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2014年度入試

畿央大学のご案内
（保護者版）

保護者の皆さまへ

①絶好の立地条件、抜群の学習環境
大阪難波駅から近鉄電車で27分。交通至便でありながら、
住宅街の中にたたずむ環境抜群の大学です。

②充実の資格取得、徹底した実学主義、万全の就職対策
取得可能な資格→4ページをご参照ください。

③20～40名の少人数クラス担任制
教員と学生の距離が近いアットホームな大学です。担任は、
年2回の全員面談を含む学生目線の支援をめざしています。

④最新の設備と実習費まで含んだ低学費
いずれの学科でも実習費は学費に含まれています。
→学費比較は12ページをご参照ください。

⑤いずれの学部・学科においても心理学が学べる
健康・教育をになう職業人に必要な教養やカウンセリン
グ能力について、多くの心理学の授業の中で学びます。

⑥高倍率入試に裏打ちされた質の高い学生
いずれの学部・学科においても優秀で意欲の高い学生が、
たがいに高め合いながら学生生活を送っています。

⑦未来にむかって改革を続ける大学
2006年教育学部設置、2007年大学院設置、2008年看護医
療学科設置、2012年助産学専攻科設置など、明確な将来
展望と社会の要請する人材育成への迅速な対応を追及
し、発展を続ける大学をめざします。

畿央大学の使命と特色
健康と教育のあらゆる分野において、高度な知識と卓越した技術、豊かな人間性を持ち合わせた即戦力となる人材として社会
に送り出します。そのために教職員は全力で学生を教育し、一人ひとりの学生に届く支援を行い、最終的に全員の進路保証を
めざします。

意欲ある学生の研究活動を保証し、また生涯にわたって支援を行うために、大学院の充実や同窓会との連携による卒業後教育
の充実をはかっていきます。
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畿 央 大 学 の ご 案 内
2003年に畿央大学が開学してから、ようやく10年が過ぎました。多くの方々に支えていただいたお
かげと、心より感謝申し上げます。保護者の皆さまが過ごされた頃と、今の時代の大学や大学生は
大きく様変わりしています。受験生向けに作成されたパンフレットだけでは不十分と考え、保護者
の皆さまに向けましたリーフレットを作成いたしました。要点のみを中心に作成しておりますの
で、お手元に「2014畿央大学案内」を用意していただいてご覧いただければ幸いです。また、表現
の至らないところや情報の不足している点は心よりお詫び申し上げますとともに、下記までお問い
合わせいただけましたら幸いです。
お子様のご活躍と大学受験のご成功を心よりお祈り申し上げます。

お問い合わせは……
畿央大学　入学センター

TEL 0745-54-1603　FAX 0745-54-1600
E-mail nyusi@kio.ac.jp
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保護者の皆さまへ

建学の精神
「徳をのばす」
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

「知をみがく」
科学的認識に支えられた知性とたゆまぬ探究心を培う

「美をつくる」
豊かな感受性をもち創造する力を磨く
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大学をとりまく環境

大学選びのポイント

受験人口の推移
　大学・短大の志願者は、団塊世代の
子どもたちが受験期にさしかかった
1980年代後半から急増し、受験競争は
空前の厳しさとなりました。この頃に
は進学を希望しながらどの大学にも入
学できない人が1年で30万人～40万人に
もなったのです。
　しかし、18歳人口のピークとなった
1992年を境に受験生数は減少に転じ、
歴史上初めて長期にわたる受験生減少
の時代に入ったのです。受験者数が定
員を下回る『全入時代』の到来は目前
と言われていましたが、大学への進学
率が上昇したため、現在の大学入試の
合格率は平均で約9割と、全入には至っ
ていません。

人気の二極化
　ただしすべての大学が一様に志願者
を減らしているわけではありません。
入試が易しくなると難関と言われる大
学が人気化し、2008年頃までは都市部
を中心とする有名私立大学に志願者が
集まりました。一方で定員割れの私立
大学は4割を超えて、いわゆる『二極化』
という減少が起きました。しかし、そ

の後に始まった不況の影響から、現在
は都市部の大学を避けて地元の大学を
受験する動きもみられます。また学部
系統別の動きはさらに顕著です。世の
中の景気が良い時には、経済学部、法
学部など時流に乗った系統が人気化し
ましたが、現在のように不況が続くと、
看護医療系や教員養成系など、資格志

向や実学系の分野に受験生が集中しま
す。また、文系学部よりも理系の学部
に人気が集まる傾向があります。
　このように入試動向はその時々の背
景にある社会情勢の影響を受けており、
近年では特に経済状況や就職率などが
重要なキーワードとなっているようで
す。

『いける大学』から『いきたい大学』へ
　18歳人口がピークをむかえた1990年
前後は、ほとんどの大学で入試が難化
しました。偏差値による大学の序列化
がすすみ、『いける大学』かどうかが志
望校選択の大きな基準となった受験生
も少なくありませんでした。
　しかし、受験生が減少し始めて大学
の全入化が進み、同時に大学への進学
率が高くなって高校生の多くが大学へ
進学するようになると、単に大学を卒
業すること自体には大きな意味がなく
なってきました。受験生は目標を持っ
て『いきたい大学』をめざすようになり、
偏差値とは別の大学選びの尺度が必要
になりました。

進学率と大学の役割の変化
　2009年以降、大学への進学率は50％
を超えましたが、保護者の皆さまの多
くが学生生活を過ごされた1980年代の
大学進学率は25％前後でした。つまり、
大学に進学する同級生の割合は、4人に
一人から2人に一人まで増えているので
す。当然ですが、大学の役割は以前に
比べて大きく変化することになります。
すべての大学ではないにせよ、多くの

大学では学生の自主性を重んじていた
時代から、大学が主導して学生をいか
に教え導くかということに比重が移ら
ざるを得ないのです。

全入時代の大学選び
　こうした大学生の変化を受けて、大
学には教育力の向上が課せられました。
特に重要なのは入学前から卒業後まで、
一貫して学生の立場に立った支援を
行っているかということです。
　高校から大学への移行をスムーズに
行えるように、入学前教育や入学後初
年次教育を行っているか。4年間でしっ
かりと知識を身につけるためのカリ
キュラムがあり、卒業に導くための支
援を行っているか。体やこころの健康
を守るための支援はあるか。就職や資
格取得のためのシステムが整備されて
いるか。留年した場合や卒業後に再度
採用試験を受ける場合のシステムはあ
るか、など。そしてそれらの情報がわ
かりやすく公開されていることが重要
です。
　特に最近は出口の保証とその説明責
任が問われることが多くなりました。
今の学生は一人一人が様々な事情を抱

えており、必ずしも全員が就職を希望
するわけではありません。しかし全員
の進路保証をめざすことは、いずれの
大学においても求められることです。

大学進学率の推移（1955～2012）

年度
大学への進学率（浪人を含む）

単位：%
計 女 男

1955 7.9 2.4 13.1 
1960 8.2 2.5 13.7 
1965 12.8 4.6 20.7 
1970 17.1 6.5 27.3 
1975 26.7 12.7 41.0 
1980 26.1 12.3 39.3 
1985 26.5 13.7 38.6 
1990 24.6 15.2 33.4 
1995 32.1 22.9 40.7 
2000 39.7 31.5 47.5 
2005 44.2 36.8 51.3 
2010 50.9 45.2 56.4 
2012 50.8 45.8 55.6

学校基本調査より

大学・短大志願者数と入学率の推移
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　保護者の方にとって厄介な問題の一
つが入試制度ではないでしょうか。こ
こでは現在の大学入試の仕組みについ
て、国公立大学と私立大学に分けて簡
単に紹介します。

国公立大学センター試験（1次試験）
　国公立大学の入試も多様化してきて
いますが、一般入試は大学入試センター
試験（1次試験）と、大学別に行われる
個別学力試験（2次試験）の得点の合計
で合否の判定を行います。2014年度の
スケジュールは表の通りですが、高校3
年生の方のセンター試験の出願は10月
上旬頃に在籍高校を通じて行います。
センター試験の受験科目は多くの国公
立大学が5教科7科目を課しています。
私立大学の入試に比べて科目数は多い
ですが、問題の難易度や傾向が比較的
一定で対策は立てやすいとも言えます。
時間配分を考えてバランスのとれた勉
強を心がけることと、マークシート方
式という独特のスタイルに慣れておく
ことが大切でしょう。
　1月にセンター試験本番の受験を終え
た後、受験生は自己採点をして予想ボー

