
  

 
 

 

令和５年度（２０２３年度） 

 

福 井 県 立 大 学 大 学 院 

学 生 募 集 要 項 
  

健康生活科学研究科 

      
 

（博士後期課程） 

健康生活科学専攻 
 

 

 

    
 

 

公立大学法人 

福井県立大学 



  

 
 

目 次 

 

入学者受入方針  ………………………………  １頁 

 

Ⅰ 入学試験概要 ………………………………  ３頁 

 

Ⅱ 健康生活科学専攻募集要項 ………………  ４頁 

 

Ⅲ 授業科目        ………………… １１頁 

 

添 付 書 類 

 

 



  

   

入入学学者者受受入入方方針針  

 

【理念・目的】 

健康生活科学研究科（博士後期課程）は健康生活科学専攻からなる。「健康生活科学」

は、保健・医療を担う看護学専攻と福祉を担う社会福祉学専攻が融合した学問領域で

あり、「Well-being（ウェルビーイング）の向上を探究する学問」である。看護学も社

会福祉学も「ウェルビーイング」を達成するためには必要不可欠な学問ではあるが、

さらに両者を融合させることで、健康から生活までの課題を連続的に捉え課題解決を

図ることができる。 

「健康生活科学」の研究対象は、看護学、社会福祉学、健康基礎科学、医学、公衆

衛生学などを基盤として、保健・医療・福祉が連携し予防・改善の視点から健康の基

礎研究、看護ケア・機器の開発、身体の健康・メンタルヘルスへのアプローチ、エン

ドオブライフにおける意思決定まで幅広い。さらには、社会福祉行政・社会福祉政策・

援助モデルや地域社会の構築の視点から、個人の持てる能力を最大限に引き出す（エ

ンパワメント）を目指し、共生社会の実現に取り組む研究なども対象である。 

従って、本研究科において、看護学・社会福祉学・健康基礎科学に精通し、福井県

およびわが国の地域保健・医療・福祉を牽引する専門職者であり、教育者であり、指

導者であり、研究者であり、「Well-being（健康と幸福）に向けた共生社会」を目指す

人材を育成する。 

 
 
【教育目標】 

健康生活科学研究科の教育目標は、次のとおりです。 
① Well-being の向上に貢献する保健・医療・社会福祉の専門職者に必要な基礎的・倫

理的な素養を寛容するために、「健康生活科学特論」「研究倫理特論」を必修の共

通科目として設定する。  

② 健康基礎科学領域あるいは健康生活探究領域の基盤となる理論と知識を学修し、健

康生活科学の教育指導が展開できるよう「健康科学特論」「健康福祉学特論」を専

門科目として設定する。  

③ 保健・医療・社会福祉が提供される場における多様な課題を見出し、解決していく

ための研究方法について演習（ゼミ）形式で追及し、学位論文への取り組みに導く

よう（リサーチワークへ繋がるよう） 健康基礎科学領域では、「看護実践開発演習」

「健康バイオマーカー演習」を、健康生活探究領域では、「保健医療福祉演習」「地

域包括ケア演習」を設定する。  

④ 学位論文の研究に多様な視点で計画的に取り組むために、専門科目と「特別研究科

目」を設定する。  

⑤ 学修成果の評価は、科目毎に成績評価の方法を設定し、シラバスに明示する。 
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【アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針）】    

本研究科では、健康生活科学の学修に関する関心や意欲のある人の入学を求めます。 

① 社会のWell-being を向上し、地域の保健・医療・福祉活動に貢献したい人 

② 実践現場の課題対策に使命感をもち、論理的に探究し研究成果を社会実装に繋げた

い人  

③ 専門的知識と実践力の向上と変革に貢献する独創的な研究に取り組む意欲のある人 
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令和５年度福井県立大学大学院健康生活科学研究科(博士後期課程) 
 

ⅠⅠ  入入学学試試験験概概要要  
 
１ 募集人員 

専  攻 入学定員 募集人員 

健 康 生 活 科 学 専 攻 ３名 ３名 

 

２ 出願期間 

令和４年１２月１９日（月）～令和５年１月４日（水）（消印有効） 

 

３ 選抜期日 

令和５年１月２９日（日） 

 

４ 合格発表期日 

  令和５年２月６日（月） １３時 

 

５ その他 

出願に当っては、研究科長を介して志望する領域の教員と連絡をとり、研究計画等に

ついて事前面談をしてください。 

連絡先は、本学ホームページ【https://www.fpu.ac.jp】の「健康生活科学研究科」の

紹介ページをご覧ください。 

 

６ 問い合わせ先 

   〒９１０－１１９５ 

    福井県永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

     福井県立大学 教育推進課  

ＴＥＬ ０７７６－６１－６０００（内線１０２３） 

 

