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Ⅰ　入学者の受入方針

１．教育理念
　　香川大学医学部看護学科は，①生命の尊重を基本として，人間に対する高い倫理性と深い思考力
をもった看護専門職者，②保健・医療・福祉の進展に柔軟に対応できる科学的判断力と専門技術を
備えた看護専門職者，③幅広い視野をもち，地域保健医療や国際貢献の発展に寄与する看護専門職
者を育成することを目指します。

２．教育目標
　⑴　看護の対象である人間としての権利と自由を尊重し，思考力，判断力，行動力を高めることが
できる能力を養う。

　⑵　看護の問題を総合的に判断し，解決できる基本的な知識及び看護実践能力を養う。
　⑶　生涯を通じて自己啓発し，看護を批判的に分析し，建設的・創造的に発展させることができる
基礎的能力を養う。

　⑷　看護活動を通して教育，研究，管理を担い，及び国際貢献ができる能力を養う。

３．教育内容
　　教育目標を達成するために，全学共通科目と学部開設科目（専門基礎科目，専門科目，統合実践
看護学）から構成される教育課程を編成・実施します。卒業要件単位数は124単位以上とします。
さらに保健師課程，養護教諭課程を編成・実施します。
　　保健師課程は所定の科目を25単位修得していることが国家試験受験資格となり，養護教諭課程は
30単位修得していることが資格取得条件となります。

４．入学者に求める学力・能力・資質等
　◇入学者に求める学力・能力・資質等
　　大学入学までに，以下のような学力・能力・資質等を備えている学生を求めています。

　①知識・技能
　＊高等学校等における幅広い学習に裏付けされた知識・技能の総合力と学ぶ力

　②思考力・判断力・表現力
　＊看護の対象を包括的に捉え，問題解決するための論理的思考力や判断力，根拠に基づいた科学的
思考力や批判的思考力

　＊多面的な視点から思考し，自分の考えを他者にわかりやすく伝える表現力

　③主体性・多様性・協働性
　＊主体的に多様な他者とかかわり，他者の意見や価値観を尊重し相互理解に努めようとする協働性
やコミュニケーション能力

　④関心・意欲・態度
　＊人々の健康を支援するために看護に高い志と強い関心を持ち，継続して意欲的に課題に取り組む
ことができる能力

　＊看護専門職として国内外を問わず社会に発信し，生涯にわたり学び続ける態度
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Ⅱ　平成31年度香川大学医学部看護学科第３年次編入学〈第２次〉学生募集要項

　１　募　集　人　員　

　　医学部看護学科　　　　若干人

　2　出　願　資　格　

　第３年次編入学試験に出願できる者は，次の各号の一に該当する者とします。

　⑴　短期大学の看護系学科を卒業した者及び平成31年３月卒業見込みの者

　⑵　学校教育法（昭和22年法律第26号）第132条に定める者で専修学校専門課程の看護系学科（修

業年限３年以上のものに限る。）を修了した者及び平成31年３月修了見込みの者

注）出願資格に関して不明な点がある場合は，10月31日（水）までに問い合わせてください。指定の

期日までに問い合わせのない場合は出願を受理できないことがあります。

　⑤倫理観・社会的責任
　＊尊い人命を預かる看護専門職者として，また社会の構成員としての自覚と責任を持ち，自己が果
たす役割や倫理観・社会的責任を理解できる能力

　◇大学入学までに修得が期待される内容
　　　高等学校等において，英語や理科を中心に基礎学力を身につけておいてください。看護専門職
として，他者の意見や価値観を尊重し，他者を思いやることができるコミュニケーション能力も
必要なので，生徒会活動やクラブ活動・ボランティア活動等を通して，幅広い視野と主体性・協
働性を養い，自分の考えを表現できるような力を身につけておいてください。