ダーラインをチェックしたあと、出願
校を決定します。国公立大学は分離分
割方式という制度をとっていて、前期
と後期に定員を分けて入試を行います。
ただし、前期日程のみで入試を行う大
学が増加中ですので注意が必要です。
また一部公立大学では中期日程という
別日程に入試を実施しているところも
あります。いずれにしても自己採点後
は、決められた期間内に前期、中期、
後期すべての出願をしないと2次試験を
受験することができなくなります。

国公立大学個別学力試験（2次試験）
　センター試験で高得点をとれたとし
ても、それだけでは合格とはなりませ
ん。各大学が実施する個別学力試験（2
次試験）でも必要な成績をとる必要が
あります。センター試験とは対照的に
記述・論述中心の難易度の高い問題が
普通です。また、小論文や面接、実技
などが課されることもあります。合格
発表は日程順に行われますが、前期日
程の合格者が入学手続きをすると、後
期日程は受験できなくなりますから、
出願の段階で注意が必要です。

複雑になった私立大学入試
　私立大学の入試は、保護者の皆さま
が受験された頃と比べると制度が大変
複雑になっていて、お子さまと入試の
相談をされるときのネックになってい
るようです。私立大学は大きく分けて4
種類の入試を実施しています。以下に
要点をまとめてみます。

推薦入試
　一般入試とともに私大入試の柱と
なっているのが推薦入試です。形は様々
ですが、私立大学全体では入学者の4割
を推薦入試が占めています。推薦入試
には大きく分けて「指定校推薦」と「公
募推薦」があります。指定校推薦は大
学が指定した高校の生徒を対象に行わ
れるもので、指定された高校の生徒で
なければ受験できません。また、専願
制といって合格すれば入学を辞退でき
ないのが普通です。成績等による出願
基準はありますが、合格率は極めて高
い入試といえます。
　一方、公募推薦入試は出願条件があ
る場合は別として、基本的には誰でも
受験できます。また多くの大学では併
願制をとっていて、合格しても手続を
するかどうかは自由です。入試内容は

多様化していますが、学科試験や小論
文、面接などを組み合わせて行われま
す。また、高校の調査書が点数化され
て評価されることが多いのも公募推薦
入試の特徴です。
　保護者の皆さまが受験された頃の入
試では、推薦入試と言えば指定校推薦
をさすことが多かったので、混同され
ることが多いようです。ちなみに実施
時期は3年生の秋がほとんどです。

一般入試
　私立大学入試の中心となる入試で、1
月下旬から3月頃にかけて実施されま
す。方式は多様化していますが、学科
試験のみで判定される場合がほとんど
です。以前は学部ごとに日程をかえて
実施されるのが普通でしたが、最近は
試験日自由選択制といって、試験のあ
る日は自由に学部を選べる制度が一般
的になりました。教科は文系なら英語・
国語・地歴、理系なら英語・数学・理
科の3教科入試が中心ですが、２教科
で受験できる大学や方式もかなり多く
なっています。

センター試験利用入試
　センター試験は国公立大学だけでは

なく私立大学でも用いられるようにな
り、全私立大学の9割がセンター利用入
試を実施しています。大学独自の試験
を課さない方式が主流で、手軽に受験
できることが特徴です。指定教科数は2･
～3教科が中心ですが、4～5教科など
様々です。私大専願者でも受験が可能
で、かつ国立大希望者にとっても、特
別な対策をせずに私大を併願できるこ
とが魅力となっています。ただし募集
人員はそれほど多くないのが一般的な
ので、追加で出願する気持ちで上手に
活用したい入試制度です。

AO入試
　最近目立って増えたのがAO入試で
す。AOとは「アドミッション・オフィ
ス」の頭文字をとったもので、本人の
意思や志望理由と、学業成績や課外活
動、資格取得や実績などを総合的に判
断して行う入試のことです。学科試験
は課されないことが多く、書類選考や
小論文、面接等で時間をかけて審査、
選考されるのが特徴です。大学ごとに
出願基準や入試内容、専願制か併願か
など、大きく異なりますので、募集要
項を熟読して入試に臨んでください。

10月1月

25日～

2月3月

セ
ン
タ
ー
試
験
出
願

セ
ン
タ
ー
試
験

（
２
０
１
４
年
１
月
18
・
19
日
）

２
次
試
験
出
願

（
１
月
27
日
〜
２
月
５
日
）

前
期
日
程

試
験

入
学
手
続

入
学
手
続

合
格
発
表

8日～

１日～10日

～15日 中
期
日
程

試
験

12日～
20日～24日～27日

後
期
日
程

試
験

秋
〜
12
月　

各
大
学
募
集
要
項
発
表

合
格
発
表

大学入試のしくみとスケジュール
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大学受験に必要な費用
　大学に入学するには、その前に受験
に関わる費用が必要です。受験料につ
いてみると、センター試験は18,000円、
国公立2次試験は17,000円です。セン
ター試験を受けて国公立大の前期・後
期を受験すれば、合計52,000円になり
ます。私立大の場合は概ね35,000円で
すので、5校受けると175,000円となり
ます。
　他にも資料（願書）の取り寄せや受験
料の振込手数料、郵送代等が発生しま
す。受験会場までの交通費も、場合に
よっては下見なども含まれます。また、
受験旅行となれば宿泊費も必要になっ
てきて、結局22～25万円程度の費用が
発生します。

入学時の費用
　入学時に大学に納める金額は、通常
入学金と1年次の前期授業料です。入学
する大学は1校だけですが、入学金や授
業料を1校だけに支払うとは限りませ
ん。第二志望の大学に先に合格して、
手続締切後に第一志望の大学に合格し
た場合などは、二重に支払うケースが
発生します。最近は入学金以外の納付

　前述したように、大学生1人にかかる
お金は、4年間にすると相当な額になり
ます。場合によっては家庭の経済的負
担を軽くするために、奨学金や教育ロー
ンの活用が必要になります。

奨学金制度について
　奨学金には大きく分けると4種類あり
ます。一つ目が日本学生支援機構の奨
学金です。2004年までは日本育英会と
呼ばれていた最も一般的な制度で、現
在は100万人近い大学生が利用していま
す。無利子貸与の第一種と有利子貸与
の第二種奨学金があり、いずれにも経
済状況と学業成績の2つの条件がありま
す。高校3年の時に申請をして採用され
ると予約奨学生となりますが、大学入
学後に申し込むことも可能です。また、
不測の事態で急に奨学金が必要になっ
た場合に大学を通じて申し出る緊急採
用という方法もあります。
　二つ目は地方公共団体が実施してい
るものです。学生支援機構との併用が
認められていない場合もあるので、お
住まいの都道府県や市町村に制度があ
るか、人数や金額はどうなっているか
などを、問合せてください。

金について、入学辞退届を提出するこ
とで返還される大学が増えています。
合格発表日、手続締切日、学費返還制
度の有無などを調べて、無駄な出費の
ないスケジュールを立てることも大切
です。結局、受験から入学手続きを行
う間に、100万円前後の費用がかかる
ことになります。

学費とその他の経費
　入学後は毎年学費を納めることにな

　三つ目は企業や個人などが創設して
奨学金の給付や貸与をおこなっている
ものですが、そう多くはありません。
ただし、看護師養成課程では奨学金制
度を実施している病院が少なくありま
せんが、卒業後の就職が条件になって
いることがほとんどです。
　四つ目は大学が独自に実施している
奨学金です。多くの大学で何らかの奨
学金制度を実施していますが、内容は
様々です。

教育ローンの利用
　奨学金が振り込まれるのは早くても
入学後の5月頃なので、入学前の費用に
は対応できません。この場合は教育ロー
ンが有効です。進学・教育ローンの内
容は金融機関によって様々ですが、一

