
 

〈入試に関するお問い合わせ〉 

山陽学園大学 入試広報部 

〒703-8501 岡山県岡山市中区平井1丁目14-1 

TEL.086-272-4024（直通）・086-272-6254（代表） 

FAX.086-273-3226 

E-mail nyushi@sguc.ac.jp 
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個人情報の取扱いについて 

入学試験において、入学願書等で志願者から提供いただいた個人情報は、本学学 
生個人情報保護規程に基づき、適切な利用・管理・保護に努め、ご本人の同意を得 
ることなく第三者に開示することは一切ありません。 

個人情報の取扱いに関しては入試広報部へ問い合わせてください。 

障がい等のある方の出願について 

障がい等があり、本学の受験及び修学上特別な配慮が必要と思われる方は、各入 
学試験の出願期間開始の約 1 ヶ月前までに入試広報部へ問い合わせてください。 
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１．アドミッション・ポリシー（入学者受入方針） 

本専攻科では、本学の基本理念である「愛と奉仕」を基盤として、女性と家族が安心して出 
産や育児ができ、生涯をとおして健康な生活が送れることの支援ができる助産師を育成します。 

本専攻科では次に揚げるような人を望ましい学生像とし、積極的に受け入れたいと考えてい

ます。 
１．命の誕生に真摯に向き合い、責任のある行動ができる力を持っている人 
２．高い倫理観を持ち、誠実な態度で助産学を追究することができる人 
３．人と人との関係性を大切にし、地域の母子保健の向上を目指すことのできる人 

 

２．修業年限・募集人員 

専攻科 修業年限 入学定員 入試区分別募集人員 

助産学専攻科 1年 10名 

特別推薦注１ 5名 

一般試験
Ⅰ期

A（専願型注２） 

5名 B 

Ⅱ期 
  注1：山陽学園大学看護学部看護学科を平成29年3月卒業見込みの者で本学を専願とする者が 

対象です。 
  注2：本学を専願とする者が対象です。 
  注3：入学定員に満たない場合、二次募集を実施します。 

 

３．出願資格 

日本の看護師免許取得者（平成29年3月31日までに取得見込の者を含む。）で、次のいずれ

かに該当する（平成29年3月31日までに該当する者を含む。）女性とします。 

（1）学校教育法（昭和22年法律第26号）第83条第1項に定める大学を卒業した者 
（2）学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者 
（3）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 
（4）外国の大学（その他の外国の学校のうち文部科学大臣が指定するものを含む。）におい

て、修業年限が3年以上である課程を修了することにより学士の学位に相当する学位を授

与された者 
（5）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 
（6）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の

課程を修了したとされるものに限る。）を有する者として当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設にあって、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 
（7）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

以降に修了した者 
（8）文部科学大臣の指定した者 
注：入学時には、看護師国家試験に合格していることが必要です。この条件を満たさない場

合は入学を許可しません。 
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４．提出書類 

入学志願者は、次の書類等を出願期間中に本学入試広報部に提出してください。 

 （1）直接窓口に提出する場合の受付時間は9:00～16:30です。(土･日･休日は除きます。)   

（2）郵送の場合は、本学所定の封筒を用いて、必ず簡易書留・速達とし、出願期間最終日の

16:30までに必着としてください。なお、本学ホームページから出願書類をダウンロードし

た方は、各自で封筒を準備してください。 

 

５．入学検定料 

  本学所定の用紙に必要事項を記入の上、最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行から払込んでくださ

い。払込み後、受験票・写真票の用紙に振替払込受付証明書（お客様用）を貼付し、提出して

ください。なお、本学に入学願書を窓口提出する場合は、現金でも結構です。ただし、振替払

込用紙に必要事項を記入の上、お持ちください。一度払込んだ入学検定料は返還できませんの

で、払込みの際は十分注意してください。 

本学ホームページから出願書類をダウンロードされた方は、郵便局・ゆうちょ銀行に備付け

の青色の「払込取扱票」用紙を使用し、次の口座まで払込んでください。 

〈払込先口座番号〉01320－4－30959 
〈加入者名〉学校法人 山陽学園 

 〈通信欄記入事項〉平成29年度 助産学専攻科入学検定料納入 

 

 