５．選抜方法の趣旨
　○編入学
　＊３年次編入学試験
　　　急速な国際化の中で重要視される英語を課し，英語の基礎知識を評価します。さらに看護の専
門的知識を問う内容の小論文を課し，看護専門基礎知識，思考力・判断力・表現力を評価します。
面接は，看護・医療に従事する者として関心・意欲・態度，倫理観・社会的責任を評価します。
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　3　出　願　手　続　

　⑴　受付期間
　　　平成30年11月21日（水）～平成30年11月28日（水）（11月28日（水）17時必着）《郵送に限る》
　　　（11月28日（水）17時以降に到着したものは受理しません。）
　⑵　出願書類等の提出方法
　　　下記の「出願に要する書類等」を取りそろえ，この募集要項に添付されている封筒を使用し郵

送してください。郵送に当たっては，「簡易書留・速達」便としてください。

　⑶　出願に要する書類等（※印は，本学所定の用紙及び封筒）

提　出　書　類 摘　　　　　　　　　　　　　　　　要

※ 編 入 学 願 書 　編入学願書裏面の「第３年次編入学〈第２次〉願書記入上の注
意事項」をよく読んで正確に記入してください。

※ 写 真 票
受 験 票

　志願者の氏名を明記し，出願以前６か月以内に撮影した写真（縦
４cm×横３cm,上半身，無帽，正面向き）を貼付してください。

成 績 証 明 書 　出身短期大学長等が作成し，厳封したものを提出してください。

※ 出 願 資 格 証 明 書 　出願資格⑵に該当する者は，必ず提出してください。

卒業（見込）証明書
修了（見込）証明書 　出身短期大学長等が証明したものを提出してください。

検 定 料
30,000円

　編入学願書と一連の「振込依頼書（入金票）」及び「領収書」に
必要事項を記入の上，11月14日（水）～11月28日（水）の間に金
融機関（郵便局・ゆうちょ銀行を除く。）の窓口で所定の検定料を
振り込んでください（ATMは利用できません。また，振込手数料
は振込人負担です。）。その際，必ず編入学願書下部の「受付金融
機関出納印」欄に押印を受けてください。
（注）�　通常，金融機関の窓口取扱時間は，平日の15時までです。

また，土曜日，日曜日及び祝日は休業となりますので注意し
てください。

※ 出 願 調 書 　本学医学部看護学科を志望した理由及び本学で学びたいことを
記入してください。

※ 受験票等送付用封筒 　志願者の住所，氏名及び郵便番号を記入し，所要の郵送料の切
手を貼付してください。

※ あ て 名 票 　合格通知の際に使用しますので，通知先の住所，氏名，電話番
号及び郵便番号を記入してください。

　（注）１　出願書類が不備の場合は受理できません。
　　　　２　出願書類提出後は，記載内容の変更を認めません。
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　　　　３　払込済の検定料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。
　　　　　①　検定料を払い込んだが本学に出願しなかった（出願書類等を提出しなかった又は

出願が受理されなかった）場合
　　　　　②　検定料を誤って二重に払い込んだ場合

　　　　　※　上記①又は②に該当される方は，香川大学入試グループ　TEL　（087）832－
1182へご連絡ください。

　　　　４　編入学願書の氏名と成績証明書・卒業（見込）証明書・修了（見込）証明書の氏名
が異なる場合には戸籍抄本を添付してください。

　4　選　抜　方　法　

　　入学者の選抜は，学力検査の成績，面接及び出願書類の内容等を総合評価して，合格者を決定し

ます。

　⑴　学力検査
　　　①　英　　語

　　　②　小 論 文

　　　　　看護の専門的知識を問う論述式問題を課します。

　⑵　面　　接
　　　面接は，将来，看護・医療に従事する者として活躍できるかどうかの適性を判断するものです。

　⑶　配　　点

英　　語 小 論 文 面　　接 合　　計

100 100 100 300

　5　試験の日程及び場所　

　⑴　実施日程

月　　　　日 実　　施　　項　　目 時　　　　　間

12月８日（土）

　　英　　語 ９：00　～　10：00

　　小 論 文 10：20　～　11：20

　　面　　接 12：30　～　　　

　⑵　実施場所
　　　香川大学医学部　　　　木田郡三木町大字池戸1750番地１　（９頁案内図参照）

　　　　※　検査場へは自動車で入構できません。
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　6　合 格 者 発 表　