ります。初年度納入金から入学金を除
いた金額を3年間納入しますが、スライ
ド制を採用している大学については在
学中に授業料が変動するので注意が必
要です。また実習を実施する学部では、
実習費等の名目で新たに納付金を求め
られる場合があります。志望校を選ぶ
際にはこうしたことも必ず調べておき
ましょう。納付金以外では教科書代も
発生します。学部によっては白衣など
の実習着も必要になります。

般のローンより金利が低く設定されて
います。なかでも「国の教育ローン」（日
本政策金融公庫）は低金利で融資条件
も比較的穏やかになっています。

ローン利用の注意
　注意事項としては、審査に時間がか
かることです。ほとんどの金融機関では
ローンを組むための審査に2～3週間を
要しますが、入試では合格発表から入
学手続きの締切日までが１～2週間に設
定されていることが普通です。その場
合、合格通知を受け取ってからローン
の申請をしていたのでは間に合わない
ことになります。合格後の手続締切日
は厳格ですので、ローンの借り入れが
決まっているときは、合格発表日や入
学手続締切日に十分注意してください。

平成24年度　入学者の貸与月額（日本学生支援機構）
国・公立 私立

自宅通学 自宅外通学 自宅通学 自宅外通学

第一種奨学金
45,000円 51,000円 54,000円 64,000円

または、30,000円

第二種奨学金 30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円のい
ずれか

国公立大学 私立大学文系 私立大学理系
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合計

受験費用

学校
納付金

入学しなかった
学校への納付金

日本政策金融公庫調

国公立大学

日本政策金融公庫調

私立大学文系 私立大学理系
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合計
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教育費

国公立・私立別にみた入学費用
国公立・私立別にみた1年間の在学費用

受験に必要な費用と大学の学費

奨学金・ローンの利用
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■畿央大学の沿革
2003年 畿央大学　開学

（理学療法・健康栄養・人間環境デザイン）
2006年 教育学部現代教育学科　開設
2007年 大学院健康科学研究科修士課程　開設
2008年 健康科学部看護医療学科　開設
2009年 大学院健康科学研究科博士後期課程　開設
2011年 大学院修士課程で看護学分野開講
2012年 助産学専攻科（1年課程）　開設

■2012年度新入生アンケートより抜粋　―「これから畿央大学をめざす人たちへのメッセージ」― 

理学療法 
専門性が高いから学生の意識がすごく良い。未来の目的を定めた人たちが集まっていて、それを支えようとする
教職員さんの熱意が伝わって、素晴らしい教育環境だと思います。 
同じ夢を持った人ばっかりだから、心強いしお互い励ましあいながら頑張れる。 

看護医療 

畿央はみんなフレンドリーで優しく暖かい学校です。小さいけど、その分他の大学にないものがたくさんあると
思います。これからもっと畿央を知っていいところをたくさん探していきたいです。 
畿央大学は学科ごとの垣根を越えて、お互いにとても良い刺激を与え合うことができます。また、勉強できる環
境も良く整っており、思う存分勉強に励むこともできると思います。

健康栄養 

畿央大学は自分のめざしていることをかなえることができる大学だと思います！
本当に、畿央大学に入ってよかった!!１年間勉強漬けで、必死に毎日勉強した。もし、今の段階で学力不足で畿
央への入学を諦めている人がいるなら、４年間畿央で大学生活を送れるのなら、１年必死に勉強してでも入るべ
き！後悔しないはず！その価値は十分にある！今から必死で頑張って！と、伝えたい。 

人間環境 
デザイン

畿央大学はとても良いところです。先生方が皆親身になって考えてくれます。 
先生方はとても親切で、すごいアットホームな感じです。

現代教育
色々な事に挑戦する機会が多くて様々な経験ができるので人として成長できる場所です。 
私は国公立に落ちて最初はめちゃくちゃ落ち込んだけど、この大学に入っていろんな意味で楽しいし、人とコミュ
ニケーションすることを自然と勉強できていい大学だと思います。 

■学部・学科等の定員とめざす資格など
学部 学科（コース） 定員 めざす資格 備考

健康科

理学療法学科
60
↓
70

理学療法士受験資格

看護医療学科 90
看護師受験資格
※保健師受験資格
※養護教諭一種免許状

※保健師と養護教諭一種の同
時取得は不可

健康栄養学科
（臨床栄養コース）
（スポーツ栄養コース）
（食品開発コース）

70
↓
90

管理栄養士受験資格　栄養士
栄養教諭一種免許状
フードスペシャリスト受験資格
健康運動指導士

人間環境デザイン学科
（建築・まちづくりコース）
（インテリアデザインコース）
（造形デザインコース）

45
↓
50

建築士（一級・二級）受験資格
インテリアプランナー登録資格
中学・高校一種免許状（家庭）
認定心理士 など

建築士一級は実務経験要（2
年）。コースによって取得でき
る資格が異なる

教育
現代教育学科

（学校教育コース）
（幼児教育コース）
（保健教育コース）

145
↓

195

小学校教諭一種免許状
養護教諭一種免許状
幼稚園教諭一種免許状
保育士 など

2014年から特別支援学校教
諭一種免許状が取得可能にな
る予定（認可申請中）。
コースによって取得できる資
格が異なる

専攻科 助産学専攻科 10 助産師受験資格 など 修業年限1年

大学院 健康科学研究科　修士課程 20 修業年限2年
健康科学研究科　博士後期課程 5 修業年限3年

･ ※定員の下段の数字は2014年度予定（申請準備中）

■在籍生アンケートより抜粋　― 畿央大学のイメージについて ―
・アットホームで、教員と学生の距離が近い。学生と教員が一緒に作り上げている発展途上の大学という気がする。
・勉強する時と遊ぶ時のメリハリがはっきりしている。同じ資格をめざす人が多いので、よい刺激になる。
・実験に必要な機材が充実している。大学院ができたので、より深く研究ができる
・新しいので知名度が低い。規模がちょっと小さい。

■2013年度 畿央大学在籍学生数一覧
･ （人）

学部 学科 男 女 計

健康科

理学療法 146 146 292
看護医療 43 321 364
健康栄養 31 275 306
人間環境デザイン 117 106 223

教育 現代教育 248 402 650
合計 585 1250 1835

*2013.5.1現在

畿央大学の概要と特色
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■医療系学科のチーム医療対応
　畿央大学のカリキュラムの大きな特色として、「チーム医療」への対応があ
げられます。「チーム医療」とは、病院内の横断的な取り組みとして医師・歯
科医師を中心に、複数の医療スタッフが連携して患者の治療に当たることを言
います。本学は看護師、理学療法士、管理栄養士を養成する3学科を有し、チー
ム医療に関するカリキュラムを持つ数少ない大学です。特に3学科合同で行う
「チーム医療ふれあい実習」は1回生という早期に体験する臨床実習で、他には
ない大きな特徴となっています。

■理学療法学科の特徴（実績・教育・研究）
＜実績では…＞
関西地区では最初の4年制私立大学で、7年間で約450名の理学療法士を輩出。･
7年間の就職率は97.8%で、そのうちの97%が病院に就職。
＜教育では…＞
①臨床経験豊富な熱血若手教員による指導･
②規則以上の十分な学外実習時間を確保、理学療法士として卒業時、入職時の
レベル向上を目指す
③同窓会活動の中で、卒業生に対するリフレッシュ教育を実施
④実習費を含んだ学費で、長期遠方の学外実習となった場合にも手厚い補助　
etc…

実習費補助の例･ ※食費・水道光熱費は、各自負担
実習 期間 実習先 内容 補助金

総
合
臨
床
実
習

Ⅰ期
（８週間）

大阪
Ｔ病院 自宅から実習につき補助なし 0円

Ⅱ期
（８週間）

広島
Ｉ病院

現地（広島駅）までの往復交通費 8,720円
現地での宿泊費（マンション）※ 225,700円
補助金総額 234,420円

＜研究では…＞
①国内外の学会発表数・論文・書籍数で国内トップレベルの教員が、活発な研
究活動を行っている･
②他学科との連携で教育、研究ともに幅が拡がる
③企業との連携による研究活動がさかん
④大学院を有し、大学院生と学部生がともに研究できる環境　etc…

