Q&A 集
島根県立大学出雲キャンパスって
どんなとこ？

受験生の方や保護者の方、先生方から
よくいただくご質問をまとめました。

［Q&A 1］

全 般 的 事 項

Ｑ１ どんな学生を受け入れようとしていますか？
入学者受け入れ方針
（アドミッション・ポリシー）
を定めています。
・豊かな人間性を備え、看護学もしくは栄養学に関心がある人 ・人々の健康に関する分野で、何事にも前向きに挑戦する意欲がある人
・保健・医療・福祉・教育等の分野を学ぶ上で、
必要な学習能力を備えている人
詳しくは、大学案内の
「入学者選抜要項」
Ｐ1〜Ｐ4を参照してください。

Ｑ２ どのような入試方法がありますか？
看護栄養学部では、
一般入試（前期日程のみ）
、推薦入試、社会人・学士入試、帰国子女入試、私費外国人留学生入試を実施しています。
別科助産学専攻では、
一般入試、推薦入試、社会人入試を実施します。
ともに
「入学者選抜要項」
のＰ5から、詳しく説明していますので参照してください。
なお、
出願にあたっては、10月以降（別科は８月）
に配
布する学生募集要項にて必ずご確認ください。

Ｑ３ 併願が可能な組み合わせを教えてください。
併願が可能な組み合わせは以下の通りです。
看護栄養学部

一般入試

推薦入試

社会人・学士入試

帰国子女入試

私費外国人留学生入試

〇

〇

〇

〇

一般入試
推薦入試

〇

社会人・学士入試

〇

帰国子女入試

〇

私費外国人留学生入試

〇

別科助産学専攻

一般入試

推薦入試（石見・隠岐）

推薦入試（学内推薦）

社会人入試

〇

〇

〇

〇

〇

一般入試
推薦入試（石見・隠岐）

〇

推薦入試（学内推薦）

〇

〇

社会人入試

〇

〇

詳しくは、大学案内の
「入学者選抜要項」
を参照してください。

Ｑ４ 過去問題はどのようにすれば入手できますか？
入試過去問題を希望される方は、大学窓口にお越しいただき請求いただくか、郵送にて請求してください。
５月に年度更新します。
（平成
29年度入試分は平成30年4月30日まで請求可能、平成30年度入試分は平成30年5月1日以降請求可能） 郵送請求者の方は、返信
用封筒を同封してください。
看護栄養学部看護学科は過去３年分を配布しますが、健康栄養学科は平成30年度入試が初めてのため、過去問題はありません。別科
助産学専攻は過去１年分を配布します。詳しくは、島根県立大学出雲キャンパスのホームページ「入試情報」
（出雲キャンパス＞入試情
報）
を確認してください。

Ｑ５ 入試成績は開示してもらえますか？
入学試験成績について、希望者には次の通り開示します。詳しくは、2017年10月以降（別科は８月）
に配布する学生募集要項にて必ず
ご確認ください。
●開示内容：科目別得点及び試験区分ごとの成績順位
●開示期間：平成30年5月1日から平成30年7月31日まで
（消印有効）
●請求権者：本学を受験した者
●申請書類：ⅰ）入試結果開示申請書 ⅱ）受験票（紛失の方は本人確認できる書類） ⅲ）返信用封筒（長型３号・402円分の切手添付）
●請求方法：来学又は郵送（上記申請書類を教務学生課宛に提出又は郵送してください。）
●開示方法：入学者選抜試験成績通知表を簡易書留にて郵送します。

［Q&A 2］

Ｑ６ 就職・進学の状況はどうですか？
看護栄養学部看護学科と別科助産学専攻の就職内定率は、平成27･28年度卒業生とも100％です。島根県内外の医療機関、市町村に
就職する学生と、
進学する学生がいます。
看護栄養学部健康栄養学科の卒業生はまだいませんが、管理栄養士の資格を活かして、病院、社会福祉施設、保健所、市町村、企業、学
校などで活躍することが期待されています。
詳しくは、大学案内のＰ36を参照してください。