７ 入学者選抜の変更について 

  新型コロナウィルス感染症の影響により、入試日程や実施方法が変更となる場合があ

ります。変更された際には本学ホームページにて随時公表します。最新の情報をご確認

いただき、変更の可能性があることをご了承のうえ出願をお願いします。 
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ⅡⅡ  健健康康生生活活科科学学専専攻攻募募集集要要項項  

 
１ 募集人員 

３名 
 
２ 出願資格 

  次のいずれかに該当する者とする。 

（１）修士の学位（令和５年３月３１日までに該当する見込みの者を含む）又は専門職

学位を有する者 

（２）外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者または

令和５年３月３１日までに該当する見込みの者 

（３）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し、修士の学

位又は専門職学位に相当する学位を授与された者または令和５年３月３１日まで

に該当する見込みの者 

（４）我が国において、外国の大学院の課程を有するもの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であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者また

は令和５年３月３１日までに該当する見込みの者 

（５）国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置

法（昭和51年法律第７２号）第１条第２項に規定する１９７２年１２月１１日の国

際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相

当する学位を授与された者または令和５年３月３１日までに該当する見込みの者 

（６）文部科学大臣の指定した者（平成元年文部省告示第１１８号） 

（７）本研究科において、個別の入学資格審査により修士の学位又は専門職学位を有す

る者と同等以上の学力があると認められた者で、令和５年３月３１日までに２４歳

に達している者 

（８）その他本研究科において、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者
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３ 出願資格（６）（７）（８）による出願手続 

出願資格（６）（７）（８）により出願を希望する者は、事前に出願資格の審査を

行うので、入学試験出願資格審査申請書(別添様式)に最終出身学校の成績証明書を添

付し、下記の期日までに教育推進課へ書留速達扱いの郵送または直接持参により提出

すること。 

審査結果は郵便により通知する。 

令和４年１１月２９日（火）（消印有効） 

 
４ 出願手続 
（１） 出願期間 

令和４年１２月１９日（月）～令和５年１月４日（水）（消印有効） 

（２） 出願方法 

出願は、所定の出願用封筒を用い、書留速達扱いの郵送または直接持参により行う

こと。土曜日、日曜日および年末年始（１２月２９日から１月３日）を除き、９時か

ら１７時まで受け付ける。 

（３） 出願先 

    〒９１０－１１９５ 

    福井県永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

     福井県立大学 教育推進課  
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５ 出願書類 
 

区 分 備 考 

①入 学 志 願 票 所定の用紙に本人が記入する。 

②写 真 票 縦４cm×横３cm の写真(正面上半身無帽、背景なし、出願
前３ヵ月以内に単身で撮影したもの)を所定欄に貼付 

③受 験 票 所定の用紙に本人が記入する。 

④検定料振込受付証明書 
（検定料振込受付証明書
貼付欄にのり付けする
こと） 

同封の振込依頼書（三連）を持参のうえ、金融機関（郵便

局、ＡＴＭ、インターネット、コンビニエンスストアを除く）

の窓口で３０，０００円を納入する。 

納入時には、「検定料振込受付証明書」に金融機関の「振

込受付日付印」が押されていることを必ず確認し、「検定料

振込受付証明書貼付欄」にのり付けする。なお、検定料は、

令和４年１２月１２日（月）～令和５年１月４日（水）の金

融機関窓口受付終了時刻までに振込むこと。 

ただし、本学大学院修士課程修了見込みの者で、引き続き

博士後期課程に進学する者は不要 

※納入済みの入学検定料は、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)検定料を振り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、また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振り込んだ場合 

返還請求の方法 

 「検定料振込受付証明書」を添付の上、検定料返還請求書

を下記住所まで郵送してください。期限・請求書様式など詳

細は本学ホームページをご覧ください。 

【https://www.fpu.ac.jp】 

福井県立大学 財務課 

〒９１０－１１９５ 

 福井県永平寺町松岡兼定島４－１－１ 

 TEL ０７７６－６１－６０００（内線１０５８） 

⑤成 績 証 明 書 修士課程または博士前期課程の成績証明書 
※出願資格(６)(７)(８)により出願する者は、学部等の成
績証明書 

⑥修 士 課 程 修 了 
 ま    た    は 

修士課程修了見込証明書 

出身大学発行のものを提出する。 
ただし、出願資格(６)（７）(８)により出願する者は、学部
等の卒業証明書を提出する。 

⑦修士論文および修士論
文の要旨 

それぞれ３部提出する。要旨は、日本語の場合 2,000 字程
度、英語の場合 1,000 ワード程度で作成する。ただし、修士
課程または博士前期課程在学中で修士論文作成中の者は、修
士論文の要旨のみの提出で構いません。なお、学術雑誌等に
発表した論文等がある場合は、その写しを参考資料としてで
きるだけ添付してください。 