■看護医療学科の特徴（主な科目）
　看護の原点である人間理解を中心にすえながら、現場での実践を重視した
カリキュラムが特徴です。
①チーム医療に関する科目
「チーム医療論」「チーム医療ふれあい実習」
「チーム医療発展セミナー」　　など

②医療の現場で必要なコミュニケーション力を磨き、人間性豊かな看護師を
育てる
「児童心理学」「高齢者心理学」「障害者心理学」「医療コミュニケーショ
ン演習」など

③知識と臨床のギャップを埋める実践的学び
学生の間により多くの現場を体験するため、1年次の夏から4年次まで、た
くさんの臨床実習をおこなうのが特色です。
「病院・施設ボランティア活動」「離島・へき地医療体験実習」
「病院インターンシップ」など

④新しい時代の看護師をめざす･－･高い専門性と将来性
新しい時代の求めている看護について最先端の学びを実施します
「終末期ケア論」「国際看護論」「災害看護論」
「感情体験の脳科学」など

保護者の声（理学療法学科Yさん）
　畿央大学で夢を膨らませていった息
子は、大学での学習以外に、学生団体
での活動やAPTSAという組織を通じ
て海外へも行きました。その経験は彼
の視野を拡げる大きな刺激になったよ
うです。春から就職と同時に畿央大学
大学院に通っています。彼なりの医療
理論を解ったような、解らないような
耳で聞きながら、今をゴールとせず、
まだまだ学びたいという欲求を持ち、
次をめざす彼を頼もしく見つめている
母です。
　のびのびと夢をもって大学生活を送
れたのは、学生の思いに寄り添い支え
ていただいた大学の支援体制と、自由
で温かな環境のおかげだと思い、心よ
り感謝しております。これからも幾度
となく転びながらも、志をもってしっ
かり人生を歩んでいってくれると信じ
ています。

保護者の声（看護医療学科Hさん）
　幼い頃からの夢をかなえるため畿央
大学に入学しましたが、息子の話を聞
いているだけで私まで楽しくなる、そ
んなあっという間の4年間でした。知
らず知らずのうちに責任感や行動力を
身につけていったようで、いつまでも
子どもだと思っていたのは親だけかも
しれません。
　就職は実習中に希望の病院を見つ
け、キャリアセンターでアドバイスを
いただいて、早々に内定をいただきま
した。国家試験も1期生というプレッ
シャーの中、授業のない日も大学に
通って勉強し、試験後の自己採点の結
果に二人して涙しました。たくさんの
絆に出会えたことを誇りに、看護師と
して頑張ってほしいと思っています。

学部・学科のワンポイント紹介
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■健康栄養学科の特徴
①めざす将来に応じて3つのコースを用意（2年次から）

＜臨床栄養コース＞
畿央大学のカリキュラムの特徴であるチーム医療について学ぶ。2年次に
理学療法学科・看護医療学科の学生とともに「チーム医療ふれあい実習」に
参加。臨床栄養カンファレンス実習では症例別のロールプレイにも挑戦する。
また、病院・施設ボランティアやKIO元気塾等に取り組む。

＜スポーツ栄養コース＞
運動と栄養の両面から学び、アスリートの食事・栄養指導、子どもたちの食育、
高齢者の介護予防等の場面で活躍できる管理栄養士をめざす。「スポーツ栄
養指導実習」では地元中高年者・ジュニアのスポーツクラブ、教育委員会と
の連携で生活習慣・食事調査を行い、個別食事指導を経験する。

＜食品開発コース＞
食品機能や品質分析、食品開発などの専門知識やスキルを身につけ、企画力
を持った人材として食品メーカーや健康産業で活躍できることをめざす。そ
のために食品メーカーや給食会社で企業インターンシップを行う他、地元自
治体との連携で、地産地消のための食品開発にも取り組む。
②多様な心理学系科目で人間理解を深め、コミュニケーション能力を高める
③実践的学びと産官学連携
地域や産業界との連携。例えば地元の商工会議所との連携で、土産物を学生
の手で開発し、デパートで開催された「大学は美味しいフェア」で販売。ま
たマーケティングなど勉強会を重ね、プレゼンテーションでグランプリを獲
得した作品が商品化されるなど、活動の範囲が広がってきている。
④国家試験で高い合格率をめざすカリキュラム
１回生から「受験対策講座」設置。2～4回生で国家試験対策講座を単位化。
模擬試験、集中講義等にかかる費用は大学が半額を負担して国家試験対策を
進めている。

■人間環境デザイン学科の特徴
　ユニバーサルデザインをベースに、建築・インテリアデザイン・アパレル
などのものづくりや、福祉住環境、環境心理学などについて幅広く学びます。
2年次から専門に分かれますが、コースの枠をこえた学びも可能で、それぞ
れの学習意欲を満たしながら資格取得を可能にしています。
①3つのユニークなコース設定（2年次から）

＜建築・まちづくりコース＞
誰にとっても快適な住環境を創造する建築士をめざす。卒業と同時に二級
建築士、実務経験2年を経て一級建築士の受験資格が取得可能。製図台が
一人１台の恵まれた環境。

＜インテリアデザインコース＞
健康で快適な室内空間やインテリア製品のデザイン・設計などものづくり
について学ぶ･。インテリア設計士・インテリアプランナー・インテリアコー
ディネーター・CAD・色彩能力検定など資格試験の合格をめざす。

＜造形デザインコース＞
ユニバーサルデザインをベースにして、デッサンや立体表現、コンピュー
タグラフィックなどを幅広く学ぶ。また、ファッション、アパレル、福祉
住環境、心理学など志望に応じて学ぶことも可能。認定心理士、福祉住環
境コーディネーター・色彩能力検定などの合格をめざす･。

②地元地域と連携した学び（橿原市・香芝市・桜井市・吉野町など）
　　地元地域の景観づくり、まちづくりに参画
③フィールドワークに取り組む
④企業インターンシップで現場体験重視
　　夏期休暇期間に企業や官公庁、各種団体等で就業体験を行う
⑤入試も入学後も、文系受験生対応可能。リメディアル教育やキャリア教育も
充実しており、希望者の就職決定率は7年間で98.8%を達成

保護者の声（健康栄養学科Nさん）
　大学進学時に、子供が自分自身で将
来の進む方向性を決め、四年間学んで
きたので、就活に関しても本人の自主
性に任せました。しかしながら、病
院からの求人は企業に比べ遅く、関連
した企業への就活も当初はうまく行か
ず、親としてもあせる気持ちから余計
な口をはさみ、逆効果で反省する事も
ありました。
　そこで途中からは、キャリアセン
ターの方に、就活中の悩みや心配事も
相談するように助言しました。また、
親としては、できるだけ同じ目線で子
供の話を聞き、いつも笑顔で会話する
機会を増やすよう心がけ、陰ながら応
援してきました。キャリアセンターの
方々には、充分状況を把握し、学生主
体のサポートをいただきました。世間
で就職内定率の低下が報じられる中、
「病院で栄養士として働く」という目
標のスタートラインに立てたのは、
キャリアセンターの就職支援のおかげ
と感謝しています。

保護者の声（人間環境デザイン学科T
さん）
　就職に関しては娘の自主性に任せて
いましたが、約1年かけて就職活動に
取り組み何十社と面接を受けてはあと
一歩のところで内定まで届かず、何が
悪いのかと悩んでいたことだと思いま
す。その際にキャリアセンターで色々
と相談に乗って頂き、親として大変感
謝しております。
　家庭ではその日にあった出来事など
を話しやすいような環境作りに徹し、
ストレスをため込まないよう同じ目線
で会話をする機会を設け、陰ながら応
援してきました。我が子が迷ったとき
や悩んだときに、いつでもそばにいる
存在でいなければならない、無関心で
なく、かつ過保護でもいけない。親に
求められる役割はとても高度で難しい
ものですが、就職活動の中で我が子が
どのような悩みを抱え、どこで困るの
かを理解し、我が子にとって必要であ
り親にしかできないサポートが大切だ
と思いました。
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■教育学部現代教育科の特徴

