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―――――――――――――――――― 

東 邦 大 学 
―――――――――――――――――― 

 

建 学 の 精 神 

 

 

「自然・生命・人間」 
 

 

 

 

教 育 の 理 念 

 
「自然に対する畏敬の念を持ち、生命の尊厳を自覚し、人間の謙虚な心を原点として、かけがえのない

自然と人間を守るための、豊かな人間性と均衡のとれた知識・技能を育成する」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の取り扱いについて 
 

個人情報については、「東邦大学の個人情報の取り扱いについて」（https://www.toho-u.ac.jp/univ/effort.html）

に基づいて取り扱います。 

 入学試験を通じて取得した個人情報（以下、入学志願者の個人情報）は、①入学試験実施（出願情報処理、選抜試

験実施）、②合格発表、③入学手続、④入学者選抜方法等に於ける調査・研究・分析及びこれらに付随する業務のた

めに利用します。また、入学手続者のみ、⑤入学手続、入学後の学籍管理、学習指導、学生生活支援に係る業務及び

これらに付随する業務のために利用します。その他の目的に利用することはありません。 

 上記業務の一部については、東邦大学と秘密保持契約を結んだ業者（以下「受託業者」と言います）で行います。

業務委託を遂行するため、受託業者に対して必要な範囲で、お知らせいただいた個人情報を提供します。予めご了承

ください。 

 



―――――――――――――――――― 

大学院看護学研究科 
―――――――――――――――――― 

 

教 育 理 念 

 
看護学のより高度な研究と教育を通じて、医療人として広く活躍できる専門的な知識と技能を有した人

材を育成します。 

 

 

教 育 目 標 

 
【博士前期課程】 

 高度な専門知識・技術を学び、医療・看護・福祉の知識の融合を図り、科学的なエビデンスに基づく

研究と実践のできる人材を育成します。  

 

【博士後期課程】 

 自立して看護学を真に探究できる能力を有し、学際的かつ科学的に新しい教育・研究方法を開発でき

る能力を備え、広い視野に立った豊かな学識をもとに、社会の健康の向上に資する研究者および教育

者を育成します。 

 

 
 

アドミッション・ポリシー 
 

【博士前期課程】 

1. 本学および本研究科の教育理念・教育目標を充分理解している人 

2. 研究に必要な論理的思考と表現力を有している人 

3. 研究に必要な英語の能力を有している人 

4. 高い倫理観・責任感をもち、誠実に行動できる人 

 

【博士後期課程】 

1. 本学および本研究科の教育理念・教育目標を充分理解している人 

2. 科学的エビデンスに基づく研究能力を有している人 

3. 新しい教育・研究方法を開発できる能力を有している人 

 

 

 

 

 



 

 

カリキュラムポリシー 
 

【博士前期課程】 

教育目標を達成するために、以下のようなカリキュラム編成をしています。 

 医療・看護・福祉の知識を融合するために「看護理論」「看護倫理」「医療言語論」「疾病学特

論」「看護政策特論」などの共通科目を配置しています。 

 各専門科目の特論と演習をとおして、専門知識・技術を学びます。また、科学的エビデンスに基

づく研究を実施するために「看護研究法」を学んだうえで「看護学特別研究」をとおして研究能力

を養います。 

 高度看護実践課程（CNS コース）では、卓越した専門職業人を目指し、高度な専門性のある看護

実践者を育成する科目を配置しています。 

 実践助産学課程では、母子および家族を対象とする問題解決能力、助産実践能力を身につける科

目を配置しています。 

 高度実践公衆衛生看護学課程では、情報を収集・分析し健康課題を抽出できる研究力、健康課題

に対応できる実践力、住民や多職種と協働できる地域マネジメント力を身に付け、事業化・施策化

できる保健師の育成を目指した科目を配置しています。 

 

【博士後期課程】 

教育目標を達成するために、以下のようなカリキュラム編成をしています。 

 広い視野に立った豊かな学識を深めるために「看護理論」「医療言語論特講」「疾病論特講」の

支持科目を配置しています。 

 新しい教育・研究方法を開発する能力を高めるために、各専門分野において特講と演習および

「看護学研究法特講」「看護学特別研究」を配置しています。 

 

