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別科助産専攻の概要

沖縄県では、助産師や産科医の不足、母親の育児不安の増大が大きな社会問題になって
おり、母子保健医療を担い育児サポートができる人間性豊かな助産師の育成が求められて
います。

そのため、沖縄県立看護大学では、沖縄県内、離島・過疎地域で活躍する助産師を育成
すべく、平成２０年４月に別科助産専攻を開設しました。

（教育目標）

１ 沖縄県の抱える課題に応じ、母子の健康を守るとともに、現状を改善する能力
を養う。

２ ライフサイクル各期の女性に対し、母子保健の視点から健康の保持増進の援助
ができる能力を養う。

３ 助産師として自律するとともに、他職種との連携やチームアプローチを通し、
専門職業人として沖縄県の母子保健医療に貢献できる能力を養う。

４ 科学的根拠に基づいた助産ケアが提供できるよう自らを教育できる能力を養う。

入学者選抜実施要項

Ⅰ 受入方針

本学の教育理念と目標達成の実現に向けて、次のような資質と能力、意欲を持っ
た学生を求めています。

１ 人の生命と健康に関心を持ち、沖縄県の母子保健医療・助産に貢献したいと
いう意欲を持っている者

２ 離島・過疎地域の母子保健医療に関心を持ち、助産師免許取得後は一定期間
その地域の母子保健医療に従事する意欲のある者

３ 主体的に学ぶ能力を有し、課題解決に向けて努力できる者

４ 本学の教育方針に従い、規則を遵守し、学業に専念できる者

なお、本学ではプライバシーポリシーを定め、入学手続きの際や在学中および卒業
修了時に提出いただく個人情報の利用目的を明らかにしています。（P5参照）

修業年限 入学定員 取得資格 修了後の進路

１年 ２０名
助産師国家試験受験資格

受胎調節実地指導員の申請資格

沖縄県内の

病院、診療所等

Ⅱ 募集人員

選抜区分 募集人員

特別選抜

施設推薦 ２名

社会人特別選抜 ３名

県内看護学校推薦 ５名

一般選抜 １０名

※特別選抜入試において、合格者数が募集人員以下の場合、一般選抜の募集人員に不足分を加える。
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Ⅲ 出願資格

選抜区分 出願資格

特別選抜

施設推薦

次の各号①～③のいずれかに該当し、④～⑧の全てを満たす者
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を終了した者
③学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者
④看護師の資格を有し、沖縄県内の病院･診療所において、出願時
点で3年以上産科の勤務経験を有し施設長が推薦する者
⑤修了後は助産師として元の職場に復帰する者
⑥修学中は勉学に専念できる者
⑦心身共に健康で生活態度も健全な者
⑧女子に限る

社会人
特別選抜

次の各号①～③のいずれかに該当し、④～⑧の全てを満たす者
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者
④看護師の資格を有し、出願時点で1年以上沖縄県内の医療施設等
で就業している者
⑤修了後は沖縄県内の医療施設に就職する意志のある者
⑥修学中は勉学に専念できる者
⑦心身共に健康で生活態度も健全な者
⑧女子に限る

県内看護
学校推薦

次の各号①～③のいずれかに該当し、④～⑨の全てを満たす者
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者
④沖縄県内の看護学校及び看護専門学校（※）に在学中で令和2年
2月の看護師国家試験受験資格を有する者
⑤学校長が責任を持って推薦する成績優秀で助産師としての適性を
備える者（一校から２名まで）
⑥修了後は沖縄県内の医療施設に就職する意志のある者
⑦修学中は勉学に専念できる者
⑧心身共に健康で生活態度も健全な者
⑨女子に限る

一般選抜

次の各号①～③のいずれかに該当し、④～⑧の全てを満たす者
①高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
②通常の課程による12年の学校教育を修了した者
③学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者
と同等以上の学力があると認められる者
④看護師の免許を有する者又は令和2年2月の看護師国家試験受験資
格を有する者
⑤修了後は沖縄県内の医療施設に就職する意志のある者
⑥修学中は勉学に専念できる者
⑦心身共に健康で生活態度も健全な者
⑧女子に限る

