育成の目的

建学の精神を教育の基本理念に置き、高潔な人格と助産
学についての幅広く高度な学識・技術を身につけた助産師
の養成を行うことを目的とする。

助産師は、妊産婦の精神的、身体的、社会的な変化や諸問題に対応し、妊娠・出産から育児まで、広く母性保健全般

にわたって保健指導を行います。本学は高度な専門的知識を有し、保健医療の向上に寄与することのできる資質の高

い助産師を育成するため、2012年4月、助産学専攻科を開設しました。出生数が減少する現代、周産期のみならず、

ライフサイクル全般において全ての女性に優しく寄り添い、実践力のある助産師を養成します。

OG Voice

想定される進路

領域・授業科目・単位数

助産学専攻科の特徴

助産学専攻科の教育課程は教育訓練給付金「専門実践教育訓

練給付金」の指定講座です。これは働く社会人の能力開発を目的と

した雇用保険からの給付制度で、申請を行った方に対して訓練費用

の50%（年間40万円が上限）が支給され、修了後就職した場合は

訓練費用の20%が追加支給されるものです。詳しくは学生支援セン

ターまでお問い合わせください。

教育訓練給付金指定講座

国家試験・就職実績 （2013年3月卒～2021年3月卒）  

開設以来9年連続

を達成!

いのちと向き合い、
未来を生み出す助産師に

大阪赤十字病院、大阪府立病院機構大阪母子医療センター、大阪市立総合医療セ
ンター、大和高田市立病院、市立奈良病院、地域医療機能推進機構大和郡山病院、
京都市立病院、堺市立総合医療センター、大阪労災病院、地域医療機能推進機構
大阪病院、三重大学医学部附属病院、杏林大学医学部付属病院、りんくう総合医療
センター、西神戸医療センター、大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター、大阪
府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、国立循環器病研究センター、北野病
院、甲南医療センター、清恵会病院、小阪産病院、たかばたけウィメンズクリニック 他

領　域 授業科目
単 位 数

修了要件必修 選択

助産学基礎領域

助産学実践領域

助産学関連領域 1
1

修了要件単位数 35

必修  9単位

選択  1単位以上

助産学概論

性と生殖の形態機能学

助産と生命倫理学

乳幼児の成長・発達

家族関係論

助産学研究

フィジカルアセスメント

助産診断技術学Ⅰ（妊娠期診断とケア）

助産診断技術学Ⅱ（分娩期診断とケア）

助産診断技術学Ⅲ（産褥・新生児期とケア）

周産期ハイリスクケア論

母乳育児論

健康教育技術

地域母子保健論

助産管理

助産学実習Ⅰ（基礎）

助産学実習Ⅱ（助産診断技術学）

助産学実習Ⅲ（継続実習）

助産学実習Ⅳ（地域母子保健・助産管理・ハイリスク・思春期教室）

母子の食育実践

痛みの科学とコントロール

2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
2
2
6
1
2

必修  25単位

1 2

助産師

助産師は女性ならではの職種です。私は畿央大学で看護師の資格を取得後、助産
師をめざして助産学専攻科へ。1年をかけて、助産学の知識と技術を集中して学修し
ました。専攻科の実習では、実際に10例の分娩介助が必須です。実習前の技術
テストに向けて、学生同士で何度も練習し、分娩介助の技術を修得したことが、今の
私を支えています。また、継続事例として妊産婦健診から産褥新生児期の1ヶ月健診
までをケア。妊娠からその後の育児に多くの不安を抱えていることが分かり、妊産婦
さんの気持ちに寄り添える存在になりたいと意識するようになりました。現在は、産科で
授乳や沐浴の指導、婦人科で看護にあたっています。心に秘めた不安も相談しやすい
助産師になることが目標です。



出願書類、専門科目、小論文、面接の結果を総合して判定を
行います。

志願票・写真票
必要事項をすべて記
入し、入学検定料を
振込んで取扱銀行の
収納印を確認してか
ら送付してください。

入学資格を証明するもの
出身大学の卒業証明書（2022年3月卒業見込みの方は
卒業見込証明書）を提出してください。出願資格の2～7
により出願する方は、その資格に関する証明書を提出して
ください。

成績証明書
看護師の資格取得に関わる学校の成績証明書を提出し
てください。

履歴・志望理由書
本学所定用紙を使用し、学歴・職歴、本専攻科を志望した
理由について記入してください。

推薦書（推薦入試の志願者のみ） 
本学所定用紙に必要事項を記入し、指導教員の捺印を
確認してから送付してください。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
入学式