　各教育機関との太いパイプを活かし、教育現場と連携した実習などを強化しています。学校に何度もおもむき、学校が抱え
ている課題を肌で感じながら現役教師と一緒にその課題に取り組むことは、個々の力を想像以上に伸ばすに違いありません。
教育とはコミュニケーションを通じて人を育てる仕事です。言葉やしぐさのやり取りが上手になるためには、実際に現場で子
どもたちと向き合い、色々なことを自分で体験してみることが一番です。本学では学校インターンシップをはじめ、ボランティ
ア活動など実践力の養成を重視しています。以下にそのいくつかをご紹介します。

＜学校インターンシップ＞
　12の教育委員会と協定を結び、大学から近く通いやすい幼稚園や小学校などで現場研修を実
施する本学独自の取り組み。教育実習のように教員という立場だけではなく、児童と教員の両
方の立場から教育現場を体験するなど、教育実習で得られないことを学び取る。また、体験を
経験にかえるため、受け入れ先の先生も参加する事前学習や事後発表会も実施。半年～１年の
間、毎週現場を体験することで、より現場に適応できる教師をめざす。
＜英語の指導力アップをめざす実践活動＞
　児童英語教育については、「こども英語活動」など関連する科目を開講する他、「留学プログ
ラム」を用意。米国ロサンゼルス近郊等の小学校で3･週間、アシスタントティーチャーとして
教育現場や初等英語の教育を経験することで、ネイティブの教育ノウハウを実際に学べるほか、
自身の英語力も鍛えることができる（希望者のみ）。そのほかにも、多彩な実践活動で、子どもの外国語活動をリードできる
力を養成する。
＜「教科実践演習（つくろう！○○科）」とは＞
　子どもたちに授業を好きになってもらうにはどうしたら良いのか？･「教科実践演習（つくろう！○○科）」では、その疑問
に答え、子どもたちが楽しく学べ、子どもたちの心をとらえる授業のワザを教授。教材や発展的な指導法を自ら開発する力を
養う。
＜現代教育研究会＞
　2回生後期から3回生前期の1年間、毎週模擬授業や模擬保育を行っている。学生が精いっぱい準備した60分の模擬授業や保
育を実施し、あとの30分は現場経験豊かな教員や児童役の学生たちが評価を行う。

保護者の声（現代教育学科Mさん）
入学式の日にクラスに分かれて学生と先生の自己紹介が行われたときのこと、二人の担任の先生が「良い教師を育てる」
という熱意をお持ちであることが伝わってきて少なからず驚きました。大学の先生というのは学生の指導にはあまり熱心
でないというイメージがあったからです。さらに、ほとんどの学生が「教師になりたい」と宣言するのをきいて、学生と
先生がこれから4年間同じ目標に向かって頑張っていこうというエネルギーを感じて、非常に安心し期待したことを覚え
ています。その期待どおりに、娘から聞く学生生活はとても充実したもののようでした。学校インターンシップ制度で毎
週小学校で現場を体験できたこと、そこでの疑問を先生方が深めて指導してくださったおかげで、娘の中で「教師になり
たい」という思いが強くなっていくのがわかりました。教職を目指すサークルを作って仲間と楽しく支えあっているのも
頼もしかったです。校舎の一角に小学校の教室を作り、先生のご指導のもと学生たちが模擬授業を繰り返したと聞いてい
ます。先生方の研究室にもよくお邪魔して長時間お話させていただいたり、図書館が閉まるまで利用し守衛さんに心配し
ていただいたり、教職支援センターやボランティアセンターの皆さんとの交流など、どれもが娘の4年間を支えてくださっ
たと思います。逆にいえば、大学は学生を支援したいと本当に思っているのですから、学生もその支援を最大限遠慮なく
活用することだと思います。これからもいろいろご指導いただけることを期待しております。

※1回生からコース別の授業を行います。入試では学部（学科）一括募集で、入学手続の際にコースを選択します。

コースと特色

学校教育
コース

幅広く教員免許取得を可能にするカリ
キュラムです。学校インターンシップを必
須とし、元気でタフな教員をめざします。

幼児教育
コース

幼稚園教育と保育の両分野について無理
なく学習し、幼児教育のプロをめざしま
す。

保健教育
コース

養護教諭をはじめとする、心理学に強い
教員をめざします。

●はそのコースでめざす主な資格
☆は各コース２つまで取得できる資格

学校教育
コース（注１）

幼児教育
コース

保健教育
コース

小学校教諭一種免許状 ※１ ● ☆ ☆
中学・高校教諭一種免許状（英語） ※２ ☆ ☆
幼稚園教諭一種免許状 ※３ ☆ ●
保育士 ●
養護教諭一種免許状 ●
特別支援学校教諭一種免許状（注２） ☆ ☆ ☆
認定心理士 ☆ ☆ ☆

（注１）学校教育コースでは、幼稚園教諭と中高教諭（英語）は同時に取得できません。
（注２）認可申請中。特別支援学校教諭には※１～３のいずれかが必須です。
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　大学進学率が50％を超える現在、入学してくる学生を育て出口を保証することは、大学の大きな使命です。畿央大学のサポー
トシステムについて簡単にご紹介いたします。

■入学前教育 
　公募推薦入試・一般入試を除く入試は、学力よりも意欲や人物性などを重視した入試です。また時期的に年内に合格が決定
する入試では、その後大学入学までの間、学習習慣を維持することが難しくなります。こうした入学予定者を対象に、12月頃
から3月頃まで、e-learning教材を使った入学前教育を実施します。また一般入試前期日程までの合格者を対象に、各学科の学
びの内容やシステムをご紹介するため、「プレ・エントランスセミナー」を実施しています（12月と2月）。

■初年次教育の実施
　多くの高校生にとって大学での学びは未知の体験です。4年間の生活や学びがスムーズにいくように、入学当初から初年次
教育プログラムが組まれています。主なものをご紹介します。

＜プレイスメントテスト＞
　各学科で専門科目を学ぶにあたって、高校での学習が重要になる科目があります。具体的には物理、化学、生物、数学、英
語などですが、授業開始直前にテストを受けていただくことで、当該年度入学者の学力を把握し、入学後の履修指導や授業内
容に反映させます。

＜新入生宿泊研修＞
　入学式直後、学科別に新入生全員と教職員、上回生が一泊二日の宿泊研修を行います。これから4年間の学びのスタートと
なるとともに、志を同じくして入学した学友との仲間づくりや、先生、先輩の体験談などを聞き、心のふれあいをすることが
目的です。毎年ほとんどの新入生が『よかった』『感動した』と評価する行事です。

＜ベーシックサイエンス＞
　健康科学部の各学科の専門を学ぶ上で重要な、理科の基礎が不足している人のために開講しています。開講科目や分野、期
間などは学科によって違います。

＜ベーシックセミナー＞
　大学での学び方を知るために開講しています。自分でテーマを設定し、調べて、まとめて、発表するという、大学ならでは
の参加型・問題解決型の授業です。

＜その他の開講科目＞
　その他、大学生活を送る上で必要な科目を入学初年度に設置して、2回生以降の学びへとつないでいます。文章表現能力を
磨く「日本語と表現」「論理コミュニケーション力養成講座」や自分の進路を考え始めるための「キャリア入門セミナー」、あ
らゆる局面で必要になる情報処理に関する科目などです。

■担任制
　学生は入学と同時に20～40名のクラスに所属し、それぞれ担任が配置されます。入学直後の不安を解消するとともに、以後
の学生生活で非常に重要な存在となっています。最近では多くの大学で担任制を取り入れるようになりましたが、教育に対し
て非常に熱心な本学の教員にしかできない支援があります。

■スタディサポートセンター
　ベーシックサイエンスの授業だけではわからなかったことや、国家試験、公務員試験（幼稚園・保育士含む）、教員採用試
験の勉強をしていて困ったときなど、幅広い学びの相談窓口です。分野や回生を問いません。