提出書類 摘    要 

① 入学願書 本学所定の用紙。写真（縦4cm×横3cm）1枚貼付。 

② 志望理由書 本学所定の用紙。 

③ 看護師免許の写し又は看護師国家

試験受験資格取得見込み証明書 

看護師免許の写しはA4判に縮小したもの。 
看護師国家試験受験資格取得見込み証明書は出身学校

長が証明し、厳封したもの。なお、本学看護学部看護

学科卒業見込み者は不要。 

④ 受験票・写真票・入学検定料払込

請求書兼受領証貼付票 
本学所定の用紙。写真票に写真（縦4cm×横3cm・入

学願書と同じもの）及び入学検定料の振替払込受付証

明書（お客様用）貼付。 

⑤ 卒業（見込）又は修了(見込)証明

書 
出身学校長が証明し、厳封したもの。 
なお、本学看護学部看護学科卒業見込者は不要。 

⑥ 成績証明書 出身学校長が証明し、厳封したもの。 

⑦ 入学検定料 25,000円 
５．入学検定料を参照すること。 

⑧ 受験票返送用封筒 本学所定のもの。郵便番号・住所・氏名等を表書きし、

362円分の切手貼付。なお、書類を窓口提出する場合 
は不要。 
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出身学校長が証明し、厳封したもの。 
なお、本学看護学部看護学科卒業見込者は不要。 

⑥ 成績証明書 出身学校長が証明し、厳封したもの。 

⑦ 入学検定料 25,000円 
５．入学検定料を参照すること。 

⑧ 受験票返送用封筒 本学所定のもの。郵便番号・住所・氏名等を表書きし、

362円分の切手貼付。なお、書類を窓口提出する場合 
は不要。 

４．提出書類 

入学志願者は、次の書類等を出願期間中に本学入試広報部に提出してください。 

 （1）直接窓口に提出する場合の受付時間は9:00～16:30です。(土･日･休日は除きます。)   
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 〈通信欄記入事項〉平成29年度 助産学専攻科入学検定料納入 

 

 

提出書類 摘    要 
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なお、本学看護学部看護学科卒業見込者は不要。 
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５．入学検定料を参照すること。 

⑧ 受験票返送用封筒 本学所定のもの。郵便番号・住所・氏名等を表書きし、

362円分の切手貼付。なお、書類を窓口提出する場合 
は不要。 
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６．出願受付等 

  （1）卒業（修了）証明書等の書類は、出願前3ヶ月以内に発行されたものとします。 

  （2）出願書類受付後は、出願事項の変更はできません。 

  （3）一度提出した書類等は返還しません。 

 

７．入学試験日程及び内容  

入試区分 特別推薦 一般試験Ⅰ期 Ａ・Ｂ 一般試験Ⅱ期 

出願期間 
平成28年8月22日(月)～ 

平成28年8月31日(水)必着

平成28年10月3日(月)～ 
平成28年10月17日(月)必着

平成29年1月30日(月)～ 

平成29年2月13日(月)必着

試験日時・ 
内容 

平成28年9月10日(土) 平成28年10月29日(土) 平成29年2月20日(月) 

入室完了 9:50 
受験に当たっての注意 
      9:50～10:00 
小論文   10:00～11:00 
面接     11:30～ 

入室完了              9:20 
受験に当たっての注意  9:20～9:30 
専門科目（看護学）    9:30～10:30 
小論文              11:00～12:00 
面接               13:00～ 

試 験 場 本学(山陽学園大学) 

選考方法 

特別推薦／小論文、面接及び書類審査を総合して合否を判定します。 
一般試験／小論文、専門科目（看護学）、面接及び書類審査を総合して合否を 

判定します。 

合格発表 

平成28年9月22日(木) 平成28年11月5日(土) 平成29年2月27日(月) 

合否結果は合格発表日当日、本学から本人あてに文書で郵便にて発送しますの

で、受け取りに1～2日かかる場合があります。 
電話による問い合わせには応じません。 

 