　合格者の発表は，下記の日時に医学部内掲示板（看護学科教育研究棟前）で行うとともに，合格者

には「合格通知書」及び「入学手続書類」を送付します。

　なお，電話等による合否の問い合わせには応じません。

　　　　　　平成30年12月20日（木）　午前９時（予定）
　　　　　　本学のホームページ上においても，合格者受験番号を掲載します。

　　　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/　（同日午前10時予定）

　　　　（注）�　ホームページ掲載は，本学が情報提供の一環として行うものであり，公式の合格者

発表は香川大学医学部内掲示板，合格通知書にて行います。

　7　入　学　手　続　

　⑴　入学手続期限
　　　平成31年１月９日（水）

　　　合格者は，上記期限までに入学手続を完了してください。

　　　入学手続書類は，「簡易書留・速達郵便」とし，１月９日（水）17時（必着）までに医学部学
務課へ送付してください。

　　　所定の期限までに入学手続を完了しない場合には，入学辞退者として取り扱います。

　　　入学手続時に，本人が署名・捺印した「編入学確約書」を提出してください。提出できない場

合は，入学手続書類を受理できません。

　　　なお，入学手続に関しての詳細は，合格通知書送付時に通知します。

　⑵　入学手続に必要なもの
　　　入学手続に必要なものは，次のとおりです。

　　①　本学所定の誓約書　１部

　　②　医学部に必要な書類

　　③　納　付　金

　　　　　入学金　　　　　　282,000円（予定）

　　　　　授業料（前期分）　267,900円（予定）

　　　　　　　　（年　額）　535,800円（予定）

　　　なお，入学時及び在学中に学生納付金が改定された場合には，改定時から新たな納付金額が適

用されます。

⎫⎜⎜⎜⎜
⎭

⎧⎜⎜⎜⎜⎩
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　（注）１．前期分の授業料については，平成31年４月１日から平成31年５月31日までの間に納付し