■健康支援センター
　専門スタッフが常駐し、身体の調子が悪い時の対応、ケガの応急手当てなどを行います。治療が必要な場合は近隣の医療機
関に搬送する体制を整えています。またこころの悩みを抱えた学生の相談にもあたっています。

■キャンパスコラボレーションセンター「ここらぼ」
　学生生活上、困ったことはなんでも相談できるのが「ここらぼ」です。就職や進路の不安、人間関係のことなどあらゆる学
生の不安に専門の相談人（臨床心理士）があたります。学生相談の潜在的ニーズを踏まえながら自ら相談室等へ出向くことが
難しい学生に対しては、スタッフが直接出向いて相談を受けることも考えています。また、学生に対してだけでなく、保護者
の皆さまからのご相談にも応じる予定です。

■ボランティアセンター
　本学では学生のボランティア活動を重視しており、様々な団体や学校、病院等からのボランティアの募集情報を掲示、チラ
シ等で提供しています。またボランティアについての相談も受け付けています。

学生サポートシステムのご紹介



ガイダンス

一般教養勉強会

ガイダンス

一般教養対策講座

教職教養対策講座

模擬授業・保育

ガイダンス

各府県別教採説明会の実施

各府県別教師塾説明会の実施

個別面談

※複数の免許希望者のみ

一般教養対策講座

専門教養対策講座

教職教養対策講座

公務員試験対策講座

論作文、面接・集団討議対策講座

ガイダンス

各府県別教採説明会の実施

個別面談

一般・教職・専門教養、公務員試験
等確認テスト・対策講座

個別指導（面接・集団討議、論作文、
模擬授業、模擬保育）

面接・集団討議、論作文対策講座

受験地ごとの２次試験対策集中講座

願書・エントリーシートの指導

実技指導（ピアノ・水泳・図画工作・体育）

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

採
用
試
験
合
格
力
養
成

実
習
等 学校インターンシップ

ボランティア活動

実習（幼稚園・小学校・
養護・中高英語）※

実習（幼稚園・小
学校・養護・中高
英語）

養護
臨床
実習

幼稚園・小学校
見学実習

保育
実習
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■キャリアサポートシステムの概要・キャリアセンター
就職活動はキャリアセンターが中心となって担任とともにサポートします。また1回生から４回生まで学科別・進路別にキャ
リアサポート、就職活動支援プログラムを用意し、キャリアガイダンスでは必要な情報を必要な時に提供しています。1回生
のキャリア授業は卒業必修単位とし、早くから進路を考える場と機会になっています。

１回生 ２回生 ３回生 ４回生

共　　通
ボランティア活動 就職活動支援プログラム

プレキャリアガイダンス キャリアガイダンス

理学療法

キャリア
入門

セミナー

病院合同
説明会

医療マナー
講座

就職対策
講座

病院合同
説明会

キャリア形成
セミナー

看護医療 チーム医療
発展セミナー

病院・施設 
ボランティア活動

医療マナー
講座

就職対策
講座

病院合同
説明会

健康栄養
人間環境デザイン キャリア形成

セミナー

企業インターン
シップ

キャリア
体験実習 企業インターン

シップ

医療マナー講座

現代教育
学校インターンシップ

「キャリア入門セミナー」（1年次前期）「キャリア形成セミナー」（1年次後期）
　教養科目として1年次に開設する必修科目です。しっかりとした職業観を持ち、自己実現と社会貢献の両立を図りながら充
実した人生を送るために何が必要か、これから大学でどのように学んでいけば良いのかをレクチャーします。また実際に教育
界や産業界で活躍している社会人を招いて講演をしていただきます。
プレキャリアガイダンス・キャリアガイダンス
　就職活動ガイダンスは、1回生でまず「自己発見レポート」を実施して、自分の性格、社会性や能力、職業への興味などを
把握します。その上で夏休み前など学生生活の節目の時期にガイダンスを行ない、これからの大学生活をどう送るか、なりた
い自分になるためにはどうすれば良いのかを具体的にアドバイスします。本格的な就職活動前のウォーミングアップです。
　3回生になるといよいよ就職活動が本格化します。就職をめぐる状況分析、就職情報の集め方、就職活動計画の立て方など
についてきめ細かなガイダンスを行ないます。キャリアガイダンスは学部単位、学科単位、あるいはめざす方向性ごとに行い、
それぞれに必要な情報を、必要な時期に提供します。
就職活動支援プログラム
　最後は就職活動を成功させるための様々な支援を行います。例えば就活パワーアップ講座では、面接対策講座や論作文対策
講座、ビジネスマナー講座などを行っています。他にも就職模試の実施や、グループ面接・ディスカッション指導などの面接
対策、プロのカメラマンとヘアメイクアーティストによる履歴書写真撮影会等を行っています。

■教員採用試験サポートシステムの概要・教職支援センター
　教員採用試験をサポートするのは教職支援センターです。教員や公立の保育士採用試験の合格をめざす学生に、下記のよう
なプログラムを実施しています。プログラムは大きく分けてモチベーションを高めるためのガイダンス・説明会・相談会と、
採用試験に合格できる知識力の育成（対策講座・模擬試験・実力試験）、実技等の個別指導、実践力養成に分かれます。

公立教員・保育士採用試験対策の主な流れ
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■理学療法士
　理学療法とは、何らかの疾病、傷害（スポーツを含む）な
どに起因する機能・形態傷害に対する運動療法、および物理
療法による疼痛、循環などの改善を図る治療科学です。また
能力障害が残ったとき、基本的動作や日常生活活動を改善す
るための指導、社会生活を送る上で福祉用具の選定や住宅改
修・環境調整、在宅ケアなどが含まれます。近年では生活習
慣病の予防、コントロール、傷害予防も理学療法の対象になっ
ています。

畿央大学（4年制）

短大（3年制）

専修学校（3年制・4年制）

理
学
療
法
士

国
家
試
験

●合格基準（固定）
［一般問題　１問１点　実地問題　１問３点］
　正答率60％以上　（168点/280点）実地問題43点以上/120点
○第48回理学療法士国家試験結果
　実施…H25.2.24　　合格発表…H25.3.29

出願者数 受験者数 合格者数 合格率
全体 11,846名 11,411名 10,115名 88.6％
新卒 9,830名 9,442名 8,863名 93.9%
既卒 2,016名 1,969名 1,252名 63.6%
本学 61名 61名 61名 100%

○関西地区　校種別合格率（新卒のみ）
大学 短期大学 専門学校

学校数 17校 1校 24校
合格率 96.4% 89.5% 93.9%

■看護師・保健師・助産師

看
護
師
国
家
試
験

畿央大学（4年制）
助産師専攻科
（１年）

保健師
養成施設
（１年）
助産師
養成施設
（１年）

短大（3年制）
専修学校（3年制）

保
健
師

国
家
試
験

助
産
師

国
家
試
験

●合格基準（変動・第102回基準）
　必修問題　40点以上／50点
　一般・状況設定問題　160点以上/247点
　［必修・一般　１問１点　状況設定　１問２点］
　○第102回看護師国家試験結果
　　実施…H25.2.17　　合格発表…H25.3.25

出願者数 受験者数 合格者数 合格率
全体 57,185名 56,546名 50,232名 88.8%
新卒 51,926名 51,474名 48,421名 94.1%
既卒 5,259名 5,072名 1,811名 35.7%
本学 94名 93名 92名 98.9%

○関西地区　校種別　合格率（新卒のみ）
国立大学 私立大学 短期大学

学校数 14校 15校 4校
合格率 97.8% 93.8% 83.9%

■管理栄養士
　管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者に
対する療養のため必要な栄養の指導を行う人のことです。身
体の状況、栄養状態等に応じた栄養の指導を行う他、給食施
設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に
応じた特別の配慮を必要とする給食管理およびこれらの施設
に対する栄養改善上必要な指導等を行います。

