
看護学専攻 博士後期課程（博士課程）  

 

 

看護学専攻 博士後期課程（博士課程） 
 

Ⅰ 募集人員   

 春学期入学 １名 秋学期入学 １名（いずれも社会人特別選抜を含む） 

 

Ⅱ 選抜方法 

 １．一 般 選 抜 

 ２．社会人特別選抜 

 

Ⅲ 募集時期および入学時期 

募集時期 ２０２０年 ８月入試 ２０２１年 ２月入試 

募集区分 Ａ Ｂ Ｃ 

入学時期 ２０２０年 ９月 ２０２１年 ４月 ２０２１年 ４月 

 

Ⅳ 出願資格 

 【一般選抜による出願】 

 １．修士の学位を有する者、あるいは修士の学位を本大学院入学までに取得見込みの者 

 ２．外国において修士の学位に相当する学位を授与された者、あるいは本大学院入学までに学位を取得見込みの者 

 ３．文部科学大臣の指定した者 

   ①学士の学位を有し、大学または研究所等において２年以上研究に従事した者で、本大学院において当該研究の成果等 

    により、上記１と同等以上の学力があると認めた者 

   ②外国において学校教育における１６年の課程を修了した後、または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後、大学または研究所等に 

    おいて２年以上研究に従事した者で、本大学院において当該研究の成果等により、上記１と同等以上の学力があると 

    認めた者 

４．本大学院が上記１と同等以上の学力を有すると認めた者で、本大学院入学までに２４歳に達する者 

【社会人特別選抜による出願】 

１．次の（１）（２）のいずれかに該当する者で、かつ一般選抜の出願資格１～４のいずれかを満たす者。ただし、出願資格

の確認を行います。 

（１）学校、研究所、官公庁、会社、非営利団体等に1年以上勤務し、かつ入学後も就業を継続する者 

（２）その他、本研究科が認めた者 

 

Ⅴ 出願手続き 

 １．出願書類の請求および提出先 

   入学出願者は、入学願書等一式を請求または、本学ホームページ（http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/graduate/health/exa

m/exam.html）よりダウンロードし、出願書類を取り揃え、教務係あてに提出して下さい。 

不明な点は、教務係にお問い合わせ下さい。 

杏林大学大学院保健学研究科教務係（井の頭キャンパス） 

      〒１８１－８６１２ 東京都三鷹市下連雀５－４－１ 

            電 話 ０４２２－４７－８０００   ＦＡＸ ０４２２－４７－８０５４ 

取扱時間 平 日 ９：００～１７：１５ 

            土曜日 ９：００～１３：００ （日曜日・祝日は取り扱いません。） 

２．出願書類 

 【一般選抜による出願】 

 （１）入学願書・受験票      本大学院所定のもの  

 （２）成績証明書         博士前期（修士）課程の成績証明書 

                  （または、大学評価・学位授与機構による成績証明書） 

（３）修士課程修了証明書等    博士前期（修士）課程修了（見込）証明書 

                  学位授与証明書 

 （４）修士論文          別刷または論文のコピー３部。 

                  （修了見込の者は、過去の研究内容を４００字詰原稿用紙３枚程度にまとめて提出。） 
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 （５）研究計画書         本大学院所定のもの 

 （６）旅券・査証の写し及び住民票 外国籍の方のみ提出して下さい。 

 （７）健康診断書         本大学院所定のもの（本学出身者は不要） 

 （８）顔写真           ３枚（縦５㎝×横４㎝、入学願書・受験票貼り付け用） 

 （９）返信用封筒         受験票送付用の定形封筒（長３サイズ 願書持参の場合は不要） 

                  （封筒は郵便番号・住所・氏名を明記し、速達用切手（３７４円）を貼付すること。） 

 （10）入学検定料         ３５，０００円 

注：本大学院所定の振込用紙を使用して下さい。願書をホームページより入手した方は、下記の振込口座に入学検

定料を振り込んで下さい。振込証明書（またはＡＴＭによる振込票）を入学願書裏面に貼付して下さい。 

 

※ATMにて振込を行う場合は、左記の記載とは異なる口座名が表示される 

ことがありますが、そのままお振込いただいて問題ありません。 

ガク）キョウリンガクエン キョウリン～ 等 

 