８．受験上の注意 

（1）試験当日は受験票、筆記用具（鉛筆・シャープペンシルはHBかF）を携帯してください。

受験票を忘れた場合は、実施本部へ申し出てください。 

（2）試験当日は試験開始時刻10分前までに、所定の試験室に入ってください。 

（3）試験室では受験番号と同じ机上番号の席につき、受験票を机上に置いてください。 

（4）試験時間開始後の遅刻者は、原則として試験室への入室を許可しません。ただし、やむを

得ない事情で遅れた場合には、直ちに係員に申し出て指示に従ってください。 

（5）試験の際、携帯電話等の電子機器類は使用できません。電源を切ってかばん等に入れてく

ださい。 

（6）上履きは必要ありません。 
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９．入学手続 

（1）合格後の手続 

   入学希望者は、合格通知とともに郵送する「入学手続について」の内容に従って、手続

をしてください。 

   ア．提出書類 
（ｱ）入学誓約書 （ｲ）学生証作成用カード （ｳ）看護師国家試験合格証書の写し（取

得見込で出願した方のみ）（ｴ）卒業（修了）証明書（卒業（修了）見込で出願した方

のみ）（ｵ）その他本学が必要と認める書類 
   イ．入学金の納入 
     合格通知書に同封の銀行振込用紙により次表の納入期限までに納入してください。 

入試区分 納入期限 納入金額 

特別推薦 平成 2 8年 1 0月 7日(金 ) 入学金免除（入学誓約書提出）

一般試験 
Ⅰ期 A・B 平成28年11月14日(月)

入学金 200,000円注
 

Ⅱ期 平成 2 9年 3月 1 4日(火 )

   注：山陽学園大学看護学部看護学科を平成29年3月卒業見込みの者は入学金が免除さ

れます。また、平成28年3月以前に山陽学園大学看護学部看護学科を卒業した者は

入学金が100,000円に減額されます。 
（2）授業料等の学納金及び納入期間 

納入期間 前期分の納入金額 

平成29年3月21日(火)～ 
平成29年3月27日(月) 

 授業料           400,000円 

教育充実資金・実習料    300,000円 

計              700,000円 

期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。 

（3）既納の納入金について 

何らかの理由で入学辞退されるときは、平成29年3月31日(金)までに文書で申し出た場合

に限り、入学金以外の授業料等の学納金を返還します。 
 
   10．学納金 

      納入期限 

内訳 
入学手続時 

後期 

平成29年10月26日
計 

 入学金注１ 200,000円 － 1,200,000円 

授業料 400,000円 400,000円 1,800,000円 

教育充実資金・実習料 300,000円 300,000円 1,600,000円 

計 900,000円 700,000円 1,600,000円 

   注1：山陽学園大学看護学部看護学科を平成29年3月卒業見込みの者は入学金が全額免除さ

れます。また平成28年3月以前に山陽学園大学看護学部看護学科を卒業した者は入学金

が100,000円に減額されます。 
  注2：別途、教科書、学外での実習に伴う経費（交通費、宿泊費等）等が必要となります。

９．入学手続 

（1）合格後の手続 

   入学希望者は、合格通知とともに郵送する「入学手続について」の内容に従って、手続

をしてください。 

   ア．提出書類 
（ｱ）入学誓約書 （ｲ）学生証作成用カード （ｳ）看護師国家試験合格証書の写し（取

得見込で出願した方のみ）（ｴ）卒業（修了）証明書（卒業（修了）見込で出願した方

のみ）（ｵ）その他本学が必要と認める書類 
   イ．入学金の納入 
     合格通知書に同封の銀行振込用紙により次表の納入期限までに納入してください。 

入試区分 納入期限 納入金額 

特別推薦 平成 2 8年 1 0月 7日(金 ) 入学金免除（入学誓約書提出）

一般試験 
Ⅰ期 A・B 平成28年11月14日(月)

入学金 200,000円注
 

Ⅱ期 平成 2 9年 3月 1 4日(火 )

   注：山陽学園大学看護学部看護学科を平成29年3月卒業見込みの者は入学金が免除さ

れます。また、平成28年3月以前に山陽学園大学看護学部看護学科を卒業した者は

入学金が100,000円に減額されます。 
（2）授業料等の学納金及び納入期間 

納入期間 前期分の納入金額 

平成29年3月21日(火)～ 
平成29年3月27日(月) 