管理栄養士養成施設
　畿央大学
修業年数4年

栄養士養成施設
修業年限2年
修業年限3年
修業年限4年

実務経験3年以上
実務経験2年以上
実務経験1年以上

栄
養
士
免
許
取
得

管
理
栄
養
士
国
家
試
験

●合格基準（固定）
　正答率60%以上（120点/200点）
　○第27回管理栄養士国家試験結果
　　実施…H25.3.17　　合格発表…H25.5.7

受験者数 合格者数 合格率
全   体 20,455名 7,885名 38.5%

管理栄養士
養成課程

新卒 8,073名 6,680名 82.7%
既卒 2,021名 160名 7.9%

栄養士養成課程 既卒 10,361名 1,045名 10.1%
本   学 85名 77名 90.6%

■一級建築士・二級建築士

実務経験7年以上
（学歴問わず）

実務経験
3年以上

実務経験
1年以上

実務経験
不要

実務経験
2年以上

高校の建築・
土木科卒業

大学・短大・高専の
土木科卒業

畿央大学（4年制）
（大学・短大・高専の
建築学科卒業）

さ
ら
な
る
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ

実
務
経
験

4
年
以
上

建
築
士
会
C
P
D
制
度
・
専
攻
建
築
士
制
度

二
級
建
築
士
国
家
試
験

一
級
建
築
士
国
家
試
験

※一級建築士の受験の場合は、
短大（2年制）は4年以上、短大
（3年制）は3年以上、高専は4
年以上の実務が必要です。

●平成24年一級・二級建築士国家試験結果
　実施
　〈一級〉学科試験…H24.7.22　設計製図…H24.10.14
　〈二級〉学科試験…H24.7.3 　設計製図…H24.9.11

受験者数 合格者数 合格率

一
級

建
築
士

学科試験 29,484名 5,361名 18.2%
設計製図 10,242名 4,276名 41.7%
総　　合 34,511名 4,276名 12.4%

二
級

建
築
士

学科試験 21,421名 7,059名 33.0%
設計製図 11,651名 6,115名 52.5%
総　　合 26,446名 6,115名 23.1%

※総合は学科試験の受験者数に設計製図からの受験者数を加
えたもの

国家資格の取得について
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　全国的に厳しい就職状況が続いていますが、畿央大学
健康科学部7期生（看護医療学科は2期生）は就職希望者
のほとんどが今年も内定を獲得し、就職決定率では
99.3％となりました。また、卒業者数に対する就職率（大
学院等進学者を除く）でも、4学科全体で97.9％となり、
全国平均に比べて相当に高い数値となっています。本学
では1回生当初から４回生まで学科別・進路別にキャリ
アサポート、就職活動支援プログラムを用意し、早くか
ら進路を考える場と機会になっています。キャリア教育
の充実はモチベーションの高さや就職希望率の高さにつ
ながっており、最終的には就職率の高さにつながってい
ます。クラス担任と、キャリアセンターの学科担当職員
が、学生一人ひとりを把握して卒業まで見届けることで
100％の就職をめざしています。

健康科学部2013年3月卒業生の進路状況（卒業者数289名）
2013年5月1日　現在

項目　　　　 学科 人間環境
デザイン

健康
栄養

看護
医療

理学
療法 合計

卒業者数（a） 44 89 95 61 289 
卒業者数－進学者

数（b） 44 88 87 61 280

就職希望者数（c） 42 86 87 61 276
就職希望率（c/a） 95.5% 96.6% 91.6% 100% 95.5%
＜就職者数（d）＞ 41 86 86 61 274
就職決定率（d/c） 97.6% 100% 98.9% 100% 99.3% 

就職率(d/b) 93.2% 97.7% 98.9% 100% 97.9% 
（注）進学者数は大学院・専攻科

理学療法学科
兵庫医科大学病院・市立堺病
院・大阪リハビリテーション
病院・千里リハビリテーショ
ン病院・帝塚山リハビリテー
ション病院・彩都リハビリ
テーション病院・東生駒病院・
武田病院･ 他

理学療法学科
大阪市立大学附属病院・滋賀
医科大学医学部附属病院・奈
良県立医科大学附属病院・和
歌山県立医科大学附属病院・
金沢医科大学病院・関西リハ
ビリテーション病院・京都第
一赤十字病院･ 他

人間環境デザイン学科
矢作建設・大倭殖産・ニッカ
ホーム・ナサホーム・小松ハ
ウジング・アートリフォーム・
下村家具・コイズミファニ
テック・LIXILビバ・ダイワ
ラクダ工業・奈良県職員（建築
職）・中学家庭科教員･ 他

人間環境デザイン学科
住友林業・積水ハウス・大和
ハウス工業・タマホーム・一
条工務店・関電不動産・住友
不動産販売・レオパレス21・
大塚家具・下村家具・文化
シャッター・日本たばこ産業・
良品計画･ 他

健康栄養学科
社会福祉法人博乃会・みなま
つ保育園・一里山ひかり保育
園・エームサービス・フジッ
コ・日清医療食品・創味食品・
かね美食品・マルタマフーズ・
Nishiki･Foods・ライフコーポ
レーション・栄養教諭･ 他

看護医療学科
大阪大学医学部附属病院・三
重大学医学部附属病院・京都
府立医科大学附属病院・大阪
市立大学医学部付属病院・奈
良県立医科大学附属病院・和
歌山県立医科大学附属病院・
大阪医科大学附属病院・関西
医科大学附属病院・大阪労災
病院・大阪府立急性期・総合
医療センター・大阪府立母子
保健総合医療センター・大阪
府立成人病センター・大阪府
立三島救命救急センター・市
立岸和田市民病院・京都医療
センター・市立奈良病院・北
野病院・淀川キリスト病院・
松下記念病院･ 他

健康科学部各学科の就職状況

■2013年3月卒業生の主な就職先

■1期生～6期生の主な就職先

2013年3月卒業生の進路状況（卒業者数155名）　5月1日現在

教員・
保育士

小学校 72名（36）
高校＜情報＞ 2名（2）
特別支援学校 3名（2）
養護 11名（7）
公立幼稚園・保育所 20名（3）
私立幼稚園・保育所 14名（2）

福祉施設・病院 4名
一般企業・公務員（幼・保除く） 17名

就職以外 進学（大学院以外） 3名
その他（自営等） 9名

合計 155名
※（　　）内は講師・臨時職員で内数
　この春、教育学部現代教育学科は4回目の卒業生を送り出しました。今年の卒業生の中で
79名と最も希望者の多かった小学校教諭の採用試験合格率は、46.8％（昨年は61.9％）とな
りました。養護教諭でも難関に挑戦した16名の希望者の内、4名が合格を果たしました。講
師も含めた人数では小・特別支援・情報・養護で88名と、卒業生全体の57％が教職に就い
ています。また公立幼稚園・保育所希望者も、希望者22名中18名が難関を突破しました。
私立も含めると34名が幼稚園・保育所に就職しました。幼稚園教員、保育士まで含めた教
育支援関連への就職は卒業生全体の8割に達しています。
　5月1日現在、一般企業も含めた教育学部全体の就職率は、大学院等進学者を除く卒業者
数に対して92.3％となっています。

教職
57%

幼稚園・
保育所等
22%

一般
企業等
13%

2013年3月卒業生の進路内訳

その他
8%

教育学部現代教育学科の就職状況
教員採用試験結果（実人数）
小学校教諭･ 受験　79名　最終合格37名　　　合格率46.8％
主な合格自治体：大阪府19名、京都府2名、奈良県12名　他
養護教諭･ 受験　16名　最終合格　4名　　　合格率25.0％
合格自治体：大阪府、奈良県、滋賀県、東京都、愛知県

公立幼稚園教諭・保育士採用試験結果（実人数）
受験　22名　　最終合格18名　　合格率81.8％
主な合格自治体：橿原市・天理市・神戸市・京都市・和泉市　他

健康栄養学科
相澤病院・国保日高総合病院・
（医）錦秀会・（医）十全会・土庫
病院・関谷病院・キユーピー・
旭製粉・シノブフーズ・タマ
ノイ酢・フジッコ・伊藤忠食
品・東洋食品・イオン・マツ
モトキヨシ･ 他
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■2014年度学費等納付金
　本学の学費は下記の通りですが、卒業まで変更はありません。また実習につきましても、学外実習の交通費等を除いて、原
則的に徴収することはありません。参考に本学と併願の多い他大学の初年度納入金を下記に掲載しました。