事例研究発表会講義・学内演習

助産師国家試験

学外実習

【助産学実習Ⅰ】
〔基礎〕

2単位
健康診査、助産診断、
助産ケア・保健指導の
見学実習を行いなが
ら、助産実践力を修得
します。

【助産学実習Ⅱ】
〔助産診断技術学〕

6単位
助産診断や助産ケア
の立案実践と、分娩
介助実習を行います。
（8月～12月の予定）

【助産学実習Ⅲ】
〔継続実習〕

１単位
妊娠期から産褥新生
児期１ヶ月までの期間を
継続的に受け持ち、個
別的なケアの実践の
実習を行います。

日本の看護師免許を有する（取得予定者も含む）女性で、次
の各号のいずれかに該当する者。ただし、入学時には、看
護師国家試験に合格していること

大学を卒業した者または2022年3月卒業見込みの者

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
された者または2022年3月31日までに授与される見込みの者

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2022年3月31日までに修了見込みの者

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2022年3月31日までに修
了見込みの者

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
了した者または2022年3月31日までに修了見込みの者

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2022年3月31日までに修了見込みの者

文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第５号）

公募推薦入試出願資格は以下の1～3を満たす者

2022年3月に看護系大学を卒業し、看護師免許を取得す
る見込みの者

合格した場合、必ず入学することを確約できる者（専願）

指導教員の推薦書を得られる者

2022年度 畿央大学助産学専攻科 学生募集要項

1

2 1

2

3

4

5

3

4

5

6

7

1

2

3

出願資格 判定方法

出願書類

試験科目 内　容 配　点 時　間（分）

専門科目 母性看護学・
小児看護学 100点

100点

段階評価

小論文 800字以内

面　接 個人面接形式

13：00～
14：00（60分）
14：20～
15：20（60分）

15：30～順次

集合時間12:50（公募推薦入試・一般入試）
試験科目・配点・時間割

生命の誕生に責任を持ち真摯に向き合うことのできる者
助産師としての実践能力の基盤の修得に強い意欲を有する者
何事にも誠実に取り組み、責任ある行動をとることができる者
他者と協働して学ぶことができる者

生命の尊厳を基盤に専門的知識と的確な技術を修得し、周産
期のみならずライフサイクル全般で女性に寄り添い貢献すること
のできる助産師の養成を目標としています。そのため以下のよう
な者の入学を求めて、推薦入試と一般入試を実施します。 

1
2
3
4

アドミッション・ポリシー

入試日程

【助産学実習Ⅳ】
〔地域母子保健・助産管理・ハイリスク・思春期教室〕

２単位
奈良県内の助産院実習、保健センター
実習を11月～1月（予定）に行います。
NICU・GCU実習、産科病棟実習で周産
期ハイリスクのケアの実習を行います。
奈良県内の小中学校の性教育に参加し
ます。

※出願締切日の消印有効です。

試験日

2021年5月14日（金）～5月21日（金）

2021年9月1日（水）～9月17日（金）

2021年5月29日（土）

2021年9月26日（日）

2021年6月5日（土）

2021年10月2日（土）

35,000円

5名

5名

入試種別 出願期間（消印有効）※ 合格発表日 募集人員 検定料

新生児蘇生法

試験の結果が一定の基準に達しないときは募集人員が充足しない場合があります。

講義

市立奈良病院、大和郡山病院、
大和高田市立病院、奈良県立医
科大学附属病院、堺市立総合医
療センター、大阪労災病院、京都
市立病院、淀川キリスト教病院、
赤井マタニティクリニック、サンタク
ルス ザ タカラヅカ、たかばたけウィ
メンズクリニック、あきせウィメンズ
クリニック　他

主な実習先

気管挿入や薬物投与などの高度な手技も
しくは知識を含む高度な新生児蘇生法を
学びます。

新生児蘇生法（Aコース）
脳や身体の成長発達を促し、母子間で
の愛着形成効果を十分に得られるよ
う手法を修得します。

ベビーマッサージ

妊婦さんでも無理なくできるゆっくりとし
た動きで行う有酸素運動方法を修得し
ます。

マタニティヨガ

災害発生時に備えて助産師としての役
割について考え、演習を行います。

周産期災害演習
熟練助産師を招聘し、分娩介助の講義
や練習を通して指導していただきます。

外部講師に学ぶ分娩介助

地域における子育ての社会支援システ
ムの中で助産師が関われることについて
理解を深めます。

児童養護施設「飛鳥学院」見学
超音波検査機器を用いて、機材の使用
方法や、胎児の推定体重測定や妊娠
週数の導きだし方などを学びます。

産婦人科医に学ぶ超音波診断法
助産学実習の集大成として、継続事例の
実習で行った助産ケアや学びについて、
文献や理論を用いて発表します。

事例研究発表会

内部推薦入試

公募推薦入試

一般入試
学外実習に向けて、適宜学内での講義・
演習を集中的に行います。

助産師となるための実践的な授業や取り組みを用意。さらに学外実習は、学生1～2名に対して1名の
教員が常時同行します。助産ケアの知識と技術が豊富な教員が親身になって学生を指導します。