 

 

 

 

ディプロマポリシー 

 

【博士前期課程】 

 教育理念・教育目標に沿って設定した授業科目を履修し、以下の能力を身につけ、所定の単位を

修めた者に修士（看護学）の学位を授与します。  

 

1. 各専門分野における高度な実践力を身につけている 

2. 科学的エビデンスに基づく研究能力を身につけている 

 

【博士後期課程】 

 教育理念・教育目標に沿って設定した授業科目を履修し、以下の能力を身につけ、所定の単位を

修めた者に博士（看護学）の学位を授与します。  

 

1. 学際的かつ科学的な新しい教育・研究方法を開発する高い能力をもっている 

2. 社会の健康の向上に資する自立した研究者・教育者である 



２０２３年度 東邦大学大学院看護学研究科 

看護学専攻博士前期課程募集要項 
 

 1．募 集 人 員 

15名程度 

（1）学問の発展と社会的な要求を考慮し、看護学を学んだ者に限らず門戸を解放している。 

（2）募集人員には社会人を含む。この場合の社会人とは、官公庁、教育機関、病院、企業等の現業に従事し、

入学後もその身分を保持する者をいい、大学院設置基準第14条に定める教育方法の特例を適用して昼夜

開講制を実施し、社会人の修学の便宜を図る。 

（3）実践助産学課程・高度実践公衆衛生看護学課程の希望者は、原則として学士を有し、2023年3月までに

看護師免許取得または取得見込であること。看護師免許を取得できない場合は入学許可を取り消す。実

践助産学課程・高度実践公衆衛生看護学課程の募集人員は各5名程度とし、専門科目は昼開講とする。 

 

 2．標 準 修 業 年 限 

（1）2年間 

（2）3年間（長期履修学生） 

職業を有しているなどの事情により2年間での履修が困難な学生を対象とする。2年間のカリキュラムを

3年間で学び、授業料は2年間分を3年間にわたり納入する。希望する場合は入学手続き時に申し出るこ

と。 （13.「入学手続き及び学納金」参照） 

 3．募 集 分 野 

【博士前期課程（論文コース）】 

基礎看護、性・生殖看護、臨床看護、がん看護、高齢者看護、小児看護、 

精神看護、公衆衛生看護、国際保健、在宅看護、感染制御 

【高度看護実践課程（CNSコース）】 

がん看護専門看護師38単位教育課程 

小児看護専門看護師38単位教育課程（課程申請予定） 

【実践助産学課程】 

助産師コース：助産師免許を取得するためのコース 

臨床実践コース：助産師免許所持者の助産実践能力を高めるためのコース 

【高度実践公衆衛生看護学課程（保健師コース）】 

 

 4．出 願 資 格 

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（1）大学を卒業した者又は2023年3月までに卒業見込みの者 