【社会人特別選抜による出願】 

  ○出願資格を確認するため、以下の書類を所定の期間内に提出して下さい。 

 （１）出願資格確認願       本大学院所定のもの 

 （２）履歴書           本大学院所定のもの 

 （３）研究計画書         本大学院所定のもの 

 （４）博士前期(修士)課程の成績証明書 

 （５）博士前期(修士)課程修了証明書 

 （６）在職・就業証明書      勤務先の発行するもの 

                 （書類提出時点で、在職していることが分かる証明書。職員証のコピー等は不可） 

 （７）修士論文          別刷または論文のコピー３部。 

                  （修了見込の者は、過去の研究内容を４００字詰原稿用紙３枚程度にまとめて提出。） 

 （８）旅券・査証の写し及び住民票 外国籍の方のみ提出して下さい。 

 （９）返信用封筒         定形封筒（長３サイズ 出願資格の確認結果通知用） 

                  （封筒は郵便番号・住所・氏名を明記し、速達用切手（３７４円）を貼付すること。） 

  ○出願資格の確認結果通知により、出願資格を有すると認定された者は、以下の書類を出願期間内に提出して下さい。 

 （10）入学願書・受験票      本大学院所定のもの  

 （11）健康診断書         本大学院所定のもの 

 （12）顔写真           ３枚（縦５㎝×横４㎝、入学願書・受験票貼り付け用） 

 （13）返信用封筒         受験票送付用の定形封筒（長３サイズ 願書持参の場合は不要） 

                  （封筒は郵便番号・住所・氏名を明記し、速達用切手（３７４円）を貼付すること。） 

 （14）入学検定料         ３５，０００円 

注：本大学院所定の振込用紙を使用して下さい。願書をホームページより入手した方は、下記の振込口座に入学検

定料を振り込んで下さい。振込証明書（またはＡＴＭによる振込票）を入学願書裏面に貼付して下さい。 

 

※ATMにて振込を行う場合は、左記の記載とは異なる口座名が表示される 

ことがありますが、そのままお振込いただいて問題ありません。 

ガク）キョウリンガクエン キョウリン～ 等 

 

３．出願上の注意 

 （１）募集区分Ａ、Ｂ、Ｃを選択して下さい。 

（２）指導教員の研究概要を参考に研究指導を希望する専門分野、指導教授を選択して下さい。 

 （３）研究内容等について予め指導を希望する教授と十分相談してから願書を提出して下さい。 

    入学後の指導教授の変更は、原則としてできません。 

一部の准教授は同一専門分野の教授とともに、または教授に依頼されて研究指導ができますが、単独での研究教育指

導はできません。 

 （４）出願書類を郵送する場合は必ず書留とし、締切日必着とします。  

 （５）出願書類に不備のあるものは、受け付けません。 

（６）出願者には受験票を送付します。未着の場合、試験当日に申し出て下さい。 

 （７）受理された出願書類の返却、また、既納入学検定料は返還しません。 

銀行名 三菱ＵＦＪ銀行西荻窪支店 

口座名 普通預金 №３９２１９８ 

     杏林大学 保健学部 

銀行名 三菱ＵＦＪ銀行西荻窪支店 

口座名 普通預金 №３９２１９８ 

     杏林大学 保健学部 
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Ⅵ 出願期間・試験日等 

  ◆２０２０年 ９月入試（２０２０年 ９月あるいは２０２１年 ４月入学） 

１．社会人特別選抜 出願資格確認のための書類提出期間 

※P.3 Ⅳ出願資格【一般選抜による出願】の１.に該当しない場合も、下記期間に出願資格確認のための書類を提出して下さい。  

    ２０２０年 ７月１０日（金）～ ７月１７日（金） 

２．出願期間（一般選抜、社会人特別選抜とも） 

    ２０２０年 ７月３１日（金）～ ８月 ７日（金） 

３．試験日時・科目 

２０２０年 ８月 ２９日（土） 

 

時   間 科 目 

１０：００～１１：３０ 英 語 

１３：００～１４：００ 専 門 科 目（ 一 般 選 抜 ）／小 論 文（ 社 会 人 特 別 選 抜 ） 

１５：００～ 面 接 

４．試験会場 

    杏林大学保健学部井の頭キャンパス 

５．選抜方法および諸注意 

  （１）選抜は、筆記試験、面接および健康診断書の結果によります。 

  （２）英語は辞書持込み可です。ただし、電子辞書、語学以外の辞書の持込みはできません。 

  （３）一般選抜の専門科目は、志望専門分野から出題されます。 

  （４）社会人特別選抜では、専門科目にかえて小論文とします。 

（５）受験の際は、必ず受験票を携帯して下さい。 

６．合格発表 

  （１）日時 ２０２０年 ９月 ２日（水） １３：００ 

  （２）方法 杏林大学保健学部井の頭キャンパスC棟1階教務課、および三鷹キャンパス看護・医学教育研究棟1階の掲示板

にて合格者の受験番号を公示します。 

  （３）注意 

    ①合格発表についての本学への電話等による問い合わせには一切応じません。 

    ②合格者には、合格通知書及び入学手続書類を郵送します。 

７．入学手続 

（１）期  間 ２０２０年 ９月 ３日（木）～ ９月１４日（月） 

 （２）取扱時間  平 日 ９：００～１７：１５ 

土曜日 ９：００～１３：００ ※最終日のみ１２：００まで（日曜日・祝日は取り扱いません。） 

合格者は学生納付金とその他の納付金を納入（本学所定の振込用紙により銀行振込）し、所定の期日までに入学手

続書類を提出して入学手続を完了して下さい。指定期間内に入学手続を完了しないときは、入学を許可しません。 

 