Ｑ７ 海外研修や海外研修奨学金はどのような制度ですか？
海外研修を体験して豊かな国際感覚を身に付けるとともに、
アメリカや韓国の看護・医療の現場を視察することを目的として
「異文化研
修」
を毎年、夏に実施しています。
アメリカの研修先、
ワシントン州Wenatchee Valley Collegeでは、語学研修とホームステイなどの異文化体験、Seattle Universityで
は、
アメリカの看護・医療についての研修などを行います。韓国では、啓明大学校と大邱韓医大学校を研修先として、講義や学生発表、韓方
医療体験、学生との交流会など、様々なプログラムが用意されています。毎年多くの学生が参加し、
たくさんの素晴らしい経験と思い出を
持ち帰っています。
その他、
アメリカの先進的な栄養ケアシステムで働く登録栄養士 (Registrated Dietitian) との交流や、韓国の食育などに触れるプログ
ラムを予定しています。
また、本学が実施する海外研修に参加する学生全員に対し、参加経費の一部について奨学金を給付する制度があり、参加学生全員に給
付されます。詳しくは、大学案内のＰ28.Ｐ35を参照してください。

Ｑ８ 学生寮は誰でも入れますか？
学生寮の定員は、
女子学生80名です。
新入学生の入寮可能人数は毎年約20名程度で、
入試区分ごとに募集します。
募集定員を上回る申込
みがあった場合、
ご家庭の経済状況を考慮して、
選考により決定します。
（毎年、
２倍くらいの競争率になります。
）
なお、
通学時間が１時間以内の方は申し込みができません。
寮生活については、
大学案内のＰ31を参照してください。

Ｑ９ アパートの紹介はありますか？
アパートの希望者には、入学手続時に物件情報を提供します。
また、大学ホームページに不動産情報を提供しています。部屋代は物件に
より異なりますが、概ねアパート
（１Ｋ）
で30,000円程度からです
（平成29年４月現在）。

Ｑ10 学生寮の寮費について教えてください。
費目
月額

食費

日額

共益費概算額

月額

備考

月額

2,000 円

事後清算

寮自治会費

年額

3,000 円

費目

14,000 円
朝食 320 円

金額

個室光熱費概算額

備考

金額

寮使用料

夕食 450 円

9,000 円

事後清算

※表示している金額は、平成 29 年 4 月 1 日現在です。規程改正等により変更される場合があります。

Ｑ11 入学時の経費について教えてください。
費目
入学料

県内生
県外生

282,000 円

授業料
災害傷害保険料・賠償責任保険料
後援会費
学生自治会費

535,800 円
5,370 円
50,000 円
7,000 円

実習服・シューズ代

20,000 円程度

教科書代

80,000 円程度

入学検定料

備考

金額
188,000 円

春学期と秋学期に分けて納付。
5/10までに267,900円、11/10に267,900円を納付。
4 年間分
2 年生以降は毎年 20,000 円
2 年生以降は毎年 5,000 円

17,000 円

※表示している金額は、平成 29 年 4 月 1 日現在です。規程改正等により変更される場合があります。
※「県内生」とは、次のいずれかに該当する者をいい、「県外生」とは県内者以外の者をいいます。
（1）
入学する日の１年以上前から引き続いて島根県の区域内に住所を有する者
（2）
入学する日の１年以上前から引き続いて島根県の区域内に住所を有する配偶者又は２親等内の親族を有する者
健康栄養学科ではその他、実験・実習費として 1〜2 万円 / 年程度の経費が必要となる予定です。

［Q&A 3］

Ｑ12 学費はどのくらいかかりますか？
看護栄養学部は、
入学金として188,000円
（島根県外生は282,000円）
、
１年間の授業料が535,800円となります。
別科助産学専攻は、
入学金として112,800円
（島根県外生は169,200円）
、
１年間の授業料が535,800円となります。