（2）文部科学大臣の指定した者（昭和28年文部省告示第5号） 

（3） 学校教育法104条第4項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者又は2023

年3月31日までに授与見込みの者 

（4）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又は2023年3月までに修了見込みの者 

（5）本研究科において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

注：（5）により出願を希望する者は出願前に出願資格審査を受けること。 



 5．事 前 面 談 （必須） 

出願を希望するすべての者は、出願前に必ず指導を希望する教員と面談を行い、その後、研究計画等につ

いて指導を受けること。 

 6．出 願 書 類 

出願書類 注意事項 

（1）入学願書 本研究科所定の用紙 

（2）履歴書 本研究科所定の用紙 

（3）研究計画書 
本研究科所定の用紙（実践助産学課程・高度実践公衆衛生看護学課

程は必要ない） 

（4）実践助産学課程 志望理由書 本研究科所定の用紙（実践助産学課程のみ） 

（5）高度実践公衆衛生看護学課程 

志望理由書 
本研究科所定の用紙（高度実践公衆衛生看護学課程のみ） 

（6）卒業（見込み）証明書 

出身大学長（学部長）、短期大学長、高等専門学校長又は専修学校

長等が作成したもの。 

大学以外の教育機関で看護教育（看護師・保健師・助産師）を受け

た者は、当該校すべての卒業証明書も提出すること。 

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は修了証

明書及び成績証明書を提出すること。 

（7）成績証明書 

出身大学長（学部長）、短期大学長、高等専門学校長又は専修学校

長等が作成し、厳封したもの。但し、証明書自動発行機で発行した

ものについては厳封していなくてもよい。 

大学以外の教育機関で看護教育（看護師・保健師・助産師）を受け

た者は、当該校すべての成績証明書も提出すること。 

（8）学位授与証明書または 

  学位記のコピー 

学位授与機構から学士の学位を授与された者は、学士の学位授与証

明書を、授与される見込みの者は学位授与申請受理証明書を提出す

ること。 

（9）写真 

縦4cm×横3cm（願書受付前3ヶ月以内に撮影した上半身、無帽、正面

向きの写真）を2枚用意し、1枚は入学願書に貼付、もう1枚は入学願

書にクリップ留めすること。 



＊（1）～（5）本研究科所定の用紙は、ホームページでダウンロード可能。パソコン入力または手書き 

で作成すること。 

＊（3）研究計画書、（4）実践助産学課程 志望理由書、（5）高度実践公衆衛生看護学課程 志望理由書につ

いては、必ず指導を希望する教員と面談を行い、作成内容に関しての指導を受けること。 

＊ 証明書等が、現在の姓名と異なる場合には、その異動内容が確認できる戸籍抄本などを提出すること。 

 

 

 

 

（10）英語資格・検定試験等のス 

コア 証明書の原本 

英語資格・検定試験のスコア等の証明書原本を提出すること。 (注：

原本以外は受理しない。原本は 受験票と一緒に返送する。取得期限

はない。) 

①TOEIC®  Listening & Reading TEST 

＊本学の学部生・卒業生のみ、本学実施のTOEIC® Listening & 

Reading IPテストのスコアレポートを利用することができる。 

②実用英語技能検定（英検・英検S-CBT） 

③TOEFL iBT 

④IELTS 

⑤ケンブリッジ英語検定 

利用できる英語資格・検定試験の種類は1つのみとする。 

実用英語技能検定（英検・英検S-CBT）については、合格・不合格

にかかわらず、スコアで判定する。 

 

なお、東邦大学関連施設就業者は、外部英語検定試験の結果に換え

て、看護企画室の「英文読解」研修の修了証明書（写し）を提出す

ることができる。 

（11）外国人の場合 
志願者が外国人の場合は、特別永住者証明書、在留カード（外国人

登録証明書）のうち、いずれかのコピーを提出すること。 

（12）入学検定料の振込証明書 

入学検定料30,000円を、願書受付期間内に納付すること。 

 

【払込先】 

三菱UFJ銀行 蒲田支店 普通預金 

 口座番号：0086504 

加入者名：学校法人東邦大学看護学部口 

（ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝﾄｳﾎｳﾀﾞｲｶﾞｸｶﾝｺﾞｶﾞｸﾌﾞｸﾞﾁ） 

 

 ※振込時、振込依頼人名の後に「ゼンキ」と入力すること。 

※振込証明書は、入学願書の裏面に貼付すること。 

（13）出願資格審査結果 

   通知書のコピー 

出願前に出願資格審査を受け、出願資格を認められた者は、郵送さ

れた出願資格審査結果通知書のコピーを提出する 

こと。 



 7．出 願 手 続 き 

（1）出願期間： 

Ⅰ期                     2022年 8月19日（金）～ 9月 2日（金）必着 

Ⅰ期追試（高度実践公衆衛生看護学課程のみ）  2022年10月14日（金）～10月28日（金）必着 

Ⅱ期                     2023年 2月 3日（金）～ 2月17日（金）必着 

 

（2）出願方法ならびに出願先 

 

   〒143-0015 

   東京都大田区大森西4丁目16番20号 

   東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻 入試係 

 

志願者は、出願書類を市販の角形2号封筒（240mm×332㎜）に入れ、「看護学研究科博士前期課程入試 

出願書類 在中」と朱書きし、簡易書留郵便で上記の出願先に郵送すること。 

 