 授業料           400,000円 

教育充実資金・実習料    300,000円 

計              700,000円 

期日までにこれらの手続きが完了しないときは、入学の意思がないものとして取り扱います。 

（3）既納の納入金について 

何らかの理由で入学辞退されるときは、平成29年3月31日(金)までに文書で申し出た場合

に限り、入学金以外の授業料等の学納金を返還します。 
 
   10．学納金 

      納入期限 

内訳 
入学手続時 

後期 

平成29年10月26日
計 

 入学金注１ 200,000円 － 1,200,000円 

授業料 400,000円 400,000円 1,800,000円 

教育充実資金・実習料 300,000円 300,000円 1,600,000円 

計 900,000円 700,000円 1,600,000円 

   注1：山陽学園大学看護学部看護学科を平成29年3月卒業見込みの者は入学金が全額免除さ

れます。また平成28年3月以前に山陽学園大学看護学部看護学科を卒業した者は入学金

が100,000円に減額されます。 
  注2：別途、教科書、学外での実習に伴う経費（交通費、宿泊費等）等が必要となります。
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11．学生寮（女子のみ） 

本学南側の学舎に面した位置に学生寮があります。学生寮は鉄筋3階で3棟あり、防犯システ

ムを完備しています。入寮希望者は別途送付する書類により申し込んでください。希望者が定

員を超える場合は選考します。選考に漏れた人には希望によりアパート等の紹介をします。 

学生寮諸費用（年額）※平成28年度 

 
入寮費 寮 費 共益費  食 費 注 

インターネット

利用費 

1人利用 20,000円 
（入寮時のみ） 

288,000円 
120,000円 150,000円 

24,000円 

（利用者のみ）2人利用 192,000円 

  注：土・日・祝日を除く、朝・夕2食 

 

12．奨学金 

日本学生支援機構奨学金（平成28年度額） 

    貸与月額 第一種（無利子）：54,000円又は64,000円 
        第二種（有利子）：30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円 
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        第二種（有利子）：30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円 
  

11．学生寮（女子のみ） 

本学南側の学舎に面した位置に学生寮があります。学生寮は鉄筋3階で3棟あり、防犯システ

ムを完備しています。入寮希望者は別途送付する書類により申し込んでください。希望者が定

員を超える場合は選考します。選考に漏れた人には希望によりアパート等の紹介をします。 

学生寮諸費用（年額）※平成28年度 

 
入寮費 寮 費 共益費  食 費 注 

インターネット

利用費 

1人利用 20,000円 
（入寮時のみ） 

288,000円 
120,000円 150,000円 

24,000円 

（利用者のみ）2人利用 192,000円 

  注：土・日・祝日を除く、朝・夕2食 

 

12．奨学金 

日本学生支援機構奨学金（平成28年度額） 

    貸与月額 第一種（無利子）：54,000円又は64,000円 
        第二種（有利子）：30,000円、50,000円、80,000円、100,000円、120,000円 
  

11．学生寮（女子のみ） 

本学南側の学舎に面した位置に学生寮があります。学生寮は鉄筋3階で3棟あり、防犯システ

ムを完備しています。入寮希望者は別途送付する書類により申し込んでください。希望者が定

員を超える場合は選考します。選考に漏れた人には希望によりアパート等の紹介をします。 
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学内案内図・アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 [公共機関ご利用の場合] 

                  ●JR岡山駅バスターミナル「1番のりば」より、路線 

バスで山陽学園大学経由「新岡山港」・「岡山ふれ 

あいセンター」・「倉益南」・「三南」行に乗車 

（約25分）、「山陽学園大学・短大前」で下車。 

●天満屋バスステーションからは「1番のりば」より 

上記バスで約15分。 

 

学内案内図・アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 [公共機関ご利用の場合] 

●JR岡山駅バスターミナル「1番のりば」より、路線

バスで山陽学園大学経由「新岡山港」・「岡山ふれ

あいセンター」・「倉益南」・「三蟠南」行に乗車

（約25分）、「山陽学園大学・短大前」で下車。 

●天満屋バスステーションからは「1番のりば」より

上記バスで約15分。 

 

● イオンモール
岡山



 

〈入試に関するお問い合わせ〉 

山陽学園大学 入試広報部 

〒703-8501 岡山県岡山市中区平井1丁目14-1 

TEL.086-272-4024（直通）・086-272-6254（代表） 

FAX.086-273-3226 

E-mail nyushi@sguc.ac.jp 
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