⑧健 康 診 断 書 所定の用紙により提出する。 

⑨志 望 理 由 書 所定の用紙に本人が記入する。 

⑩研 究 計 画 書 所定の用紙に本人が記入する。 
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⑪推 薦 書 
所定の用紙に所属大学・施設等の学部長・施設長等が記入

する。提出は任意とする。 

⑫住民票 
（外国人留学生のみ） 

市町村長発行のもので、在留資格を明記したもの（原本）
を提出する。海外居住者の場合は、有効期間内のパスポート
の写し（姓名および国籍が記載されたページ）を提出する。 

⑬受 験 票 返 送 用 封 筒 
所定のものに、受験票返送先の住所、氏名、郵便番号を明

記し、３５４円切手を貼る。 

 

 

６ 選抜期日および選抜方法等 

（１） 選抜期日 

令和５年１月２９日（日） 

（２） 選抜方法 
    筆記試験［外国語（英語）］、面接（研究計画の説明・口述試験を含む）により

総合的に判定する。 
（３） 時間割 

期日 時間 試験科目 

１月２９日 

１０：００～１１：３０ 
外国語(英語) 
【辞書持込み可（電子媒体不可）】 

１３：００～１７：００ 面接（研究計画の説明・口述試験を含む） 

※筆記試験は開始後３０分以内の遅刻に限り受験を認める。ただし試験時間の延長は

行わない。 

志願者の状況によっては、面接の時間が変更になる場合があります。 

（４） 会場 
     福井県永平寺町松岡兼定島４－１－１ 福井県立大学永平寺キャンパス 
（５） 新型コロナウィルス感染症の影響により、入試日程や実施方法が変更となる場合  
   があります。変更された際には本学ホームページにて随時公表します。最新の情報 
   を確認いただき、変更の可能性があることをご了承ください。 
    ・ホームページアドレスは【https://www.fpu.ac.jp】です。 
 
７ 配点 
 

外国語（英語） 
面接（研究計画の説明・口述試験

を含む） 
合計 

１００ ２００ ３００ 

   試験科目を１科目でも受けない方は、入学者選抜の対象から除きます。 
 
８ 合格発表 

（１） 発表期日 

   令和５年２月６日（月） １３時 

（２） 発表方法 
    福井県立大学永平寺キャンパス構内および福井県立大学ホームページに掲示する

とともに、合格通知書を本人あて郵送する。なお、電話等による問い合わせには応
じない。 
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９ 成績の開示 

  本学の受験者本人に限って、個人成績を開示します。 

希望者は、次により申し込んでください。 

（１） 令和５年度入学試験成績開示の申し込み期間 

令和５年４月２４日（月）～５月２３日（火） 

（２） 申込者 

受験者本人に限ります（代理人は不可）。 

（３） 申込先 

    福井県立大学 教育推進課 

（４） 申込方法 

   【窓口での申込】 

        ・本学受験票を持参の上、所定の「大学院入学試験成績開示申込書」により申し

込んでください。 

    ・郵便での開示を希望される方は、返信用封筒も添えてください。 

     ※１ 返信用封筒の大きさ：長型３号 

     ※２ 郵便番号、住所、あて名を記載し、切手５１９円分を貼り付けてくださ       

        い 

   【郵便での申込】 

    ・次の１～３を同封して申込期間内に到着するよう郵送してください。 

    ・申込後１月程度にて受験者本人あて書留郵便で送付（受験票も返却）します。 

    １ 所定の「大学院入学試験成績開示申込書」 

    ２ 受験票（本人確認のため使用・コピー不可） 

    ３ 返信用封筒（上記※１、※２による）  

（５） 開示の内容 

    外国語（英語）・面接（研究計画の説明・口述試験を含む）ごとの点数および総

合点 

（６） 開示方法 

    ・閲覧または郵送により開示します。 

    ・郵送による開示は、受験者本人あて書留郵便で送付（受験票も同封し返却）し

ます。 

（７） 問い合わせ先 

    福井県立大学 教育推進課 

    福井県永平寺町松岡兼定島４－１－１ 
    TEL ０７７６－６１－６０００（内線１０２３） 
 
10 入学手続 
（１） 入学手続期間 

令和５年２月７日（火）～２月１４日（火）(消印有効) 

（２） 入学手続方法 
   入学手続の詳細については、合格通知書送付の際に通知する。 

 
11 入学に必要な経費等 
（１） 入学料 

    入学手続の際には、次の金額の入学料を納付する。 

      福井県内の者   １８８，０００円 

      上記以外の者   ２８２，０００円 
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   (注) 福井県内の者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