8．出願資格審査（該当者のみ） 

出願資格の（5）に該当する者は、出願前に出願資格審査を受け、出願資格認定を受けること。 

（1）提出書類 

出願書類 注意事項 

①出願資格審査申請書 
本研究科所定の用紙。職歴については勤務先の所属名称・職名等を具

体的に記入すること。 

②免許証の写し 国家資格の免許証の写し（医療に関連する国家資格等を有する場合） 

③結果通知用封筒 
返信用封筒（長3号23.5cm×12cm）に送付先を記入し、404円分の切手

（簡易書留郵便料金）を貼付したもの。 

＊ ①は、ホームページでダウンロード可能。パソコン入力または手書きで作成すること。 

＊ 証明書等が、現在の姓名と異なる場合には、その異動内容が確認できる戸籍抄本などを提出すること。 

（2）申請期間 

Ⅰ期                     2022年7月26日（火）～8月 5日（金）必着 

Ⅰ期追試（高度実践公衆衛生看護学課程のみ）  2022年9月20日（火）～9月30日（金）必着 

Ⅱ期    2023年1月12日（木）～1月26日（木）必着（Ⅰ期出願時に認定を受けた者は、申請不要。） 

 

（3）郵送方法ならびに提出先 

 

 

 

 

 

申請者は、出願書類を市販の角型2号封筒（240mm×332㎜）に入れ、「看護学研究科博士前期課程 

出願資格審査申請書 在中」と朱書きし、簡易書留郵便で上記の提出先に郵送すること。 

 

   〒143-0015 

   東京都大田区大森西4丁目16番20号 

   東邦大学大学院看護学研究科看護学専攻 入試係 



（4）審査方法 

申請者から提出された書類により審査を行う。また必要に応じて面接を行うこともある。 

 

（5）審査結果の通知 

審査の結果は郵送により、以下の日程までに本人宛に通知する。 

Ⅰ期                      2022年8月19日（金） 

Ⅰ期追試（高度実践公衆衛生看護学課程のみ）   2022年10月14日（金） 

Ⅱ期                      2023年2月3日（金） 

 

9．出願に関する注意事項 

（1）出願書類に不備がある場合は受理しないので、出願の際には十分注意すること。また、受理された出

願書類の変更は認めない。 

（2）入学検定料、入学金及び出願時の提出書類は、いかなる理由があっても一切返還しない。 

（3）記載事項が事実と異なる場合やその他不正がある場合は、受験資格を取り消す。また、入学を許可し

た後であっても、出願書類の記載事項と相違する事実が明らかになった場合には、入学の許可を取り

消すことがある。 

（4）出願手続きを完了した者には、受験票を郵送する。 

（5）出願書類により取得した個人情報は厳重に管理され、入試業務のためにのみ使用し、その他の目的に

使用することはない。 

（6）本研究科は外国為替及び外国貿易法（外為法）に基づき、経済産業省が作成した『安全保障貿易に係

る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）第三版』に則った対応を行う。別途対応が必要にな

った場合、手続きの遅延や取消しがあり得ることに留意すること。 

 

10．試験日程及び試験科目 

（1）試験日程 

試験日 内 容 時 間 

Ⅰ期   2022年 9月10日（土） 

Ⅰ期追試 （高度実践公衆衛生看護学課程のみ） 

2022年11月 5日（土） 

Ⅱ期   2023年 2月25日（土） 

専門科目  10：00～11：00 

面  接

（一人15

分程度） 

11：30～ 

（注意事項） 

①入学試験当日は、必ず受験票を携帯すること。また、試験終了後も入学手続き時まで保管すること。 

②9：45までに入室を完了すること。 

③試験会場では、監督者の指示に従うこと。 

④机の上には、受験票、筆記用具以外のものは置かないこと。 

 ⑤試験開始後20分以上遅刻した場合は、原則として入場できない。 

 

（2）試験科目 

試験科目は専門科目（志望する分野の記述式問題）と面接である。 

なお、英語能力評価は当日の英語筆記試験にかえて、外部の英語検定・資格試験を利用する。 

 