※学校法人おもと会 沖縄看護専門学校、学校法人湘央学園 浦添看護学校、那覇市医師会 那覇看護専門学校
中部地区医師会立 ぐしかわ看護専門学校、公益社団法人北部地区医師会 北部看護学校
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３ 試験期日及び試験科目

選抜区分 試験日 試験科目

特別選抜

施設推薦

令和元年11月16日(土）

母性･小児看護学、面接

社会人特別選抜
母性･小児看護学、小論文、
面接

県内看護学校推薦 面接

一般選抜 令和２年２月４日(火）
母性･小児看護学、看護学
一般、面接

４ 個別学力試験の配点

選抜区分
母性･小児

看護学
小論文

看護学

一般

成績証
明書

面接 合計

特別選抜

施設推薦 70点 ― ― ― 30点 100点

社会人特別選抜 40点 30点 ― ― 30点 100点

県内看護学校推薦 ― ― ― 50点 50点 100点

一般選抜 40点 ― 30点 ― 30点 100点

Ⅳ 選抜方法等

１ 入学者選抜方法

入学者の選抜は、本学が実施する個別試験の結果及び成績証明書等を総合判断
して行う。

２ 出願期間

Ⅴ 合格発表

選抜区分 合格発表期日

特別選抜

施設推薦

社会人特別選抜

県内看護学校推薦

令和元年11月29日（金）

一般選抜 令和２年２月14日（金）

選抜区分 出願期間

特別選抜

施設推薦

令和元年11月１日(金）～令和元年11月７日(木）社会人特別選抜

県内看護学校推薦

一般選抜 令和２年１月７日(火）～令和２年１月15日(水）
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Ⅵ 募集要項について

１ 公表予定時期
（試験場、出願方法、出願手続、入学考査料その他入学者選抜に関する実施細目）

（１）「特別選抜募集要項」令和元年８月下旬

（２）「一般選抜募集要項」令和元年９月上旬

２ 配布開始予定時期

（１）「特別選抜募集要項」令和元年９月上旬（公表後）

（２）「一般選抜募集要項」令和元年９月中旬（公表後）

３ 請求方法

（１）本学へ郵送により「学生募集要項」等を請求する場合

① 封筒の表に｢令和２年度別科助産専攻一般選抜学生募集要項請求｣又は

｢令和２年度別科助産専攻特別選抜学生募集要項請求｣と朱書すること｡

② 返信用封筒（角型２号・33㎝×24㎝）を同封すること。

なお、返信用封筒には、あて先（請求者の郵便番号、住所、氏名）を明記し

250円切手（速達希望者の場合は530円切手）を貼付すること。

※消費税率の変更に伴い、郵便料金が変更となる場合がありますので、

郵便局等にご確認のうえ、必要金額分の切手を貼付ください。

（２）大学に直接訪問して受領する場合

配布場所 学務課 窓口

窓口受付時間 8:30～17:15（土日・祝祭日と平日12:00～13:00を除く）

上記（１）（２）の請求方法についての問い合わせ先

沖縄県立看護大学 学務課

〒902-8513 沖縄県那覇市与儀1丁目24番1号

ＴＥＬ 098-833-8800（8:30～17:15）

ＦＡＸ 098-833-5133
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入学手続きの際や在学中および卒業・修了時に提出いただく個人情報の利用目的

１ 学籍管理及び学籍の異動管理

２ 学籍・異動、履修成績、証明書、調査、学生証等の帳票作成及び集計、本人への
送付・連絡

３ 履修成績表の保証人への送付

４ 就職関係情報の管理

５ 学費情報の管理、帳票の作成及び送付・連絡

６ 図書館利用資格の確認及び送付・連絡

７ 学内情報ネットワーク利用資格の確認及び利用者サービスの実施

８ 奨学金業務に関連する資料作成、本人への連絡

９ 学生の健康管理に関する資料の作成・保管

10 本学・後援会・同窓会からの広報誌（紙）の送付

11 納付金、募金依頼関係書類の送付

12 国家試験対策データ（模試等の結果）及び国家試験結果の管理・共有

13 卒業生・修了生データの作成・管理

14 後援会、同窓会等（学生生活の支援及び会員相互の親睦と福祉を図るとともに、
本学の発展に寄与することを目的として設立されたもの）、本学と密接な関係を
持つ団体への連絡先情報の提供

15 その他、本学・後援会・同窓会からの連絡
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