◆２０２１年 ２月入試（２０２１年 ４月入学） 

（日程および試験会場以外は、２０２０年 ９月入試を参照のこと。） 

１．社会人特別選抜 出願資格確認のための書類提出期間 

※P.3 Ⅳ出願資格【一般選抜による出願】の１.に該当しない場合も、下記期間に出願資格確認のための書類を提出して下さい。  

    ２０２０年１２月１５日（火）～１２月２２日（火） 

２．出願期間（一般選抜、社会人特別選抜とも） 

   ２０２１年 １月１２日（火）～ １月１９日（火） 

３．試験日 

   ２０２１年 ２月１３日（土） 

４．合格発表日時 

   ２０２１年 ２月１７日（水） １３：００ 

５．入学手続期間 

   ２０２１年 ２月１８日（木）～ ２月２５日（木） 

 ６．試験会場 

    杏林大学保健学部井の頭キャンパス 
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Ⅶ．入学手続提出書類 

 （１）誓約書 本大学院所定のもの 

 （２）学納金等振込証明書（所定用紙に貼付） 

 （３）顔写真 ２枚（縦３㎝×横２.４㎝） 正面・上半身・脱帽、背景無地。 

    （正面・上半身・脱帽、背景無地、裏面に必ず氏名、受験番号を記入し、専用封筒に同封して下さい。） 

 （４）修了証明書 

    （博士前期（修士）課程修了見込みで受験した方は、入学後に修了証明書を提出して下さい。） 

 

 １．学納金及び納入方法 

 学 納 金（年額） 納 入 方 法 

入 学 金 ２５０，０００円   入学時のみ納入 

授 業 料 ６００，０００円   学期ごとに納入（300,000円） 

施 設 拡 充 設 備 費 ２００，０００円   
学期ごとに納入（100,000円） 

（ただし､最初の２学期のみ） 

学生教育研究災害傷害保険料 ２，６５０円   入学時のみ納入 （３年分） 

合 計 １，０５２，６５０円   ２年次以降は学期ごとに授業料のみ納入 

※１募集区分Ｂの合格者は、入学金のみを２０２０年 ８月入試の入学手続期間に納入して下さい。 

  その他の納付金（授業料、施設拡充設備費他）は、２０２１年 ２月入試の入学手続期間に納入して下さい。 

※２本学の保健学研究科または国際協力研究科の博士前期課程を修了もしくは修了見込みで、保健学研究科博士後期 

  課程に進学する場合は、入学金を免除します。 

 

 ２．注意 

入学手続完了者で自己の都合により入学辞退を申し出、かつ既納付金の返還手続をした方に限り、次により取り扱います。 

（１）募集区分Ａの合格者については、２０２０年 ９月１４日（月）１２時００分までに申し出た場合は既納付金のう

ち入学金を除いたものを返還しますが、上記指定日時以降の場合は、既納付金一切を返還しません。 

（２）募集区分ＢまたはＣの合格者については、２０２１年 ３月３１日（水）１２時００分までに申し出た場合は既納

付金のうち入学金を除いたものを返還しますが、上記指定日時以降の場合は、既納付金一切を返還しません。 

 

Ⅷ 修了要件及び取得学位 

  修了要件は、同課程に５年（前期課程を修了したものにあっては、当該課程における２年の在学期間を含む）以上在学し、

前期課程の修得３０単位を含め５０単位以上を修得し、学位論文を提出してその審査及び最終試験に合格すること。ただ

し、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げた者については、同課程に３年（前期課程を修了したものにあって

は、当該課程における２年の在学期間を含む）以上在学すれば足りるものとします。 

授与される学位は博士（看護学）です。 

 

Ⅸ その他の参考事項 

１．奨学金制度について 

（１）杏林大学奨学生 

    学業成績が優秀且つ経済的な理由により修学が困難な方に対し、審査の上、年額１８万円を支給します。 

    （返還義務はありません）。 

（２）日本学生支援機構奨学金 

    学業成績、本人の経済的事情を審査の上、推薦します。 

２．ティーチング・アシスタント制度 

   優秀な大学院生に対して、学生の実験、実習、演習等の教育的補助業務を行わせ、これに対して手当を支給するととも

に、教育者としてのトレーニングの機会を提供します。ただし、社会人特別選抜で入学した場合には、この制度は適用

されません。 
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