てください。

　　　　　　また，希望により，前期分の納付の際に後期分も合わせて納付することができます。

　　　　２．入学手続を完了した場合であっても，平成31年３月31日までに短期大学等を卒業（修了）

できなかった者は，入学することはできません。

　　　　３．官公庁・会社等に在職（非常勤・アルバイトを除く。）している者は，退職証明書又は

就学許可証明書等をそれぞれ提出する必要があります。

　　　　４．払込済の入学料は，次の場合を除き，いかなる理由があっても返還しません。

　　　　　①　入学手続を行わなかった場合

　　　　　②　入学料を誤って二重に払い込んだ場合

　　　　５．入学料・授業料の納付が困難な学生のために、免除や徴収猶予の制度があります。

　　　　　　入学手続書類送付から手続までの期間が短いため、申請希望者は香川大学ホームページ

（https://www.kagawa-u.ac.jp/campus-life/tuition-info/16198/）で事前に必要書類をご確

認ください。

　　　　６．入学手続を完了した後，何らかの事情で入学することができなくなった場合は，速やか

に入学辞退の手続を行ってください。所定の入学辞退の手続を行わない場合は，平成31年

４月１日付けで入学したこととなり，授業料の債務（前期分）が発生しますのでご注意く

ださい。

　⑶　入学手続書類送付先場所
　　　〒761-0793　木田郡三木町大字池戸1750番地１
　　　　　　　　　香川大学医学部学務課

　8　追　加　合　格　

　　入学辞退等により欠員が生じた場合には，追加合格により欠員の補充を行います。追加合格の通

知は，編入学願書に記載されている現住所又は緊急連絡先に電話で連絡します。

　　追加合格候補者は，発表しません。また，電話等による問い合わせには応じません。

　9　修業年限及び卒業の要件　

　　修業年限は，２年です。

　　卒業するには，２年以上在学し，入学時に認定された単位と合わせて本学所定の単位を修得しな

ければなりません。
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　１0　教育課程及び履修方法　

　　編入学した学生については，個々の履修状況に応じて既修得単位の認定を行い，本学の卒業認定

に必要な専門基礎科目及び専門科目の不足分の単位を，２年間で修得するように個別の履修計画を

作成し，これに従い履修することになります。

　１１　卒業時の資格　

　　学士（看護学）の学位を授与します。

　　保健師課程を選択し，所定の単位を修得することにより，保健師の国家試験受験資格が得られま

す。また，保健師免許取得後，本人の申請により養護教諭二種免許状及び衛生管理者一種免許状が

与えられます。

　　ただし，保健師課程は受入れ可能な学生数に制約があるので，保健師課程選択希望者は入学前

（２月頃）に選考を行います。詳細は，入学手続き後に通知します。

　　養護教諭課程を選択し，所定の単位を修得することにより，養護教諭一種免許状が与えられます。

　　ただし，教育課程上２年間で修得できない場合があります。

　　※　保健師課程選択希望者の選考についての詳細は，別途合格者に通知します。

　　※　平成31年度以降の養護教諭教職課程については，現在，再課程認定申請中につき，文部科

学省における審査の結果，予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。

（変更される場合には，本学ホームページ等ですみやかに公表します。）

　１2　個人情報の取扱いについて　

　１．出願書類に記載された個人情報（氏名，生年月日，性別その他の個人情報）は，入学者選抜，

合格通知及び入学手続を行うために利用します。また同個人情報は，合格者の入学後の教務関係

（学籍，修学指導等），学生支援関係（健康管理，奨学金申請等），授業料及び教育研究活動の支

援と本学の発展のための活動に関する業務を行う目的をもって本学が管理します。

　２．入学者選抜における個人成績は，入学者選抜の他，調査・研究（入試の改善や志願動向の調

査・分析，各種統計資料作成）及び合格者の入学後の教務・学生支援関係業務にのみ使用し，本

学の関係教職員以外への提供は行いません。また，調査・研究結果の発表に際しては個人が特定

できないように処理します。
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　１3　障害を有する入学志願者等との事前相談について　

　　障害を有する等，受験上及び修学上の配慮を必要とする可能性がある入学志願者は，出願に先立

ち，あらかじめ本学と相談してください。

　　なお，相談の内容によっては対応に時間を要することもありますので，出願前のできるだけ早い

時期に相談してください。

　　問い合わせ先　香川大学入試グループ　〒760－8521　高松市幸町１番１号

　　　　　　　　　TEL（087）832-1182

　１4　入学試験に関する照会等　

　⑴　入学試験に関する照会先
　　　〒761-0793　木田郡三木町大字池戸1750番地１

　　　　　　　　　香川大学医学部学務課　大学院・入学試験係

　　　　　　　　　　　TEL（087）891-2074（直通）
　⑵　大学ホームページ
　　　入試情報も提供しています。

　　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/
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　１5　香川大学医学部案内図　

電車とバス利用の場合　�ことでん「高松築港」駅（ＪＲ「高松」駅から徒歩３分）から長尾線に乗車し,
「高田」駅で下車。「高田」駅からバスで５分（ことでん「高松築港」駅から�
「高田」駅までの所要時間　電車約25分・料金350円，「高田」駅から医学部
までの所要時間　バス約５分・料金160円，徒歩の場合　約25分）

バ ス 利 用 の 場 合　�ＪＲ「高松」駅前⑦番乗り場から「75高松医療センター・大学病院線」に
乗車（所要時間約45分・料金620円）

タクシー利用の場合　ＪＲ「高松」駅からの所要時間約30分（約4,000円）
航空機利用の場合　�高松空港から医学部までの直通の交通機関はありません。�

リムジンバスで高松築港まで所要時間約40分（750円）�
医学部までタクシー利用の場合は所要時間約40分（約5,000円）

（注�）時刻表及び料金については，変更される場合がありますので，利用する場合には，あらかじめ
各自で確認しておいてください。

香川大学創造工学部
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　１6　香川大学医学部施設・建物配置図　