     ア 令和４年４月１日以前から引き続き福井県内に住所を有する者 

     イ 令和４年４月１日以前から引き続き福井県内に１親等の親族が住所を有す

る者 

     ウ 理事長がこれらに準ずると認める者 

(注) 本学大学院修士課程修了見込みの者で、引き続き博士後期課程に

進学するものについては不要 

（２） 授業料 

     金  額  年額 ５３５，８００円 

     納付方法  前期（納付期限５月１２日）、後期（同１１月１２日）の２回に

分けて納付する。 

   (注１) なお、在学中に授業料の改定が行われた場合には、改定後の授業料が適用

されます。 

(注２) 社会人学生が職業を有している等の事情により、標準修業年限の３年で修

了することが困難と予想される場合、申請により修業年限を最大限６年間と

することを認める長期履修制度があります。 

    この制度が適用された場合、授業料は３年分を４年、５年または６年で分

割納入することになります。 

（３） その他 

     奨学金、授業料減免・徴収猶予等の詳細については、入学後相談に応じる。 

 

12 個人情報の取扱い 

  福井県立大学では、個人情報について以下のとおり取扱いますので、予めご了承くだ

さい。 

（１） 個人情報は、「福井県個人情報保護条例」および｢公立大学法人福井県立大学個人

情報保護取扱規程｣に基づき、適正に処理します。法令等の規定に基づくときなど

の例外を除き、原則として、第三者に提供することはありません。 

（２） 本学への出願にあたってお知らせいただいた氏名、住所およびその他の個人情報

については、①入学者選抜（出願処理、選抜実施）、②合格発表、③入学手続、④

入学者選抜方法等における調査、研究、分析、⑤およびこれらに付随する業務を行

うために利用します。 

（３） 入学者選抜に用いた試験成績の個人情報は、入学者選抜方法等における調査、研

究、分析を行うために利用します。 

（４） 各種業務での利用においては、一部の業務を外部委託する事があります。この場

合、受託者には個人情報の保護が義務づけられます。 

（５） 本学への出願にあたってお知らせいただいた個人情報および入試成績は、入学者 

のみ入学後の、①教務関係（学籍、修学指導等）、②学生支援関係（健康管理、就

職支援、授業料免除・奨学金申請等）、③授業料徴収に関する業務を行うために利

用します。 
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13 障害を有する入学志願者等との事前相談 

  障害を有する等、受験上、および入学後に修学上の配慮を必要とする可能性のある入

学志願者は、出願前にあらかじめ福井県立大学教育推進課まで連絡し、相談してくださ

い。 

（１） 相談の時期   出願期間開始前まで 

（２）  相談の方法    相談書（様式は自由で、健康診断書等を添付したもの）を提出し

てください。必要な場合は、本学において志願者またはその立場を

代弁できる関係者等との面談を行います。 

 

14 麻疹（はしか）、風疹（三日はしか）の流行予防の手続き 

  学内での麻疹（はしか）、風疹（三日はしか）の感染症の流行を防止するため、入学

手続きの際にこの予防接種の記録を提出していただきます。２回以上の接種記録がない

場合などは、予防接種を受けていただくことがあります。 

 

15 不測の事態が発生した場合の諸連絡 

不測の事態により、試験日程や選抜内容など募集要項の内容に変更が生じた場合は、

本学ホームページ等でお知らせしますので、出願前や受験前は特にご注意ください。 

・ホームページアドレスは 【https://www.fpu.ac.jp】 です。 
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ⅣⅣ  授授業業科科目目  
【健康生活科学専攻】  

 

科目名 

共通科目 
健康生活科学特論 

研究倫理特論 

専門科目 
 

健康基礎科学領域 

健康科学特論 

看護実践開発演習 

健康バイオマーカー演習 

健康生活探究領域 

健康福祉学特論 

保健医療福祉演習 

地域包括ケア演習 

特別研究科目 
健康基礎科学領域 健康基礎科学特別研究 

健康生活探究領域 健康生活探究特別研究  
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【永平寺キャンパス】
Eiheiji Campus

福井県立大学
永平寺キャンパス

〈京福バス〉
ＪＲ福井駅西口バスターミナル１番のりば
27・37・38系統
「県立大学」下車（所要時間約40分）

〈乗用車〉
ＪＲ福井駅前より約20分
北陸自動車道　福井北Ｉ.Ｃより約10分

〒910－1195
福井県永平寺町松岡兼定島4－1－1
TEL：0776－61－6000（代）
FAX：0776－61－6012



〒910-1195 福井県永平寺町松岡兼定島 4-1-1
TEL.0776-61-6000 ㈹　FAX.0776-61-6012

問い合わせ先　教育推進課
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