Ｑ13 奨学金制度について教えてください。
日本学生支援機構奨学金には、無利子貸与の
「第一種奨学金」
と有利子貸与の
「第二種奨学金」
があります。
出雲キャンパスでは、
「第一種
奨学金」
を84名、
「第二種奨学金」
を108名受給しています。
（平成28年7月現在）
学習意欲ある学生のみなさんの修学支援を目的とした大学独自の奨学金制度もあります。
〇学修支援奨学金
（給付型）
経済支援奨学金、
入学時奨学金、成績優秀者奨学金の３種類があります。
①経済支援奨学金
（全学年・別科助産学専攻対象）
経済的支援を目的とした奨学金で、
授業料の半額相当を給付するものです。
申込基準は、
学業基準や家計基準を満たし、原則として授業料を滞納していないことです。
※学業基準：一定の単位を取得していること ※家計基準：原則として同一世帯親権者の総所得額300万円以下であり、
学生本人が一定の奨学金
（日本学生支援機構等）
を利用していること

②入学時奨学金
（１年生・別科助産学専攻対象）
入学試験の成績優秀者に、授業料の半額相当額（別科助産学専攻は1/4相当額）
を給付するものです。
③成績優秀者奨学金
（２〜４年生・別科助産学専攻対象）
各学年の成績優秀者に授業料の半額相当額（別科助産学専攻は1/4相当額）
を給付するものです。
※この他、
日本学生支援機構や地方自治体、各種団体等の奨学金貸与制度を利用できます。

〇海外研修奨学金
（給付型）
本学が実施する研修に参加する学生全員に対し、参加経費の一部について給付するものです。
研修先によって金額が異なります。
詳しくは、大学案内のＰ35を参照してください。

Ｑ14 サークル活動の状況はいかがですか？
体育会系と文化系のサークルがあります。詳しくは、大学案内のP30を参照してください。

Ｑ15 大学へのアクセスはどうですか？
一畑電鉄
「川跡駅」
より徒歩５分でアクセス可能です。島根県外からも、
ＪＲ・高速バス・飛行機からのアクセスは良好です。
裏表紙を参照してください。

Ｑ16 アルバイトはできますか？
本学では、実習が集中的に行われるなど密度の高い授業時間割となっていますので、無計画にアルバイトを行わないよう、
また、学生とし
ての時間的制約、
品位の保持、健康等への影響からも、
アルバイトは学業と両立しない場合が多いので、
十分注意してください。

看 護栄養学部看護学科

Ｑ17 看護職には、どのようなものがありますか？
看護師、
保健師、
助産師があります。

Ｑ18 どんな学位・資格がとれますか？
学士（看護学）、看護師国家試験受験資格、保健師国家試験受験資格（選択制）、養護教諭二種免許（所定科目を履修し、保健師免許取
得後）
、
第一種衛生管理者（保健師免許取得後）
が取得できます。
詳しくは、大学案内のＰ12を参照してください。

［Q&A 4］

Ｑ19 国家試験対策は、どのようにして進めたら良いでしょうか？
日々の授業の予習・復習が大切なことは言うまでもありません。大学としても、国家試験オリエンテーションの実施、専門業者セミナーの
実施、
看護師国家試験問題の活用、
模擬試験の実施、書籍の整備、宿泊・交通費の補助などで積極的に支援しています。
詳しくは、大学案内のＰ35を参照してください。

Ｑ20 保健師コースは全員履修できるのですか？
本学では、保健師コースは選択制をとっており、
２年生のときに学内試験（保健師国家試験受験資格取得希望者選抜試験）
において合
格した学生が、
３年生より保健師コースを受講することができます。

Ｑ21 助産師資格を取ることはできないですか？
本学への入学を前提とした場合、看護学科４年間では取得することはできません。卒業後、別科助産学専攻に１年進学し、国家試験に合
格することが必要です。

Ｑ22 看護学生を対象にした奨学金には、どのようなものがありますか？
島根県をはじめ各地方公共団体、各種民間団体、各病院に独自の奨学金制度が多くあります。返済免除の場合もありますので、本学でも
説明会や学内メール等で情報提供を随時行っています。