■年間スケジュール

■特色のある授業・取り組み・実習

修了式

助産師への道をひらく１年間

より良い出産と育児に導く知識と技術を修得中

Student Voice

助産学専攻科在籍
畿央大学看護医療学科
2021年3月卒業

安田 悠未さん

現実に近い新生児の人形モデルで分娩介助を練習したり、母親教
室での指導法などを学んだりと、知識・技術を高めるとともに、先生から現
場での話を聞いて助産師としての在り方も学んでいるところです。助
産師の関わり方で、出産への満足感は大きく変わります。だからこ
そ、気持ちが揺れやすい妊産婦一人ひとりに適切に関わって、安心感を
与えられる助産師をめざしたいと思います。

ブログも
随時
更新中 !

KIO
Smile Blog
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入学手続日程

単位：円

第1次入学手続
（入学申込金）

第2次入学手続（前期学納金）

小計

821,00016,000375,000430,000170,000

同窓会費教育充実費授業料

入学手続に必要な金額（合計） 991,000

志願票・写真票などと一体になった振込依頼書（B票）に必
要事項をすべて記入し、各票を切り離さずに最寄りの銀行ま
たは「電信扱」のできる金融機関の窓口に入学検定料を添
えて提出してください。三井住友銀行・三十三銀行の本支
店からの振込は手数料無料です。
※銀行のATMおよびゆうちょ銀行からはお振込いただけませんのでご注
意ください。

銀行収納印をA票・振込依頼書（B票）・領収書（C票）の3ヶ
所に必ず受けてください。領収書（C票）は、収納印を受けた
後切り離して、各自保管してください。
※書き損じ等のために銀行窓口で銀行備え付けの「振込依頼書」に書
き換えを依頼されたときは、必ず「電信振込」の用紙に記入してくださ
い。その際、整理番号と受験コードを打電するよう、銀行へ依頼してくだ
さい。

本学所定の出願用封筒に出願書類を一括して封入し、簡易
書留で郵送してください。出願締切日の消印有効です。

身体に障がいがあり、受験上特別な配慮を必要とされる方
は、出願手続以前に必ず入学センターまでご相談ください。
また出願後の不慮の事故や病気等により、受験上特別な
配慮を必要とされる方は、早めに入学センターまで申し出て
ください。申し出のない志願者には対応できない場合があり
ます。

いったん受理した出願書類および入学検定料は、いかなる
理由があっても返還しません。また志願票に記載された事項
は出願後変更できませんので、出願にあたっては十分注意
してください。

受験票は、提出された志願票をもとに大学が作成し、志願
票の送付先住所（本人宛）へ速達便で郵送します。

受験票が試験日の3日前になっても到着しない場合、また届
いた受験票の記載事項に記入もれ、誤記などがあった場合
は至急入学センターまで電話連絡をしてください。

入学試験当日は受験票を必ず持参してください。万一、受
験票を紛失したり忘れたりした場合は、試験本部または試験
監督者に申し出て指示を受けてください。

第1次入学手続締切日までに入学申込金として入学金相当額
（170,000円）を金融機関で振込んでください。手続締切日の金融
機関収納日付印有効です。振込依頼書は合格通知に同封します。

第2次入学手続締切日までに前期学納金（821,000円）を金
融機関で振込、入学手続書類を郵送してください。手続締切日
の金融機関収納日付印および郵便消印有効です。振込依頼
書および手続書類は合格通知に同封します。入学手続完了
後、すでに納付されている入学申込金は入学金として取り扱い
ます。なお第1次入学手続を完了していない場合、第2次入学
手続を行うことはできません。

※2022年度学生納付金から入学手続に必要な金額を差し引いた残額（後
期学納金）は2022年9月に徴収します。
　畿央大学卒業生は入学金および同窓会費を免除します。

受験手続について 入学手続について
入学検定料の振込

出願方法

出願上の注意

受験票について

1

1

2

1

2

3

2

受験会場の下見は試験前日の13:00～17:00に可能です
が、試験室に入ることはできません。

試験室には時計がありませんので、各自で時計（時計機能
のみ、携帯電話・スマートフォン・腕時計型端末は不可）を持
参してください。

試験当日は集合時間の1時間前から試験室に入ることがで
きます。試験開始10分前までに指定された席に着席してく
ださい。なお遅刻は試験開始後30分までは受験を認めます
が、30分を超えた場合は受験できません。