受験者用掲示板
合格者発表場所

（看護学科教育研究棟前）

国道11号高松東道路

医学部正門

ことでん「高田駅」方面

学務課
（管理棟１階）

附属病院正門

バス停 （大学病院）

野球場

Ｐ

Ｐ

Ｐ

立体駐車場

テニスコート

 400m
トラック
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Ⅲ　入試情報の開示について

　１　入学者選抜試験における個人成績等の開示　

〔1〕開示内容
　　　試験成績の開示を希望する受験者には，本人の申請により，総合点及び募集要項に記載の配点
表に則した項目の得点並びに総合順位を通知します。

　　　ただし，合格者が10人に満たない場合には，総合点及び募集要項に記載の配点表に則した項目
の得点のみを通知します。

　　　平成31年度入学者選抜試験の成績の開示を希望する者は，下記のとおり申請してください。
〔2〕申請方法
　　　下記①～③の書類を同封し，郵送（簡易書留）にて申請してください。郵送以外での申請は認
められませんのでご注意ください。

　　　①　本学所定の「入学試験個人成績等開示申請書」
　　　②　本学の受験票（コピー不可）
　　　　　受験票を添付できない場合は，運転免許証等のコピーを添付してください。
　　　　　なお，提出された受験票等は入学試験個人成績等通知時に返却します。
　　　③　返信用封筒（長形３号〈約12cm×23.5cm〉の封筒に，本人の住所，氏名及び郵便番号を

明記し，402円分（注）の郵便切手を貼付したもの）
　　　　　�（注）定形50gまでの簡易書留料金。郵便料金が改定される場合がありますので，申請前

に本学ホームページ等で料金を確認してください。
〔3〕申請書受理期間
　　　平成31年４月12日（金）から平成31年５月10日（金）まで（必着）
〔4〕申請先
　　　〒760-8521　高松市幸町１番１号　香川大学入試グループ　ＴＥＬ（087）832－1182
〔5〕申請者に対する開示時期
　　　平成31年６月中旬頃に，郵送（簡易書留）にて本人に通知します。
〔6〕その他
　　　開示に要する手数料は，無料とします。ただし，郵送料は申請者の負担とします。

　2　入試問題の閲覧　

⑴　本学入試問題については，香川大学広報室において閲覧できます。閲覧時間は，平日の９時から
17時までです（土曜日，日曜日，祝日及び12月29日～１月３日を除く。）。
　　○　問い合わせ先：香川大学広報室　ＴＥＬ（087）832－1027
⑵　情報提供の一環として，本学ホームページ上においても，入試問題を公表します（原則として過
去１年分のみ）。なお，著作権許諾の関係により一部公表できない場合もあります。
　　○　公表予定期間　　平成31年６月から約１年間（著作権許諾の関係で多少前後します。）
　　　�　　　　　　　　　香川大学ホームページ　https://www.kagawa-u.ac.jp/
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入 学 試 験 等 に 関 す る 照 会 先

香川大学医学部学務課	 ＴＥＬ（０８７）８９１－２０７４
大学院・入学試験係	 〒761‒0793　 木田郡三木町大字池戸1750番地１

香川大学入試グループ	 ＴＥＬ（０８７）８３２－１１８２
	 〒760‒8521　 高松市幸町１番１号

香川大学ホームページ　	https://www.kagawa-u.ac.jp/

～　不測の事態発生時等における諸連絡について　～

　災害等の不測の事態が発生し，入学試験を予定どおりに実施できない場合等の対応については，
上記の本学ホームページ等でお知らせしますので，ご確認ください。
　また，入学試験に関する情報についても本学ホームページ等に随時掲載しますので，試験当日
まで注意してご覧ください。