看護栄養学部健康栄養学科

Ｑ23 管理栄養士はどのような職場でどのような仕事をするのですか？
管理栄養士は様々な職場で活躍をしています。
医療の現場

医療チームの一員として、患者への食事の提供や栄養の指導を通して治療に貢献します。

学校給食の現場

学校給食の提供と子どもたちへの食育を行います。

社員食堂等

働く人の健康づくりをサポートします。

保健所や市町村保健センターなど行政の場

乳幼児から高齢者まで、地域住民の健康づくりと栄養・食生活改善に貢献します。

高齢者や障がい者などの福祉施設

身体の機能に合わせた、
食べやすい食事づくりと栄養サポートを行います。

保育所など児童福祉施設

子どもたちの食と健康の土台を築くため、一人一人の成長に合わせた食事の提供と食育を行います。

研究・教育機関の現場

食や健康に関する調査・研究活動、未来の管理栄養士・栄養士の育成を行います。

スポーツクラブやトレーニングセンターなどスポーツの現場

運動能力を高めるための食事をアドバイスします。

Ｑ24 管理栄養士になるために、どのようなことを学ぶのですか？
管理栄養士は、個人及び集団の食事や栄養についてアドバイスをする
「栄養の指導」
や、提供する食事の管理を行う専門職です。人を対
象としたケアを行うことから、人体のしくみや、食べ物がどのように人体で使われていくのか、
また、
「食品」
を個々に応じた
「食事」
にするた
めに、食品や献立・調理、集団給食の提供についての知識と技術を学びます。
さらに、食生活は、様々な社会的背景に影響されるため、地域や社会・環境について学ぶことも必要です。対象とする個人や集団との対
話、対象者に関わる様々な人との連携が必要とされる仕事であるため、
コミュニケーション能力も修得します。

Ｑ25 管理栄養士と栄養士の違いは何ですか？
管理栄養士は、栄養士免許を取得した人が国家試験を受験・合格して得ることのできる厚生労働大臣の免許を受けた国家資格です。栄
養士は、都道府県知事の免許を受けた国家資格です。
管理栄養士と栄養士はともに、個人及び集団の食事や栄養についてアドバイスをする
「栄養の指導」
や、提供する食事の管理を行う専門
職ですが、業務内容が少し異なります。管理栄養士は、病気を患っている方や高齢で食事がとりづらくなっている方、健康な方一人ひとり
に合わせて専門的な知識と技術を持って栄養指導や給食管理を行います。一方、栄養士は、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食
の運営を行います。
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Ｑ26 管理栄養士の国家試験合格率はどのくらいですか？
年によって合格率に多少の変動はありますが、平成28年度では、管理栄養士養成課程の新卒者で85.1%、栄養士養成施設の卒業者で
9.2%でした。

Ｑ27 どんな学位・資格がとれますか？
学士（栄養学）、管理栄養士国家試験受験資格（*1）、栄養士、栄養教諭一種免許状（*2）、食品衛生管理者／食品衛生監視員
（*3）
が取
得可能です。
（*1）
管理栄養士養成施設指定申請中 （*2）教職課程認定申請中 （*3）
食品衛生管理者養成施設等登録申請中

Ｑ28 栄養教諭はどのような仕事ですか？
栄養教諭の仕事は
「食に関する指導」
と
「学校給食の管理」
です。小・中学校で、子どもが将来健康に生活して行けるように
「食の自己管理
能力」
や
「望ましい食習慣」
を身に付けさせる指導を行います。
また、給食センターなどで給食の栄養管理などを行います。栄養教諭免許取得のためには、選択科目として教職分野の単位を取得する
必要があります。

Ｑ29 食品衛生管理者／食品衛生監視員とはどのような資格ですか？
食品衛生管理者は、乳製品や食肉など特定の食品を製造する会社に就職し、食品の衛生管理を行います。食品衛生監視員は、保健所や
検疫所に所属し、食品の検査や飲食店の衛生状態の監視などを行います。
どちらも担当する職務に任用されるために必要とされる
「任用
資格」
です。

Ｑ30 どのような国家試験対策をおこなっていますか？
専任教員による国家試験オリエンテーション及び試験対策の実施、模擬試験の実施、書籍の整備、宿泊・交通費の支給などを予定して
います。