不正行為があった場合はただちに退室を命じ、受験資格を
取り消します。

受験票の他に、試験時間中机の上に置けるものは、黒鉛
筆、シャープペンシル、消しゴム、鉛筆削り（電動式を除く）、
時計（時計機能だけのもの）、眼鏡だけです。

試験時間中の途中退室は認めません。その他、受験会場に
おいてはすべて試験監督者の指示に従ってください。

受験票に同封する新型コロナウイルス感染症対策につい
ての注意事項を必ず確認してください。

合格・不合格ともに、合格発表日の前日に合否結果を速達
郵便で発送します。郵便事情等により到着が発表日の翌日
以降になる場合もあります。なお合否に関する電話等による
問い合わせには、一切応じられません。

合格者には合格通知書と同時に入学手続関係書類を郵
送します。

欠席・途中放棄は「不合格」として判定・通知します。

受験会場周辺での合否電報・電話等の受付は本学とは全
く関係がありません。したがって、これらによるトラブルには本
学は一切関知しませんので注意してください。

志願票に記載された氏名、住所等の個人情報は、本学におけ
る出願処理、書類不備があった場合の連絡、合格発表、書類
の送付等のために使用します。

受験上の注意

合格発表

個人情報の取り扱いについて

1

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

合格者は合格通知書に同封する入学手続要項を熟読の上、入学手続を行ってください。入学手続期間内に手続書類の提出および納
付金の振込など所定の手続をしなかった場合は、入学の意思がないものとみなし、入学資格を取り消します。なお手続期間の延長はいか
なる理由があっても一切認められません。

入学手続の内容

第2次入学手続
（前期学納金の納付および入学手続書類の提出）

第1次入学手続（入学申込金の納付）

入学手続に必要な納付金

2022年度学生納付金 単位：円

同窓会費

16,000

教育充実費

750,000

授業料

860,000

入学金

170,000

2022年度学生納付金（合計） 1,796,000

一般入試合格者が、入学手続時納付金を全額納付し入学手続
を完了後、やむをえない理由により入学を辞退する場合は、2022
年3月30日（水）17:00までに「入学辞退並びに納付金一部返還
願」を提出した方に限り、入学申込金を除く入学手続納付金を返
還します（一般入試合格者のみ）。詳細は合格通知に同封する
「入学手続のご案内」をご覧ください。

偽・不正の記載または出
願資格を満たさない事実
が判明した場合は合格を
取り消します。

本学は大学敷地内および周辺道路、住宅地内などでの喫煙を禁
止しています。また400cc以上の大型自動二輪車および自動車
による通学は認めておりません。

入学辞退による納付金一部返還制度について

注意事項

その他

第2次入学手続締切日第1次入学手続締切日合格発表日試験日入試種別

内部推薦入試

一般入試

公募推薦入試

2021年5月29日（土） 2021年6月5日（土） 2021年9月27日（月）～10月25日（月）

入学試験Q&A

受験できます。出願書類として指導教員の推薦書を提出して
ください。なお公募推薦入試は専願制ですので、合格された
場合は必ず入学手続きをしてください。

2022年3月に畿央大学以外の看護大学を卒業予
定です。公募推薦入試を受験できますか？

A 

Q 

試験の内容は同じですが、公募推薦入試は専願制、一般入
試は併願制です。出願資格を満たしていて合格後に必ず入
学されるのであれば、公募推薦入試をお薦めします。

公募推薦入試と一般入試のどちらに出願すれば有
利ですか？

A 

Q 

専門科目試験の内容や範囲はどのようなものですか？Q 
母性看護学・小児看護学に関する客観式を中心とした問題
を出題し、60分間で解答します（一部記述式を含む）。

A 

小論文・面接試験はどのようなものですか？Q 
小論文は60分間・800字以内で論述します。面接は受験生
1名に対し面接委員が複数名の個人面接形式です。

A 

過去の問題を見ることはできますか？Q 
平日または土曜日に学内で閲覧することができます（2年分）。
詳しくは入学センターまでお問い合わせください。

A 

短期大学の卒業ですが出願資格はありますか？Q 
出願できません。出願資格があるのは大学を卒業した方、もしくは2022年3月に卒業見込みの方となります。A  

2021年9月26日（日） 2021年10月2日（土） 2021年10月19日（火） 2021年11月9日（火）
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