11．試 験 会 場 

東京都大田区大森西4丁目16番20号  東邦大学大学院看護学研究科校舎 

＊学内及び周辺に駐車場がないため、電車、バス等公共交通機関を利用すること。 

  なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する感染予防対策は、後日ホームページに掲載しま

すので、ご確認ください。 

12．合 格 発 表 

Ⅰ期                    2022年 9月13日（火） 

Ⅰ期追試（高度実践公衆衛生看護学課程のみ） 2022年11月 8日（火） 

Ⅱ期                                       2023年 2月28日（火） 

 

合格者にのみ合格通知及び入学手続書類を送付する。なお、電話等による合否の問合せには一切応じない。 

13．入学手続き及び学納金 

（1）入学手続き 

①Ⅰ期合格者は2022年9月30日（金）までに所定の入学手続きを完了すること。 

②Ⅰ期追試合格者は2022年11月25日（金）までに所定の入学手続きを完了すること。 

③Ⅱ期合格者は2023年3月14日（火）までに所定の入学手続きを完了すること。 

④指定された期日内に所定の手続きをしない者は、入学を許可しない。 

⑤在職のまま入学する者については、入学手続きの際に就学承諾書（入学に関する所属長の承諾書）

を提出すること。 

⑥入学手続き後、入学を辞退する時は、2023年3月31日（金）午後3時までに文書をもって申し出た者

に限り、納付金のうち、入学金を除いた全額を返還する。 

前記期間内に申し出のない場合は、委託徴収分を除き一切返還しない。 

⑦長期履修学生（修業年限3年）を希望する者は、学納金納付前に入試係まで電話連絡の上、入学手続

き期限までに申請書類を提出すること。 

⑧卒業見込みの者および学位取得見込みの者は、入学時に卒業証明書または学位授与証明書の提出が

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（2）学納金 

 
各年の学費（年額） 

備  考 
1年目 2年目 

一般学生 

（2年） 

入 学 金 100,000円  入学時のみ★ 

授 業 料 700,000円 700,000円 

春学期・秋学期分割納入 施設設備費 100,000円 100,000円 

実 習 費※ 200,000円 200,000円 

※実習費：CNSコース（がん看護分野、小児看護分野）、実践助産学課程、

高度実践公衆衛生看護学課程の履修者から徴収する。 

入学手続き時納付金：500,000円（CNSコース（がん看護分野、小児看護分野）、実践助産学課程、

高度実践公衆衛生看護学課程の履修者は600,000円） 

 
★（学）東邦大学設置校で看護教育を修了した者及び関連施設就業者は入学金を全額免除する。 

 

（3）長期履修学生制度を利用する場合の学納金 

 
各年の学費（年額） 

備  考 
1年目 2年目 3年目 

長期履修学生 

（3年） 

入 学 金 100,000円   入学時のみ★ 

授 業 料 500,000円 500,000円 400,000円 

春学期・秋学期分割納入 施設設備費 100,000円 100,000円 100,000円 

実 習 費※ 200,000円 200,000円 200,000円 

※実習費：CNSコース（がん看護分野、小児看護分野）履修者から徴収する。 

入学手続き時納付金：400,000円（CNSコース（がん看護分野、小児看護分野）履修者は500,000円） 

 
★（学）東邦大学設置校で教育を修了した者及び関連施設就業者は入学金を全額免除する。 

 

（4）委託徴収 

・学生教育研究災害傷害保険料・学研災付帯賠償責任保険料2年分2,790円を徴収する。 

・長期履修学生の3年目の委託徴収の保険料は1年分1,520 円とし、3年目に徴収する。 

・看護同窓会費50,000円を徴収する。 

（注）保険料は変更になる場合がある。 

 

 

 

 

 



14．奨 学 金 

入学後の大学院ガイダンスにおいて奨学金説明会の日程を案内する。貸与を希望する者は、説明会に参加

すること。 

 

（1）東京都看護師等修学資金（選考あり） 

種 類 無利子 

貸与月額 

25,000円 

50,000円 

75,000円 

100,000円 

の4種から選択 

 

（2）日本学生支援機構（選考あり） 

種 類 
第一種（無利

子） 
第二種（有利子） 

貸与月額 

50,000円 

88,000円 

の2種から選択 

50,000円 

80,000円 

100,000円 

130,000円 

150,000円 

の5種から選択 

2022年4月現在 