Ｑ31 文系コースですが、受験できますか？
一般入試および推薦入試（一般推薦）
ではセンター入試の理科が必須科目です。
ただし、理科は基礎２科目
（化学・生物）
でも受験可能で
す。推薦入試
（専門学校・総合学科推薦）
では小論文、面接および書類（推薦書、調査書、志願理由書）
による受験となります。

Ｑ32 高校で化学や生物を履修していません。
授業で困りませんか？
化学・生物の基礎知識は
「栄養」
を理解する上で必須です。
しかし、入学後に共通教養科目お
よび専門基礎科目の授業で、化学・生物は基礎からしっかり勉強しなおしますので心配いり
ません。
ただし、文系の人も理科基礎（化学・生物）
の人体や栄養に関わる内容をよく勉強して
おく事をおすすめします。
また、合格発表後、入学手続き者を対象に入学前教育（有料）
の案
内を行いますので受講をお薦めします。

Ｑ33 ３年次編入学試験を受験できますか？
３年次編入学試験は、
すでに栄養士免許を取得している人を対象とした試験で、平成32年度
入試から開始する予定です。

［Q&A 6］

Ｑ34 他大学と比較した特徴は何ですか？
カリキュラムに関しては、看護学科の学生と初年度から連携科目を通じて共に学び、
お互いを専門職として尊重することを通じて、関連職
種連携のための能力を身につけられることが大きな特徴です。
また、地域の特性に対応した栄養指導能力を育てることにより、今後その
需要が急激に増すと予想されている
「在宅栄養ケア」
に対応できるためのカリキュラムを備えている点は先進的です。
また、
山陰初の管理栄養士養成施設ですので、特に島根、鳥取の皆さんは地元で学べる、卒業後も立ち寄りやすいという利点があります。
加えて、島根県で60年にわたり栄養士を養成してきましたので、
山陰に卒業生の広いネットワークがあり、地元での就職に活用できるの
も大きな特徴です。

Ｑ35「在宅栄養ケア」とは、どのようなものですか？
在宅栄養ケアとは、病院を退院した方など、
自宅で療養している人を対象として行う栄養指導・栄養ケアです。
それぞれのお宅を訪問し、
「療養者が在宅での生活を安全かつ快適に継続でき、
さらにQOL（生活の質）
が向上する」
ことを目的に行います。在宅栄養ケアが病院や
施設での栄養指導・栄養ケアと異なる点は、療養者の経済状態や買い物環境、食習慣などを把握し、療養者の生き方を理解した上で問
題を軽減し、
自立の手助けをすることに比重を置くことです。在宅医療と係わる関連職種と連携が取れ、在宅療養者の疾患・病状・栄養
状態に適した、
より実践的な栄養食事指導（支援）
ができる技術が必要となります。

別 科 助 産 学 専 攻

Ｑ36 分娩介助は何例行うのですか？
「実習中の分娩の取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること」
として保健師助産師看護師
学校養成所指定規則に定められています。実際には、
「十回程度」
とは９例以上とみなされていますが、本学では10例以上を実習の単位
認定の要件としています。

Ｑ37 どこで実習をするのですか？
島根県内の病産院施設で行います。県内８箇所（平成28年度）
の施設に１〜７名に分かれて実習を行います。施設の特徴から学生の
キャリアを考慮し、
学生自身の希望も取り入れて決定しています。

Ｑ38 実習の費用はどのくらいかかりますか？
約5〜6万円
（平成25〜28年度実績）
で近年変化はありません。経費は学生人数で均等割りにしますので、
どこの施設で実習を行っても
同一費用です。

Ｑ39 助産師学生向けの奨学金には、どのようなものがありますか？
島根県に就職する学生に対し、
月額10万円が１か年分一括支給され、就職により返還免除となる島根県の奨学金制度があります。平成
28年度は9名申請9名受給となりました。但し、新年度の募集となりますので、次年度の公募状況については未確定です。
６月頃の公募
状況にご留意ください。
また看護学生用と同じもの
（大学案内P35参照）
もありますが、
その他、病院、
自治体の行っている奨学金制度が
あります。