学 部 学 科 入学金 授業料 教育充実費 諸会費 初年度納付金（合計）

健康科

理学療法 190,000 860,000 680,000 30,000 1,760,000
看護医療 190,000 860,000 680,000 30,000 1,760,000
健康栄養 190,000 860,000 400,000 30,000 1,480,000
人間環境デザイン 190,000 860,000 250,000 30,000 1,330,000

教 育 現代教育 190,000 860,000 250,000 30,000 1,330,000
（注）入学金は初年度のみ徴収します

参考資料　他大学の初年度納付金（旺文社調）　単位：万円
理学療法･ 京都橘大（190）　佛教大（197）　関西医療（195）　甲南女子大（202）　神戸学院大（219）　兵庫医療大（180）
看護･ 京都橘大（190）　佛教大（197）　大阪医科大（191）　摂南大（191）　甲南女子大（194）　兵庫医療大（190）
管理栄養･ 京都女子大（136）　同志社女子大（156）　近畿大（161）　神戸学院大（184）　武庫川女子大（160）
建築（住居）･ 京都女子大（135）　近畿大（162）　武庫川女子大（177）
教育･ 京都女子大（133）　同志社女子大（142）　佛教大（134）　四天王寺大（146）　武庫川女子大（154）

　学費以外で必要となる経費には教科書代や白衣などの実習着関係、備品、模擬試験受験料、国家試験受験料などが考えられ
ます。ただし、これらの費用は個人により差があります。また、年度によっても変わることがありますので、あくまで目安と
お考えください。

一般的な教科書代の例（2008～2011の平均）
学　部 学　科 1回生 2回生 3回生 4回生 4年間合計

健康科

理学療法 125,000 110,000 65,000 10,000 310,000
看護医療 40,000 110,000 25,000 25,000 200,000
健康栄養 35,000 50,000 40,000 15,000 140,000
人間環境デザイン 35,000 45,000 20,000 10,000 110,000

教　育 現代教育 50,000 55,000 42,000 10,000 152,000
（注）選択するコースや科目、取得をめざす資格等によって、上記と大きく異なる場合があります

その他に必要となる主な経費
　実習着・シューズ、聴診器などの備品、4年間で数回受験する模擬試験代などが必要です。学外実習が課せられる学科では、
自習先までの交通費が発生します。国家試験を受験する場合の費用も必要となります。

　本学では経済的負担を軽くするために、学費をできるかぎり低い額に設定していますが、現在の経済状況も考慮して以下の
ような奨学金制度を設けています。いずれも返還義務はありません。
①入学試験成績優秀者に対するもの
　公募推薦入試・一般入試前期日程・センター試験利用入試前期日程は奨学生選考試験を兼ねており、入学試験成績優秀者に
対し、入学後に奨学金を給付します。

奨学金名称 給付金額（年間） 対象
入学時成績優秀者特別奨学金 43万円 各学科の合格者のうち成績上位約10％以内の受験生

遠隔地出身学生支援特別奨学金 24万円 本学から概ね半径100km以上にある高校出身者で
各学科の合格者のうち成績上位約20％以内の受験生

②在学生（２～４回生）に対するもの
奨学金名称 対象 給付金額（年間） 人数

畿央大学特別奨学金 経済的理由により就学困難で学業成績優秀な学生 20万円 全学で40名
冬木智子特別奨励賞 学業成績・人物ともに他学生の模範となる学生 20万円 各学科1名（全学で5名）
畿央大学特別奨励賞 学業成績・人物ともに優秀な学生 10万円 全学で18名

※詳細は2014入試ガイドをご覧ください。

学費とその他の費用について

本学独自の奨学金制度について
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AO入試
●自己推薦方式、エッセイ方式、セミナー方式の3方式を全学科で実施します
●出願要件を満たしていれば、複数の方式に出願できます
●他大学との併願が可能です

公募推薦入試
●他大学との併願が可能です
●評定平均値による出願基準はありません
●試験の点数のみの順位と評定平均値（×10倍）を加えた順位を比較し、高い方の順位で合否判定を行います
●「基礎学力方式」（英・数ⅠＡ・現代文から2科目）と「プラス小論文方式」（「英・数ⅠＡ・現代文から2科目」＋小論文）
の2方式を実施します
●1回の試験で2学科に出願・判定が可能です（検定料は同額）

一般入試
●配点の異なる判定方式に出願すると、1回の試験で複数回合否判定が受けられます
●選択科目が対応していれば、1回の試験で2学科に出願・判定が可能です（検定料は同額）

センター試験利用入試
●2～4教科の中から入試方式を選べて、得意科目を活かせます
●同じ日程の一般入試とセットで出願すると検定料を2方式分まで免除します
●センター試験利用入試の単独出願の場合でも、2方式目以降は検定料の割引制度があります

2014年度入試関連スケジュール

2014年度　畿央大学入試のポイント

2013
年

2014
年

6月9日㊐ オープンキャンパス・AO入試説明会①
オープンキャンパス 2014年度入学試験

7月13日㊏･14日㊐ オープンキャンパス・AO入試説明会②

8月17日㊏･18日㊐
 3日㊏･10日㊏

24日㊏･31日㊏

オープンキャンパス・AO入試説明会③

サタデーミニキャンパス

9月15日㊐
 

7日㊏･14日㊏
 22日㊐

オープンキャンパス・
公募推薦入試対策講座

サタデーミニキャンパス

AO入試セミナー方式1次選考

AO入試　2次選考

10月6日㊐
 

13日㊐
 

19日㊏･20日㊐

オープンキャンパス・
公募推薦プレチェックテスト

公募推薦入試A日程
公募推薦入試B日程
公募推薦入試C日程

大学入試センター試験

一般入試前期A日程
一般入試前期B日程
一般入試前期C日程

11月9日㊏
10日㊐
17日㊐
24日㊐

1月18日㊏･19日㊐
 22日㊌

23日㊍
26日㊐

一般入試中期日程2月19日㊌
一般入試後期日程3月10日㊊

ミニオープンキャンパス in 畿央祭

オープンキャンパス・一般入試対策講座

27日㊏ サタデーミニキャンパス



大学へのアクセス

※京都から「五位堂」までは、近鉄で約67分。
※三ノ宮から「五位堂」までは、JRと近鉄で約57分。
※和歌山から「五位堂」までは、JRと近鉄で約91分。

なんば

保護者の皆さまのご参加を
お待ちしています
日々進化を続ける畿央大学。オープンキャンパスでは、いちばん新
しい畿央大学を体験していただくため、毎回様々なプログラムを用
意してみなさんをお待ちしています。お子様とご一緒に、または保
護者の方のみのご参加をお待ちしています。

17

19

24

20

9 13 14

18 15 6
9/15（日）

10/6（日）

11/24（日）

大学近辺の下宿事情
近鉄五位堂駅周辺にはワンルームマンションが集
まり、多くの畿央大生が下宿しています。家賃の
相場は3.7万～5.2万円ぐらいでやや高めですが、
二駅ほどはなれた町では2万円～3.5万円となって
います。

1限目（9時開始）の授業に間に合うために
大阪駅発 7：55 京橋駅発 8：03
天王寺駅発 8：08 京都駅発 7：14
大阪難波駅発 8：12 丹波橋駅発 7：23
鶴橋駅発 8：18 西大寺駅発 7：55
堺市駅発 7：48 阪神三宮駅発 7：29
古市駅発 7：40 名張駅発 7：49

※2013年5月1日現在

畿央大学 入学センター 
〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中4-2-2

TEL 0745-54-1603  FAX 0745-54-1600
http://www.kio.ac.jp

バスの場合：五位堂駅より奈良交通バス「王寺駅」行き又は
「馬見北一丁目」行きで約５分　「馬見中五丁目」下車すぐ

1限目（9時開始）の授業に間に合うために1限目（9時開始）の授業に間に合うために
大阪駅発大阪駅発 7：55 京橋駅発 8：03

■周辺拡大地図


